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＜要旨＞　機械で身体を分析し，機械によってどの程度の変化が体に現れるのかを知った
上で，逆説的に手技代替療法における再現性を立証したいと著者は考えている．今回の実
験研究は，横隔膜付近を筋電計によって数値化し，その神経経路及び横隔膜レベルに対
し，電波による50kHzの振動を印加した．それにより，横隔膜周辺の筋電計数値が減少を
示したのでその変化について報告する．これまで，手技代替療法の現場では，感覚的側面
に多くを委ねてきたが，時代の流れにおけるIT化など，我々に求められる像も当然のこと
ながら時代と共に変化してゆくものである．プロフェッショナルとは，より新しいものを
偏見なく貪欲に取り入れ，必要であれば自らをそれに適応させ，不必要であればまた模索
を繰り返すことによって，業界の常識を転換させられる人であると著者は思う．結果は未
来の誰かが勝手に論評すれば良い．しかしながら，機械に頼ることと自らの感覚的側面を
退化させることは決して同列にあってはならない．これらを活用して自らの技術を向上さ
せることこそが手技代替療法業界の発展的展望ではなかろうか． 
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1. はじめに 
我々の生命維持に欠かせない最も重要な働
きのひとつとして呼吸があげられる．呼吸器
は生活に必要な酸素をとり，その分解産物で
ある炭酸ガスを排出する．最も原始的な場合
には皮膚がこれに預かる（皮膚呼吸）1)．ま
た呼吸は，体内における循環を指す用語に用
いられる場合もあり，例えば哺乳類の胎児期
には肺における呼吸は行われないことから，
中枢神経系の脳脊髄液循環を第一次呼吸と呼
んでいる．その後，分娩を経て胎盤から切り
離され，肺での呼吸が開始される．今回の研
究はこの肺における呼吸，すなわち肺呼吸の
働きを扱った内容である．肺呼吸は体内エネ
ルギーの活動源であり，細胞のエネルギー生
産及び排出には欠かせないもので，呼吸に
よって血中に入り込んだ酸素は，主にミトコ
ンドリアで細胞のエネルギー生産（ATP：ア
デノシン3リン酸）に用いられる．その結果
発生する二酸化炭素を，今度は細胞から血中
へ戻し，全身から再び肺へ戻って体外へ排出
される．よって肺胞内における毛細血管との
ガス交換を外呼吸，毛細血管と細胞間で行わ

れるガス交換を内呼吸と呼ぶことで大別され
ている．一般社団法人日本呼吸器学会によれ
ば，慢性呼吸不全とは，大気中から酸素を体
に取り入れて，体内でできた炭酸ガスを体外
へ放出するという肺本来の働きを果たせなく
なった状態を呼吸不全と定義している．具体
的には，正常では動脈を流れる血液中の酸素
分圧は100mmHgに近い数値が検出される
が，60mmHg以下になると呼吸不全として異
常値に扱うから，呼吸器疾患を疑うわけだ
が，心不全や酸素を運ぶヘモグロビンの減少
など，肺以外における原因も隠れている場合
がある．本実験は，この60mmHg以下の疾患
者及びその疑いのある者を対象に行なったも
のではなく，呼吸運動の主要筋である横隔膜
の活動値を分析して，呼吸の動きを再現する
筋骨格系の観点から述べている．例えば，呼
吸の動きは1日に約2万回程度反復的に行われ
ている運動だが，上記のような呼吸器疾患に
よる呼吸不全がなくても，パルスオキシメー
ターで血中酸素飽和度（SpO2）を計測すれ
ば，正常値が100~96%とされている中で，
96％程度の低い値で生活している人が数多く



いる．これは，骨格的な円背姿勢と拘束的換
気障害2)やエアースタビライザーを用いた姿
勢制御訓練3)などの通り，姿勢的要因と換気
量についても説明ができるが，著者はこの姿
勢の方向からではなく，Jorge F. Velazco, 
Shekhar Ghamande and Salim Suraniらによって
行われた筋電計計測方法4)や，横隔膜神経伝
導検査法5)にある方法を参考に，横隔膜の活
動値を計測することで説明をしている．酸素
欠乏は軽微であったとしても，二酸化炭素の
発生源である細胞内で起こった酸素消費の分
解産物が血管回収されず，身体への影響では
集中力低下，作業性の低下，筋力低下，頭
痛，耳鳴り，疲労感が起こることがある．ま
た、肺胞低酸素と炎症6)では，酸素分圧の低
下と各臓器の炎症との関連性が述べられてい
る．また，違った側面では，呼吸に焦点をあ
てた心理療法アプローチ7)によって，学生面
談における呼吸を用いた心理療法の意義につ
いて述べられている．これらによって受け
る，体内細胞へのダメージ及び心理的，精神
的な負担が健康に悪影響を及ぼす範囲は想像
に難くない． 

