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韓国にて施療した変形性膝関節症と坐骨神経痛の各1症例報告
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Theeach1casereportofchiropracticadjustment

forosteoarthofkneejointritisandsciaticainKorea
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Abstract

Inthispaperwepresentthecaseofthechiropracticadjustmentforosteoarthritisofknee

jointandsciaticainKorea.

Thechiropractictreatmentincludedspinalmanipulation,mobilization,adjustment,and

akinesiotapingprocedurewasrendered.Thetreatmentcontinuedoveraperiodofthree

years・Inthetreatmentof6timespercapita,mostradiatingpainoftwopatientsdisap-

peared.
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1．はじめに

今回の症例報告は韓国の人を施療するのは初

めてであったため、先ず（1）韓国語の体の部

分の名称、（2）簡単な問診に必要な言葉、

（3）最低限必要な日常会話等の語学の勉強か

ら行った。第一の目的は施療であるが、韓国の

患者の生活状況、カイロプラクティックの現状

およびテーヒ．ング療法の普及状況等を併せて知

る目的もあって渡韓した。1症例は変形性膝関

節症で済州島に住む主婦、もう1症例は坐骨神

経痛で釜山市に住む土産物店を経営する女性社

長である。外国であるため国内のように月2～

4回の施療は困難であるため、毎回の渡韓施療

には時間をかけて行った。一般的には、変形性

膝関節症、坐骨神経痛等の治療は医療制度の違

いもあり、大部分の患者が大学病院の外科、整

形、開業医の外科および一般薬局で薬剤を購入

し、治療しているのが現状である。一方、対症

療法として痛みの緩和のためにマッサージ的療

法は普及しているが、カイロプラクティックに

よる施療は私の知る限りでは一部の大都市（ソ

ウル）を除いてほとんど行われていないようで

ある。またテーヒ･ング療法はBalanceTaping

Therapy(BBTAPE)として普及し始め、一般薬

局等で店頭販売されているが、日本のように幅

広く使用されていないのが現状である。

カイロフ°ラクティック、整体という言葉自体

あまり理解されていないようであったが、実際

に施療すると分かってもらえた。本報は2症例

の施療報告である。

2．変形性膝関節症および坐骨神経痛

変形性膝関節症は一般的に退行性病変である

ので特別の原因はなく、ある素質を基礎として

関節の老衰現象に器械的影響が加わって発生す

るといわれている。関節の痛みやはれ、変形な

どの症状が出る点で変形性関節症と慢性関節

リュウマチとは類似点が多いが、障害される関
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節の違いにより、ある程度見分けることが可能

