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厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業）

分担研究報告書

諸外国における相補・代替医療の情報発信・あり方に関する調査研究

研究分担者 鈴木隆雄 国立長寿医療研究センター所長

Ａ．研究目的

我が国をはじめ多くに国々で相補・代替医療

（Complementary and Alternative Medicine:

CAM）が着実な展開を示している。一方で、伝

統医療に根ざした CAM は西欧で発展してきた

い わ ゆ る 科 学 的 評 価 方 法 （ Scientific

Evidenced-Based Medicine: EBM）と必ずしも

同一の手段（例えば Randomized Controlled

Trial: RCT）での評価が困難である場合があり、

十分な信頼性に欠ける点のあることが指摘され

てきた。

また CAM の一般への普及に伴い、その使用物

や手技などでの安全性や副作用等についての情

報の公開はその重要性を増している。

今回の「統合医療の情報発信等の在り方に関

する調査研究」での 1 つの目的は CAM の比較

的よく普及した諸外国における CAM 関連使用

物質や手技等に関する特性や安全性についての

情報収集や選択あるいはその公開方法や普及に

関する事例の収集についてである。

今年度はその目的達成のために、アメリカ合

衆国における Department of Health and

Human Service のなかの最大組織である、

National Institute of Health (NIH)の一部局で

相補・代替医療管理を行っている National

Center for Complementary and Alternative

Medicine(NCCAM)を訪問し、CAM 関連情報の

収集と科学的分析、あるいは情報公開と普及に

ついての実態を調査することとした。

Ｂ．研究方法

NCCAMでの調査は平成22年12月14日（火）

午前10時～12時半までの2時間半に実施した。

NCCAM の対応者は以下の者である。

・Irene Y Liu, M.P.H.

Public Liaison Officer

Office of Communication and Public

Liaison

Liu 氏へのインタビュー調査に関しては事前に

別紙（添付）のような質問主旨及び 8 項目に渡

る質問をメールにて送付し、それらの解答と説

明を中心としてインタビュー調査を実施した。

Ｃ．研究結果

NCCAMの情報発信については大きく分けて

（１）患者あるいは一般向けの情報配信、およ

び（２）医療従事者向けの情報発信の2つがある。

いずれもWeb site を中心とした情報の発信が

研究要旨：諸外国における相補・代替医療の情報発信・あり方に関する調査研

究として、アメリカ合衆国 Department of Health and Human Service のNational

Institute of Health(NIH)にあるNational Center for Complementary and

Alternative Medicine(NCCAM)における相補・代替医療の情報発信のあり方を調

査した。NCCAMではWed-Site を利用した広汎な情報提供を実施しており、今後

の我が国においても活用すべき情報発信のあり方と思われる。
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されている。 （１）の患者向け情報発信では、

