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・脳と心臓・体を繋ぐ重要な血管・神経の通り道である 
 
・疼痛に対する感受性が高く、明確な受傷転機がなくとも 
 疼痛を引き起こす（寝違え等） 
 
・頭部には沢山のセンサー（視覚・聴覚・味覚等）があり、 
 センサーの方向を変換する為に大きな可動性が必要となる。 
 
・頭部重量は体重の１３％体重70kgで9kgもの重さを支えており、 
 頭部の重心が取れていないと、頭部を維持するエネルギー 
 コストが増悪し、筋の負担が増える。 

頚部と肩関節周囲の特徴 



・頭部と連結している筋肉がある 
 
・肩及び肩甲帯と連結している筋肉がある事 
 
・頸椎と頸椎を連結している筋肉がある 
 
・表在する筋肉ほど長く、深部ほど短い。 
 
→頚部全体の大きなコントロールと、一つ一つの頸椎の動きの 
  制御を行う筋の役割が分かれる 

頚部を取り巻く筋肉 























●理学療法 
 繰り返す頚部痛に対する基本的な治療の一つである。様々な運動療法と物理療法 
 を組み合わせることにより、患者が治療に依存し過ぎず、自立的に運動療法を実施 
 できることが目標となる。 
  2001 Philadelohia Panel 固有運動感覚運動と運動療法が有効である 
  2006 systematic review 頚部痛に対するマッサージには結論が得られない 
 
●運動療法 
 180人の就労女性に対し運動療法指導 1年後には指導しない群より改善していた 
 就労女性に運動療法やストレッチ指導を行うと、痛みに対しては有意差を認めなかったが 
 関節可動域は改善 
 頚部痛の患者に５セッションにわたる運動療法の指導は、 短時間の運動療法の提供 
 より有効 
 
●患者教育（姿勢制御） 
 エビデンスが存在する。適正な座位姿勢、アームレストを用いた頚肩部の休息、 
 就寝姿勢の過度な頸椎への負担を軽減する枕の指導、デスクワーク等の長時間の 
 座位の制限、肩掛けカバン等は避ける指導、定期的なウォーキング等の運動指導等。 

頚部痛に対するエビデンス 



●頸椎カラー 
 疼痛が強い時期には使用してよい。長期間の使用はかえって日常生活への復帰を 

  遅らせることが知られている。 
 
●牽引療法 
 牽引についてはその有効性は示されていない 
 
●マニュアルセラピー 
 愛護的に行う手技に関して、有効であるシステマティックレビューが一つある 
 急速な動きを伴う手技の有効性を示すレビューは存在しない。 
 整体に関してもエビデンスは存在しない。 
 急性期は禁忌。慢性期は更なる調査を要する 
 
●薬物療法 
 アセトアミノフェン、NSAIDSは軽～中等度の疼痛に有効 
 特に強い疼痛にはトラマドールやオピオイドの使用を考慮しても良い 
 夜間のベンゾジアゼピン（デパス）は筋攣縮起因の疼痛を軽減できる可能性  
 慢性疼痛には三環系抗鬱薬にエビデンスあり。 

頚部痛に対するエビデンス 



頚部痛に対するエビデンス 

●ボツリヌス注射 
 頚部痛に対する有効性は示されていない 
 
●TENS（経皮的電気刺激療法）低周波治療 
 有効な患者もいるがエビデンスレベルは低い 
 
●神経根ブロック 
 Facet由来の疼痛か鑑別に用いるが、エビデンスレベルは高くない 
 
●鍼治療 
 有用性については諸説あり、評価が困難。更なる調査要する。 
 
●手術療法 
 神経絞扼性の疼痛には有効。慢性の頚部痛に対する手術は存在しない 
 
●低レベルレーザー治療 
 有効であるとの報告もあるが、更なる調査が必要。原理は何も解っていない。 
 
●認知行動療法 
 有効であるとの報告がある。 



●神経学的な兆候の出ている患者は手術療法というオプション選択が可能 
 だが、慢性痛ではそもそも適応する手術がない。 
 
●エビデンスレベルの高低は、その研究の妥当性を示しているだけである。 
 
●慢性の頚部痛に対してエビデンスレベルの高い治療法は存在しない。 
（だからみんな困っている） 
 
●エビデンスレベルが低くとも、リスクの無いものは試してみるべき。 
 
●薬物療法を併用しながら 物理療法 → 愛護的な手技 → 運動療法  
 の流れが妥当か。 
 

頚部痛に対するエビデンスまとめ 



痛み刺激を伝える末梢受容器は二つ 
 
 

