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Abstract

Inmyopinion.Chiropractictreatmentisaimingtoimproveexcessivetension/strainorscartissueinsofttissues.Itis
necessarythatdirectpressuremustbeputonthetroubledportioninmuscles,tendons,andligaments.Thetoolnamed
"Shuttle"isusedasanadjustinginstrument,whichismadeofmetal,cylindricalshape12mmindiameterand50mmin
lengthasagrip,and3mmindiameterand30mminlengthwithroundtipportion.ThemethodispressingwithShuttleon
thetenderpointsinmuscles,tendons,andligamentsfor10to20seconds.Afterthistreatment,tendertissuesaresoftened
andthejointmotionsbecomebetter.Alsopatientcomplainsareimproved.
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1｡はじめに

当学会の第6回(平成16年)､第7回(平成17年)学術

大会において､｢変形'性膝関節症における大腿四頭筋

腫および膝蓋靭帯へのアプローチ｣､および｢骨盤変

位に関係する筋肉､靭帯へのアプローチ」と題して2

回のポスター発表を行った｡その発表の基となる考

えを論じ､実際の臨床での方法を簡単に述べる。

2.筋､腿､靭帯内の過緊張､羅痕組織

まず､従来のカイロプラクティック療法がどのよ

うな解剖学的組織に対して直接働きかけているのか

を考えてみる｡哲学的な意味合いを込めた論は本稿

ではしない。

カイロプラクティック･テクニック･システム')によれば、

『カイロプラクティック大学協会に加盟する少なく

とも十数校の学長たちは､1996年に｢サブラクセーシ

ョン｣の定義について次のような合意に達している。

カイロプラクティックの目的は健康の維持と回

復にあり、とりわけサブラクセーションを重視する。

サブラクセーションとは､関節の機能的･構造的・

病的変化が合体した状態のことで､神経系の統合

性を損ない､臓器の機能や全身の健康状態にも影

響を及ぼすことがある｡サブラクセーションは、も

つとも信頼できる理論的および経験的エビデンス

に基づいたカイロプラクティックの手法によって、

評価､診断､管理されなければならない。

このカイロプラクティック大学協会が示したパラ

ダイムは､ACA，ICA,WFCといったいくつか

の全国的組織でも採用されている』')。

「カイロプラクティックは神経系を治す｣とよく言

われるが､上記引用からも「直接｣神経線維もしくは

神経組織を治療しているのではない｡筋､臆､靭帯内

には､筋紡錘､ゴルジ膿器官､運動感覚受容器などの

感覚受容器がある。これらの軟部組織に物理的な力

を加えると、それら受容器への刺激量が変化し､求心

性感覚神経を経由したのち､中枢神経系や反射的な

神経回路への伝達量の変化を促し､影響を及ぼすと

考えられる。

それらの軟部組織中に､何らかの外力によって生

じた大小の傷とその後の綴痕､上位神経系から各運

動神経を通して伝わってきた過剰な指令による収縮、

そして継続した厘箪性の緊張が存在したとしよう。

これらの異常な状態は軟部組織の伸長を妨げ､細胞

間質液循環を阻害し､筋細胞(筋線維)や健組織もし

くは周囲の結合組織の生理的恒常性を壊し､関節の

機能を低下させることは当然である。

原稿受付◎2006年2月16日＊日本カイロプラクティック徒手医学会･第6回学術大会(平成16年9月)、第7回学術大会(平成17年9月)にて一部発表
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このような悪循環が生じた時､筋組織からの求心