主にNCCAM主導で行った様々な研究成果をわ

か り や す い 言 葉 で Web site の “Health

Information” として随時更新され紹介されてい

る。これらの情報のコピーや引用は自由である。

またCAMに関する質問等は月曜日－金曜日まで

毎日（9時―17時）Text chat やemailを通じて

やり取りすることが可能である。 （２）の医

療従事者向けには Lecture series, E-learning,

Summary of CAM researches などから専門的

な情報を入手することができる。Web site から

の情報提供のほかに、紙媒体によるNews letter

“Get the Fact” が発行されている。最近の2010

年 8月号では”Acupuncture for Pain” が特集さ

れ鍼灸における痛みに対する治療に関しての科

学的根拠も含めた情報発信がされている。別紙1

として訳文を添付した。

以下の質問と答えについては Liu 氏へのイン

タビュー調査における質問と回答である。

1）NCCAM ではさまざまに展開され、発展す

る CAM ビジネスや商品販売等に関する情報収

集はどのように行われているか？

→ NCCAM 独 自 の情 報 収 集 と し て は

Web-Site の双方向のやりとりが中心とな

っているが、NIH の多局部との連携による

情報収集もある（例えばガンであれば

NIC）。

2）NCCAM では CAM 関連ビジネスや商品販売

に関する安全性や科学的有効性についてどのよ

うな対策を論じているか。

→ 1）NCCAM 自体は、「安全性」を最も重

視している。安全性や効果については、

NCCAM 外部への研究費を大学や研

究機関に配分し、エビデンスの構築に

努めている。

2）製品については FTC、食品（サプリメ

ント）については FDA が各々関与して

いる。

3）physician’s report も重視している。

3）NCCAM では CAM に関する様々な苦情（副

作用、価格、効果等）に対するどのような対策

を立てているか。

→ 1）CAM 関連物を利用した場合の苦情が

かかりつけ医等の医師に相談された場

合は physician’s report として情報が

上がってくる。

2）Web-Site での相談、NCCAM の

free-call（電話）相談もある。

3）FTC や FDA との連携による情報収

集・対応もある。

4）NCCAM では CAM 関連ビジネスや商品販売

に関する事故情報に対する収集や分析あるいは

その対策（国民への知識の普及）をどのように

論じているか？

→ 1）一般国民への情報提供はインター年と

が一般化し普及している米国では、

NCCAM の Web-Site が最も有効と考

えている。更に FTC（製品）、FDA（食

品、サプリメント）からの情報公開・

提供もある。

2 ） 専 門 家 向 け へ の 情 報 提 供 は

NCCAM-Newsletter, National

Health Statistics Reportなどがある。

これらは政府、職能団体等へ配布され

ている。

5) NCCAM では、特に CAM に人気が高いアジア

系集団に対し、情報の伝達性（中国語、韓国語、

日本語等）に特別の対策を立てているか？
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→ Hispanic への言語サービスはあるが、ア

ジア系は人口規模の小さいこともあり、特

別な対応はしていない。

6）NCCAM では、さまざまなタイプの CAM（サ

プリメント、マッサージ、鍼灸、漢方、etc）の

科学的根拠についてGrading しているか？ある

いは、それら全ての CAM は同列の扱いか？

→ 特別な grading はしていないが、外部研

究費の額などでの差別化がある。一般的に

西欧的評価尺度になじみやすいものとし

ては、鍼灸やカイロプラクティックであり、

次いで太極拳、サプリメント等である。一

方マッサージ、アロマ、レイキ等はかなり

低い。

7）日本では、一般（西洋）医療にも漢方や鍼灸

の併用が認められ、保険医療の対象となってい

るが、米国ではその取扱いはどのようになって

いるか？

→ 米国では国民皆保険が確立してないこ

ともあり（メディケア、メディケイドを除

き）、保険適用はない。一部鍼灸やカイロ

プラクティックでは民間保険適用となっ

ているものもあるようだ。

8）NCCAM では鍼灸に関する科学的根拠につい

てどの程度の集積があるか？またカイロプラク

ィックと比較した場合の鍼灸の信頼性や安全性

についてどのような対応であるか？

→ Acupuncture に関する scientific data に

関してはかなりの蓄積がある。例えば別表

1 で示した Get the Fact では鍼灸に関す

る論文の引用数が 50 以上に及んでいる。

一方、漢方（Chinese herbal medicine）

に関する研究はほとんどない。

以上の NCCAM での相補・代替医療の取り組み

や情報発信のあり方に関する情報は全て

NCCAM のホームページ（Homepage：HP）か

ら入手することが可能である。 HP におけるコ

ンテンツは「NCCAM について」を中心として、

「健康情報」、「研究の取り組み、「研究費助成」、

「研究者トレーニング」、「NCCAM ニュースと

出来事」などからなっている。 特に研究成果

についての情報は月１－2 回程度は改訂され、最

新情報について学ぶことが出来るようになって

いる。その研究対象は疾患としては、がん、い

たみ（慢性疼痛）、アレルギー、感染症（尿路感

染症）、など幅広くカバーされ、医療手技として

の鍼灸の他、ハーブ、食品、サプリメント、太

極拳、アロマ等の広範な領域を含んでいる。最

近の傾向としては、これら CAM の研究において

は RCT が増加しており、科学的根拠の水準の向

上に努めていることが伺えた。表に２０１０年

の NCCAM の研究費補助による主要な研究成果

の一覧を示す。

Ｄ． 考察

今回の NCCAM での CAM 関連情報に関する

実態調査で特に印象を受けたのは、ほぼ全ての

質問や論議が NCCAM の Web-Site/Home Page

から展開されたことである。即ち、CAM 関連の

研究一覧（研究費配分）、CAM 関連物の特徴、

安全性、効能、科学的評価の現状等、さらには

FTC や FDA,NIH 他部局（NIC や NIA 等）へ

のリスク等、NCCAM の Web-Site を通じてほ

ぼアメリカでの CAM に関する全容が理解出来

るようになっていることである。

アメリカにおいても CAM 関連のものの科学

的根拠はRCTなどのエビデンスレベルの高い研

究や、それらの Meta-analysis などが十分でな

く、最も科学的蓄積のある鍼灸についてもその

効果に関しては議論のあるところである。しか

し情報公開・情報開示の視点でみるならば、ど
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の程度科学的根拠の構築が進んでいるのか、ど

