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下部腰椎の左前方回旋変位に起因すると
考えられる腰痛の1症例

CaseReport:LowBackPainCausedbyMisalignment
oftheLumbarVertebraintheLeftAnteriorRotational

Position
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抄録

カイロプラクティックは椎骨のアジャストに際して､様々な検査によって､リステイングを決定しスラストなどのマニピュレーションを行う。リスティングは

椎骨が｢後方に変位している｣側をメジャーとして決定されることが一般的であると思われる。

しかし､前方変位側がメジャーであることが時として見受けられる｡とくに前替があり､椎骨の前方に筋が付着している頚椎､腰椎ではしばしば存在し

ているように感じている。

そこで､今回､X-Rayなどの画像診断､姿勢検査､パルペーションにより見かけ上は下部腰椎の右後方回旋変位であるが､症状の部位､モーション“

パルペーション､その他の検査により実際には左前方回旋変位に起因する腰痛と考えられる患者に対して､カイロプラクティックアプローチを行い改善

が認められたので報告する。

キーワード：リスティング､前方回旋､腰痛､可動触診､後方一前方フィクセーション

Abstract

Priortotheapplicationofchiropracticadjustivetreatments,aspinaljointlistingthatisadescriptivetermofmotion

segmentmalpositionsmustbeobtainedthroughvariousassessmentprocedures・Ingeneral,thesideoftheposteriorlyゴ
rotatedvertebraisconsideredastheprimarysidetoapplyanadjustment.However,itisoftenobservedbytheauthor

thattheanteriorlyrotatedsideistheprimaryside.Thisisespeciallyseenonapatientinthecervicalandlumbarspine
withanteriorconvexitywherethevertebraehavethemuscleattachmentinthefront.Thisisaclinicalcasereportofa
patientwithleftanteriorvertebralbodyrotationofalowerlumbarsegmentwhohadasuccessfulimprovementby
chiropractictreatments.Thepatienthadoriginallyhadanapparentrightposteriorvertebralrotationmalposition
confirmedbythex-rayfilms,posturalevaluation,andstaticpalpationexaminations.Theproperlistingwasobtained
fromtheconsiderationofthelevelofsymptoms,motionpalpation,andotherexaminations.
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1 .はじめに回旋変位におい て は 横 突 起 が 後 方 に 来 て い る 側 がメ

カイロプラクティックでは椎骨のアジヤストメンインにリステイングが決められている｡たとえば図i

卜に際して､スタティック･パルペーシヨンおよびモのような場合一般的には後方横突起側は右なのでリ

ーション･パルペーシヨン､X-Rayなどの画像診断、ステイングとしてはRp(pL)2),3)､その他の表現とし

チャレンジなどによりリステイングを決定し､,患者ては右後方回旋変位､右後方横突起､左方ﾘ猟突起､右

の状態にあわせてテクニックを選択してスラストや椎間関節のP－Aフイクセーシヨンなどがある。この

持続圧などのマニピュレーションを行う。多くのりようにほとんどのケースで後方側をメジャーとして

ステイングは椎骨が｢後方に変位している｣'）という考え､マニピュレーションが行われていると思われる。

ことを前提に決められているように思われる｡特にしかし､見かけ上､一側の後方回旋変位(後方横突

原稿受付◎2007年5月8日＊日本カイロプラクテイツク徒手医学会･第8回学術大会(平成18年9月)にて一部発表
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起＝後方横突起側の椎間関節のP－Aフイクセーシ

ョン)であるが､実際には反対側の前方回旋変位(前

方横突起＝前方横突起側の椎間関節のA－Pフィク

セーション)がメジャーであることも少なくないよ

うに考えている。とくに前雪があり､椎骨の前方に筋

が付着している頚椎､腰椎41ではしばしば存在してい

るように感じている｡図lで前方変位側をメジャーと

して考えてリステイングをつけるとLA､左前方回

旋変位､左前方横突起､左椎間関節のA－Pフイクセ

ーションということになる。
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図2腰椎の後方変位に対するテクニックの例
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図1

一般的には真ん中の椎骨の
右後方回旋変位側を

メジャーとしてRP(PL)という
リスティングがつく。
左前方変位側をメジャーと

したならばLA(AL?)という
リスティングになる。
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図3腰椎の前方変位にも応用可能なテクニック

