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鎖骨が与える生理学的な影響について
The physiological eff ect of a clavicle

■要旨：人類は進化に伴い上肢の使用法が巧緻化していったため、特殊な構造変化がもたらされ、上下肢の連動が乏しくな
るなど、結果的に不安定性が発生した。その一つに肩鎖関節障害がある。肩鎖関節障害はスポーツマンや肩を酷使する職
業の人に多くみられる。肩鎖関節障害は胸郭出口症候群と症状が似ており、整形外科では胸郭出口症候群や頸椎ヘルニ
ア・頸肩腕症候群と診断されるケースが殆どである。肩鎖関節障害と思われる依頼者に、鎖骨への施術を行った結果、疼
痛・可動域の改善・『呼吸が楽になった』『痺れがマシになった』など症状改善の感想を受けた。本研究では施術後、呼
吸（呼吸時間）・動脈の酸素飽和濃度を測定したので報告する。
◇キーワード：鎖骨、肩鎖関節、長軸伸張、呼気、酸素飽和濃度

■Abstract: Because the human race has made the use of upper extremities elaborated with evolution, unique structural 
transformations have happened, which caused the lack of interlocking movement in upper and lower extremities, 
and instability has occurred for a result. One of these problems is an acromioclavicular joint disorder. This disorder 
is frequently seen in athletes and the person who occupationally abuse one’s shoulder. Since the symptoms of this 
disorder resembles to a thoracic outlet syndrome, mostly diagnosed as a thoracic outlet syndrome, a cervical disc 
hernia, or a neck-shoulder-arm syndrome in the orthopedics. As a result of having performed treatment to a clavicle 
for patients suspected to have an acromioclavicular joint disorder, I received impressions of the symptom improvement 
such as less pain, better range of motion, better breathing, and less numbness. In this study, I report measurements of 
breathing (breathing time) and arterial oxygen saturation upon treatment.

◇Keyword: clavicle, acromioclavicular joint, long axis elongation, exhalation, oxygen saturation

＊日本カイロプラクティック徒手医学会・第 17回学術大会（平成 27年 10月）にて一部発表
＊１　First 徒手医療研究所

Ⅰ．はじめに
二足歩行に進化した人間の前肢は身体の移動に関

する機能から解放された１）。人間のライフスタイ
ルは、人間の進化から考えればかなり短期間で、身
体をうごかさない様式に変化してきた。（図１）
動的な労働（狩猟採取・歩行・肉体労働）から静
的な労働（ＰＣ・車運転・ＴＶ等）へ変化したライ
フスタイルは慢性痛（痛みや痺れ）・関節可動域制
限をもたらすようになった。

肩鎖関節障害はスポーツマンや肩を酷使する職業
の人に多くみられる。肩鎖関節を安定させる組織は
肩鎖靭帯・関節円板・烏口鎖骨靭帯・三角筋・僧帽
筋である。鎖骨は上肢全体の重さ（４kg）を体幹
にぶら下げている状態である為、軽微な外傷や外力
ストレスでも靭帯が伸びやすく、関節への炎症が起
こりやすいとされている。近年、デスクワークが多
く、より一層肩関節に負荷がかかる傾向にあると思
われる（写真１）。これはマウス症候群と称され、
アメリカでは反復性ストレス障害（ＲＳＩ）の１つ
として取り扱っていると言われている。

図1　人間の進化と労働
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鎖骨は上肢をできるだけ体幹から遠ざける運動を
するために使われる２）。このことから上肢の大き
な動きがあっても鎖骨ワイヤー機能を発揮できる状
態が必要となる。この鎖骨のワイヤー機能を取り戻
すためには、鎖骨を長軸方向に伸張する。それによ
り肩周囲の安定性が保たれ、症状の改善を図る必要
があると考えた。（図２）

２．施術方法
肩の痛み・首の痛みを訴える依頼者に、胸鎖関

節・肩鎖関節の浮上・不安定性を確認したので、鎖
骨を長軸方向へ伸張する施術を行った。（写真２）
長軸伸張に対する刺激の強さはたるんだ紐を伸ば

す程度の力で行う。症状の程度により約90秒～120
秒間の持続圧を加える。上肢の外旋動作の可動域改
善、腕橈骨筋の圧痛が軽減、胸郭の拡張が現れたら
施術を終了する。

３．症例
【症例１】　
・依頼者：41歳（女性）デスクワーク　
・施術日：平成27年３月９日
・主訴：上肢の拳上時痛（写真３）
　　　　３月８日から疼痛出現
　　　　テニス中サーブ時疼痛出現。
・既往歴：左足首捻挫
・その他：特になし

写真１ 肩鎖関節の浮上とマウス症候群

図２　施術方法

写真２　施術方法
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結果：痛みが消失し可動域が改善された
　　　（写真４）

