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痛みと鎮痛メカニズム
-IRTとTFPによる痛み軽減の症例報告一

PainandAnalgesicMechanism:CaseReportsof
AlleviationofPainbyUsingInjuryRecallTechnique
andTappingFacialPointTechnique
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抄録

骨格に対してのアジャストメン卜や筋肉に対してのモビリゼーション､ソフトティッシュー･テクニックに加えて用いるIRTとTFPの有効

性を検証した｡両テクニックは神経や精神的なダメージに対して働きかけるテクニックで､個別の症例(肩関節の痛み､足の打撲､突き

指の痛みの軽減成功例)を通して紹介し､痛みの特性､コントロール､伝達の抑制について考察する。

キーワード：過去の傷害記'|意除去テクニック､AKテクニック､経絡治療､エネルギーの循環

Abstract

ThispaperstudiestheeffectivenessofbothInjuryRecallTechnique(IRT)andTappingFacialPoints(TFP)thatare
commonlyusedadjunctivelywiththechiropracticadjustmentandmobilizationtechnique.Bothtechniquesaredesigned
forthereliefofneurologicalimpairmentsandmentaldisorders.Someeffectivemaneuversareintroducedinthispaperwith
somecaseworkexamplessuchasshoulderpain,legbruise,andfingersprain.Alsothecharacteristicsofpainandthe
mechanismofpaincontrolarediscussed.
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1.はじめに

カイロプラクティック治療では､通常､骨格に対し

てのアジャストメントやモビリゼーション、またソ

フトテイッシュー･テクニック等の筋肉に働きかけ

る治療で対処することが多い｡それは､来院患者の主

訴の多くが､腰痛や頚部痛､そして四肢の痛みであり、

それらは骨格や筋肉に起因することが多いからであ

る。しかし近年は特に､精神的なストレスを抱える患

者が多く、神経もしくは精神的なダメージが大きい

場合は､これらの治療法だけでは､その効果が充分に

発揮できないときがある｡そのときに､その治療を補

完するという意味で､神経のコントロールシステム

や経絡の原理を利用したテクニックの有効性を臨床

の現場で検証してみた。

2.方法

過去の傷害記憶除去テクニック(InjuryRecallTechni

que;IRT)(以下IRTと記載)について

アプライドキネシオロジー(AppliedKinesiology;

AK以下AKと記載)のテクニックのひとつで､過去

の怪我や傷害の記憶を呼び起こして痛みを軽減させ

るテクニックである｡距骨と頭頚部に刺激を与える

ことで､身体の中にある傷害の歴史や記憶を消すこ

とにより筋肉の記憶も消滅させ､痛みを軽減させる。

また､有毒な化学物質､食物､栄養素による神経学的

統合不全(神経の錯乱､スイッチング)を修正するこ

とで､痛みを軽減させる。

これは､皮質及び小脳の不均衡を減少させ､筋肉及

び姿勢のコントロールに必要な筋紡錘のコントロー
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ルのメカニズムを修復させるためである｡多くの神

