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Ⅰ．はじめに

　指圧やマッサージ、カイロプラクティックなどの
徒手療法は、痛みの緩和１）や心身の安定２）３）などの
精神的なリラックス効果を目的として応用されるこ
とが多い。その作用機序の一つとして、自律神経機
能に及ぼす体性感覚刺激の影響に関する報告が多く、
心拍数の減少２）４）５）、血圧の低下２）、体温の低下４）、
皮膚温の上昇４）、消化管運動の促進６）７）などが報告
されている。その機序は、麻酔動物を用いた研究か
ら体性−自律神経反射により起こると考えられてい

る８）。
　また、関節可動域の増加や胸郭の可動性の改善９）、
脊柱の可動性の増加１０）、筋緊張の緩和など筋骨格系
への影響についても報告されている。このことは、
徒手療法の触圧刺激が自律神経機能や筋骨格系に影
響を与えることを示唆している。
　徒手療法の臨床的効果には、主訴の改善のみでは
なく呼吸がしやすくなるという患者からの声がある。
本間は息苦しさを感じている対象に対し、第２、３
肋間および第７～１０肋間へのバイブレーション刺
激１１）１２）や呼吸筋ストレッチ体操１１）１３）をほどこしたと
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■要旨
　徒手療法は、痛みの緩和や関節可動域の増加など筋骨格系への効果や心身の安定などの効果があり、それとともに呼吸が
しやすくなるといった自覚的変化がある。この呼吸のしやすさが、どのような要因で生じているのかを解明する目的で、自
覚的および他覚的所見から考察した。本研究では、背部への触圧刺激による自覚的な呼吸のしやすさを評価し、それととも
に客観的に計測した呼吸パラメータとの関連について検討した。また、心拍を指標として自律神経機能を観察した。対象は
健康成人男性１５例（２８．０±７．２歳）、実験は背部への触圧刺激を行った①刺激あり群（１５例）と、刺激を行わなかった②刺激
なし群（先の１５例中１０例）の２群に分けて検討した。触圧刺激で自覚的な呼吸のしやすさの改善や背部が軽くなる感覚が認
められた。各評価ポイントでは他覚的に変化しなかったが、触圧刺激中における呼吸機能、自律神経機能の変動が背部の軽
くなった感覚と自覚的な呼吸のしやすさに影響を与えた可能性も示唆された。
◇キーワード：触圧刺激、呼吸機能、自律神経機能、呼吸のしやすさ、徒手療法

■Abstract
　Manual therapy has an effect on the musculoskeletal system such as pain relief and an increase in the range of motion of the 
joint and effects such as stability of the mind and body, there is a subjective change such that it becomes easy to breathe. From 

the subjective and objective findings, it was considered to clarify the cause of this breathing easiness. In this study, we evaluate 

the subjective breathing easiness by touch pressure stimulation to the back, and we also examined the relationship with the 

objectively measured respiratory parameters. Also, autonomic nervous function was observed using heart rate as an indicator. 

The subjects were 15 healthy adult males (28.0 ± 7.2 years old), experiments were carried out with a touch pressure stimulus 

to the back ①stimulated group (15 cases), no stimulation ②no stimulus group(10 cases)and divided into two groups. There 
was a feeling that subjective respiration easiness was improved and back became lighter with touch pressure stimulation. 

Although it did not change objectively at each evaluation point, fluctuation of respiratory function and autonomic nervous 

function during touch pressure stimulation, together with the feeling that the back part became lighter, affects the subjective 

breathing easiness It also suggested the possibility of giving.

