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投稿論文 症例報告

１．はじめに

　就寝時の仰臥位において、“フワッ”とする感覚、
それに続く一過性の意識障害（気が遠くなる）が、
随伴症状・不定愁訴もなく発現した症例である。例
えば、顎を上げ頭部を最大伸展させ、上方を見上げ
ていた時に発現するケースは、経験した方もおられ
ると思う。これは、頭部の最大伸展という特別な条
件下であるために、さほど不安を感じないのではな
いかと推測する。しかし、今回の症例は頭部の僅か
な回旋という程度の条件下で発現したために、依頼
者にとっては不気味な不安さを感じたと思われる。
本来ならば、医療機関で検査・治療を受けるケース
がほとんどであり、日本では民間療法であるカイロ

プラクティックへの来院は、珍しいケースかも知れ
ない。
　この症例に対して、アプライド　キネシオロジー
（以降、ＡＫと表記）の起始－停止テクニック１）２）

とスタティックチャレンジ３）を併用する事で、上
頭斜筋と斜角筋群の起始部／停止部の特定部位の関
連性を見つけ、これらの部位を施術する事で著効を
示した症例について報告する。

２． 基本情報

来院：再診（平成２８年１０月１９日）
性別（年齢）：女性（５７歳）
身長：１５３唖（やや太り気味）
社会歴：司法書士事務
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椎骨動脈の伸長／圧迫による一過性の意識
障害の１症例＊

One Case of the Transient Loss of Consciousness by 
Elongation / Compression of the Vertebral Artery.

弘中利幸＊１

Toshiyuki HIRONAKA

■要旨
　就寝時の仰臥位において、頭部の僅かな左回旋姿位での“フワッ”とする感覚、それに続く一過性の意識障害（気が遠く
なる）を訴えて来院された依頼者の１例である。この施術に対して、アプライドキネシオロジー（ＡＫ）の起始－停止テク
ニックとスタティックチャレンジを併用する事で、上頭斜筋と斜角筋群の起始部／停止部の特定部位の関連性を見つけ、こ
れらの部位を施術する事で著効を示した症例を報告する。その中で、ＡＫで使用する“指先手掌側を、検査する部位の皮膚
に触れる事で行うセラピーローカリゼーション”ではなく、“腱が骨膜に付着する部位に、圧が掛かる程度の押圧で行うセ
ラピーローカリゼーション（押圧ＴＬ）”という独自の手法と、“押圧ＴＬと起始－停止テクニックとの関連性”についても報
告・考察する。
◇キーワード：起始－停止テクニック、押圧TL、上頭斜筋、斜角筋群、一過性椎骨動脈障害

■Abstract
　A case of a client who appeared to the clinic complaining of a sense of “floating” in a slight left turn of her head on the supine 
position at the bedtime, followed by a transient loss of consciousness (fading away). For this treatment, the combination of the 

origin/insertion technique and the static challenge of Applied Kinesiology (AK) were used to determine the relevance of a 

specific part of the origin/insertion part of the obliquus capitis superior muscle and the other obliquus muscles, and reporting 

the case showing remarkable effect by applying these parts. Among this treatment, applied not “a therapy localization by 
touching the skin of the part to be examined with the palm side fingertip” normally used in AK, instead of “a therapy 
localization that press the part where the tendon adheres to the periosteum is pressed to the extent (Pressure TL)” which is 
the original method is applied, and also report and consider “the relevance of pressure TL to origin/insertion technique”.
◇ Keyword: Origin/insertion technique, Pressure TL, Obliquus capitis superior muscle, Obliquus muscles, Transient 
vertebral artery injury.

＊日本カイロプラクティック徒手医学会第１９回学術大会（平成２７年１０月）にて一部発表
＊１　カイロプラクティックオフィスnona



５７

嗜好品：煙草（吸わない）、アルコール（普段は
　　　　飲まない）
既往歴：
　平成２２年５月に自転車に乗っている時に、軽自動
車が右側から衝突。ボンネットに乗り上げ、地面に
落下。頭部に打撲はなく、レントゲン撮影でも問題
は見つからなかった。
　平成２７年１２月に症状もない突然の高血圧が見つか
り、医療機関で検査を行なった結果、心臓肥大・冠
状動脈狭窄・不整脈が確認された。現在も服薬中で、
全ての症状は安定している。
内服薬：
　ワーファリン（抗血栓薬）、アダラート（降圧薬、
冠動脈拡張薬）、リポバス（抗高脂血症薬）