【症例２】
・依頼者：60歳（女性）スーパー勤務
・施術日：平成27年５月19日
・主　訴：上肢の拳上時痛
　　　　　５月18日から疼痛出現
　　　　　洗髪時に肩周囲に疼痛
・既往歴：特になし
・その他：脂肪肝

結　　果：上肢の拳上時、最終段階（150°程）で
出ていた疼痛が消失し可動域制限も改善
された。

【症例3】
・依頼者：66歳（男性）　
・施術日：平成27年６月17日
・主　訴：頸部回旋時痛
　　　　　肩甲骨内側部痛
　　　　　６月14日から疼痛出現
　　　　　寝違いと思い来院
　　　　　（６月12日　５時間PC）
・既往歴：食道がん→ope（H23年）
　　　　：左鎖骨骨折　
・その他：胃腸薬服用

写真3　　施術前

写真５　施術前

写真４　施術後

写真６　施術後
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結果：頸部・背部に出ていた疼痛が改善し、頸部・
上肢の可動域制限（回旋）の改善が現れた。（写真
６）

４．施術結果
３症例とも鎖骨へのアプローチを行った結果、肩

関節周囲に出ていた疼痛の改善・屈曲・外転・外旋
といった可動域の改善が現れた。また、施術後、
『呼吸しやすいです』『しびれが取れました』『な
んかスッキリしました』など感想を述べた。

５．施術効果に対する調査
測定方法

１）無作為に選んだ依頼者26名に肩鎖関節への施
術。

２）施術前に測定。（①呼気時間。②パルスオキシ
メーター（写真６）を用いて血中酸素飽和度）

３）肩鎖関節への施術
４）施術後に測定（２と同じ）
５）感想を聞く

６．測定結果（Ｈ27.７時点）
１）呼気測定（図３・図４・図５）
　呼気時間　26名中　
　伸びた22名　縮んだ　４名

・２回呼気を測定すれば施術をしなくても呼気時間
が改善されるのではないか？という疑問もあった
ため、後日９人に対して呼気を２回行った場合と
施術後の呼気時間の差を測定した。

写真６　パルスオキシメーター

表１　施術前と施術後の呼気時間

図３　呼気測定結果
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施術を行う事により呼気時間が長くなっている事

が推測できる

２）血中酸素飽和度測定　
血中酸素飽和度　26名中　上がる　17名　下が
る　２名　維持　7名

呼気時間が長くなった被験者の殆どに施術中に胸
郭が開いていく感触をうけ・前腕の回外動作にて可
動域改善を認めた。短くなった患者は反発するよう
な抵抗を感じ、前腕の回外動作の可動域改善を認め
なかった。

7．考察
施術後、呼気時間・酸素飽和濃度の数値改善を認

めた。鎖骨に対して長軸伸張を行う施術は肩鎖・胸

図４　呼気2回と施術後の比較
（縦軸：呼気時間・横軸：被験者番号）

図５　2回目-1回目・施術後-1回目

表３　施術前・施術後の変化

表２　呼気時間の比較

図6　血中酸素飽和度測定結果
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鎖関節が安定し上肢の重みを体幹に伝える事が出
来、ワイヤー機能・ショックアブソーバー・ダン
パー機能の回復が起こったと示唆する。鎖骨には上
肢（４kg）を体幹に繋ぎとめる働きをし、腕や肩
と胸郭を連結して動きを助けるという大事な働きが
ある。肩複合体では単一の筋が個別に働くことはま
れであり、「チーム」として働く筋は多くの関節に
またがって協調して作用する３）。鎖骨のアプロー
チは胸鎖関節・肩鎖関節の安定性を高め筋の協調性
を高める効果があろう。また、上肢において鎖骨は
胎児期の発生で軟骨を形成しない唯一の骨であり、
結合組織より直接骨化する（膜性骨化）４）為、長軸
伸張を行うことは鎖骨の機能を改善すると推測して
いる。鎖骨浮上については、近年はデスクワークの
普及により上肢の内旋動作が強制され、鎖骨の逃げ
場がなくなり浮上型を呈する事が多くなったように
思われる。鎖骨を上昇させることと上肢を引き上げ
る事によって、胸郭の動きや呼吸機能といった生
理学的な機能を改善させることが可能になる５）。   
呼吸やしびれについては、上肢の筋膜のテンション
が低下することにより、胸郭が広がり、その結果呼
吸の改善・循環の改善に繋がったのではないかと考
えられる。（呼吸補助筋）
施術後、呼気時間が短縮した４名については、施
術の方向性、力の入れ方など合わなかった事が原因
ではないかと考えられる。

８．今後
臨床では鎖骨に対する施術を行う事により短時間

で鎖骨の機能が改善し、疼痛の軽減、上肢の動作改
善、循環改善など効果が出たと思われる。しかしな
がら調査対象の中には測定数値が悪化した人もい
る。この結果に対してその理由を探るため、今後も
調査を進めていきたい。
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