経上の兆候と自律神経の影響は､IRTにより著しく

変化する"oIRTは､8割の患者に見られ､このような

患者では過去の傷害の8割がIRTに反応する21．

頭部と頚部の問題では､頭部と頚部の以前の傷害

部位にセラピーローカリゼーション(TherapyLoca

lization;TL)(以下TLと記載)しても陰性､伸展位で

頭部と頚部の同じ部位にTLすると強いインディケ

ータ－筋が弱化したとき､患者が以前受傷した部位

へのTLを維持している間に､術者は後頭一環椎関節

を動きの制限に向けてしっかりかつ優しく3～4回屈

曲させて治療する。

その他の身体の部分に対する問題では､患者が以

前の傷害部位に触れている間、もしくは術者が傷害

部位に触れながら､距骨を優しく上方(頭側)に圧迫し、

インディケータ－筋の弱化を確認し､距骨を下方(関

節を開く方向)に優しく引きながら､患者に以前の受

傷部位をTLさせて､治療する')。

また､脊椎レベルよりも上位の問題を探るときは、

筋力テストをインディケータ－筋の最大収縮位置か

ら開始する｡そして痛覚伝導路や免疫系チャレンジ

テクニックを使用するときは､インディケータ－筋

の最大収縮の半分から開始する21。

顔面ポイント･タッピング･テクニック(TappingFacial

PointTechnique;TFP)(以下TFPと記載)について

TFPは､現代の神経学と針治療の原理を組み合わせ、

顔面の経穴を利用した痛みの軽減テクニックであり、

その使用は､負傷後すぐ､あるいは負傷後数日までの

間に行う急性の痛み除去テクニックのIPR(Immediate

PainReliefTechnique)(以下IPRと記載)､慢性的痛

みと感情的ストレスの軽減法LQM(Location.Quality,

Mlemory)(以下LQMと記載)､負傷後しばらくして

から使うと効果があるTAT(TouchandTapTechnique)

(以下TATと記載)がある。
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図1TFPタッピング･ポイント

I幻

図2ペイン･ロケーター･チャート

障害のある部位､負傷部位をペイン・ロケーター・

チャート(PainLocatorChart)(図2)で照らし合わせ

関連するタッピング･ポイントを刺激する31．

TFPは､IRTと同じくアメリカのDr.Walter.H.

Schmittが発展させたテクニックであり、その方法は

『StopPainNowlFに詳しく書かれているが､そこに

はタッピング･ポイントを文字通りtapすると害かれ
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ている。しかし筆者は､図lのとおりTFPタッピング・