１高域値機械受容器 
 
  主に皮膚に存在しており、主にAδ（ﾃﾞﾙﾀ）線維である。 
  針でチクッ → 一時痛の伝達 → 脊髄視床路を上行 → 視床を経て感覚野へ 
  侵害刺激を受けた場所の判別に役立つ情報の伝達 
 

 
２ポリモーダル受容器 
 
  皮膚ではC線維であるが、深部組織ではAδ線維である。 
  （poly：多くの）（mode：様式）受容器の名前のとおり、機械的、化学的、熱等いずれの 
  刺激にも反応を示す。この受容器は二時痛と呼ばれる痛みの伝達を行う。この 
  受容器からの情報は、延髄や鎮痛系と深い関連がある中脳へ投射し、 
  視床内側部や情動を司る辺縁系に到達する。 
  この受容器は純粋な感覚としての痛みを中枢に伝えるよりも、侵害刺激により生じ 
  た末梢の変化（特に炎症における組織損傷）の程度を中枢に伝えている。 
 
 



炎症と痛み 
 
組織が損傷されると、以下の炎症メディエーターが産生される。 
 

 ブラジキニン（bradykinin：BK） 
  →直接的にポリモーダル受容器を興奮させる 

  
 プロスタグランジン（prostaglandin：PG） 
  →直接興奮させないが、BKや熱刺激による興奮を増強する 

 
 セロトニン（5-hydroxytryptamine：5-HT） 
  →直接興奮させないが、BKや熱刺激による興奮を増強する 

 
 ヒスタミン（histamin） 
  →直接興奮させないが、BKや熱刺激による興奮を増強する 
 
炎症メディエーターは血管・血液系に働くことで炎症を引き起こすが、炎症によって起こる組
織の「腫脹」による受容器への圧迫や「発熱」による温度上昇等が、二次的に受容器の興奮
性を高めている。又、炎症時には正常時には活動しないsleepingfiberが興奮する事が知られ
ており、炎症時にはより多くの侵害受容器が活動する事になる。 



ポリモーダル受容器と神経ペプチド 
 
ポリモーダル受容器ニューロンの細胞体はサブスタンスPやカルシトニン遺伝子
関連ペプチド（CGRP）βエンドルフィン、カプサイシン等の複数の神経ペプチドを
産生する。これらは神経線維内を軸索輸送により脊髄及び受容器末端の両方
向へ運ばれ、神経-液性シグナル伝達に働く。 
 
脊髄へ運ばれたペプチドは限局的で短時間の古典的なシナプス伝達とは違い、
持続的な疼痛を作り出す。→広範囲で持続的かつ痛みの部位があいまいな疼
痛を出現させる。 
 
末梢へ運ばれたペプチドは末梢組織の血管や血球成分に働きかけ、血管の拡
張や透過性亢進による発赤や腫脹の形成、免疫細胞の賦活等を行う。 



筋ガーディング（MuscleGuarding）と 
筋スパズム（MuscleSpasm） 

筋ガーディングとは、防御性筋緊張のこと
で、関節の可動制限を起こす原因が体組
織に存在し、その防御の為に反射的に筋
が収縮した状態を指す。痛み刺激に対す
る筋の持続的収縮であり、過度に体が動く
ことを制御するサインである。 
→寝違えは椎間関節のメニスクス構造物
の絞扼により生ずるが、原因が取り除かれ
れば筋ガーディングは軽減する。 
 
筋スパズムとはその原因が消失したにも関
わらず、筋そのものが疼痛の原因に陥った
状態をいう。筋ガーディングが長く続くこと
により、筋組織自体の代謝障害を生じてし
まった状態で、原因が取り除かれても筋の
律動的収縮は継続する。 



・前縦靱帯○ 
・後縦靱帯○ 
・黄色靱帯×  
・棘間靱帯× 
・棘上靱帯○  
・椎間関節包○ 
・椎間板線維輪○ 
・髄核× 
・脊髄硬膜○  
・骨髄○ 
・骨膜○ 
・筋○ 
 

頸椎における神経終末の局在 



加温効果 
 血管拡張と代謝促進による骨格筋内の発痛物質除去 
 神経終末の閾値上昇 
 脊髄後角侵害受容器ニューロンの興奮性低下 
 脊髄反射抑制作用 
                 
 
冷却効果 
 代謝活動の低下に伴う発痛物質の産生抑制 
 神経伝達速度減少作用 
                 
 
 