◇Keyword: Contact pressure stimulation, Respiratory function, Autonomic function, Ease of breathing, Manual stimulation.
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ころ、呼吸困難感が和らいだと報告している１１）１２）１３）。
小林は触圧覚刺激法が拘束性換気障害に有効１４）で
あることを報告している。
　このように臨床現場での呼吸感覚の改善効果は報
告されているが、手技を行ったときの呼吸機能の他
覚的変化や呼吸の自覚的変化についての研究は少な
い。
　本研究では、自覚的な呼吸のしやすさが、どのよ
うな現象として観察されるのかを解明する目的で、
自覚的および他覚的所見から考察した。背部への触
圧刺激による自覚的な呼吸のしやすさを他覚的にみ
るために、触圧刺激での自覚的な呼吸のしやすさを
評価し、それとともに客観的に計測した呼吸パラ
メータとの関連について検討した。また、その時の
心拍変動から心拍を指標として自律神経機能を観察
した。その際、自律神経機能は体位変換により影響
を受けるという報告が多い点から自律神経活動を安
定した状態で比較するため、安静での坐位及び仰臥
位で検討した。さらに背部への触圧刺激が呼吸に影
響するか否かを明らかにする目的から、安静仰臥位
で刺激を行った刺激あり群と体位変換のみの刺激な
し群との比較を行った。

Ⅱ．研究方法

１．実験期間及び対象

　実験期間は、平成２０年１月から平成２０年１１月とし、
対象は健康成人男性１５名、平均年齢２８．０±７．２歳と
した。そのうち１０名は刺激による影響を見る目的で、
対照群として刺激なしの状態で同じ時間経過で測定
した。実験では室温２４～２５℃に設定し、実験中は照
明を消して行った。本実験は、人間総合科学大学倫
理審査委員会の承認を得て実施した。

２．実験プロトコル

　実験は、被験者１５名に対して背部への触圧刺激を
行った群（①刺激あり群）１５例と、そのうち刺激を

行わなかった群（②刺激なし群）１０例で比較した。
　実験行程は１７分とし、実験協力者は坐位にて３分
間の安静状態を保時した後（前期坐位）、仰臥位に
体位変換し、１１分間安静を維持した。再度坐位に体
位変換し、安静状態を３分間保持した（後期坐位）。
触圧刺激は、仰臥位を開始して５分経過した後３分
間行った。刺激なしでは、触圧刺激を加えず体位変
換のみを行った。
　呼吸スコアによる自覚的な呼吸のしやすさ、及び
呼吸機能、心拍の他覚的な各パラメータ値について
実験全体を通して観察した場合と、仰臥位における
刺激前後の変化を観察した。実験全体を通した場合
では、評価ポイント１（前期坐位０．５分の時点）を
基準とし評価ポイント４（後期坐位３分の時点）と
比較した。刺激前後では、評価ポイント２（刺激前
安静仰臥位５分の時点）を基準とし評価ポイント３
（刺激後安静仰臥位３分の時点）と比較した。呼吸
機能及び心拍の各パラメータは３０秒区間の中央値
（ｍｅｄｉａｎ）±標準誤差（ＳＥ）で評価した。

３．刺激の方法と部位

　背部への触圧刺激は、実験行程のうち安静仰臥位
の状態で行った。実験協力者の背部とベッドの間か
ら術者の手指を差しこみ、指頭部で触圧刺激を行っ
た。刺激部位は、脊柱の第１から第１２胸椎までの横
突起部に対し行った（図２）。刺激時間は右側から
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図１　実験プロトコル



１．５分、左側１．５分の順に合計で３分間行った。手指
で脊柱起立筋を確認し、横突起部に向けて指頭で背
面から前方に２～３秒押圧を加え、順に刺激部位を
変えた。押圧の強さは、実験協力者が苦痛でなく、
心地良い程度の刺激とした。刺激中に痛みを感じた
ときには合図をしてもらうよう指示した。

４．測定項目

Ａ．呼吸の変化
１）呼吸のしやすさの自覚的変化
　呼吸のしやすさは、呼吸スコア（７段階評価）を
用いて自覚的な変化を評価した。呼吸スコアは、実
験全体を通した場合の呼吸のしやすさについて、前
期坐位と後期坐位の比較で評価した。仰臥位では安
静仰臥位における背部への刺激前と刺激後で比較し
た。実験中、被験者には自然な呼吸を行うよう指示
した。スコアボードに質問項目を示し、被験者に呼
吸をしたときの感覚を申告させた。周囲は静かに、
物音を出来るだけ少なくするよう努めた。