である。中高年の膝痛の原因で最も多いのはこ

の変形'性膝関節症といわれ、痛みはたいてい膝

の内側に集中しているようである。また40歳以

上の人の5人に1人はなるといわれている。し

ばしば、O脚をともない関節軟骨が消失し、と

げ状に増殖した骨疎が形成されるため、体重を

かけると痛みが出る。また関節液のたまり（関

節液貯留）、はれ（腫脹）も痛みの原因となる

若い人の場合、激しいスポーツでもしない限り

めったに膝の異常はみられない。腰の筋肉が硬

くなると腸骨が開き、神経や筋肉が引っ張られ

膝の関節にズレや歪みを引き起こすともいわれ

ている。

坐骨神経痛は神経（総緋骨神経、腔骨神経）、

梨状筋への神経、下殿神経、上殿神経等の刺激

（圧迫）による痛みがほとんどで、腰椎椎間板

ヘルニアのように筋膜炎を繰り返したり、中毒：

感染症などによっても起こるといわれている。

激しい痛みは体幹の過伸展時に増幅されること

が多く、体幹の屈曲時は比較的痛みは軽い。

坐骨神経は体の中でも最も太くて長い神経で

腰椎の下から仙骨にかけて背椎骨を通り、書音K

大腿から足に向かっているため、神経が圧迫さ

れると啓部、足全体に痛みが表れるのが特徴で

ある。また放散痛は坐位、立位、臥位の順で生

じる。この原因は椎間孔の狭窄によるハムスト

リングスのスパズムが生じたり、椎間板の内圧

が増加するために生じるためである。

経営者で、身長約156cm、体重約50kgである。

5年前より腰の痛みがあり、釜山大学病院や市

内の外科で受診したところ、坐骨神経痛と診断

された。治療を受けているがなかなか治らない

夜11時までお土産店を一人できりまわしている

ので全身的に疲労が重なっているとのことで

あった。右腸骨のPI、L4～5のPR、梨状

筋、大腿方形筋、薄筋、大内転筋、ヒラメ筋、

緋腹筋、後腔骨筋の圧痛が認められた。時々し

びれもあるとのことであった。また発症の原因

は不明であるが、朝から晩まで立って接客する

ので腰に負担が掛かったのも原因の一つでもあ

ろうとのことであった。放散痛の様子を図1の

lb)に示す。

(a)変形性膝関節

症の放散痛

b坐骨神経痛の

放散痛

3．患者および症例

3．1変形性膝関節症の症例

変形性膝関節症の患者で済州市に住む50歳の

主婦で、身長約155cm、体重約48kgである。6

～7年前より両膝の痛みがあり、済州市の大学

病院で受診したところ、変形'性膝関節症と診断

された。大学病院や近所の整形外科に通院して

いるがなかなか治らない。階段を降りる時に両

膝の痛みや夜間に両膝の内側に痛みがでるとの

ことであった。左腸骨のPI、L5のPL、梨状

筋、大腿筋膜張筋、大内転筋、薄筋の圧痛が認

められた。また発症の原因は不明である。放散

痛の様子を図1の(a)に示す。

図 1 各 症 例 の 放 散 痛

4．施療方法

4．1変形性膝関節痛症の症例

変形'性膝関節症の患者の膝関節可動域は、

(1)屈曲約70度、(2)伸展約30度、(3)

内旋約15度、(4)外旋約25度で正常可動域の

約50%以下であった。

整形外科テストとして、（1）半月板不安

定性：アプレー圧迫テスト、（2）靭帯不安定

性：アプレー牽引テスト、（3）膝蓋骨テス

ト：膝蓋骨圧迫テスト、（4）膝関節水腫テス

ト：膝蓋骨跳動テスト、（5）打診槌にて、

L－2，3，4の神経学的レベルから発する神経に

より、支配されている膝蓋I建反射および膝の内

3．2坐骨神経痛の症例

坐骨神経痛の患者で釜山市に住む47歳の女‘性
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外側の圧痛部チェック、（6）膝の知覚テスト

