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（一社）日本遠絡統合医学会主催 

『2020 年度春季学術研修会「花見会」〜症例検討会〜』 

抄録 

 

ZOOM 開催日：2021 年 5 月 16 日（日） 午前 10 時~13 時 30 分 

オンデマンド配信：2021 年 5 月 24 日（月）~6 月 30 日（水） 
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第１部 D コース修了試験症例問題解説 講義・・・ 渡辺実千雄先生 小泉正弘先生 

 

際２部 症例検討会 

    １）右足 CRPS の一症例       柳井谷深志 （児玉整形外科クリニック） 

 

   ２）関節外傷・障害に対する術後リハビリテーションの実施例 

                           馬越信行（接骨院千寿堂） 

    ３）「潰瘍性大腸炎」「眩暈・腰痛・両膝痛」    中村通夫（名倉堂治療院） 

 

    ４）治療に難渋している帯状疱疹後神経痛の症例  

                         寺木啓祐（ペレステラキ治療院） 

 

        ５）小泉医院遠絡医療センターにおける帯状疱疹関連痛の治療成績からの報告 

                             堂下佐知子（小泉医院遠絡医療） 

    ６）肩鎖関節症の考察             大門望  （大門整形外科医院） 
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第１部 D コース修了試験症例問題解説 講義 

 渡辺実千雄先生 小泉正弘先生 

【症例問題   下記の下線①～⑧の症状の原因部位と病態を説明してください。】 

 

(症例)   57 歳 女性 

(主訴)  (1) 頚部両側肩までだる痛い（右＞左）、顎や頸部、後頭部もこわばっている 

     (2) 右臀部から足首(AyII)までつぱっている 

(病歴)   

40 歳：歯ぎしりをする、数週間に噛むことができず、流動食しか口にしない。 

   両手や右足の痺れ ① 交互出現  心悸亢進、パニック障害 

   57 歳：１．風邪なりやすい、よく喉が痛い、口が渇きやすい、 

アレルギー性鼻炎でくしゃみしたら鼻水逆流、この数週間によく大量な汗が出る。 

       ２．不眠、すぐ目覚める、睡眠が浅い、疲れが取れない。 

３．緊張時、便秘しやすい、お腹が張る、手足に汗がかく。 

４．頚部両側肩までだる痛い ②（右＞左）、 

顎や頸部、後頭部もこわばっている、歯ぎしりをする。 

        ５．就寝時両手の痺れ（TxII,TxIII,TyII,TyIII） 

        ６．右肋骨下部（緊張時）ツッパリ感（AyII）、 

右臀部から足首までつぱっている(AyII) ③  右足親指外側の痛み（AxI）

         ７．冬、手足の冷え ④ 

        ８. 目が痒い、飛蚊症 

 

（症例）  65 才 女性 

（主訴）  （１） 乳がん手術後、全身の脱力感（倦怠感） 

      （２） 両肩関節の痛み、右側＞左側、挙上困難。 

      （３） 寝る時あるいは起きる時めまいがある 

（順時計、やや右側：Dix-Hallpike、BPPV テスト結果 

（病歴）  40 才 ： 腰が重い、腰痛 

      50 才 ： 両親生活の面倒を見る、親と運動会に参加した後、突然両膝前側の痛み ⑤ 

              X-ray 検査：腰椎圧迫、膝関節退化 

      63 才 ： 2010/8 検診で左側乳がん発見、s/p MRM 

                    2010/10 から化学療法スタート（計 8 回）、2011/02 まで 化学療法終了 



4 

 

               抗がん剤治療都度に、猛烈な副作用が生じる。 

       副作用 例：１．嗅覚が敏感になる 

            ２．両肩関節(TyII)の痛みと重み、脱力感、肩挙上困難 ⑥ 

             ３．胸の痛み、息が短い 

            化学療法終了後症状改善。 

現在までホルモン治療薬投入、（Letrozole 2.5mg/day)                

      64 才 ： 右側肩関節と上肢 TyII, TyIII の痛みと重み、痺れ ⑦ 

              MRI：頚椎４、５、６ヘルニア 

      65 才 ： 2012/02：右側上腕、前腕、第一指と第二指の痺れ 

          （rTXI, rTxII, rTyI, rTyII/ 6, 3, c) 