性神経は過剰な信号を中枢や当該レベルの脊髄セグ

メントに送る。また関節周囲や内部の靭帯にある固

有受容器からは位置感覚の異常信号が発生すること

になる｡中枢神経系は情報過多となるため､間違った

信号を発し2'､常時緊張状態になり、本来の機能を十

分に果たすことができなくなる。その結果ホメオス

タシス維持の能力が衰え､各種の症状を呈すること

になる。

アジャストメン卜／マニピュレーションが施され

る時､軟部組織を形作る結合組織へ物理的な影響を

及ぼし､短縮､硬直している筋などを長く、柔らかく

させる｡その結果､感覚受容器の過剰反応の正常化が

期待され､また神経線維にかかる過剰な圧や伸延力

が除去され神経糸Ill胞膜の伝導性も変化するであろう。

また軟部組織内の血流やリンパ液､細胞間質液など

の循環系の改善を促す｡それらの結果､症状の回復が

もたらされるのであろう。

一般的にカイロプラクティックでは｢CIのASLP

をアジヤストする｣や｢腸骨のPIを治す」というよう

に表現し､あたかも｢骨｣を治すような印象を与える。

リステイングという表記は､モーションパルペーシ

ョンによる関節の機能評価を加えて､隣接する骨組

織同士の相対的な位置関係を記述するには便利であ

る。またリステイングによって力を加える箇所と方

向も指示しているテクニックも多数ある。

しかしカイロプラクティックは｢関節の機能的･構

造的･病的変化が合体した状態である｣サブラクセー

ションを｢管理｣するのであるから､｢骨｣を治すので

はない｡従って正確に記述するならば､ある骨に付着

し関節を機能させる筋､催､靭帯すべてに対して状態

(緊張､拘縮､弛緩等々)を把握し､表現せねばならない。

リステイングは骨にかかる軟部組織からの力をトー

タルした結果を簡潔に表した記号である｡骨組織は

術者が加えた力を軟部組織に伝える介在物であり、

特定された方向への力(LineofDrive/Correction)は
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その骨に付着している軟部組織を伸延し､ﾈ*経的､生

理的､構造的な変化をもたらすと言える。

ではカイロプラクティック療法が他の手技療法、

例えばマッサージ､モビリゼーション､あん摩とはい

かなる点で異なるのであろうか｡著者が考えるところ、

それは軟部組織でも骨組織に付着する部分への影響

が大きいことであろう。

3.従来のカイロプラクティック･テクニックと

癖痕組織

軟部組織がH復困難な状況に陥ったとき、アジヤ

ストメント／マニピュレーション､特に高速低振1幅

法では､急激に筋､膳､靭帯に伸長をもたらし､結果と

して嬢痕組織の改善(神経的､循環的)や唾箪性緊張

の停止が起こるのであろう。

また､持続圧を用いると思われるテクニック､例え

ばローガン･ベーシック・テクニックや仙骨一後頭骨

テクニック(SOT)ブロッキングなどでは､筋､膳､靭

帯内の嬢痕組織や過緊張状態に継続した力を加える

ことにより､徐々に変化させていると思われる。

しかしながら、このような方法で効果的に嬢痕組

織もしくは過緊張状態を改善できるのであろうか。

通常のソラストタイプのアジャストメントの場合、

関節のフィクセイション(固着)の解消を一つの目安

とし､動きの減少している方向へ可動域一杯までセ

ットアップし､その位置からさらに力を加えて動か

そうとする。そのときその骨に付着している筋､腿、

靭帯は引き伸ばされ､嬢痕組織や過緊張状態にある

部分は共に伸ばされて回復するかもしれない。しか

し柔軟性を失っている部位が保持している部位に比

して伸びるとは思われない｡逆に柔軟性のある部位

がそのような伸長力に対応して伸びてしまうことが

考えられる(図1)。

また､健常な部位もしくは嬢痕組織／過緊張の部

分の断裂を引き起こし､意に反して組織の傷害を招

いてしまう危険性もある(図2,図3)。
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4.筋腿靭帯内の癌痕組織に対する試み

これらを解決するために著者の考えたことは全く

単純である｡対象となる関節に関わる筋､膳､靭帯1つ

1つをできる限りチェックし、もしその中に畷痕組織

や過緊張部位、もしくは硬結があればそれを解消し

ていくという方法である。カイロプラクティック療

法の特徴は軟部組織の骨付着部付近に対する効果で

ある思われるので､最初は臆に関心を向けた｡また筋

腹も全体として捉えるのではなく、長さ、幅､厚さを

考慮し､数カ所をチェックすることにした｡靭帯につ

いてもできる限り糸Illかく検査することにした｡当初

それらの箇所に指頭で数十秒間の圧を加えてみた。

しかしながら思ったほどの効果を上げることがで

きずにいたが､ある雑誌内の広告で見た器具(商品名

シャトル31)に興味を抱き､取り寄せて使用したところ、

ある種の手応えを感じた｡現在は部位に応じて､この

シャトルと指頭、もしくは手掌を用いて筋､健､靭帯

にアプローチをしている(図4)。
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搬痕組織､過緊張部
次に持続圧を用いるテクニックではどうであろう