（前面(L-3，4，5)、後面(S-2)膝嵩部）

を行った。以上の容態からみて、変形性膝関節

症の確認を得た。

膝関節は2組、すなわち雁骨大腿関節と膝蓋

大腿関節の関節面からなっているので、施療と

して、（1）膝蓋骨下方変位：膝蓋骨の上方へ

の可動↓性減少、（2）膝蓋骨内方変位：膝蓋骨

の外方への可動'性減少、（3）大腿骨下端内旋

変位：大腿骨の内方への可動性減少、（4）大

腿骨下端前方変位：大腿骨の後方への可動性減

少、（5）腔骨大腿関節の遊びの増大（開離）

（6）腔骨の大腿骨上での腹側滑り（膝の伸展

方向への可動↓性増大）、（7）腰骨の大腿骨上

での背側滑り（膝の屈曲方向への可動‘性増大）

等に対してモビリゼーション（図2）、オシ

レーション、アジヤストメントを行った。

膝関節の運動に関する筋に対しては、（1）

伸展：大腿直筋、（2）屈曲：縫工筋、大腿二

頭筋、半I建様筋、半膜様筋、薄筋、（3）外

旋：大腿二頭筋、（4）内旋：半I建様筋、半腿

様筋、膝嵩筋等のモビリゼーション（図3）を

行い、クライオセラピーにて「血管収縮効果」

と"huntingresponse"効果を期待した。また

靭帯および筋に対しては、毎施療後に内側側副

靭帯、大腿四頭筋、大腿筋膜張筋、内転筋、半

月板、大腿二頭筋にキネシオテープを施した

（図4）。
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－＝4．2坐骨神経痛の症例

坐骨神経痛の症例には、整形外科テストと

して、（1）椎間板病変:SLRテスト（図

5）、（2）坐骨神経症：ラセーグテスト、

（3）屈筋群痛：パトリックテスト、（4）マ

イナー徴候等を行い、唇部、膝嵩の痛み、圧痛

部、放散痛をチェックした。SLRテストで股

関節屈曲時約40度あたりから放散痛が始まった

ため、椎間板病変による坐骨神経根の刺激が認

められ、またハムストリングスや膝嵩の圧痛も

認められたため、ボウストリング徴候が示唆さ

れた。施療として、仙骨から唇の上、股関節、

そして膝嵩に広がる放散痛があったため、特に

(1)Stiles方式の梨状筋テクニック（図6),

(2)Berry方式の相反抑制を応用した梨状筋

テクニック、(3)MET(Muscle-Energy-

Techniques)を使用した。
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図4内側側副靭帯キネシオテーブ
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梨状筋に支障がある側の誉部は触診すると

圧痛があり、またPIと下肢の外旋が認められ

たので、PIと仙骨のアジャストメン卜を行っ

た。放散痛の存在する筋肉に沿って、（1）ハ

ムストリングステープ、（2）坐骨神経テープ。

（3）梨状筋テープ、（4）膝嵩テープ等を施

した。（坐骨神経痛の原因となる疾患で最も多

いのは、椎間板ヘルニアであるが、当患者はヘ

ルニアの診断はされていない。）
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図 6梨状筋テクニック

5．結果

今回の各症例に関しては、機会がある毎に施

療する必要があるが、渡韓施療の時点(2000年

から2003年現在で各6回）で、患者の態様は以

下のように改善した。

変形↓性膝関節症の症例の正常な膝関節の可

動域は、（1）屈曲：0度～135度以上、(2)

伸展：90度からスタートして0度、（3）内

旋：30度以上、（4）外旋：45度以上であり、

0度の完全伸展から140度の屈曲、膝関節が30度

以上屈曲すれば、膝は30度の内旋と45度の外旋

が可能になるといわれている。施療の結果、

（1）屈曲、伸展、内旋、外旋等は正常に近い

可動域にまで回復した。（2）階段の昇り降り

も、正座も可能になった。（3）座る瞬間と立

ち上がる瞬間の痛みが消失した。（4）梨状筋

の圧痛が消失した。（5）左PI短足約3cmが

約0.5cmに矯正された。(6)膝関節の軽い痛み

は長時間歩くとでる程度に回復した。（7）腫

張も消失し、普通に生活できる可動域まで回復

した。

坐骨神経痛の症例の結果は、（1）股関節屈

曲35度～70度でも放散痛はほぼ消失した。

（2）股関節を屈曲して膝を伸展したとき、痛

みの増強は軽減した。（3）ハムストリングス
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や膝嵩を押すと少しの痛みはあるが悪化するこ