2. 基礎的呼吸の仕組み 
呼吸器系とは気道，肺，胸郭からなる．外
呼吸は吸気と呼気の性質を持ち，吸気では外
気を上気道（鼻腔，咽頭）から下気道（喉
頭，気管支，肺）を経由し1)，呼気ではこの
逆を辿る．これらは肺そのものの自発的な動
きによってもたらされるものではなく，肋骨
部の肋間筋及び横隔膜の収縮運動によって呼
吸を可能としている．吸気の場合には，外肋
間筋と横隔膜の収縮により，肺を外囲いして
いる胸郭を広げることで内部を陰圧にし，空
気を外部から肺へと流入させる．一方で呼気
の場合には，吸気で収縮した筋肉を弛緩させ
ることで陰圧が減少し，肺本来の形に戻る収
縮力の手助けを借りながら，肺内部の空気を
体外へ排出させる仕組みである．肺胞部に
は，肺動脈から来る毛細血管が張り巡らされ
ており，肺胞内面の細胞とガス交換を行う毛
細血管までの距離はわずか1µmにある．この
ため，肺胞内を通過する際に迅速に酸素と二
酸化炭素のガス交換が行われる． 
空気を吸入した時，酸素約21％，二酸化炭

素約0.03%，窒素約78%からなる混合気体で
あって，気道内で水蒸気によって飽和され，
死腔の気体と混ざって肺胞に達する（肺胞で
は酸素13~14%二酸化炭素5~6%）．肺におけ
るガス交換は，肺胞気と肺の毛細血管の静脈
血との間のガス分圧の差によって行われる．
肺胞におけるガス圧は外気圧1気圧の場合
760mmHgであり，肺胞気には水蒸気が飽和
状態で47mmHgで存在する．よって，酸素分
圧は肺胞気圧から水蒸気圧を引いた値に肺胞
気の酸素濃度をかけることで求められるため
(760-47)×0.14≒100mHgになる8)（二酸化炭素
分圧は(760-47)×0.06≒40）． 
呼吸器で特筆すべきは，これらの活動の殆
どは無意識下において行われているが，時に
意識下でも呼吸を行うことが出来る点だ．前
者は，頸動脈小体と大動脈小体が動脈内の血
中酸素分圧の低下をモニターし，舌咽神経を
介して脳幹部の延髄に情報を上げる．これと
は別に，中枢部では脳脊髄液中のPH低下で
二酸化炭素の分圧上昇を知る．この酸素分圧
低下と二酸化炭素分圧の上昇の双方の監視に
よって，無意識下において自動的に過不足な
く呼吸が行われている．この主な働きは体内
の代謝要素の呼吸である．一方で後者は，意
識下において肋間筋や横隔膜を意図的に収縮
させることで，呼吸を強めたり弱めたりを可
能としており，こちらは主に感情要素の呼吸
である．感情要素の呼吸は意図的に深呼吸を
することで心理的ストレス値を軽減させる働
きがあるといわれている．深呼吸の健康心理
学的考察9)では，これについて呼吸のトレー
ニングを用いることで被験者の主観的ストレ
ス値を軽減させた．尚，代謝要因における正
常な呼吸数の1分間平均値は，成人で12回か
ら18回程度のサイクル，新生児では40回，幼
児で20回から30回の範囲であり，呼吸はいず
れも横隔膜が中心である． 

3. 実験内容と方法 
呼吸の最大筋である横隔膜の左右機能状態
を，左右乳頭部から足方へ降りた第7から第8
肋骨間において，筋電計によって計測を行
う．筋電計から読み取った緊張状態にある片
側横隔神経に対して電波振動器を使用して，
50kHzの電波を印加する．これによって，電



波振動が神経機能に影響を及ぼすか検証を行
う． 

3.1. 実験に使用する筋電計 
筋肉は無数の筋繊維によって構成されてい
る．1本の筋繊維の長径は太さ10～150µmの
径を有しており，長さ1～300mmほどであ
る．これらが束となって複合的に活動電位に
達した時，皮膚を介して体表から筋電計に
よってこの電気を読み取る．しかし，皮膚の
上から感知できる電気は，筋繊維の束で発生
した電気の約1/1000程度と極わずかである．
よって，計測器の制御装置内で，これを任意
に増幅させてグラフ化させる仕組みとなって
いる．この装置のことを筋電計（EMG＝
Electromyograph）と呼ぶが，今回の計測に使
用した筋電計は，米宇宙財団と米航空宇宙局
（NASA）の認証を経た，インサイトディス
カバリー（以下EMG）の機械を採用した
（図1）．これを使用している大学，教育機
関，スポーツチームは表1に記載してある通
りである． 