ポイントが経絡の頭部の起穴･終穴と同じであるこ

とに着目し､経絡と同じく一つのポイントにその深

浅によって母子の関係が存在し一定方向に流れるエ

ネルギーの循環があるので､そのエネルギーのバラ

ンスをとることにより交感神経と副交感神経のバラ

ンス､神経的なバランスを整えることが出来るので

はないかと考えた｡そこでエネルギーの循環を術者

が感じ､加減することが出来るように､tapするので

はなく指で押圧した。

(方法）

慢性的あるいは急性の痛みを持つ患者､耳鳴りや

めまいなどの神経系の悩みを持つ患者､精神的なス

トレスを抱えている患者に対して､アジャスト可能

な患者にはアジャストを施し､充分な治療効果が得

られなかった場合に､その後､IRTとTFPを使用。

例えば､頚椎にサブラクセーションや過去の障害

の記憶があるときは､IRTでは､仰臥位で頚椎と足を

l司じ方向に曲げさせ､身体全体で､Cの字を描くカー

ブやその反対向きのカーブをつくらせ姿勢を変えて、

TLを行い筋力検査｡インディケータ－筋の弱化を確

認して治療すべき箇所を特定し施術｡その後､痛みの

場所と種類に応じてTFPを行う。

3.症例と臨床結果

症例1

(性別)女性（年齢61歳（体型)外旺葉型(外旺葉か

ら発生している神経系､感覚器官､皮膚組織が良く発

達した体型｡痩せ型）

(社会歴1年前事務職を退職現在は主婦

(既往症)関節リウマチ（主訴)肩関節の痛み

(施術)頚椎と腰椎のサブラクセーションの調整(ご

く軽いアジャストメントとソフトティッシュー･テ

クニック）を行ったが肩関節の痛みは軽減せず､少し

でも腕を上げようとすると強い痛みが出て､上げる

ことができなかった｡IRT施術後､IPRを使用｡TFPタ

ッピング･ポイント1,5,6を刺激｡患者本人にTFPタ

ッピング･ポイントをタッチさせ痛みの軽減を謀り

つつ､術者は腕の挙上のストレッチを行い､各関節の

可動域を徐々に広げていった。

《

鴎

写真1治療前 写真2治療後

(結果)慢性の関節リウマチのため､膝､足首､肘､手首

等､ときによってあちこちに痛みが出るが､今回は肩

関節が痛く腕が上がらなくなっていた｡TFPを使う

ことにより、患者に痛みをさほどに感じさせること

なく術者は三角筋や僧Ip月筋ストレッチを行うことが

できたので､短時間のうちに､腕を挙げることができ

るようになった。

関節リウマチは腰原病の一種でその原因はまだよ

くわかっていないが､その発症や症状の進行には精

神的なストレスが大きく関係している。関節がこわ

ばり変形し､関節は､動かすと痛い､動かさない､ます

ます動かなくなるという悪循環を繰り返し病状は進

行する｡根気強く関節を動かすことで症状をある程

度改善させる、もしくは進行を遅らせることができ

るのだが､痛みを伴うためこれまでは本当に徐々に

しか治療できなかったが､IRTとTFPを使うことで

治療の一助となった。

症例2

(性別)男性（年齢)27歳（体型)中旺葉型(中旺葉

から発生している骨格､筋肉等がよく発達したがっ

しり型の体型｡中肉｡）

(社会歴)極真空手の師範

(主訴)試合中の両足の打撲｡下腿部広範囲に痛み



(施術)頚椎と腰椎にサブラクセーションがあり、そ

の矯正(通常のアジャストメント）と股関節､ひ骨と

腔骨の調整を行ったが痛みは僅かしか軽減しなかった

IPRを行うべ<TFP顔面タッピング･ポイント3,2

4を刺激｡広範囲に数十回にわたる打撃を受けている

ので､順次施術を施しても患者本人の自覚症状は変

化無しの状態。

その時点で一番ダメージの大きい箇所(治療ポイ

ント）をTLで特定し､各ポイントに対して順に施術を

施したり、試合の際のイメージを思い浮かべてもら

いながらTFPを行った｡また､身体を伸展位と屈曲位

で治療して､その差をチェックした。

患者本人がポイント3圧､術者は両足関節の打撲箇

所を中立位､常圧で治療｡(TAT)

打撲したときのイメージを思い浮かべてもらいな

がら伸展位でポイント2圧｡ポイント3圧｡(LQM)(こ

の時点での自覚症状では痛み軽減率20％）

再度､打撲したときのイメージを思い浮かべても

らいながら伸展位でポイント2圧｡ポイント3圧。

傷みの原因を筋力テストで探す。

再再度､打撲したときのイメージを思い浮かべて

もらいながらポイント2，4を圧。

写真3TLで治療するべき箇所を
特定

写真4伸展位でTFP

(結果)今回に限っては体位をベッド上で伸展させた

り屈曲させたりしながらの治療効果に違いはなかった。

中立位で治療したときと、治療後半になってからの

打撲時のイメージをしながらのTATで治療効果が現

れ始めた。

このとき患者は試合時の負傷で精神的なダメーシ

も受けていたようでTFPによって治療効果が出たよ
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この日最後のTLでは､最初力が落ちていた箇所に