か｡高速低振幅法によるアジャストメン卜に比べれ

ば組織に傷害を起こす危険度は低いと思われるが、

持続圧が目標とする筋､職､靭帯の状態を変化させな

ければならない｡神経的､生理的な障害や軽い嬢痕の

みであれば効果的に働くと思われるが､高度の嬢痕

形成がある場合､臨床的にはなかなか変化を感じない。

多くの反射テクニックではどうであろうか｡ここ

で言う「反射｣は医学的用語に含まれるそれとは意味

が違い､反射テクニックは『仮説上の生理学的経路を

介して､患者を評価､治療する手法』であり、『体のあ

る部位と生理学的機能の間の連係を考慮』して行う')。

筋肉などが神経的､生理的に機能低下におちいって

いる時は､反射テクニックは効果を上げると思われ

るが､実際に軟部組織に腰痕組織があり、それが症状

と強く関連する場合､反射テクニックによる改善は

難しいと感じている。

図4シャトルで癌痕組織､過緊張部を押す

5.変形性膝関節症における大腿四頭筋腿

および膝蓋靭帯へのアプローチ4）

高度な両膝関節変形､大腿m頭筋健の拘縮を持つ

患者に対して屈曲90度以上の改善が困難であった憲

前出シャトルを使用したところ手応えを感じた｡使

用しているのは｢1本誠｣で､円筒形の握り部分(直径

12iiii､長さ5cm)と先端部分(直径3iiiiii～2iiiiii､長さ3cni

からなる金メッキをほどこした金属製である｡先端

日本カイロプラクテイツク徒手医学会誌の
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は直径2111で丸くなっている｡臆組織内の硬結に直接

圧を加えることができ､継続して使用してみた。

膝関節の屈曲の角度と痛みと程度を把握する｡次

に大腿四頭筋腫および膝蓋靭帯内の治療すべき箇所

をセラピーローカライゼーション(TherapyLocalization:

TL)の変法(術者の指頭を用いて治療箇所を特定)を

用いて行い､加えて触診により決定する(注)。

治療は､シャトルの先端を検査陽性箇所に皮層が2

～3mm窪む程度の圧で約10～20秒間押圧を加え､再度

膝を屈曲し効果を確認する。

結果は､徐々にではあるが屈曲可動域の拡大が可

能となった｡当初どの程度の効果があるか不明であ

ったため､屈曲角度､障害の程度等の記録はしていな

い｡効果の機序について､仮説ではあるが､腿線維の

ごく一部に対して圧を加えることにより伸長が起こ

る、また圧による一時的阻血状態から解放された後

に血流が増え修復に向かうと思われる5)｡問題点とし

て､改善にかなりの日数を要し､満足できる結果とは

言えない。

（注):いわゆる｢筋力テスト(MuscleTesting:MT)」

であるが､指標筋を用いてその筋の収縮速度の遅

速で判定している。

6.骨盤変位に関係する筋肉､靭帯への

アプローチ6）

骨盤･仙骨の安定性や下肢長のバランスは､人体、

特に脊柱の構造的な土台として重要な役割を担って

いる。しかし通常のカイロプラクティック・テクニッ

クでは腰痛､下肢痛などの症状は改善されるものの、

下肢長差や仙骨の変位が｢そろう｣､｢回転がなくなる」

ことは大変稀であった。

慢性関節リウマチ患者の両仙結節靭帯が太さ1cm

の針金のようで､通常の方法では無理と感じ､「シャ

トル｣という器具の使用を試みた｡硬くなっている靭

帯の中央部にシヤトルで圧を加える｡他の患者にも

継続して使用している。

6石

仙骨の変位が確認されるとき､左右の仙結節靭帯

の硬さの違いは仙骨変位解消の大きな妨げになり、

柔軟性の回復は必要条件であろう。指頭による圧で

は困難と感じている。

仙結節靭帯以外に寛骨､仙骨に付着もしくは起始

停止を持つ靭帯､筋肉にもシヤトルの使用を試みて

いる。

検査は仰臥位､立位でTLの変法(前述)を用いて特

定し､触診により硬くなった線維や圧痛を探し､治療

箇所を決定する。

臨床治療法は日々変化し､はっきりとした結果の

記録を残していないが､腰痛の改善速度､立位におけ

る骨盤や脊柱の変位改善､異なる箇所の下肢痛への

対応などに好結果を感じている。

膿や靭帯が変性に近いような状態のとき､従来の

方法では十分とは言い難い｡骨盤の変位や下肢長差は、

付着する筋肉､靭帯の緊張や柔軟性の総計として表

出されている｡仙腸関節部の相対的位置関係のみを

考慮するだけでは､全体の安定性を達成することは

困難であると思う。骨盤変位は原因であり結果でも

ある。

7.現在の問題点

1)チェックポイントの多さ

筋､健､靭帯内で治療すべき箇所をTLにて決定し

ているが､1つの筋に対しても4～5点をチェックする

ため､その数が多くなりすぎている｡そのため指標筋

の疲れによる不正確さをどのように克服するか､が

悩みである｡症状からある程度推測することはでき

るが､一面そのような先入観を持ってAITを行えば、

窓意的になるので避けたい。

2)加える力の強さ､長さ等

著者が目指しているのは､基本的に嬢痕組織や過

緊張部位に物理的な圧を加え(阻血性圧迫ischemic

compression)､圧迫を終えた後､反射的に充血し､細

胞間質液の循環を図ることと､短縮している筋線維



や軟部組織の線維を伸ばしてやることである61。

シヤトルは先端部が直径2mm程度であるので､持ち

手の部分にかける圧が先端で単位面積当たり20～30

倍と集中するであろう。嬢痕組織や過緊張の部位は

特に痛みを覚えやすい箇所であり、実際患者はシャ

トルによる押圧で飛び上がるほど痛みを感じること

がある。

どの程度の力が嬢痕組織や過緊張部に対して生理

的に効果があるのか､思案しているところである。シ

ヤトルを用いるとき､皮層から押して目標とする箇

所に到達し、さらに圧を加えその下にある組織を感

じたならば､少し緩める程度としている。

また必要な時間についても考慮中である。シャト

ルでは約10～20秒を目安にし､指頭､手掌では圧して

いる組織に緩みが感じられるまで(約30秒から1分程

度)としている。この時間で十分に組織の変化が得ら

れるのか､数分必要なのかについて調べていきたい。

3)頚部､上肢など

ポスター発表4)､61では膝関節と腰部､骨盤について

行ったが､現在上背部､肩部､頚部､上肢と試行中であ

る。シャトル使用以前の軟部組織への関心が薄い時

期は､かなり苦労していた箇所である。

4)局所と全体

カイロプラクティック治療の特徴の一つに､症状

を呈する部位のみではなく、身体全体を把握し､｢全

体の中の局所､局所から全体を」と双方向の考え方を

する点であろう。著者はSOTのブロッキング･システ

ムを基本に置き、まず全体を見る習慣があるが､現在

少々局所に囚われている面がある｡今後さらに統合

させていきたいと思っている。

8.おわりに

シャトルは小橋規責男氏が開発し､具体的な使用

法の解説として｢シャトル健康法｣という冊子を発行

している"･著者がシャトルを使用し始めてから3年

余りとなるが､この冊子に基づいて現在治療を行っ

/り"γ"α/ofJapaneseSoc物ﾉ〆“"たα/助かopractic

筋､腿､靭帯へのアブローチー｢シャトル｣使用を例として－
……………鈴木喜博

ているわけではない。またシャトルを用いた治療法

セミナーも開催されているように聞いているが､そ

こでの方法も全く知らない。

著者は従来のカイロプラクティック療法の延長と

して､筋､膿､靭帯の障害､特に懐痕組織と持続した過

緊張状態にある線維をどのようにすれば改善できる

かという観点からこの器具の使用を思い立った。

いまだ｢道遠し｣の感であるが､洗練していきたい

と思っている。
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