２）呼吸機能の変化
　呼吸機能はミナト医科学社製エアロモニタＡＥ−
３００ｓを用いて測定した。呼吸パターンとして呼吸の
一定時間における換気量をみるために分時換気量
（ＶＥ）を、呼吸の速さをみるために呼吸数（ＲＲ）
を、呼吸の深さをみるために分時一回換気量（ＶＴ）
を観察した。呼吸パターンは動きの成分とさらに代

謝性要因による変化を検討する目的で分時酸素消費
量（ＶＯ２）、呼気終末二酸化炭素濃度（ＥＴＣＯ２）
を観察した。

Ｂ．自律神経機能の変化
１）心拍の変化とスペクトル解析
　心拍は諏訪トラスト社製心拍ゆらぎリアルタイム
解析プログラムＭｅｍｃａｌｅ／Ｔａｒａｗａを用いて測定
した。心電図を胸部第Ⅱ誘導から記録し、心電図Ｒ
−Ｒ間隔から心拍数を導きだした。心拍数を導き出
すと同時にＲ−Ｒ間隔のゆらぎからスペクトル解析
を行い、心拍変動ＬＦ成分と心拍変動ＨＦ成分、心拍
変動ＬＦ／ＨＦを算出した。スペクトル解析は０．０４～
０．１５Ｈｚの低周波領域成分をＬＦ成分、０．１５～０．４０Ｈｚ
の高周波領域成分をＨＦ成分として比較した。
　心臓自律神経活動評価に用いられる場合、心拍変
動ＨＦ成分は心臓迷走神経活動の指標として用いら
れる。心拍変動のパワー比であるＬＦ／ＨＦは、相対
的な交感神経活動を表しているとされている。また
心拍変動ＬＦ成分は交感神経と副交感神経活動の指
標として用いられている１６）。心電図Ｒ−Ｒ間隔変動
を用いた検査法は非侵襲的かつ客観的な定量的検査
法として評価されている１６）。

５．統計解析

　呼吸、心拍のパラメータの解析については、検討
したデータが正規分布していなかったため分散分析
を用いることができず、ノンパラメトリックとして
フリードマン検定を行った。有意差を認めたパラ
メータについてはさらに多重比較検定として、ウィ
ルコクスンの符号付順位検定を行った。また有意水
準は、フリードマン検定では５％未満とし、ウィル
コクスンの符号付順位検定についてはボンフェロー
ニの不等式を適用し、０．０５／６％未満を有意とした。
自覚的変化のクロス表の検定はχ２検定を行い、有
意水準は５％未満とした。
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図２　刺激方法の方法と部位
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Ⅲ．結果

１．呼吸の自覚的変化

　前期坐位と後期坐位について、刺激あり群と刺激
なし群の自覚的な呼吸のしやすさについて刺激が与
える影響を比較した結果を表１に示す。自覚的な呼
吸のしやすさは背部への刺激あり群１５例中９例が改
善を認め、６例が変化しなかった。これに対して背
部への刺激を行わなかった刺激なし群１０例では、２
例が自覚的な改善を認め、８例が不変であった。こ
の結果から、前期坐位と比較して後期坐位では、背
部への触圧刺激で呼吸がしやすくなる例が多いこと
がわかった。また背部への触圧刺激を行った１５例に
ついて、呼吸のしやすさと刺激を受けた背部の感覚
との関係について検討した（表２）。その結果、背
部への刺激で背部の感覚が軽くなった例が１０例いた。
そのうち呼吸がしやすくなった例が９例、変わらな
かった例が１例いた。背部の感覚、呼吸のしやすさ
がともに変化しなかった例は５例であった。このこ
とから、背部への触圧刺激で背部が軽くなるという
感覚と呼吸のしやすさには関連があることが分かっ
た（ｐ＜０．０５）。
　次に、仰臥位で行った背部触圧刺激が、呼吸の自
覚的なしやすさに与える影響について刺激前と刺激
後を比較した結果を表３に示す。背部への刺激あり
群１５例中７例が自覚的な改善を認め、８例が変化し
なかった。これに対して、背部への刺激を行わな
かった刺激なし群１０例では、２例が自覚的な改善を
認め、７例が不変、呼吸がしにくくなった例が１例
いた。