力が入るようになり、両足の打撲箇所の痛みが50％く

らいに軽減した。

症例3

(性別)男性（年齢)43歳（体型)中旺葉型(症例2の説

明と同じ）

(職業)会社員

(主訴)2日前にした突き指。

当日夜に自分でアイスパックで冷やしたが､指に腫れ

と痛みがあり、Illlがりにくい。

(施術)通常の突き指の治療､筋肉に対してのモビリゼ

ーションを行ったが､痛みが強く曲がりにくい｡患部

に触ると痛みがあるので強く触れない。

その後､顔面のタッピング･ポイントlに刺激を与え

TFP治療｡痛みが少しひいたところで､患者本人にタ

ッピング･ポイントを触ってもらいながら､その間に、

術者は患部の関節と筋肉を調整。

(結果)術後､痛みがひいて指は曲がるようになった。

治療のため筋肉に刺激を与えたので､そのために炎症

が起こるのを避けるために､術後30分ほど患部を冷や

して､再度､指の具合をチェックしたところ､痛みも腫

れもほとんどなくなり､指が曲がるようになっていた。

臨床結果

サンプル120名(頭痛､頚部痛､腰痛､めまい､耳鳴り

等の症状があり、神経もしくは精神的なダメージが大

きいと思われる患者､男性55名女性65名)のうち､従来

の治療法のみで､自覚症状で30％以上痛みが軽減した

ものは96名｡そのうち、自覚症状は30％以上軽減した

ものの充分でなかった(術者からみて、まだ軽減の可

能性を感じる)33名と30％以上軽減しなかった24名の

合わせて57名に対して､IRTとTFPを使用した｡結果、

先の33名中22名､あとの24名中15名の痛みが軽減した。

120名中､従来の治療とIRT､TFPの治療によって､合

日本カイロプラクティック徒手医学会誌刃
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わせてIll名が何らかの方法で痛みを軽減できたこ