３．症状

主訴：
　１週間ぐらい前から、就寝時にベッドで仰臥位に
なり、頭部を僅かに左回旋した状態の時に頭が“フ
ワッ”とし、それに続いて、気が遠くなる感覚を覚
えた。この症状が特に悪化する事はないが、毎日現
れる。しかし、正中線より僅かな右回旋に戻すと症
状が改善する。原因は思い当たらない。
問診：
・頭痛、頚部痛、吐き気・嘔吐、運動障害、知覚障
害、言語障害、視力障害、視野障害、上肢の痺れ
などの症状は無い。
・不定愁訴なし。
・仕事で、大忙しの毎日が続いていた。
・睡眠不足。

４．頭部回旋検査

　僅かな左回旋により症状が発現する事から、他動
的に頭部の回旋角度０～２２．５°を変化させた姿位
で、正常なインディケーター筋（以降ＩＮＤ筋と表
記、上腕二頭筋短頭を使用）の変化を検査した。ま

た、ＩＮＤ筋の筋力テストにおいて、なるべく強い
力を使わずにＩＮＤ筋の変化を確認できるように、
上腕二頭筋短頭のテーブルからの前腕角度を４５～
５０°に設定し、依頼者には、検査中に頭部の回旋
を維持するようにお願いした。
　また、ここでの回旋とは、出来る限り伸展・屈曲、
特に側屈を含まない純粋な回旋である。
■左回旋０～１１．２５°
　回旋後、約５～６秒経過以降に左側のＩＮＤ筋が
低下し、約２０秒経過以降に右側のＩＮＤ筋の低下を
確認した（以降、これらの反応を“陽性”と表記）。
■右回旋０～１１．２５°
　約２０秒以上経過しても、両側のＩＮＤ筋に変化は
認められなかった（以降、この反応を“陰性”と表
記）。
■左回旋１１．２５～２２．５°･･･陽性
■右回旋１１．２５～２２．５°･･･陰性
■左回旋２２．５～４５°・・・陰性
■右回旋２２．５～４５°・・・陽性
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写真１　頭部回旋検査の陽性姿位〔モデル使用〕



　陽性が認められる左回旋角度０～１１．２５° ／１１．２５
～２２．５°の姿位の状態において、左側の上頭斜筋・
斜角筋群の起始または停止付着部に、独自の手法で
ある“腱が骨膜に付着する部位に、圧が掛かる程度
で行うセラピーローカリゼーション（以降、押圧
ＴＬと表記）”を行なった。そして、それらの付着部
の特定部位において、両側のＩＮＤ筋の改善を認め
た。また、その付着部に沿った数回の正確なゴー
ディング１）は、押圧ＴＬをしなくても、一時的な両
側のＩＮＤ筋の改善を確認した。
　左回旋２２．５～４５°の陰性については、２２．５°か
らアトラスが回旋し始める事でこの部位での椎骨動
脈の圧迫・伸長が緩む事によるものと推測した。右
回旋２２．５～４５°の陽性については、約５～６秒経
過以降に左側のＩＮＤ筋が低下し、約２０秒経過以降
に右側のＩＮＤ筋の低下を確認した。そして、両側
の下頭斜筋４）５）の起始部あるいは停止部への押圧
ＴＬを行なうと、左側の下頭斜筋（後述の図１と図
７を参照）への押圧ＴＬにより両側のＩＮＤ筋の改善
が認められた。また、左側の下頭斜筋の起始／停止
付着部に沿った数回の正確なゴーディングは、押圧
ＴＬをしなくても、一時的な両側のＩＮＤ筋の改善を
認めた。この角度の検査（下頭斜筋）は、主訴を改
善させる事に直接関係はないが、正面（陽性反応が
現れない位置）を向いた仰臥位での、後頭骨－アト
ラス－アキシス間の状態を把握する為に行った。押
圧ＴＬによるＩＮＤ筋の改善は、ＡＫで使用する“指
先手掌側を、検査する部位の皮膚に触れる事で行な
うセラピーローカリゼーション６）７）”では認められ
なかった。また、ゴーディングについては〔１１．考
察〕で説明する。
　また、頭部回旋角度０°の正確な設定は困難で
あるが、この依頼者においては角度０°での陽性
は認められなかったと考えている。よって、本文中
の０°は、“０°に近い”という意味であり、
１１．２５°、２２．５°、４５°においても同様の意味合い