２．呼吸機能に及ぼす影響

Ａ．呼吸パターンへの影響（ＶＥ，ＲＲ，ＶＴ）
１）前期坐位と後期坐位，刺激前後における比較
　前期坐位（評価ポイント１）と後期坐位（評価ポ
イント４）の呼吸パターンの変化を比較し、仰臥位
での呼吸パターンの変化は、刺激前（評価ポイント
２）と刺激後（評価ポイント３）を比較した。前期
坐位と後期坐位の比較、刺激前と刺激後の比較にお
いて、刺激あり群と刺激なし群ともにパラメータの
値に差は認められなかった（図３）。

２）　触圧刺激中の変化
　触圧刺激中における呼吸パターンの変化をみる目
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表１　背部への触圧刺激で起こる自覚的な呼吸のしやすさ
【評価ポイント１と評価ポイント４の比較（前期坐位と後期坐位）】

表２　背部への触圧刺激で起こる呼吸のしやすさと背部の自覚的変化
【評価ポイント１と評価ポイント４の比較（前期坐位と後期坐位）】（ｐ＜０．０５）

表３　背部への触圧刺激で起こる自覚的な呼吸のしやすさ
【評価ポイント２と評価ポイント３分の比較（刺激前と刺激後）】



的で、刺激前（評価ポイント２）と刺激中の変化を
検討した。刺激前と刺激中の変化からフリードマン
検定を行い、ＲＲに有意差が認められた（ｐ＜０．０５）。
次にウィルコクスンの符号付順位検定を行ったが有
意差は認められなかった。刺激直前に対し、刺激中
にＲＲは刺激中増加傾向を示した。ＶＥ、ＶＴでは有意
差は認められなかったが触圧刺激中に変動が認めら
れた（図３）。

３．代謝に関わる呼吸パラメータの変化

Ａ．ＥＴＣＯ２、ＶＯ２への影響
１）前期坐位と後期坐位、刺激前後における比較
　前期坐位（評価ポイント１）と後期坐位（評価ポ
イント４）の代謝と関わる呼吸パラメータの変化を
比較した。仰臥位での呼吸機能の変化は，刺激前
（評価ポイント２）と刺激後（評価ポイント３）を
比較した。前期坐位と後期坐位の比較、刺激前と刺
激後の比較において、刺激あり群と刺激なし群とも

に呼吸パラメータの値に差は認められなかった。

２）触圧刺激中の変化
　触圧刺激中の変化をみる目的で，刺激前（評価ポ
イント２）と刺激中の変化を検討した。ＥＴＣＯ２、
ＶＯ２ともに刺激前に対して刺激中に有意差は認め
られず、触圧刺激中の変化は認められなかった。

４．心拍に及ぼす影響

Ａ．心拍数、心拍変動ＨＦ成分、心拍変動ＬＦ／ＨＦ
への影響

１）前期坐位と後期坐位、刺激前後における比較
　前期坐位（評価ポイント１）と後期坐位（評価ポ
イント４）の心拍の変化を比較した。　仰臥位での
心拍の変化は、刺激前（評価ポイント２）と刺激後
（評価ポイント３）を比較した。前期坐位と後期坐
位の比較、刺激前と刺激後の比較において、刺激あ
り群と刺激なし群ともに心拍パラメータの値に差は
認められなかった。

２）触圧刺激中の変化
　触圧刺激中の変化をみる目的で、刺激前（評価ポ
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図３　刺激あり群、刺激なし群における呼吸パラメータの
変化（分時換気量：ＶＥ、呼吸数：ＲＲ、分時一回換気量：ＶＴ）

図４　刺激あり群、刺激なし群における代謝に関わる呼吸
パラメータの変化（分時酸素消費量：ＶＯ２、
呼気終末二酸化炭素濃度：ＥＴＣＯ２）
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イント２）と刺激中の変化を検討した。フリードマ
ン検定を行い心拍数に有意差が認められた（ｐ＜
０．０５）。次にウィルコクスンの符号付順位検定を
行ったが有意差は認められなかった。心拍変動ＨＦ
成分、心拍変動ＬＦ／ＨＦはフリードマン検定で有意
差は認められなかった。
　刺激直前に対し刺激中に心拍数は減少傾向であっ
た。心拍変動ＨＦ成分、心拍変動ＬＦ／ＨＦは有意差
を認めなかったが、刺激中に変動が認められた。