特に頭を前に傾ける時、スプーンを持つ時、 

手で細かい動きをする時に痺れが出やすい 

      2012/ 05/ 15:遠絡治療開始後、直ちに症状改善 

9 月まで遠絡治療持続し、計 20 回、痺れが消えた。 

      2012/10:疲れる時、時々左側上肢、時々右側上肢の痛み。 

（TyI, TyII, TyIII / 6) 

2012/ 11/05    2 週間前まで、毎日督脈の治療を行い、 

c+a+T23 各 point に約 2 分間、仰向けと起きる時に、右側頭部めまい、特
に起きる時。耳石復位治療後、症状改善。 

 

（症例）  61 歳 男性 

（主訴）  （１） 両側 TyIｂｃ 手、親指と人差し指のつけ根の間の部分 牽引痛 

      （２） 右肩 TyI、TxI 肩関節痛。 

      （３） 両手指 TｘI、TxII、TxIII のツッパリ感 

      （４） 両手足の冷え、足は手より冷たく感じる。全身の冷感覚は特に敏感。 

      （５） 両手足の末端が痺れ、足より手のほうが先に痺れ。 

           手のつっぱり感、握ることができない。 

（病歴）43 歳～ ヘルニア、薬服用、推拿、静養。半年後緩和される。 

60 歳 仕事時に車から転落、両手脱力、病院まで緊急搬送。頚椎減圧手術。 

頚椎第３，４，５ ねじで固定。術後 指のツッパリ感。 

TxI、TxII、TxIII 指から手関節までの痺れ。右肩関節 TxI、TｙI の痛み。 

両側親指と人差し指のつけ根の間の部分 TyIｂｃ牽引痛。ヒフが冷熱感に特に敏感。 

61 歳 就寝時左脹脛がつる。⑧ 
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～際２部 症例検討会～ 

 

右足ＣＲＰＳの１症例 

児玉整形外科クリニック 柳井谷深志 

 

症例 １３歳女性 主訴 右足の痛み、歩行障害 

 

現病歴： 

１１歳：右足捻挫。装具固定、松葉杖歩行。３カ月で改善し特に後遺症は感じなかった。 

１２歳：足が夜間につることがあった。 

１３歳の１１月、午前中に体育でサッカーがあり、午後から右足の痛み出現。 

４日後、総合病院の整形外科受診。ＭＲＩで異常なし。５日後、著明な下肢の冷えがあり血管外科受診。

サーモグラフィで左右差あるが、血管の異常はなし。 

６日後、小児の膠原病疑いで小児科紹介受診。血液検査、末梢神経伝導速度異常なし。１８日後、疼痛持

続し、車いすや松葉杖での移動で全く足を地面につけることができなかった。ＣＲＰＳの診断で投薬と

リハビリを開始。２２日後、当院紹介受診。 

現症：電気が走るような、焼けるような痛みとアロディニアを認め、痛みは足先から足首までで移動性。

ＡｙⅡ領域が主で、ＡｙⅢ、ＡｘⅢ、ＡｘⅡ領域を含む。皮膚委縮、色調変化なし。足を触ると痛いため

靴下の着脱が困難。腰と股関節の過剰緊張と拘縮、右下肢大腿から足までの筋委縮、右足首の靭帯の緩み

を認めた。疼痛のため不定期の登校となっていた。 

 

遠絡統合医学的診断：神経線維破壊症候群ｔｙｐｅ５ 

処方式：rＡｙⅡ, rＡｙⅢ、rＡｘⅡ、rＡｘⅢ/a+c/a+c 

 

治療経過；発症から３週間程度で神経破壊は軽度な状態で病態説明と運動療法を行った。 

初診時、平行棒で立ち上がり動作、歩行動作を一緒に行った。歩けることを自覚し心の痛み消失。最後に

rＡｙⅡ/c+a の連接のみ行い、肉体的痛みも消失。 

第２診、歩行で来院。靴下を履くときのみ痛む。rＡｙⅡ/c+a 再施行。 

第３診、足の外旋運動のみ痛む。靴下履きでは痛みなし。 

第４診、走れるようになる。筋力低下残存し筋トレ継続指導。 

３か月後再発なし。転倒して同一部位を再度痛めたが速やかに改善。 

 

結語：小児の CRPS に遠絡統合療法とリハビリの併用が有効であった症例を経験した。 
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関節外傷・障害に対する術後リハビリテーションの実施例 

馬越信行・荻野沙耶佳（接骨院千寿堂） 

 