加温効果と冷却効果それぞれの効果が筋スパズムを軽減させる。 

筋スパズムにおける物理療法 



筋硬結の改善はアクチンとミオシンの癒着を解除する必要性がある。 
 ①物理的な伸張 
 ②血流改善によるATP産生促進 
 ③局所の発痛物質除去 
 ④栄養を送り筋小胞体を修復 
 ⑤代謝低下による発痛物質の産生抑制 
 ⑥痛覚線維の興奮性抑制 
 
温熱療法は主として②～④に働き、寒冷療法は⑤、⑥に作用する。 
 
 
※物理療法と運動療法を併用するには 
関節拘縮を認める場合、筋スパズム・筋硬結ともにコラーゲン線維の
伸張性を低下させる冷却療法として適さない。 
コラーゲン線維の伸張性を増加させる温熱療法が適切である。 

筋硬結における物理療法 



頚部の動きの特徴 

単運動 
 
右回旋 
左回旋 
右側屈 
左側屈 
屈曲 
伸展 

二運動複合 
 
回旋と側屈 
 右回旋    右側屈 
          左側屈 
 左回旋    右側屈 
          左側屈 
  
回旋と屈伸 
 右回旋    屈曲 

         伸展 
左回旋    屈曲 
         伸展 

  
側屈と屈伸 
右側屈    屈曲 
         伸展 
左側屈    屈曲 
         伸展 

三運動複合               
 
右回旋   右側屈   屈曲 
                伸展 
        左側屈   屈曲 
                伸展 
 
左回旋   右側屈   屈曲 
                伸展 
        左側屈   屈曲 
                伸展 

単純な組み合わせでも26通りの運
動があり、更に、各椎体の分節運動
で前突・後退などがあり、各関節の
副運動を含めると、多くの運動の組
み合せがある。 













不良姿勢として「前突」の状態が良く観察されます。老化による椎体圧迫骨折に
起因する亀背変形や、単純に下を向いての長時間作業、意識レベルが低下した
患者の伸展反射の持続等、様々な要因があります。 

・後頭下筋群の短縮や過緊張は大後頭神経の絞扼を起こし頭痛の原因となる 
・中部頸椎は可動域過剰 
・下部頸椎は椎間関節の圧迫を起こし可動域制限 
・顎関節は開傾向となり、咬筋や側頭筋の緊張を起こし、 
 頭痛や顎関節症の原因となる 
・胸椎は後湾、肩甲骨は前方突出し前胸部は短縮傾向。 
・横隔膜呼吸は阻害され、呼吸補助筋が側通される。 
・第一肋骨は挙上し、胸郭出口症候群の原因になる 
・後頭下筋群、肩甲挙筋、僧帽筋上部線維、胸鎖乳突筋、斜角筋の短縮 
・当然、腰椎以下にも影響が・・・ 

頭部前方姿勢の問題点 







A）頚部の後部筋群 深層（後頭下筋群） 
１）小後頭直筋 大後頭直筋（後頭隆起奥→C2棘突起） 
２）外側頭直筋（大後頭直筋の外側→C1横突起） 
３）下頭直筋（C1横突起→C2棘突起） 

B)頚部の後部筋群 中間層 （板・棘筋層） 
 １）板状筋  頭板状筋（後頭骨外側1/2～乳様突起→C3～Th2） 
          頚板状筋（C1～２横突起後結節→T3～6棘突起） 
 ２）肩甲挙筋（C1～4横突起→肩甲骨上角内側縁） 
３）頭半棘筋（後頭骨上項線と下項線の間→C4～6横突起とC7T1の棘突起）  

 ４）頭最長筋（乳様突起後縁→C4～Th1横突起） 
 ５）頚半棘筋（C3～7横突起→T1～5横突起） 
 ６）胸最長筋（C3～7御突起→1～6肋骨上縁） 

C)斜角筋群 
 １）前斜角筋（C3～6横突起前結節→第一肋骨上面斜角筋結節） 
 ２）中斜角筋（C2～7横突起後結節→第一肋骨上面） 
 ３）後斜角筋（C4～6横突起後結節→第二肋骨上面） 

