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頚椎後縦靭帯骨化症に対する間接的アプローチの一例＊

～頚椎アライメントを指標として～

鈴木明弘＊：

ACaseStudyofanIndirectChiropracticApproachtotheOssification

ofthePosteriorLongitudinalLigamentintheCervicalSpine

AkihiroSUZUKI

Abstract

InChiropractic,spinalabnormalitiesormisalignmentsarebelievedtoalterbody

functionsbyaffectingbothnervetissueandnervefunction.InJapan,chiropractorshave

veryfbwopportunitiestoviewpre-andpost-treatmentx-rays.Thus,theycannot

observehowtreatmentsaffectspinalalignment.Itisevenrarertoviewx-raysofa

patientwithossifiedposteriorlongitudinalligamentsyndrome(OPLL).

ThispaperintroducesaclinicalcasereportofapatientwithOPLLwhowastreated

withanindirectchiropracticapproachandwhosecervicalspinalalignmentimprovedas

viewedonx-rays.TheprimarydiagnosisofOPLLwasmadebyanorthopedist.The
patient'schiefcomplaintwasstiffnessintheshouldersandbetweentheshoulderblades.

Hissymptomsimprovedashiscervicalalignmentwascorrected.
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1．はじめに

頚椎後縦靭帯骨化症（以下、OPLL)は、脊

髄症状を引き起こす重要な疾患であり、自然経

過を見た場合も少なからず脊髄症状の発現が確

認されている(1)。一般に脊髄症状の発現は、

骨化靭帯による脊髄の圧迫という静的因子が重

要視され（2）、脊柱管前後径に対して骨化靭帯

の厚さが40％を超すと脊髄症状が出る頻度が高

くなるとされている。しかし、小骨化でも脊髄

症状が見られ、逆に著明な骨化が見られても脊

髄症状がまったく認められない場合もある（3）

また、頚椎の運動'性やアライメントなどの力
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学的因子の関与が脊髄症状の発生に影響してい

るとの報告が松永俊二氏ら（2）によりなされて

いる。しかし、OPLLの進行に対する因子につ

いては、未だ明らかにされていない。

OPLLには、数個の椎体にまたがるものを連

続型、椎体の後方に存在するものの椎間にまで

広がらない分節型、上位が連続型、下位が分節

型の組合わさった混合型がある（4）。

カイロフ°ラクテイックが、世界第二の医療に

まで発展している中でも禁忌となる疾患は、数

多く存在する。しかし、医師がつけた病名が、

カイロプラクティックでは禁忌症と知らないま

まカイロプラクティックのオフィスを尋ねる患

者は、少なくない。OPLLもその中の一つに上

げられる。

禁忌症については、日本では自主規制の対

称として直接施術を行うことを禁じている。

この度、禁忌症であるOPLLと診断された患
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（4）アライメント

骨盤：左前方寛骨、右後方寛骨

肋骨：左後方変位

頚椎：左後方変位、Flatneck

左後頚部筋群のトーンアップ

者に対し間接的にアプローチすることで、症状

に変化が見られ、また初診時から継続的に頚椎

単純X線像を撮ることができ、X線像において

頚椎のアライメントの変化が観察されたため症

例を報告する。

2．症例

（1）患者：50歳女性

（2）主訴：両肩から肩甲間のこり

（3）診'断名：頚椎後縦靭帯骨化症

（4）既往歴：20歳の頃、追突され鞭打ちに

なる。整形外科にて単純X線撮影にて頚椎

がずれているとの診断。以後10年ほど頚

部痛があり、カイロプラクティックの治療

にて軽快する。

（5）現病歴：その後たびたび肩から背中のこ

りを感じ、最近は常に感じるため整形外科

を受診する。整形外科の検査では、単純X

線像の撮影をした結果、第6、7頚椎の後

縦靭帯が2重に写っており、さらに反射の

冗進が認められた。そのため、大学病院に

てMRI撮影を行い頚椎後縦靭帯骨化症と

の確定診断を受ける。椎孔に狭窄がおこり

脊髄を圧迫しているとのことで、難病なの

で進行は止められないと言われる。

（6）当治療院初診日：1998年8月17日

4．方法

頚椎後縦靭帯骨化症は禁忌症であり、カイロ

プラクティックの適応疾患でないことを十分に

説明した上で、頚椎に対しては施術を行わず、

骨盤、胸郭、クラニアルに対して施術を開始す

る。

施術は、ダイナミックなスラストは用いず、

わずかな力を持続的に加えることで、仕事量と

して同等になるように考えた。

初診時は、まず骨盤をブロッキングし骨盤の

動きを整え、左肋骨を後方から前方に動きが感

じられるまで持続圧をかけ横隔膜の緊張をとり

。
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3．来院時の検査所見

(1)神経学的検査(5

ロンバーグテスト：陰性

歩行テスト（爪先、唾、継ぎ足）：陰性

サービカルコンプレッションテスト：陰性

表在感覚：触・痛覚:C5、C6、C7、C8

領域正常

（2）運動学的検査（5）

FFD:±0
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（3）徒手筋力検査（6）
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ながら左右の胸郭の動きの均一化を図った。最