【はじめに】 

遠絡統合療法は、“下位中枢由来の痛み・痺れ”や、“下位脳の細胞蓄積によるさまざまな症状”に対して

有効であり多くの症例が報告されているが、“関節の外傷・障害” に対する報告は従来からの整形外科的

な診断下による治療が確立されているためか多くはない。 

今回、関節損傷後の症例に対して、“局所由来の原因に加えて中枢も影響する”との想定から遠絡統合療

法を実施し、一定の効果を得られたので報告する。 

 

【症例紹介】 

症例 1 は 44 歳男性で、サッカー（趣味）の試合中に右膝前十字靭帯・右外側半月板を損傷し、前十字

靭帯再建術と外側半月板縫合術を受けている。 

症例 2 は 57 歳男性で、スキー（趣味）滑降中の転倒により左膝前十字靭帯・内側側副靱帯を損傷し、

前十字靭帯再建術を受けている。 

症例 3 は 14 歳男性で、野球部（学校）のピッチャーであり、投球過多による右肘関節痛・可動域制限

に対して自家骨軟骨移植術を受けている。 

 

【実施内容・実施頻度】 

実施内容は、①局所の消炎鎮痛目的の低周波 ②関節可動域訓練 ③各時期に適切な運動療法 ④遠

絡統合療法を行い、⑤一日 2 回各 30 分間の散歩を努力目標として指示した。 

遠絡統合療法は、下位脳・下位中枢と局所に対するプログラムを実施した。 

3 症例とも、症状なくスポーツに復帰できることを確認して治療を終了しており、遠絡統合療法は、症

例 1 に 2.6 回/月、症例 2 に 4.0 回/月、症例 3 に 3.9 回/月実施した。 

 

【考察】 

介達外力による関節損傷の原因について、局所の問題に加えて ①脊髄 Atlas の炎症から始まる下位脳・

下位中枢の影響、②“陰虚・相対的陽実”という体質の観点から術後リハビリテーションに遠絡統合療法を

取り入れた。 

3 症例とも術後の腫れや痛みは少なく、関節可動域の改善も順調に進み、希望するスポーツ復帰が達成

されている。 

今後、関節損傷後の治療の考え方に遠絡統合医学を取り入れることで、“より根本的な治療とケガの予

防”につながることを目標に研鑽をしていきたい。 
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「潰瘍性大腸炎」「眩暈・腰痛・両膝痛」の症例 

名倉堂接骨院 

中村通夫 

 

症例 1  22 才男性  

【主訴】 潰瘍性大腸炎（全大腸炎型疑い） 

【現病歴】 

 2019 年 12 月頃：夜間にお腹がゆるくなり、朝になると収まることが増える 

 2020 年 1/6 以降：下痢が続く（トイレの回数が 8 回/日→20,30 回に増える） 

     1/21：大腸内視鏡検査→潰瘍性大腸炎と診断 

        内服で下痢・腹痛は若干の改善（トイレ 7,8 回程度） 

     1/31：当院受診 

【初診時の症状】 

・背診：L2～S4 両側に血管性所見（腫れ） 

・感情のアップダウンが激しい、手足尖の冷え、睡眠障害など 

【処方】 ① To/2d+c+a+(T2~6)+L2~S3 

     ② rAxIII/bc+c+a/bc+c+a 

     ③ lAyIII/bc+c+a/bc+c+a 

     ④ lAxIII/bc+c+a/bc+c+a 

     ⑤ 両側 AxIII//6/3+c! 

【経過】 一回目の加療で劇的な効果あり。（2020 年 1・4・10 月の内視鏡画像あり） 

 

 

症例 2  87 才女性  

【主訴】 ♯１ 眩暈（めまい） ♯２腰痛・両膝痛 ♯３ 右手で箸が使えない 

【現病歴】 

  ♯１ 眩暈は、発症時期など不明 

  ♯２ 整形外科レントゲン検査にて腰椎・膝関節とも高度の変形性関節症 

  ♯３ 2 年以上前より右橈骨下端骨折後遺症にて右手で箸が使えない 

食事はフォークを使用 

【初診時の症状および経過】 

   ♯１ 眩暈➡1 回の治療で効果あり、頭頸部を左右前後、回旋運動をさせ改善を確認 

   ♯２ 両膝痛➡屋内でも杖歩行➡治療８ヶ月後、屋内は杖無し歩行可能に改善 

   ♯３ 初診時右手で箸が使えない状態➡５、６回の治療で箸が使用可能になった 
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治療に難渋している帯状疱疹後神経痛の症例 