頚部の筋群 

D)その他 
 １）僧帽筋 ２）胸鎖乳突筋  































◎評価 
 
●問診 
  何時からか？  何かきっかけは思い当たるか？ 
  どんな時に痛いか？ 仕事や生活は？ 
  楽になるのはどんな時か？ どんな姿勢か？ 
  ☆「一番痛いところは何処ですか？ 指で差してみてください」 
  
●姿勢の評価 
  立位で行うのが最も望ましいですが、何もコマンドせずに患者の 
  前後像、側面像を観察します。 
 ○前後像では、 
１）頭部の傾き ２）棘突起の配列が直線か  
３）肩の左右の上がり具合 ４）膨隆した筋 

 ○側面像では、 
   １）頭部の傾き ２）耳介の位置 ３）肩峰の位置  
   ４）頸椎・胸椎の前後湾具合５）膨隆筋 



●可動域測定 
 前述したように様々な運動があり、そのすべてを正確に角度計測 
 を行い記録することは困難ですが、単運動くらいは計測しておく。 
 複合運動を幾つか試して、左右差の比較。 
 明らかな差があれば可動域の計測 
 
●痛みを訴える場所の同定 
 疼痛の強度が、頚部の姿勢によって変化するか？ 移動するか？  
 
◎リラクゼーションで変化するか 
 重要なのは防御性収縮をなくすこと＝リラクゼーション である。 
 リラクゼーションの方法として有効なのは、疼痛が起こらない強さ 

   での軽度のストレッチや緩やかな関節のモビライゼーション 
  （小さい振幅の滑り等の副運動）筋のマッサージが有効とされている。 

 
☆靱帯を除く軟部組織性の可動域制限は、訓練効果があれば、 

   その日のうちに可動域は拡大する。 
 →訓練前後で差が出なければ、何回やっても効果は無い。 



●軟部組織モビライゼーション 
 
 リラクゼーション効果を狙って実施する。 
 →頸椎の関節運動を伴わないから 会話の展開もね(^O^) 
 
 横断的マッサージ、機能的マッサージ、ストレッチング、 
 筋・筋膜リリース、古典的マッサージ等がある。 
  
 これらの中でも、横断的・機能的マッサージが良く用いられる。 
 横断的マッサージ：線維方向に対して直角におこなう揉捏法 
 機能的マッサージ：筋線維に対して平行に行う揉捏法 
  
効果：癒着の改善防止・新生線維の正常配列の促進・ 
    筋の反射的弛緩と充血 



◎関節包内及び椎間板等、骨アライメントに対するアプローチ 
 
●関節モビライゼーション 
 関節の副運動や関節の遊びと呼ばれる関節包内運動が制限されて 
 いるときに用いる手技。広義ではAKA等はここに含まれる。 
 自動運動では行えない運動（コロッケ等は出来るが・・・）等を 
 他動で運動させるのがミソ 
 
  関節モビライゼーションは関節包内運動に対する他動的な手技 
   ○振動法（oscillation）：比較的遅い1~2Hzの振幅で行う 
   ○持続伸長法（sustained stretch）：持続的な伸張を加える 
 
●自動運動を伴う関節モビライゼーション（mulligan concept） 
 SNAGS sustained natural apophyseal glide： 
   （持続的椎間関節自然滑走法） 
 MWMS mobilization with movements： 
   （運動併用モビライゼーション）  



◎筋へのアプローチ 
 
●ストレッチング 
よりダイナミックなストレッチに移行する。単純に起始停止を離開 
すれば筋はストレッチされるが・・・ 

 防御性収縮が起きている＝筋収縮がある ということなので、無理
に行えばバリスティックとなり、筋損傷の可能性もあるので弱い手技
から始める。ホールドリラックス等、患者に軽度の努力性の収縮を
促し、抵抗をかけるのも有効。 

  
 ○頸椎を直接動かすのではなく、最終可動域近くで頭部・頸椎を 
   固定して肩や体幹側にストレスを加える方法が最初の選択。 
 ○棘突起に指をかけて、分節的にストレッチの強度の違いを 
   作り出すのがミソ 
 ○タオル等を用いて、牽引を加えながらのストレッチも、 
   関節離開には有効 
  



◎最終手段として 
 
●マニュピュレーション 
 関節包の緩みを取り、緊張を感じたところで小さい振幅の速い運動
（thrust）を加える手技。初心者が用いるのは危険であり、熟練者も
上記手技で十分な効果が得られない時に、十分に適応を考慮して
用いる。若い患者で、画像上も問題がなく、上記手段を尽くしたうえ
で実施する。 
 