また､同時に治療に際しても後方回旋変位に対す

るテクニックは例にあげる図2などをはじめに他に

も数多く5'､6入"あるが､前方回旋変位に対するテクニ

ックは図3馴などごく少数である。

そこで､今回､X-RayおよびCTによる画像診断､姿

勢検査､パルペーションにより見かけ上は下部腰椎

の右後方回旋変位であるが､症状の部位､モーション・

パルペーション、その他の検査により実際には左前

方回旋変位がメジャーで､これに起因する腰痛と考

えられる患者に対して､椎骨の前方変位側に対して

カイロプラクティック・アプローチを行い改善が認

められたので報告する。

2.症例

1)患者:i5歳(高校1年生)の女性､身長164cm､体重b6kg、

部活でバレーボールを行っている。(図4）

2)既往治療:来院1ヶ月ほど前から腰痛を訴え､総合

病院でX-RayおよびCTを撮影し､第5腰椎分離症

と診断された。しかし､特に治療は行わなかった。

3)主訴:症状は左腰部のズキンとした痛みで､特に龍

かがみ､バレーボールのサーブなどの動作(腰椎の

｜回|旋十伸展のち屈曲十回旋)で強い痛みが発現する。

起床時と部活のあとに症状は悪化する。また､時に

左右の大腿後面が重い感じがすることがある。

4)臨床所見：

①姿勢検査:腰痛の軽度の過前簿､腰椎の右凸側脅．

②オーソペディック・テスト:SLR(ストレイト

日本カイロフ｡ラクティック徒手医学会誌
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図5

X-Ray所見:正面像､側面像､斜位像:正
面像より腰椎の右凸側湾および右後方回

旋(左前方回旋)､側面像より腰椎の過前湾、
斜位像より15の右椎弓の分離の存在が
伺える。

図6

腰部のCT所見:腰椎の右後方回旋変位

(左前方回旋変位)が認められる。

図4症例の背面､側面写真:側面写真から
腰椎の過前湾があることが伺える。

側面像:腰椎過前誉｡すべりは認められない。

斜位像:第5腰椎右椎弓板分離。

CT:L3～Loにかけて回旋変位(右後方-左前方回旋］

が存在することが伺える。

レツグ･レイジング･テスト)、DLRダブル･レッ

グ･レイズ･テスト)等異常なし､腰部運動負荷テス

トでは伸展､左右の側屈十伸展､左右の側屈､左右

の回旋で左腰部に握痛の出現。

③神経学的検査:深部反射正常｡MMT(徒手筋力検査）

正常。

④触診:スタティックおよびモーション･パルペーシ

ヨンではL3-5SP(柳突起)のL－R方向で可動

性の減少＝腰椎の右後方回旋変位＝右後方横突起

（左前方回旋変位＝左前方横突起)｡右後方寛骨､左

後方坐骨。

腰部の筋群､殿筋群､ハムストリング､右大腰筋な

どのスパズム｡背部および腰部の皮下軟部組織の

硬結。

⑤圧痛:L3-4､L4-5､L5-Sの左椎間関節､殿筋

部など。

⑥X-RayおよびCT所見:図5,図6

後面像:腰椎の右凸側雪､右後方回旋変位(左前方

回旋変位)。

以上の臨床所見から本症例は下部腰椎の左前方回

旋変位に起因する腰痛とである判断し、このフィク

セーションすなわち左椎間関節のA-Pフィクセーシ

ョンを改善することを主眼において施術を行った。

3.方法

寛骨のフイクセーシヨンに対してはSOTブロック

を用いた｡腰椎の左前方回旋変位(左椎間関節のP－

Aフイクセーション)に対しては伏臥位(図7)にて右

乳様突起MPをP-A,SPをL-R､左TPに側方･前方コン

タクトしてA-P方向｡仰臥位(図8にて腹部から腰椎

の椎体前面左側にコンタクトしてA-P方向にそれぞ

れ持続圧および軽いスラスト加えた｡また､前方変位

側を上にした側臥位(図9)にて足方手で仙骨から下

弓．
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図7腰椎の左前方回旋変位に対するアプローチ(伏臥位)：
左TPをA-P方向へ､SPをL-R方向へ､右MPをP-A方向へ持続圧および軽いスラスト

図8腰椎の左前方回旋変位に対するアプローチ(仰臥位)：
腹部から腰椎の椎体前面左側にコンタクトしA-P方向に持続圧および軽いスラスト

図9腰椎の左前方回旋変位に対するアプローチ(側臥位)：
前方変位側を上にした側臥位で､足方手で仙骨から部腰椎右椎間関節を固定し、
頭方手で体幹をI-S･A-P方向に軽いスラスト