で使用している。

５．使用した「独自の概念」

①起始－停止テクニックを必要とする筋の付着部へ
の押圧ＴＬは、正常な両側のＩＮＤ筋（γ－Ⅰ・
Ⅱ８））を低下させ、数回の正確なゴーディングに
より、一時的なＩＮＤ筋の改善を認める〔図参照〕。

②起始－停止テクニックを必要とする筋の場合、筋
の付着部への押圧ＴＬは、正常な両側のＩＮＤ筋
（γ－Ⅰ・Ⅱ）を低下させる。例えば、停止付着
部への押圧ＴＬによるＩＮＤ筋の低下は、それに対
応する起始付着部への押圧ＴＬによる、２ポイン
トセラピーローカリゼーション９）により、両側
のＩＮＤ筋は改善を認める〔図参照〕。

③ＩＮＤ筋に対してではなく、ある特定の筋の低下
が認められる場合において、起始－停止テクニッ
クを必要とするケースでは、起始部あるいは停止
部に押圧ＴＬを行なう事で筋力の改善を認める。
また数回の正確なゴーディングは、押圧ＴＬを行
なわなくても、一時的な筋力の改善を認めるとい
う事が基本的な概念である。

６．図の解説

　上頭斜筋、斜角筋群の起始部／停止部について、
図解されているいくつかの成書と筆者が細かく触診
で得た起始部／停止部に少し違いがあるように思え
た。従って、掲載した図は独自のものなので、この
図の内容に至った経緯を説明する。
　最初に、上頭斜筋停止部について述べる。まず触
診において、後頭骨外側の上項線・下項線の周辺に、
段差のある線で、輪郭を形づくる箇所がある事に気
付いた。これを辿っていくと、大まかな輪郭が見え
てきた。次に、起始－停止テクニックを必要とする
上頭斜筋の筋力は低下しているので、後頭骨はアト
ラスに対し後方回旋している事になる。そこで左後
頭骨に対して、前方回旋のリバウンドチャレンジを
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行なうと、両側の正常なＩＮＤ筋の（γ－Ⅰ・γ－
Ⅱ）は低下を認めた。そして、チャレンジ側で推測
した輪郭部位への押圧ＴＬにより、両側のＩＮＤ筋の
改善が認められた。そこで、正確な部位を特定する
ために指を立て、接触面を狭めて検査すると、最初
の触診で感じていた部位での押圧ＴＬでは改善を認
めず、僅かにずれた位置での押圧ＴＬによりＩＮＤ筋
は改善を認めた。この僅かにずれた位置とは、今回
施術を必要とする上頭斜筋停止付着部〔ａ、ｂ、ｃ、
ｄ〕においては、推測した部位よりも２～３亜上方
の位置の事である。この場所にも段差のような箇所
を認める。そして、この付着部に沿った、数回の正
確なゴーディングは、押圧ＴＬをしなくても、一時
的なＩＮＤ筋の改善を認めた。当初、推測した段差
の部位は、筋腱移行部と考えている。
　リバウンドチャレンジにおけるＩＮＤ筋の低下に
対して、押圧ＴＬにより改善を認めるという事は、
腱が骨膜に付着する部位を確認する事になると考え
られる。そして、ゴーディングによるＩＮＤ筋の改
善は、その位置からの正確な付着部の方向性を確認
する事ができると考えている。この２つの考え方か
ら、上頭斜筋の停止部の輪郭を求めた［図１、２］。
　斜角筋群停止部については、触診により大体の輪
郭を把握する。そして、前述の〔独自の概念①〕を
使用して確認し、斜角筋群の輪郭を求めた。
　上記の検査結果から、上頭斜筋／斜角筋群の停止
部は、直線で構成された面として付着していると考
えられる［図１、２、３、４、５］。
　そして、この上頭斜筋と斜角筋群の停止部をもと
に、頭部回旋角度検査により施術を必要とする停止
部の特定部位を求めた。
　次に、上頭斜筋と斜角筋群の施術を必要とする停
止部に対応する起始部について述べる。その為には
一つの概念が必要であり、それが前述の〔独自の概
念②〕である。この概念を使用して施術を必要とす
る上頭斜筋と斜角筋群の停止部に対応する起始部を

