序

第 1 版から第 2 版までの 7 年間，そして第 2 版が発行されてからさらに 7 年間が経過しました．本書
が，教科書としても多くの学校で採用され，臨床においても多くの場面で活用されていることには感謝
を申し上げたい．
しかし，現況におきましても，理学療法における各種治療手技の分類としては，依然として特有の治
療手技を患者に当てはめる傾向や，他手技を批判する傾向があり，日本の理学療法としてそうした閉鎖
的な傾向が強いことは否定できません．そうした側面を改善していくためにも，第 3 版を出版すること
となりました．
第 3 版でも，各系に対する治療手技を整理し，患者の状態に応じて治療手技を選択するというコンセ
プトを前面に押し出すことには変わりはありません．また，本書は，系統別治療手技いわゆる構造的ア
プローチに重点を置きながらも，機能的アプローチと包括的アプローチ（構造的アプローチ＋機能的アプ
ローチ）の重要性も念頭に置いて構成されており，その方針はこのたびの改訂第 3 版においても変わる

ところはありません．
治療手技は患者の身体状態に合わせて最も効果的な方法が選択されるべきであり，治療手技に患者を
当てはめるべきではありません．患者の身体状態，すなわち解剖学的な身体構成要素に対して治療手技
は選択されるべきであり，患者の身体状態の変化・回復に合わせて複数の手技を取捨選択していかなけ
ればならないということは，この改訂第 3 版の変わらぬ方針でございます．
そのため，今回の改訂におきましても，大きな構成方法はそのまま踏襲することになります．ただ
し，過去 2 回の改訂を経て，本書の記載内容は確かに充実してはまいりましたが，その分，ボリューム
がふくらみ，結果として内容的には詳しくてもポイントを読み取るには複雑すぎたという点もありまし
た．そこで，第 3 版では思い切って内容をコンパクトにすることといたしました．解剖・生理学的な基
礎知識は第 1 部の総論にまとめ，第 2 部以降の身体システム（系）では，その手技の効用を理解するた
めに必要な基礎的な知識を最小限にとどめ，手技の紹介もその治療構造の紹介，主要な手技，その臨床
適用例というスムーズな流れで分かりやすく整理いたしました．

今回の第 3 版の改訂の特色は以下の通りです．①各系の正常な解剖・生理学・運動学基礎はすべて第
1 章でまとめて編者が槪説する．②第 2 版までにあった第 2 部の各系における正常な解剖・生理学・運
動学基礎は第 1 章に移行する．この①と②によって，各手技における基礎的内容の記述にみられる重複
を解消する．③各手技においては，その手技の治療効果を理解するうえで必須となる特異的な病態解
剖・生理・運動学的基礎を槪説する．④第 3 章にて，体性機能異常に対する一般的な評価方法を槪説す
る．⑤各手技においては，その手技に特異的な評価方法を槪説する．⑥各手技は，学校教育あるいは新
人理学療法士が知識・技術として最低限知っておいてもらいたい代表的な手技とする．⑦実際の症例紹
介を通して，著者がその手技を使用するに至った流れを把握できるようにする．併せて，
「クリニカル
リーズニング」についても独立した章を設けて総論的に解説する．⑧イラストの配色を変更して見やす
いものとする．
末尾になりますが，本書を通じて種々の治療手技をより多く広く学ぶことで，本書がセラピストの引
き出しを増やし，オープンマインドで多種多様な症状や徴候に対して適切な手技を使用できるようにな
るガイドになれることを願っています．
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首都大学東京大学院
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機能的アプローチ，包括的アプローチ
患を選ぶのではなく，人体構造の原理とその機能異常