ペレス・テラキ治療室 

寺木啓祐 

 

遠絡療法を行っていると慢性化した帯状疱疹後神経痛（PHN）の症例を経験することが少なくありま

せん。その多くは複数のペインクリニックや鍼灸その他への通院で満足した改善が得られないまま数年

経過して、最終的に遠絡療法を探し当てて来院するような難治例です。遠絡療法の PHN に対する治療効

果は、個人的には他の痛みと比較してやや時間がかかるものの、スタンダードな症状（体表面の触れない

痛み）は緩和されることが多いと感じています。一方で非常に難渋する例もあり、そのような症例はある

程度類似した特徴があるような印象をもっています。 

今回は特に難渋している症例を報告することで、諸先生方の意見や指導をいただき、効果的な治療方法

につなげることができればと考えております。 

 

 

症例 1  76 才女性  

【主訴】 右胸部～腋窩、上腕の帯状疱疹後神経痛 

【現病歴】 

  70 歳：帯状疱疹→神経ブロック、内服等行うが PHN に移行 

75 歳：カロナール 4000mg/日の点滴治療→PHN の症状がさらに悪化 

【初診時の症状】 

・T1～5、TyIII・TxIII 中心 主にシクシクする痛み・牽引痛・根が張るような痛み 

 ・座位や立位を維持する、腕を使うなどで痛みが増強 

 ・起床～午前は比較的症状が軽いが、昼～夜にかけて痛みが強くなる 

 ・臥位、腕を支えた（免荷した）状態では痛みをあまり感じない 

   

症例 2  65 才男性  

【主訴】 右下肢の帯状疱疹後神経痛 

【現病歴】 

  64 歳：仙骨部～膝に帯状疱疹発症→全身に水疱が拡大して入院治療 

     ブロック注射、リリカ、トラムセット、ノリトレン etc..行うが PHN に移行 

【初診時の症状】 

・右大腿~下腿 AxIII・AxII 中心 牽引痛と皮膚表面の焼けつくような痛み（allodynia） 

 ・立位・座位・臥位いずれでも自発痛を含む痛みを常時感じている 

 ・ちょっとした体動などを契機として内転筋群・腓腹筋の持続性スパスムが誘発され、PHN の症

状が増強される。発作は 1 回 10～20 分程度、夜間も含めて 1~2 時間に 1 回程度発症する。発

作時は右足の攣縮と痛みで全く動けない。 
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「小泉医院遠絡医療センターにおける帯状疱疹関連痛の治療成績からの報告」 

堂下佐知子（小泉医院遠絡医療センター） 

「はじめに」 

帯状疱疹は加齢やストレスによる免疫低下で発現リスクが高まり、高齢化に伴い 80 代以上の 3 人に一

人が罹患している新たな国民病と報告されている。帯状疱疹発症者の２割程度が帯状疱疹後神経痛に移

行するとされ、小泉医院遠絡医療センターへの問合せも急増している。当院が 2017 年に開院してから

昨年 2020 年 9 月までの 4 年間に対応した帯状疱疹関連痛の患者 37 名の遠絡療法による治療成績をカル

テ情報から分析し傾向と対策を考察しつつ症例を報告します。 

 

「対象者」  

・性別：女性 19 名 男性 18 名   

・年齢：48 歳から 88 歳に分布し、70 代以上の割合が７割をしめる。 

・発症部位：顔面から頭部が３割 以下 体幹、肩甲帯～上肢、臀部～下肢の順 

・初診時 施術前の NRS は、８：かなり痛い 10：非常に痛い が 34％ ６：痛いが 27％  

・発症からの期間と初診時の痛みの訴え：発症３か月以内の帯状疱疹痛の患者と、経過が６年９年など

長い層に「８」や「10」の訴えが多い 

・初診時の施術前と施術後の NRS 改善幅：０：全く変化ない（不明）が２割 最も多い反応は、１～

２の改善。「NRS４➡１へ減」「NRS１０➡５に減」の症例もあった。 

 

さらに３７名の受診者から 2020 年 10 月時点で治療継続中の１０名を除いた受診終了者２７名を分析し

た。終了者の最終時の施術前 NRS：４：少し痛い から ６：痛い の分布が多い。10 と訴えのあっ

た４名について詳細を確認したところ家族は変化を感じているがご本人の主観との相違があるなどの理

由があった。施術回数と治療開始前と最終治療時の施術前 NRS の数字からは、施術効果の持続が難し

く途中で治療を断念する例が多い。 一方、高齢であっても改善がみられる例もあり、必ずしも年齢が

阻害因子ではない。 

 