求め、頭部回旋角度検査により確認をした。また上
頭斜筋の起始部はアトラスに、前斜角筋はＣ３～Ｃ
６、中斜角筋はＣ２～Ｃ７、後斜角筋はＣ４～Ｃ７、
最小斜角筋はＣ６、Ｃ７の頚椎に存在する事が必要
な条件になると考えている１０）。
　上頭斜筋／斜角筋群の施術を必要とする起始部に
おける起始－停止テクニックに反応する部位は、図
示した起始部に存在し、それは１本の線上にあると
思われる［図１、２、６］。

７．施術する部位（太線）の図　　　　
〔触診の視点から〕

　上頭斜筋の起始部はアトラスの隆起部（一点鎖
線）に指を当て僅かに頭方に、下頭斜筋の停止部は
僅か足方に回旋した位置にあるように感じられた。
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図１　上頭斜筋の起始／停止部、下頭斜筋の停止部の概要
〔後方から見た図〕

図２　施術する上頭斜筋の起始／停止付着部



　説明し易いように、施術を必要とする部位の起始
付着部を英大文字で、対応する停止付着部を同じ英
小文字で表記した。従って、頭部回旋検査の左回旋
角度０～１１．２５°の陽性に必要な上頭斜筋の施術部
位の所見は、左側の上頭斜筋の〔起始Ａ－停止ａ〕
と〔起始Ｃ－停止ｃ〕となり、１１．２５～２２．５°では、
〔起始Ｂ－停止ｂ〕と〔起始Ｄ－停止ｄ〕となった。
　下記の図３～６の斜角筋の英文字の部位は、上頭
斜筋の英文字の部位と関連する。例えば、上頭斜筋
〔起始Ａ－停止ａ〕に関連する斜角筋群は、図３の中
の前斜角筋の〔停止ａ〕と図６の〔起始Ａ〕なる。
もう１カ所は、図５の最小斜角筋の〔停止ａ〕と図
６の〔起始Ａ〕となる。よって、これら２つの部位
の斜角筋の起始付着部は、同じ付着部を持つと考え
ている。

　斜角筋群の起始付着部は、後方から後結節の隆起
に指を当て、僅かに頭方に回旋させた位置のほぼ水
平線上にある。

　起始部の内側部位は、指を当て僅かに内方に回旋
した位置にある。
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図３　前・中斜角筋の停止付着部〔前方から見た図〕

図４　後斜角筋の停止付着部〔後方から見た図〕

図５　最小斜角筋の停止付着部〔頭方から見た図〕

図６　斜角筋群の起始付着部〔頭方から見た図〕

図７　下頭斜筋の起始部〔後方から見た図〕
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８．施術部位のまとめ

９．施術方針

　利き目による影響だけであれば、頭部の回旋は僅
かなものである。よって、［表１］で示した左回旋
０～１１．２５°に関連する、上頭斜筋／斜角筋の起始
／停止付着部の施術が、最大効果をあげる事ができ
ると考えた。しかし、左回旋１１．２５°～２２．５°の影

響が全くないとは言い切れないので、それをカバー
する為の施術順序として、上頭斜筋の〔起始Ａ－停
止ａ〕／〔起始Ｂ－停止ｂ〕と、それらに関連する斜
角筋付着部への施術を優先させる事にした。