とになる。

ただし､その場で痛みは軽減するものの2回目以降

の施術でそれ以上痛みが軽減することがなかったり、

すぐにまた痛みや症状が復活することもあった。

その場合､内臓反射を利用して施術したり、サプリ

メントを補うことで､問題が解決する場合も多かった。

また患者自身に痛みの記|意を辿らせたりするのに、

過去の記憶をうまくイメージできる患者には効果が

特に出やすいと感じた。

4.考察

国際痕痛研究委員会の定義では､"痛みとは組織障

害やその他(体性感覚野)に関連した侵害受容器の活

性化による不快な感覚と感情反応”4)とされている。

痛みは人々にとって不快であり生活に悪影響を与え

るため､我々|臨床家の治療を求めてくる人々の主訴

として圧倒的に多い。しかしながら､痛みの"プラス

の面"としては身体が恒久的なダメージを受けるの

を避けるための警告信号としての役割があり、これ

によって更なる握痛を引き起こす活動を止めること

も可能になる。

また痛みは主観的なものではあるが､多くの患者

は痛みがどれくらい減ったかで治療の成否を判断す

るし､臨床家も治療の有効性を判断することが出来る。

神経学的に痛みを感じるのは侵害受容器と呼ばれ

る自由神経終末であるが､これは主に皮膚､血管､神

経線維､関節､骨膜､頭蓋内の大脳鎌や小脳鎌などに

見られる。この侵害受容器が発する信号が神経系を

伝わり、大脳の体性感覚野に至ると人は痛みを感じ

る(信号を痛みと解釈する)。

侵害受容器を活性化させる刺激を分類すれば温熱

刺激､力学的刺激､化学的刺激であるが､実際の痕痛

が一つ以上の原因から生じることは珍しいことでは

ない。

また痛みの強さは細菌感染､組織虚血､組織挫傷な

どの組織損傷度とも関連が深い｡｢癌くような」と表

現される遅い痛みは､通常組織破壊に関係しており、

時間経過とともに痛みが増す傾向があるため長期に

わたる耐え難い苦痛につながる可能性がある。

しかしながら､幻肢痛などの組織損傷を伴わない

痛みがあることからも明らかなように､痛みの強さ

は組織損傷の程度とは必ずしも比例しない｡また､痛

覚は同一の受容器が活性化された場合でも、その反

応には大きな個人差がある｡それは痛みというものが、

個人が認知する主観的な感覚であるため､刺激の種

類や強さ以上に､不安､予知などの患者の精神状態や

過去の経‘験などの影響が大きいためだと思われる。

言い換えれば､痛覚には受容器の活性化と直接関

係がある感覚的一識別的要素と､痛覚を引き起こす

刺激と直接にはあまり関係ない動機的一情動的要素

の2種類がある5)と考えられる。

痛みに強い感受性を持つ(過敏症)人がいる一方で、

痛みに対してより高い耐性をもつ人がいる。これは

自然の癌痛コントロールメカニズムによって変わっ

てくると考えられる。

痩痛抑制理論としてよく知られているゲートコン

トロール理論は関門制御ともいい､上行経路の一部

に他からの制御が働いて､上行する興奮の通過を関

門で阻止する制御機構をいう6)｡このゲートコントロ

ール･メカニズムは､|臨床で用いられるさまざまな治

療手段においても見ることが出来る。

人はよく、傷害を受けたときに無意識に傷害部位

をさすり痛みを緩和しようとする。これは皮層への

触覚刺激によって痩痛が遮断されるためだが､神経

学的には末梢触覚受容器由来の太いA-β感覚線維を

刺激することによって痛覚信号の伝達経路を抑制し

ている。

皮層刺激によるA-α求心性線維の興奮は脊髄後角

の第､板の抑制性介在ニューロンを刺激し､第､板の

抑制性介在ニューロンは第｡板と第｢板の求心性線維

を抑制し､A-ぴ線維とC線維の刺激が脊髄視床路に



伝わるのを抑制する。また脊髄後角の第､板のニュー

ロンは筋や関節からの大直径求心性線維の入力を受

ける場所で非侵害性の関節マニユピレーションにも

反応する。

すなわち関節モビリゼーションやカイロプラクテ

ィックやオステオパシーにおけるスラスト・テクニ

ック(HVLA=高速低振Ij層テクニック）などでも、ゲ

ートコントロール･メカニズムが作用している。この

場合は関節マニュピレーションによって､筋や|雌に

関連するA-a線維やA-β線維を刺激する。

針灸などでも癌痛抑制理論として､ゲートコント

ロールが用いられるようだが､中医学などで伝統的

に用いられている経絡や経穴も高い痩痛抑制効果が

みられる｡AKの中にも経絡や経穴を用いたテクニッ

クが伝えられている。

ただし､経絡テクニックの全てがゲートコントロ

ール理論で説明できるわけではなく、TFPなどでは

頭部(多くは顔面)のポイントをタッピング(もしく

は押圧)することで､優れた鎮痛効果を現わしている。

この場合は､ゲートコントロール理論ではなく、タッ

ピングによる振動刺激による脳(特に癌の痩痛抑制

でも用いられる前頭前野)の活性化に伴なうⅢl流増

加を含む中枢系鎮痛メカニズムや体全体のエネルギ

ー循環(気の流れ･脳脊髄液の流れ)が作用しているよ

うに思える。

5.まとめ

徒手矯正では通常､突き指や捻挫の急性期の処置は、

アイシングと固定とされているが､通常の処置では

日常生活に不自由がない程度まで治癒するのに1ヶ

月かかる場合があるところを､当該の関節と筋肉の

調整を行うことで､1週間から10日で日常生活に不自

由がない程度には回復させることが出来る。ただし

従来の治療法では､患部を触ることでかなりの痛み

が伴うため､これまでは､患者がその痛みに耐えられ

る範囲内でのゆっくりとした施術を行うか､痛みに

ﾉb"γ"α/ofjapα"釘eSocietyof､ClinicalChiropractic
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耐えられる気力と体力のある患者(試合前のアス'ノ

ート等)にしか施すことができなかったが､TFPを併

用することで､痛みを軽減することができるので､施

術できる患者の1幅がおおいに広がった。

また精神的なストレスや神経に起因する症状にも

一定の効果が認められた。

今回の統計と症例はあくまでも日常の臨床上の記

録である。よって､IRTとTFPのみを単独で行った症

例はなく、必要且つ可能なものに関してはまずアジ

ャストを施したし､治療後､必要であればアイシング

などの処置も施した｡その患者に対し最良と思われ

る治療を行った結果である｡故に統計という点では、

ある意味問題を残しているかもしれないが､日本で

はまだあまり知られていないIRTとTFPといったテ

クニックが従来のアジャストメン卜やモビリゼーシ

ョンでフォローしきれなかった患者に対して､その

治療の穴を補完するという意味で､非常に有効な治

療法であるということを示すことができたと考えて

いる。
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