とはない。（4）梨状筋を強く押すと圧痛は感

じられるが以前より軽減した、また仙腸関節の

圧痛も消失した。(5)PIもほぼ消失した。

（6）横になったり、立ったり、座ったり、

しやがんだりする動作が楽になった。

6． 考察

膝関節は大きな関節で、相当大きな可動域を

持っている。その可動域は肘関節のように屈曲

であるため、特にこの屈曲の可動域減少が日常

生活をするにあたって不都合になってくる。ま

た脂肪や筋肉の保護もなく外傷をうけやすい関

節でもあるため、日頃より安定｣性を高めるよう

に施療を受ける人に適切な予防法をアドバイス

しなければならない。人の体重をわずかな部分

で支えている膝は、歩くときは体重の約4倍、

階段の昇り降りには約7倍もの力がかかるとい

われている。

そのため、我々が施療するにあたって最も負

荷の少ないテクニックを選択し、しかも最も安

全な位置、安静位をみつけて関節マニュヒ．レー

ションを行うべきだと考えている。関節の部分

だけでなく、（1）運動に関する筋、（2）神

経支配、（3）椎骨の不整列の有無等のチェッ

クも必要になってくるし、施療を受ける人の全

体を観察しながら施療することが大切であるこ

とを痛感した。

また坐骨神経痛の原因には色々あるが、一番

多い（約90％）のは腰椎の曲がりと骨盤の歪み

による神経圧迫であるといわれている。日常生

活の中である動作をする時、特に腰から足にか

けての痛み、足のしびれ、ふくらはぎの痘箪等

を感じるのも特色である。当患者は忙しい日常

生活のため、腰椎と仙腸関節に歪みを起こす原

因があったものと推考される。また気候的にも

冬は厳しく寒い条件が重なって、さらに痛みが

増したのも要因の一つと考えられる。

障害の回復過程でのクライオセラピーやキネ

シオテーピング療法も重要な役割を果たしたと

推測される。クライオセラヒ･一には、(1)血

管収縮効果、（2）血管収縮効果後の血管拡張

効果、（3）筋緊張度と筋痘塗の減少、（4）

ある程度の麻酔効果等が期待され、テーヒ°ング

は、（1）筋肉の保護、（2）リンパ排出の促

進、（3）鎮痛効果、（4）筋膜の調整という



ける決定的な動きである。それは腫骨の外反、

距骨の内転、距骨の底屈からなる3次元の動き

である。回内の可動域はふつう4～6．である

もっともその可動域は著者によりまちまちであ

る。距骨下関節の回内は身体の主要な衝撃吸収

系であり、十分な距骨下関節の可動域は横断面

の軸の動きを前額面の瞳の動きに変換するのに

必要である。もし、障害から自由でありたけれ

ば、最小4。の回内を含む距骨下関節の適切な

機能が必須である。距骨下関節の6．以上の回

内は過剰な回内と定義されている(1。足の過剰

な回内は瞳の痛み、外反母吐、制限母吐、足底

健膜炎、足根管症候群、足根洞症候群、その他

多様な足の障害や変形の原因である。さらに、

2．以上の非対称的回内は下肢全体を内旋、下

垂させて、腸腰筋と梨状筋に対する引っ張り緊

張を増大させ、坐骨切痕を狭め、骨盤と脊椎の

バイオメカニックスにも影響して、膝痛、腰痛

の原因となる。腰痛は放散痛を伴う場合もあれ

ば伴わない場合もある。この過剰な回内による

骨盤の不均衡は硬膜のひねりや緊張を引き起こ

し、頭蓋欠陥や上肢の機能障害の原因となる。

検者の手を患者の足のすぐ下に置いたり、一

時的に足底板を足の均衡を維持するために適用

させたりすると、これらの痛みが軽減し、体幹

の前屈の可動域が顕著に増大する。特定の関節

の可動域増加は脳機能の完壁性の増大と考えら

れる。というのは、脳の出力が低下すると、補

正作用のために筋紡錘などの筋肉トーンを増加

させ、T6上の前コンパートメントとT6下の後

コンパートメントの抑制を低下させる。した

がって、関節の可動域の結果が減少する。

動的に不安定な骨盤は椎骨傍筋のトーンを増