表1　インサイトディスカバリー使用機関 

（有限会社インネイト利用者より）10)　 

これらの通り，臨床の場で実践的に広く活
躍している装置である． 
被験者の計測時の姿勢は仰臥位に統一し，
安静時呼吸の状態で行う．計測はダイナミッ
クEMGによって，15秒間の動的記録を行う
こととする． 

3.2. 実験に使用する電波振動器 
Body-Station Pro用(株式会社エバートロン
社製)で，入力電源12V出力電圧200Vで50kHz
の電波振動を誘導させる（図2）．この装置
は水分子を極小化させる性質があり，その徴
表は調理器具として識別され特許取得がされ
ている11)．電極は全部で4本あり，被験者の
体には低周波用の粘着性を持ったパットを貼
り付けてスポット印加する．つまり，最大で
4ヶ所の印加が同時に行えるというわけだ．
尚，医療器具では無いため，被験者には特質
を説明の上で，予め同意のもと身体への電波
印加を行った． 

4．実験内容 
図3は電波振動印加前の15秒EMG計測波形
である．Channel,1は波状形を描く赤線であ
る．被験者の左側の第7から第8肋骨間部を表

図１　使用した筋電計

図２ 　使用した電波振動器

使用機関名
大学 Cleveland College 

Life College 
Life College West 
McTimoney College England 
New Zealand College 
Northwestern College 
Palmer College East 
Parlker College of 
Chiropractic 
University of Bridgeport 
帝京科学大学　など

スポーツ ＜NBAバスケットボール＞ 
Houston Rockets 
Philadelphia 76ers 
＜MLBメジャーリーグ＞ 
San Diego Padres 
＜NFLフットボール＞ 
Baltimore Ravens 
Indianapolis Colts　など



し，Channel,2は波状形の上を走行する青線
であり，被験者の右側の同肋骨間部である．
左側の赤線が波状形を示しているのは，左側
は心臓が左に肥大した解剖学的特徴があるた
め，その活動電流を読み込んでいると推測さ
れる．尚，横隔神経の観点から，予め神経障
害が存在しないかの確認の為，被験者には以
下の整形外科学的テストを行った．Soto-Hall
テスト12)，Spurlingテスト12)，胸郭出口症候
群（TOS）の観点から，Adsonテスト12)，
Wrightテスト12)，Allenテスト13)のいずれも陰
性であった．次に，電波振動器によって，
50kHzの電波振動を被験者の体へ印加させ
る．この装置は,水分子を極小化させる性質
があり11)，正確には肉体へのアプローチでは
なく，体内の水分である組織間液を，50kHz
の電波振動で極小化させる．電極はケーブル
の先に低周波用の粘着パットを付けて使用す
る．本使用機器はPro用につき，全部で4本ソ
ケットから4ケーブルの出力が可能である．
解剖学的に横隔膜を動かす神経支配は第3か
ら第5頚髄節から起こるため（図5），頚椎レ
ベルでは2番から5番を覆う様に2ケーブル2
パット，横隔神経の走行を追う様に前斜角筋
前面部へ1ケーブル1パット，EMG計測部と
同部位の第7から第8肋間部に1ケーブル1パッ
トを使用した．パットの装着部分は図3の結
果から，横隔部の緊張が強い右側（青）の頚
椎2番から5番，同側の前斜角筋前面部と第7
から第8肋間部とし，安静時呼吸のままで約5
分間の電波振動をこれらに印加した．その結
果が図4である．15秒EMG数値に明確な変化
が見られた．右側を読み取った波形レベル
（青）が，電波振動の印加前には15秒EMG
の平均値（Mean）が40.6uVoltsであったのに
対し，電波振動の印加後には15秒EMG平均
（Mean）は11.6uVoltsまで低くなった．これ
により，第7から第8肋間部の安静時呼吸にお
ける緊張状態が減ったことが予測できる． 

4.1．神経をターゲットにした実験 
次に，同計測条件下において別の被験者に
対し，電極パットの部位を変えて電波振動を
印加する実験を行った．この意味は，著者は
電波振動が筋肉に対して作用したのではな

く，神経組織に対して影響を与えたのではな
いかという予測を基に，横隔膜という筋肉へ
の電波振動印加を省略し，それを支配してい
る横隔神経にのみ電波振動印加の焦点を絞っ
た. 
先に述べた様に，横隔膜の活動は左右の第