の点が不十分なのか、今後どのような課題が残

されているのか等がWeb-Site等を通じて一般の

方々にも広く開示されており、その点 NCCAM

の情報公開に対する取り組みは一定の評価を与

えることが出来ると考えられた。

Ｅ． 結論

NCCAM における CAM の情報発信の概要に

ついてその Web site や広報担当者に対するイ

ンタビューの成果を中心として概説した。Web

site からの情報発信は質量ともに優れていると

評価される。我国も今後の一層の高齢社会の進

展のなかで、伝統医療に基づく統合医療（相補・

代替医療）の活用が期待されるが、それらに関

する科学的根拠に基づく効果や安全性について

の情報の一元的管理と普及が必要となるものと

思われる。

F． 研究発表

1. 論文発表 なし

2. 学会発表 なし

G．知的財産権の出願･登録状況

(予定を含む)

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3. その他

なし
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別紙１

Get the Facts 訳文

Acupuncture for Pain (痛みに対する鍼治療)

身体の痛みは、多くのアメリカ人によく見られ

る症状であり、事実、全米調査によると、4 分

の 1 以上の成人アメリカ人が 1 日以上続く何ら

かの痛みを、最近経験しているという。市販さ

れているものや処方箋による従来の医薬品に加

え、痛みを和らげようと鍼治療を試す人もいる。

このファクト・シートでは、痛みと鍼治療に関

する基本的な情報を提供され、特定の痛みに対

する鍼治療に関する科学的研究についてまとめ

られ、追加の情報源が提案されている。

キー・ポイント

 様々な種類の痛みに対して鍼治療が用いら

れ、背部痛（腰痛）に対しての利用が最も

多く報告されており、関節痛、頸部痛、頭

痛、とそれに続く。

 様々な種類の痛みの緩和に対する鍼治療の

有効性について研究が行われている。いく

つかの疾患、例えば、慢性的腰痛や膝の変

形性関節炎には、期待できる結果が出てい

るが、その他の疾患についてはさらに研究

が 必 要 で あ る 。 National Center for

Complementary and Alternative Medicine

(NCCAM) は、広範囲にわたる鍼治療研究

を支援している。

 鍼治療は通常、正しく施術されれば安全な

ものであると考えられている。

 漢方医学の理論では、鍼治療は体内を巡る

気（生命エネルギー）の流れを調整するも

のである。鍼治療がどのようにして痛みを

緩和するのかについて、その科学理論を検

証する研究が現在行われている。

 かかりつけの医療機関には、利用している

補完代替医療について伝えること。健康管

理のために行っていることについてすべて

の内容を話していただく。そうすれば、そ

れに合わせた安全な治療を確実に行うのに

役立つことになる。かかりつけの医療機関

に補完代替医療(CAM)について話をする際

のポイントは、NCCAM の Time to Talk キ

ャンペーン nccam.nih.gov/timetotalk/ を参

照のこと。

痛みについて

痛みは、神経系で引き起こされる感覚のひとつ

である。痛みは、鋭い・鈍い、断続的・持続的、

局部的（背部痛など）・全体的（風邪による筋肉

痛など）などの場合がある。時には、注意が必

要なけがや病気について痛みによって気付かさ

れることもある。痛みは、根本的な問題に対処

すれば通常は無くなるものであるが、数週間、
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数か月、時には何年も続くこともある。慢性的