Ⅳ．考察

　本研究では、背部への触圧刺激の有無による自覚
的な呼吸のしやすさの変化とそのときの呼吸機能と
の関連、及び心拍を指標とした自律神経機能につい
て検討し相互の関連性をみた。
　背部への刺激あり群は、刺激なし群に比べて自覚
的な呼吸のしやすさが改善した例が多くみられたが、

自覚的な呼吸のしやすさを評価した前期坐位と後期
坐位、仰臥位での刺激前後の呼吸パターンの比較で
は有意差を認めなかった。
　また、代謝性要因に関わるＶＯ２とＥＴＣＯ２のパラ
メータも上記の評価ポイントの間に差は認められな
かった。血液中の炭酸ガスは、息苦しさを生み出す
要因となる１７）。触圧刺激により自覚的な呼吸がしや
すくなった例が多かったが、代謝性要因に関わるパ
ラメータは、刺激前後、刺激中共に変化が認められ
ず、刺激あり群と刺激なし群の差も認められなかっ
た。このことから、本実験における自覚的な呼吸の
しやすさの改善には呼吸パターンは触圧刺激中に変
動がみられたものの、代謝性の要因には影響してい
なかったことが示唆された。
　刺激なし群と比べて刺激あり群は、自覚的な呼吸
のしやすさの改善が多くみられたにも関わらず、呼
吸パターンのパラメータは評価ポイント間で差が認
められなかった。しかし、呼吸パターンには触圧刺
激中に軽度の変動が認められた。この触圧刺激中の
変動が、自覚的な呼吸のしやすさの改善と関わって
いる可能性があると考えられる。
　また、自覚的な呼吸のしやすさの改善は、背部が
軽くなったという感覚と関係していることがわかっ
た。一方、自律神経機能では心拍数、心臓迷走神経
活動を表すとされる心拍変動ＨＦ成分、相対的な交
感神経活動を表すとされる心拍変動ＬＦ／ＨＦに呼吸
の評価ポイント前後で有意差は認められなかったが、
触圧刺激中には呼吸パターンと同様にゆるやかな変
動が認められた。触圧刺激中における心拍数の減少
傾向は、触圧刺激による体性−自律神経反射によっ
て心臓迷走神経活動の増加、あるいは心臓交感神経
活動の減少が考えられる。早野は、呼吸状態は心拍
変動に大きく影響し、心拍変動ＨＦ成分は呼吸数に
よっても影響を受け、呼吸回数が増加することに
よって心拍変動ＨＦ成分が減少すると報告している
が１５）、本研究では触圧刺激中に呼吸が速く、浅くな

呼吸に及ぼす背部触圧刺激の影響－呼吸機能と心拍による観察－
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図５　刺激あり群、刺激なし群における心拍の変化
（心拍数、心拍変動ＨＦ成分、心拍変動ＬＦ／ＨＦ）



り、心拍変動ＨＦ成分が減少したという早野らの研
究結果とは一致しなかった。触圧刺激中には、浅く
速い呼吸であった。呼吸は暗算負荷などの精神的ス
トレス時には、速く浅い呼吸となることが報告され
ている１７）。本研究での触圧刺激中の呼吸パターンの
変化が暗算負荷時と類似した結果であったが、その
現象が同様の反応様式であるかどうかは不明である。
今回、背部への触圧刺激により、自覚的な呼吸のし
やすさの改善が認められたが、この呼吸のしやすさ
の要因について今後さらに検討を行う必要がある。
自覚的な評価項目についての妥当性についてもさら
に検討し、また、刺激部位は背部の胸部全体に行っ
たが、今後は刺激部位をより限定した場合や刺激部
位の違いによる影響も含めて考えていく必要がある。
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