寒§塞毒

部腰椎右椎間関節を固定し､頭方手で左上腕部前面

から左前胸部あたりにコンタクトし､頭方手で頭方

および後方に牽引･押圧をかけ下部腰椎左椎間関節

のA-P方向の遊びをとり、頭方手で体幹をI-S-A-P方

向に軽いスラストすることによって､左前方変位し

ている下部腰椎の左側をA-P方向に持ってくるよう

にアプローチした｡また､筋エネルギーテクニック（図

lorもおこなった｡ただし､痛みを伴うポジションお

よびテクニックはその時点においては不適切と考え

施術に用いなかった。

腰背部の皮下軟部組織の硬結に対しては､スキン

ローリング･テクニック'0'を行なった。

4.結果

治療回数:26回

経過:初診より5日から7日に1回の割合で施術を行う。

4回目の時点で癌痛スケール4に減少｡その後､治療後

数日は調子が良いが徐々に痩痛が出現｡あるいは日常

の生活では良くてもバレーボールの練習により痩痛

が出現するということを繰り返す｡しかし､痩痛は徐々

に減少し､24回目以降､自覚症状はほとんど感じず､バ

レーボールの練習も普通のメニューをこなせるまで

になった。しかし､疲労などにより腰痛は時々出現し

ている。
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5.考察および結語ヨー蚕、

霊｝ 本症例はもともと腰椎の過前誉および分離症が存

在し､前方へ変位しやすい状態があり、さらにバレー

ボールという体幹を屈Illl-伸展･回旋を繰り返し､かつ

図10腰椎の左前方回旋変位に対するアプローチ：
筋エネルギー･テクニック

日本カイロプラクティック徒手医学会誌夕7
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ジャンプにより脊柱に縦方向の負荷がかかるスポー

ツを行っていることが原因として考えられる。

そして､腰椎を前下方へ引っ張る作用をもつ大腰

筋がスパズムを起こしていたことも症状を悪化させ

ることにつながっていたと考えている。しかし､これ

らの筋スパズムは寛骨および腰椎へのアプローチで

消滅しているので､2次的なものと考えられる。

回旋変位において後方変位側がメジャーか､前方

変位側がメジヤーかの鑑別としては､①主訴の部位。

②椎間関節のモーション･パルペーシヨンにおいて

左右(前方側･後方側)のどちらにフイクセーシヨン

あるいはハイパーモビリティーが存在するか｡''1､噌）

③椎間関節やMP(乳様突起)の静的触診における位

置関係｡④SPあるいは椎間関節の圧痛が前方側の

TPあるいは椎体のA-P方向への押圧､後方側のTPあ

るいはMIPのP-A方向への押圧とでどちらが減弱な

いし消失するか｡などにより総合的に判断している。

本症例においては①主訴が前方変位側(左側)であ

ること｡②モーション･パルペーションではLIおよび

L5のSPのL-R方向への押圧でフイクセーシヨンを認

め､かつL4-L5およびL5-Sの左右の椎間関節のP-A方

向へのモーション･パルペーシヨンでは前方変位側(左

側)にフイクセーシヨンが認められたこと｡③圧痛が

前方変位側にあり、かつ腰椎左TP(横突起)のA-P方

向への抑圧および腹部から腰椎椎体左側をA-P方向

へ抑圧で圧痛が減弱ないし消失する｡④I嬰椎の乳様

突起および椎間関節の触診において患側が異常に前

方変位していたこと。などから前方回旋変位がメジ

ャーであると判断した。

以上により本症例は下部腰椎の前方回旋変位(前

方横突起側の椎間関節のA-Pフィクセーション）を

主とした生体力学的な要因に､筋スパズムや疲労と

いう2次的な要因が重なり発症したと考えられる｡分

離症に関しては分離がX-Ray上一側にしか認められ

ないこと､側面像および腰部の視診･触診上階段変形

等すべり症の特有の症状が認められないことから、

前方|Ⅱ1旗変位との関係は否定できないものの､大き

な関与はないであろうと考えている。

今回l症例ではあるが､腰椎の前方回旋変位に起因

すると考えられる腰痛が存在し､前方横突起側の椎

間関節のA-Pフイクセーションをカイロプラクティ

ックアプローチすることで､腰痛が改善することが

あることがわかった。

前方回旋変位(前方横突起側の椎間関節のA-Pフ

イクセーション）という概念は現在のところ一般的

ではないと思う。しかし前方回旋変位は少数である

かもしれないが確実に存在していると考えている。

これらを検査によって的確に検出し､カイロプラク

ティックアプローチ(治療）し､改善に導くことが大

切である。したがってより正確な診断､および治療と

いう観点からすると前方回旋変位は考察に値すると

考えている｡そしてその概念および方法論を確立す

ることが､患者の利益およびカイロプラクティック

の発展に寄与すると考えている。
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