な痛みには、進行中の疾患（関節炎など）によ

る場合、脳の痛みを感じる領域に異常のある場

合や原因が分からない場合もある。

痛みを緩和するために、市販の医薬品、つまり

アセトアミノフェンか非ステロイド系抗炎症薬

（アスピリン、ナプロキセン、イブプロフェン

をはじめとする NSAID）のいずれかを多くの人

が服用している。NSAID の多量投与や麻酔剤を

はじめとする強い薬物療法は、処方箋のある場

合のみ利用することができる。痛みを抑えるた

めに、薬物によらない方法を試す人もいるが、

それらの例としては、理学療法や作業療法、認

知行動療法、セルフケア技術、頸椎の徒手整復

術や鍼療法などの CAM 療法などが挙げられる。

痛みに対する鍼治療の利用

世界中の最古の治療行為のうち、鍼療法は漢方

医療の一部に属している。鍼療法師は、体の特

定のポイントを、ほとんどの場合、皮膚を通し

て細い針を刺して刺激している。漢方医学の理

論では、これによって経絡として知られる経路

に沿って気（生命エネルギー）の流れが調整さ

れることになる。

2007 年の国民健康聞き取り調査には、アメリカ

人による CAM 利用の全体的な調査が含まれて

いたが、これによると、回答者（アメリカ人約

310 万人）の 1.4 パーセントが過去に鍼療法を利

用したことがあると答えていた。初期の国民健

康聞き取り調査からの鍼療法のデータを特別に

分析し、鍼治療を利用する目的として緩和した

い症状の上位 10 のうち、痛みと筋骨格系疾患が

7 つを占めているということが明らかとなった。

背部の痛みは最も多く、これに関節痛、頸部痛、

激しい頭痛/片頭痛、反復性の痛み、と続いてい

る。

痛みに対する鍼治療について科学的な見解

広範囲に渡る痛みの症状について鍼治療の研究

が行われており、例えば、術後歯痛、手根管症

候群、繊維筋痛、頭痛、腰痛、生理痛、筋筋膜

痛、変形性関節炎、テニス肘などが挙げられる。

概して、研究ごとに鍼療法の研究結果を比較し

たり、累積的な証拠に基づく結果を引き出した

りするのは困難である。その理由は、研究によ

って用いられる鍼の技法（電気に対して手作業）、

コントロール（比較群）、結果判定法などが異な

る場合があるためである。

鍼療法の研究における特に複雑な要因のひとつ

は、臨床試験のための対照群の選択であろう。

対照群の選択は、研究者が鍼療法の特定の側面

について研究したいかどうかや、鍼療法が他の

治療法に比べて有効か調べたいかなどによって

部分的に異なってくる。対照群の例としては、

鍼療法を受けていない被験者、模擬的な鍼療法

（鍼療法をまねた施術、プラシーボ[placebo] や

模擬治療[sham] と呼ばれることもある）を受け

た被験者、（鍼療法や疑似鍼療法に加えて、また

はそれらに代えて）その他の治療法を受けた被
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験者などが挙げられる。

鍼療法の研究において新しく出てきたテーマは、

プラシーボの役割であろう。例えば、プラシー

ボ（疑似）の場合または鍼治療を行わなかった

場合と比較して、鍼治療の鎮痛効果に関する研

究の 2009 年の系統的レビューは、結論には達し

ていない。レビュアーたちは、実際の鍼療法と

プラシーボの間にはわずかな違いを、プラシー

ボと鍼治療を行わなかった場合には中程度の違

いを見出しているが、プラシーボの鍼療法の効

果は非常に様々で、（被験者は全員、鎮痛剤と理

学療法から成る概ね標準的な治療を受けている

が）鍼療法の効果は用いられた特定のプラシー

ボとは無関係に出現していたことを確認してい

る。

(以下省略)

表１ NCCAM における 2010 年の主要な研究成果

 Quality of Life and Safety of Tai Chi and

Green Tea Extracts in Postmenopausal

Women

Tai chi and green tea supplements appear

to be safe for postmenopausal women

with low bone mineral density, but

researchers noted that only tai chi had a

positive impact on quality of life.

(December 2010)

 Benefits of a Placebo in Adults With IBS

Do Not Depend on Deception, Study

Shows

Benefits of a placebo in adults with

irritable bowel syndrome (IBS) do not

depend upon deception, new study shows.

(December 2010)

 Study Finds Echinacea Does Not Reduce

Duration and Severity of the Common

Cold

Researchers conducted a randomized

controlled trial in which they studied the

potential benefits of echinacea as a

treatment of the common cold. (December

2010)

 Study Reveals Association Between

Childhood Vaccination and Care by CAM

Providers

CAM use is associated with lower rates of

childhood vaccinations and greater

likelihood of contracting a

vaccine-preventable disease. (November

2010)

 Analysis of National Survey Shows CAM

Use in People With Pain or Neurological
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Conditions

National survey shows that people who

suffer from pain and neurological

conditions are more likely than others to

use CAM. (November 2010)

 Review of CAM Practices for Back and

Neck Pain Shows Modest Results

Evidence report suggests CAM therapies

for back and neck pain offer modest

benefits. (October 2010)

 Laboratory Study Suggests Potential

Anti-Cancer Benefit of White Tea Extract

Laboratory study suggests white tea

extract may have an anti-tumor effect in

lung cancer cells. (September 2010)

 Laboratory Study Shows Turmeric May

Have Bone-Protective Effects

Turmeric components called curcuminoids

may protect bones against osteoporosis,

according to a laboratory study in rats.