「まとめ」 

帯状疱疹関連痛は、発症時の神経線維破壊の種類・範囲・程度により個人差が著しい。遠絡療法による

治療効果も主観的な変化を大きく感じる方からわずかしか感じない方まで幅が広い。治療効果も年齢や

発症からの期間による影響よりも、発症時の重症度による。今回は合併症の有無まで分析できなかった

が、高齢での発症が多いことから運動器疾患など帯状疱疹関連痛以外の身体状況も考慮が必要なケース

が多い。帯状疱疹後神経痛の病態と治癒過程を考えると、脳血管障害等のリハビリ医療のように障害

（痛み）の改善のみに囚われず生活の質を上げることを目標設定すること。痛くても「できたこと」を

評価するなど肯定的な意識を心がけることや散歩、ラジオ体操などの運動療法を生活に取り入れるなど

身体活動への自信の向上を援助する働きかけが治療継続のモチベーションにも有効なケースがあると感

じている。 

 



13 

 

肩鎖関節症の考察 

大門望（大門整形外科医院） 

慢性化した肩鎖関節炎に対しての、遠絡療法による治療経験を報告する。 

整形外科においては、肩鎖関節のように浅いところに位置する小さい関節は、関節リウマチなどの全身

性の疾患を除けば、当然ながらほぼ局所の問題として捉えて治療する。今回、肩鎖関節症の治療を通し

て、改めて、症状をラインで捉えることの重要性を認識し、症状（花の状態）の本当の原因を、枝・幹に

求めて診断していく遠絡療法の正しさを理解する上で、わかりやすい疾患の一つと思われた。今後新た

に遠絡療法を志す先生方に、遠絡療法が本物の治療であること理解して頂くためにも良い症例と考える

ので、考察し報告する。 

 

症例   73 才男性 （仕事でポリタンクを持つ機会が多い） 

【主訴】 右肩痛（rTyⅠ/a）： 

その他の愁訴：左肩痛（lTyⅠ/a）、腰臀部痛 (rlAyⅢ/4+b）、左下肢痛 (lAyⅡ/6+3)、左足背痺れ

(lAyⅠ・Ⅱ/c) 

【既往歴】 

17 歳～：耳鳴（汽車の汽笛を左耳近くで鳴らされてから発症）現在も持続 

34 歳：虫垂炎にて手術。痔にて手術  40 歳：肺気腫  50 歳：心筋梗塞 

55 歳：尿道損傷（酔って転落し股間を強打、保存治療） 

60 歳：腰椎椎間板ヘルニア 

【現病歴】 

  73 歳：誘因なく右肩痛出現（肩鎖関節中心・挙上可能）。他院にて 3～4 回/月の局注～関節内注

射：ステロイド等）・鎮痛剤投与を続けるも効果は 1 日も持続せず、右肩に少しでも力の入

る動かし方をすると下垂位でも挙上位でも鋭い動作時痛を生じるようになり、発症後 6 か

月で当院を初診。 

【初診時の症状】 

両肩痛 TyⅠ（R>>L）：肩鎖関節に圧痛（R>>L）可動域正常・自動挙上可能 

             1kg 程度の負荷で著明な疼痛（R）＋ 

水平内転ストレスで疼痛誘発（R）、肩鎖関節有痛弧：陽性（R>>L） 

腰臀部痛（rlAyⅢ/4+b）:慢性的で自制内     左足背痺れ(lAyⅠ・Ⅱ/c) 

 

【処方】 

【結果】１回目：直後より肩の動作時痛消失。その後 5 日間無症状。6 日目

に右肩痛再燃。（以後１/週で治療を継続） 

2 回目（～8 回目）：施術時には疼痛消失。再燃時の痛みも順調に軽減。（3

回目以降は腰痛・下肢痛・痺れ無し） 

9～12 回目：予防的に施術し、灯油のポリタンクを多く扱っても痛みは再燃

せず、加療終了。 

To/L2-S3 (4:00) 

rlAyⅢ/4+b/4+b  

rlAxⅢ/4+b/4+b 

rlAxⅢ//6/3! 

rTyⅠ/a 

rTyⅠ//6/a! 