大させるため、頚椎の可動域を減少させ、くび

などの椎骨傍筋に沿った圧痛の原因となる。大

転子ベルトと大殿筋の収縮で仙腸関節を締める

と、くびの可動域が増大し、圧痛が減少する。

大転子ベルトを締めすぎると筋肉の放電を抑制

することがある。骨盤、特に仙腸関節の動的安

定は大殿筋と梨状筋によって維持される。大殿

筋が弱いと、梨状筋がその機能的支援を引き継

ぐ。その結果、梨状筋が過度に促通されて坐骨

神経と殿部神経を刺激することになる。この問

題の短期的治療では、適切な大転子ベルトが骨

盤の安定を支持する。大股の歩行、水泳、前

進・後退歩行、突進などの大殿筋の運動は動的
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な骨盤の安定の長期的維持に役立つ。

カテゴリーIはある種の骨盤全体のひねりで

ある。側頭葉の隆起、頭頂葉の下垂頭蓋欠陥と

関連していないこともない。その反対のことも

言える。カテゴリーⅡは足の過剰な回内、副腎

ストレス疾患と関連している。縫工筋、薄筋が

弱くなり、腸骨を後下方に回転させる。これら

の骨盤の問題は骨盤自体の矯正によって治療さ

れるのではなく、頭蓋の矯正、足底板の必要、

副腎ストレス疾患（化学あるいは感情の要素が

構造的要素に強く影響している場合）の制御に

よって治療される。

脳神経機能などの頭蓋骨の動きは僧帽筋、

SCM、TMJ筋といった頭蓋骨に付着する大きな

筋肉の影響を受ける。僧帽筋とSCMは歩行中に

促通されたり抑制されたりする。これらの筋肉

は頭蓋骨を引っ張る。AKでは、僧帽筋は後頭

骨の普遍的欠陥に関連している。SCMは吸気・

呼気に支援された頭蓋欠陥に関連している。歯

医者の治療、TMJ筋の不均衡、岐合異常、足の

機能障害や骨盤の不均衡のような離れた部位の

問題によるTMJ機能障害は頭蓋骨の機能を変化

させる。

TMJ機能障害は顎の開閉（逸脱、3指の幅以

下)TMJのクリック音の聴診、II且噌筋機能障害

評価などの多様な方法で検査される。簡単な観

察でTMJ機能障害を見るなら、顎を開く代わり

に頭が後下方へのうなずきが増大するのを見れ

ばよい。この場合、舌の両側をやさしく噛んで

下顎順の中心位置を側頭骨嵩に置くようにする

と、全身のたいていの関節の可動域が上昇し、

胸郭の拡張と血中酸素濃度が増え、歩行さえも

適切な型に変化する。反対に、歯をぎゅっと噛

むと、脳機能の出力の低下、横隔膜の活動低下：

気の流れの低下によって、身体は動けなくなり

関節の可動域が減少する。

歯をぎゅっと噛むと、両脚の外転が劇的に弱

くなる。TMJの患者は内転筋のトーンが増加す

るため、歩く時に足が交差する。それは頚髄症

の人の歩行と似ている。

時に臼歯の歯の欠損は中枢意神経系への固有

感覚情報を減少させる。関節の可動域減少の原

因となる。綿球を挿入するとある程度、神経学

的機能が増大して肩のような関節の可動域が増

大する。全身を理解する立場から、歯の欠損は

神経学的機能的悪化が進む前になるべく早く補



梨状筋に支障がある側の啓部は触診すると

圧痛があり、またPIと下肢の外旋が認められ

たので、PIと仙骨のアジヤストメントを行っ

た。放散痛の存在する筋肉に沿って、(1)ハ

ムストリングステープ、（2）坐骨神経テープ≦

（3）梨状筋テープ、（4）膝嵩テープ等を施

した。（坐骨神経痛の原因となる疾患で最も多

いのは、椎間板ヘルニアであるが、当患者はヘ

ルニアの診断はされていない。）

』

里

画

図 6梨状筋テクニック

｜戸
一

5．結果

今回の各症例に関しては、機会がある毎に施

療する必要があるが、渡韓施療の時点(2000年

から2003年現在で各6回）で、患者の態様は以

下のように改善した。

変形性膝関節症の症例の正常な膝関節の可

動域は、（1）屈曲：0度～135度以上、(2)