後に、クラニアルの動きを整えることにより左

後頚部筋群のトーンを下げる施術をした。

頚椎前脅角の比較

初診時：10。（平成10年2月）

1年後：15。（平成11年2月）

2年後：32。（平成12年2月）

（第7頚椎椎体下面線が確認できないため

第6頚椎椎体下面線で比較する。）

5．経過および結果

初診以後、6回の施術にて症状の改善が観ら

れていたところ、10月3日追突事故に遭遇し症

状が悪化した。以前存在していなかった左手栂

指に庫れが出現したが、骨盤と胸郭を施術する

ことでしびれは消失した。その後もクラニアル

を含めた施術を行うことにより、事故から約

3ヵ月で症状が消失し、初診時に見られたI建反

射の冗進も消失した。

平成11年2月、この時点で整形外科にて頚部

の単純X線撮影を行った。整形外科医の読影に

て頚椎後脅の改善が観られることを確認した。

さらに、週に1度から2週に1度の割合で施術

を続け、時折症状を訴えるものの安定した状態

が続いたため、平成12年2月に再び頚部の単純

X線撮影を行った。このとき整形外科医の読影

にて頚椎前脅の形成が認められた。

この2年間の頚椎前簿角の変化は次のように

なった。

a考察

OPLLといっても骨化の進行状況はケースに

より様々である。この1症例をもってカイロプ

ラクティックで間接的にアプローチすればすべ

てに有効であるということは,思えない。今回の

ケースでは、当初整形外科医により分節型との

診断はなされていなかったものの、X線像お

よびモーションパルペーションから分節型と判

断することができた。したがって、関節の可動

‘性が存在していたために、施術の結果として頚

椎アライメントの変化を起こすことができた。

この患者の頚椎は、当初フラットネックで

あり全体に左後方に変位しており、左後頭部の

筋付着部のトーンが高く、左岐筋のトーンが高

い。この事は、グレーバー理論（7）より推測す

ると、1反み合わせの問題から頚椎を支点とし頭
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蓋の前後の動きのバランスを保つため攻筋の

トーンに比例して|司側の頭半練筋、頭板状筋の

トーンが上がり頚椎の左側が後上方に引き上げ

られたため頚椎のアライメントの異常を余儀な

くされていたものと,思われる。

また、I雌反射は筋中の筋紡錘が伸張され、

錘内筋のIa線維から同じ髄節の運動ニューロ

ンにEPSP(興奮性シナプス後電位）を発生さ

せ、その活動電位は前根から運動ニューロンに

より、Ⅱ'1かれた筋を収縮させる短シナプス反射

であるが、｜|雄反射がほとんど起こらないケース

においてJendrassikの試験を行い、反射を起

こさせる。これは、手からの求心1性インパルス

が、α－γ関連によりα運動ニューロンとγ運

動ニューロンの活動電位が増加した結果といわ

れている（8）。すなわち、II雄反射は脊髄上行路

と脊髄下行路が、関与していることとなる。今

回、II雄反射の冗進が改善されたことは、頚椎の

アライメントの異常が脊髄上行路と脊髄下行路

に影響を及ぼしていることを示している。カイ

ロプラクティックアプローチにより頚椎周囲の

環境を整えることで頚部の筋緊張に変化を生じ

させることができ、その結果頚椎のアライメン

トに変化が生じ前脅の形成に至り、それに伴い

脊髄上行路･下行路の毛様体賦活系に対してホ

メオスターシス的な効果を生んだため脊髄症状

が消失したと考えられる。これは、さらに静的

な圧迫因子のほかに異常可動性や頚椎アライメ

ントの変化などの力学的因子の関与が脊髄症状

の発生に大きく影響しているという松永俊二氏

らによる研究報告を裏付けるものとなった。

また、今までOPLLの進行原因については、

まだ明らかにされていないが、2年間は後縦靭

帯の骨化は進行していないことから頚椎後縦靭

帯骨化症の進行原因の一つに頚椎アライメント

異常を提示することができると考えられる。

禁忌症と診'断されても、この症例のように症

状およびアライメントに改善を来すこともあい

来院されたときに医師の診'断とカイロプラク

ターによる検査の結果を総合して判断し、患者
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の同意が得られれば危険な行為は避けたカイロ

プラクティックの施術を行うことも一つの方法

と考えられる。

7．まとめ

OPLLのような禁忌症に対してもバイオメカ

ニクスを基に身体を全体視することで有効な結

果が出せたということは、カイロプラクティッ

クの有効性を示すことができた。さらに、頚椎

のアライメントの変化を単純X線像に残すこと

ができ評価の指標とすることができたことに

よって椎骨アライメントと脊髄上行路・下行路

との関係や進行原因の解明に役立つことができ

たと考えると大きな意義がある。

反省点として、頚椎のROMの計測が欠けて

おり、初期検査が不十分であったことがあげら

れる。
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