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研究の背景	

肥満	痩せ	 標準	 

ü  痩せまたは肥満の女性は 妊娠しにくい	  
①自然妊娠率が低い	
②不妊治療に対する反応が悪い	
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研究の背景	

ü  鍼灸は不妊症女性の妊娠率を高める（？）	  

①自然妊娠率を高める（？）	
②不妊治療に対する反応を高める（？）	

妊娠に結びついたことが	

鍼灸治療による効果であるという	

科学的根拠はまだまだ不十分 4-6) 
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?	

研究の目的	

鍼灸治療	

鍼灸治療の効果と	  
BMIとの関係？	

  改善効果（？）	  
（科学的根拠は不十分）	  

鍼灸による不妊治療を受けて妊娠した者について、妊娠までの	  
鍼灸治療の回数･期間 と BMI	  値との関連性 を調べた	  

不妊症女性のBMI	  値が、鍼灸治療の効果に　　　　　　　
影響を与えているのかどうかを検討する	

不妊症	

関連あり	  

肥満　 痩せ	  
（高BMI	  ）	 （低BMI	  ）	 

【目的】	 



研究の方法	

n  2011年2月～2012年8月に不妊治療を目的として 　　　

アキュラ鍼灸院に来院し、鍼灸治療（施術者9名、特定の

治療法ではない）を開始後、医療機関に受診して妊娠が

認められた女性203名（27～52歳：平均37.0±3.7歳）	  

n  妊娠・流産歴や医療機関での治療の有無は問わない	

調査対象	

n  初診時のBMI値	  

n  鍼灸治療の期間（月数） （不妊鍼灸治療開始から妊娠成立まで）	  

n  鍼灸治療の回数 （不妊鍼灸治療開始から妊娠成立まで）	

指 標	



統計解析	

n  年齢とBMI値の関連性 ・・・ スピアマンの順位相関係数	  
n  年齢の群間比較 ・・・ クラスカル・ウォリス 検定	  
n  妊娠陽性判定までの鍼灸治療の期間・回数の群間比較	  
　　　　・・・ クラスカル・ウォリス検定、マン・ホイットニー検定	

研究の方法	

（日本肥満学会の分類）	n  初診時のBMI値に基づく分類	  

BMI値による体格分類	

痩せ型	 標準型	 肥満型	 

（BMI＜18.5）	   （18.5≦BMI＜25）	 （25≦BMI）	

	  (Body	  Mass	  Index)	体格指数:	  BMI	



BMI	  値・体格分類と年齢との関係	

痩せ型・標準型・肥満型の	  
年齢に有意差なし	

BMI値と年齢との間に	  
有意な相関なし	

r	  =	  0.12,	  	  p	  =	  0.09	
年齢	

BMI	 痩せ型	 標準型	 肥満型	

年齢	 p	  =	  0.10	



痩せ型	 標準型	 肥満型	

鍼
灸
治
療

回
数	

鍼灸による不妊治療開始から妊娠成立までの	  
鍼灸治療と体格（BMI）の関係	

痩せ型	 標準型	 肥満型	

鍼
灸
治
療

期
間

月
数
	

p	  <	  0.01	  

p	  =	  0.04	  

p	  <	  0.01	  

p	  =	  0.03	  



結果のまとめ ・ 考察	

本研究の対象 203名について	  
年齢とBMIとの関係は認められなかった	  

これまで「痩せ型・肥満型は妊娠しにくい」と報告されてきたが	  
鍼灸治療を受けた女性では 年齢にかかわらず	  

痩せ型が最も妊娠しやすかった	  

妊娠に至るまでの鍼灸治療の期間・回数は	  
痩せ型（低BMI）で最も少なかった	  



考　察	

n  痩せ型女性に特徴的な、不妊に関連した何らかの　

共通症状や機能的障害に対し、鍼灸が有効であった

可能性を示唆する。	  
n  しかし、本研究結果のみをもって 「不妊症の痩せ型

女性に対して、鍼灸治療が不妊の改善に効果的で

あった」と結論づけることはできない。	  
n  今後、痩せ型女性の共通症状や鍼灸治療による　　

変化などについて前向き研究を行い、検討していく　

必要がある。	

これまで「痩せ型・肥満型は妊娠しにくい」と報告されてきたが	  
鍼灸治療を受けた女性では年齢にかかわらず	  

痩せ型が最も妊娠しやすかった	  

例えば、痩せ
型の多くは冷
え性であった
ため（鍼灸と
は関係なく）
積極的に温
めるよう努め
ていたから妊
娠しやすかっ
たかもしれな
い、など。	