伸展：90度からスタートして0度、（3）内

旋：30度以上、（4）外旋：45度以上であり、

0度の完全伸展から140度の屈曲、膝関節が30度

以上屈曲すれば、膝は30度の内旋と45度の外旋

が可能になるといわれている。施療の結果、

（1）屈曲、伸展、内旋、外旋等は正常に近い

可動域にまで回復した。（2）階段の昇り降り

も、正座も可能になった。（3）座る瞬間と立

ち上がる瞬間の痛みが消失した。（4）梨状筋

の圧痛が消失した。（5）左PI短足約3cmが

約0.5cmに矯正された。(6)膝関節の軽い痛み

は長時間歩くとでる程度に回復した。（7）腫

張も消失し、普通に生活できる可動域まで回復

した。

坐骨神経痛の症例の結果は、（1）股関節屈

曲35度～70度でも放散痛はほぼ消失した。

（2）股関節を屈曲して膝を伸展したとき、痛

みの増強は軽減した。（3）ハムストリングス
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や膝嵩を押すと少しの痛みはあるが悪化するこ

とはない。（4）梨状筋を強く押すと圧痛は感

じられるが以前より軽減した、また仙腸関節の

圧痛も消失した。(5)PIもほぼ消失した。

（6）横になったり、立ったり、座ったり、

しやがんだりする動作が楽になった。

6 ．考 察

膝関節は大きな関節で、相当大きな可動域を

持っている。その可動域は肘関節のように屈曲

であるため、特にこの屈曲の可動域減少が日常

生活をするにあたって不都合になってくる。ま

た脂肪や筋肉の保護もなく外傷をうけやすい関

節でもあるため、日頃より安定性を高めるよう

に施療を受ける人に適切な予防法をアドバイス

しなければならない。人の体重をわずかな部分

で支えている膝は、歩くときは体重の約4倍、

階段の昇り降りには約7倍もの力がかかるとい

われている。

そのため、我々が施療するにあたって最も負

荷の少ないテクニックを選択し、しかも最も安

全な位置、安静位をみつけて関節マニュヒ°レー

ションを行うべきだと考えている。関節の部分

だけでなく、（1）運動に関する筋、（2）神

経支配、（3）椎骨の不整列の有無等のチェッ

クも必要になってくるし、施療を受ける人の全

体を観察しながら施療することが大切であるこ

とを痛感した。

また坐骨神経痛の原因には色々あるが、一番

多い（約90%)のは腰椎の曲がりと骨盤の歪み

による神経圧迫であるといわれている。日常生

活の中である動作をする時、特に腰から足にか

けての痛み、足のしびれ、ふくらはぎの痘鍾等

を感じるのも特色である。当患者は忙しい日常

生活のため、腰椎と仙腸関節に歪みを起こす原

因があったものと推考される。また気候的にも

冬は厳しく寒い条件が重なって、さらに痛みが

増したのも要因の一つと考えられる。

障害の回復過程でのクライオセラヒ．－やキネ

シオテーヒ°ング療法も重要な役割を果たしたと

推測される。クライオセラピーには、（1）血

管収縮効果、（2）血管収縮効果後の血管拡張

効果、（3）筋緊張度と筋痘筆の減少、（4）

ある程度の麻酔効果等が期待され、テーピング

は、（1）筋肉の保護、（2）リンパ排出の促

進、（3）鎮痛効果、（4）筋膜の調整という



(症例報告）後藤繁義、大場英典

4つのメカニズムにより効果がプラスされたと

思われるので今後も併用したいと考えている。
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