１０．施術

初回（平成２８年１０月１９日）
★左側の上頭斜筋の〔起始Ａ－停止ａ〕／〔起始Ｂ
－停止ｂ〕と、それらに関連する斜角筋付着部に
起始－停止テクニックを施術した。

２回目（１１月１日）
☆前回の施術後、症状の軽減は大きく改善したが、
まだ少し違和感のようなものを感じるとの事であ
る。

★左側の上頭斜筋の〔起始Ｃ－停止ｃ〕／〔起始Ｄ
－停止ｄ〕と、それらに関連する斜角筋付着部に
起始－停止テクニックを施術した。

☆陽性を認めた左回旋０～１１．２５°／１１．２５～
２２．５°の姿位でのＩＮＤ筋は、強めの筋力テスト
においても低下を認める事はなかった。

予後の経過報告

　（１１月１１日）
　症状は、完全に改善しており、その後も症状は現
れていない。

１１．考察

　依頼者は、この症状について医療機関で検査・診
断を受けていない。しかし、直近の医療機関での検
査結果、問診での就寝時以外に随伴症状・不定愁訴
が無い事、頭部回旋角度検査の結果におけるＩＮＤ
筋の低下にタイムラグがある事などから、椎骨動脈
の一過性循環障害を発現機序とした「頚性めまい」
と推測している。また、最初の頭部回旋検査時に症
状が現れなかった事を考えると、発現する前の仕事
の忙しさによるストレスや睡眠不足、そして、症状
が発現した後の不安感などの影響も考えられる。し
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かし、重要な要因としては、頭頚部に強い衝撃を受
けた交通事故の既往歴、筋力が低下してくる年齢で
あり、主原因は、後頭骨－アトラス－アキシス間の
変位であり、就寝時に頭部が僅かな左回旋姿位にな
る事で発現したものと推測する。
　今回の症例について、頭部回旋角度検査の結果か
ら考察する。この依頼者は、頭部が正面（陽性反応
が現れない位置）を向いた姿位において、アトラス
の左横突起が後頭骨とアキシスの両方に対して、前
方変位をしていると考えられる。その為、左椎骨動
脈は伸長し、アトラスまたはアキシスの横突孔にお
いても、少なからず、圧迫を受けている事を示唆し
ている。その状態から、頭部の僅かな左回旋が起こ
る事は、左椎骨動脈が、アトラスの上関節窩の後方
から内方を、そして後頭顆の内方を通り、延髄の上
縁で右椎骨動脈と合流する経路を考えると、おそら
く後頭顆の部位で更に圧迫・伸長され、血流の減少
が増悪した事で症状が発現したものと推測できる。
　“押圧ＴＬ”または“押圧ＴＬと起始－停止テクニッ
クの関連性”については、独自のものであると考え
ている。この症例では、これらの手法とスタティッ
クチャレンジを併用して、検査・所見・施術・確認
検査の一連の流れを構成した。
　施術に使用するゴーディングについて述べる。身
体の筋の付着部は、多くは面として付着している。
その場合は、面の輪郭部に施術を行なった。その場
合、ＡＫでいう“円運動の押圧による刺激１）”と言
うより、筆者は“施術する付着部に沿った押圧によ
る刺激（こする）”を行なっている。
　そして、付着する骨が表面に近い場合は容易であ
るが、やや深い部位にある場合は、筋を通して付着
部に圧が掛かるような少し強めの押圧で行なう。こ
の論文の中では、中斜角筋の肋骨付着部がそうであ
り、特に〔内側－上方〕である。必要な押圧での
ゴーディングの指標は、施術中にチクチクした痛み
がある事である。十分な刺激は、その痛みが消える

時であり、痛み度合いが大きいほど施術の痛みは強
く（力を加減する）、施術時間も長くなる。
　また、この部位への押圧ＴＬに対しては、圧が弱
過ぎるとＡＫにおける皮膚へのＴＬとなり、第１肋
骨に何某かの問題点がある事を示す事になるので、
十分な圧が必要である。
　今回、ＡＫの起始－停止テクニックの概念である
“腱の骨膜からの微小摧裂（別の書籍２）では、微小
剥離）による筋の弱化１）”はそのままで、独自の鑑
別方法・施術方法を提示した。そして、このテク
ニックを使用するには、腱が骨膜に付着する部位へ
の正確な理解が必須である。その部位を求めるため
に使用した、〔独自の概念①、②、③〕も提示した。

１２．最後に

　今回の症例において多くの施術部位を提示したが、
これは頭部回旋検査の陽性が陰性に変わる施術部位
を示したのであって、全ての部位を施術しなければ
症状の改善が得られない訳ではない。施術が必要な
上頭斜筋の起始部／停止部に対して正確な施術を行
なう事でも、頭部回旋検査の陽性反応が残ったとし
ても、症状の改善は見込めるのではないかと推測し
ている。
　他の問題部位からの影響で筋が低下（抑制と表現
している）しているのではなく、筋自体の微小な障
害により筋が低下（弱化と表現している）している
という概念は、この起始－停止テクニックしか筆者
は知らない。そして、臨床においても、とても大き
な成果を挙げている。機会があれば、今度は起始部
／停止部が成書に掲載されている症例で発表してみ
たいと思う。
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