(September 2010)

 Study Examines the Effects of Swedish

Massage Therapy on Hormones, Immune

Function

Study suggests that one session of

Swedish massage can affect hormone

production and the immune system in

healthy adults. (September 2010)

 Tai Chi May Benefit Patients With

Fibromyalgia

Patients with fibromyalgia benefited more

from tai chi than from standard

stretching exercises in a 6-month study of

66 patients. (August 2010)

 Certain Categories of Complementary

Therapies Appear To Benefit Older

Adults

National survey data indicate that use of

certain categories of complementary and

alternative therapies may be statistically

associated with better health outcomes for

people age 55 and older. (July 2010)

 Tai Chi and Qi Gong Show Some

Beneficial Health Effects

A review of scientific literature suggests

that there is strong evidence of beneficial

health effects of tai chi and qi gong,

including for bone health,

cardiopulmonary fitness, balance, and

quality of life. (July 2010)

 Study Indicates Ginkgo biloba Does Not

Reduce the Risk of Cancer

Study results suggest that daily ingestion

of Ginkgo biloba does not reduce the risk

of cancer. (July 2010)

 Effects of Milk Thistle Extract on the

Hepatitis C Virus Lifecycle
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Silymarin, an extract of the milk thistle

plant, shows multiple effects against the

hepatitis C virus in cultured human liver

cells. (June 2010)

 Two-Year Study of Knee Osteoarthritis

Pain Reports Similar Outcomes With

Glucosamine and Chondroitin, Celecoxib,

and Placebo

A long-term study of 662 people with knee

osteoarthritis pain found similar

outcomes with glucosamine and

chondroitin, celecoxib, and placebo. (June

2010)

 Study Finds Shark Cartilage Extract

Does Not Improve Lung Cancer Survival

Shark cartilage extract shows no survival

benefit for patients with lung cancer.

(June 2010)

 The Intensity and Duration of Exposure

to Light Can Affect the Circadian Rhythm

Blue light affects the body's internal clock,

but new research shows that green light

also plays a role in our circadian rhythms

and sleep-related hormonal patterns.

(May 2010)

 Analysis of National Survey Reveals

Perceived Benefit of CAM for Back Pain

An analysis of the 2002 National Health

Interview Survey found that about

6 percent of U.S. adults used CAM to

treat their back pain and that many

perceived the CAM therapy to be of great

benefit. (May 2010)

 Fish Oil Enhances Effects of Green Tea

on Alzheimer’s Disease in Mice

In a study using a mouse model of

Alzheimer’s disease, fish oil enhanced the

effects of a green tea component on

Alzheimer’s-related chemical processes in

the brain. (March 2010)

 Study Asks Adolescents With

Inflammatory Bowel Disease About Use

of CAM Mind-Body Therapies

Study suggests that many adolescents

with inflammatory bowel disease are

using or would consider using

complementary and alternative medicine

to help manage their symptoms. (March

2010)

 Laboratory Study Suggests Potential

Anti-Cancer Benefit of Ginseng

An extract of American ginseng killed

colorectal cancer cells in the laboratory

and research suggests combined use with

antioxidants may increase potency.

(March 2010)

 Mouse Study Shows Green Tea

Polyphenols May Repair DNA Damage
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Caused by UV Radiation

Mouse study shows green tea extract

blocks UV-induced immunosuppression,

indicating a mechanism by which it may

prevent skin cancer. (February 2010)

 Magnesium Supplements May Benefit

People With Asthma

Magnesium supplements may help people

with mild-to-moderate asthma. (February

2010)

 Cinnamon Bark and Ginseng in Herbal

Formulas Increase Life Span of

Roundworms

Researchers used roundworms with a

brief life span to study the effects of two

complex herbal formulas that people take

to combat adverse effects of aging.

(February 2010)

 Long-Term Yoga Practice May Decrease

Women's Stress

Results from research suggest that

women who practice yoga regularly

recover from stress faster than less

experienced yoga practitioners. (February

2010)

 Study of Spinal Manipulative Therapy for

Neck-Related Headaches Reports

Findings on Dose and Efficacy

Previous research suggests that spinal

manipulative therapy may be helpful for

various types of chronic headaches.

(February 2010)

 Ginkgo Ineffective Against High Blood

Pressure in Large Study of Older Adults

This research was the first to explore the

possibility ginkgo's antihypertensive

effects in a large, long-term,

placebo-controlled clinical trial. (February

2010)

 A Form of Acupuncture May Help in

Opioid Addiction

A form of acupuncture that uses electrical

stimulation at points on the body may

help people addicted to opioid drugs.

(January 2010)

 Ginkgo Does Not Shield Seniors' Hearts,

But It May Protect Their Leg Arteries

Large study in older adults shows Ginkgo

biloba does not prevent cardiovascular

events but may reduce the risk of

peripheral arterial disease. (January

2010)

 Preliminary Trial Finds Possible Benefits

of Osteopathic Treatment for Back Pain

During the Third Trimester of Pregnancy

Because of possible risks associated with

many pain medications, pregnant women

and their