3から第5頚髄の神経支配からなる．従って，
頚椎の椎間孔レベルでは，例えば第3頚髄で

図３ 　電波振動印加前の筋電計グラフ

図４　電波振動印加後の筋電計グラフ

図５　 頚椎と横隔神経



は，頚椎2番から3番の間の椎間孔を通って走
行する（頚椎の3番と4番間からは第4頚髄
が，頚椎の4番と5番の間からは第5頚髄が出
る）．その後，横隔神経は前斜角筋前面部を
下降し，心臓部の横を通過して横隔膜へ神経
を伸ばす（図5）．以上の解剖学的所見か
ら，神経に的を搾る場合，第3から第5頚髄が
出る頚椎3番から5番に，電波振動印加のパッ
トを2ケーブル2パット当て，同側の前斜角筋
前面部に2ケーブル2パットを使用する．つま
り，筋肉を対象外とした為に，第7から第8肋
間部には電波振動を印加しないという方法で
ある．この被験者における電波振動印加前の
15秒EMG波形が図7になる．右側を計測した
センサー波形（青）が上にあり，すなわち右
側の横隔膜部の緊張を表している．その後，
前記した様に2ケーブル2パットで頚椎3番か
ら5番までを覆い，残りの2ケーブル2パット
を前斜角筋の前面部に貼り付けて5分間の電
波振動を印加した．その結果，同条件におい
て15秒EMG計測を行うと図8の波形になっ
た．よって，横隔膜部への直接印加が行われ
なくても，横隔膜部の15秒EMG数値は減少
を示したことになる．また，他の被験者であ
る図９の波形も，図１０の結果になり，同様
の再現性が見られた． 

5．結論 
今回の実験では，身体への電波振動の印加
時間は約5分間で行った．最初に行った図３
と図４の実験時には，電波振動を横隔膜付近
に印加したための変化だと思っていた．しか
しながら，図７と図８，図９と図１０では，
それら横隔膜付近への電波振動の印加は行わ
ず，横隔神経がある頚椎3番から頚椎5番と，
前斜角筋前面部位にのみ電波振動を印加し
た．その結果，15秒EMG数値に変化を及ぼ
した．これらのことから，経皮における5分
間の50kHz電波振動は神経に影響を与えるこ
とが分かった．著者なりに神経に何が起こっ
たのかを考えてみたが，素直に解釈すれば，
50kHzの電波振動が神経に対しても微細な振
動を起こし，それが筋肉を支配する神経を刺
激した結果，筋肉においての15秒EMG値に
変化を及ぼしたものではないかと推測した．
足関節捻挫後の機能的不安定性に対する末梢
神経電気刺激の効果14）によれば，経皮的電
気刺激療法を用いて足関節捻挫後の機能的不
安定性についての改善値も示されている．ま
た，末梢神経電気刺激がもたらす神経生理学
的変化15）によると，複数の電気的トレイン
刺激を用いることで，皮質脊髄路の興奮性が
増大することを示している．以上のことか
ら，可能性の一つとして刺激の種類の如何に

図９　電波振動印加前のEMGグラフ

図１０　電波振動印加後のEMGグラフ 
（図９の被験者）

図８　電波振動印加後のEMGグラフ 
（図７の被験者）

図７　電波振動印加前のEMGグラフ



問わず，抹消神経に対する刺激が筋肉の運動
機能に変化を見せたと推測される．他にも，
横隔膜という観点から他の骨格筋とは違っ
て，安静時呼吸の呼吸運動は停止していない
状態で電波振動を印加しているため，随意運
動と電波刺激の複合的作用も注目する点であ
る． 

5．まとめ 
より中枢の方へと着眼点をずらせば，これ
らの機能変化は，代謝的呼吸の中枢にある延
髄，橋などの脳幹への影響，もしくは行動性
呼吸の中枢，大脳皮質運動野及び大脳辺縁系
への影響も調べる必要がある．この場合，と
くに行動性呼吸については，呼吸に焦点をあ
てた心理療法アプローチ16)に述べられている
通り，呼吸は感情や心理と強い関わりを持っ
ているため，横隔神経に対して電波振動を印
加することにより，感情コントロールの役に
立つかも知れない．他にも，末梢神経の損傷
による機能回復にはどういう反応を示すのか
など，これまで50kHzの電波振動特性につい
ては，殆ど発表されていないことから，未知
な可能性は多分にある．実験に使用した電波
振動器の優れたところは，電波計測器で電波
計測を行うと，通常の電気刺激とは違い電波
であるから，容易に身体の奥まで到達する点
である．そして殆ど何も感じない無痛の種類
の刺激であり，仮に睡眠時であってもそれを
妨げることはない．また，この電波振動器の
特許公開11)を見れば，水分子を極小化させ，
連珠結合という整列化現象がある．このこと
で，細胞間質液や血流の循環において，どの
程度の促進的な作用があるのかも未知数であ
る．結果からいえば本実験では，電波振動の
印加は脊髄神経から筋肉までの運動経路には
良好な刺激として解釈されたといえるだろ
う。 
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