構造的アプローチ

といった観点から患者の抱える問題を評価し，それに

構造的アプローチは，系統別・治療手技という考え

か中枢性疾患という枠組みは不要なのである．その意

方の根本となるもので，各系（感覚器系，循環系，結合

味もあって，本書では徒手療法という用語ではなく，

組織，筋系，関節系，神経系，内臓系など）を評価し，診

あえて

対する治療を行うというものであり，整形外科疾患と

断したうえで最も適する治療手技を選択する方法であ

治療手技

という用語を使用している．

臨床的視点からの各 系 の分類と，その系（原因）

る．すなわちこの方法は，体性機能異常（筋骨格系およ

の治療に第一義的に選択される国内外の代表的な治療

びそれに関連した血管，リンパ，神経系の相互依存的な構

手技の展開は表 1.1 に示した通りである．各系の分類

成要素の機能異常または機能的変化）に起因する神経学

については，系統解剖学的な器官系も考慮に入れて編

的疾患，整形外科学的疾患，慢性疾患の症状や徴候に

集者が整理したものである． なお，系統解剖学的に

対して，その原因を身体の各系別に総合的な評価と鑑

は，身体の生物学的構成単位は細胞であり，分化した

別診断と治療とを用いてアプローチする系統別・治療

細胞とその産生物質でできた構造物が組織であり，一

手技といえる．言い換えると，構造的アプローチは疾

種あるいは数種の組織からなり，かつ一定の形態と機

表 1.1 ● 各系とそれに対する第一義的な代表的治療手技
1．感覚器系（特に外皮）
触圧覚刺激法
2．リンパ系
リンパ系に対する理学療法（lymphatic massage）
3．結合組織（非収縮組織）と筋系
マッスルペインリリーフ（Muscle Pain Relief）
筋膜リリース（myofascial release）
筋膜マニピュレーション（Fascial Manipulation®）
マッスルエナジーテクニック（muscle energy technique）
軟部組織モビライゼーション（soft tissue mobilization）
マイオチューニング・アプローチ（myotuning approach）
プレーティング（plating）
4．関節系
関節モビライゼーション（joint mobilization）
Kaltenborn，Maitland，Paris
マリガンテクニック（Mulligan technique）
5．神経系
神経系モビライゼーション（mobilization of the nervous system/neural tissue mobilization）
マイオセラピー（myotherapy）
6．その他
中枢神経系
頭蓋仙骨療法（craniosacral therapy）
内臓系
筋膜マニピュレーション（Fascial Manipulation®）
エネルギー系
鍼（acupuncture），ゼロバランス（zero balancing）
感情 ／ 精神ストレス 体性感情リリース（SomatoEmotinal release）
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理学療法における構造的アプローチ，機能的アプローチ，包括的アプローチ

能を備えた体部を器官といい，多数の器官が集まって

いうことである．

一定の連結をなし，生活機能の一部分を営むものを器

必要な構造的アプローチを伴わない機能的アプロー

官系という．結合組織は系統解剖学的な器官系ではな

チ，あるいは構造的アプローチだけで機能的アプロー

いが，本書では治療における臨床的視点からみて，系

チを伴わなければ，包括的アプローチとしての最善の

と同様に位置づけている．また，感覚器系に分類した

機能正常化は達成できない．我々にとっては，構造的

触圧覚刺激法は，筋あるいは筋膜に生じた機能異常に

アプローチと機能的アプローチの両方を用いて治療能

対して用いるため，筋系あるいは結合組織に属するべ

率を改善することが重要であり，機能改善の可能性

きかもしれない．しかし，今回は皮膚への刺激方法を

は，構造的な神経筋骨格系が回復する可能性をいかに

理解すること，あるいは感覚器の解剖学的な構造を理

利用できるかにかかっている．我々は構造的アプロー

解することを目的として，あえて感覚器系に分類して

チを用いて患者の構造的問題を治療し，それ相応に機

ある．マイオセラピーに関しても，刺激は筋系に対す

能的アプローチを加味していけばよいのである．

るものだが，作用を及ぼす組織が神経ということで神
経系に分類してある．

言い換えれば，包括的アプローチとは構造的アプ
ローチ（＝可能性［潜在性］への到達）に，機能的アプ
ローチ（＝可能性［潜在性］の維持・増進）を加味した

機能的アプローチ

考え方といえる．つまり，これら三者の関係は次のよ
うに図式化して理解できる．

医学的リハビリテーションにおいては機能的な維
持・改善・増強を主眼としたアプローチが主流であ
り，理学療法では運動機能に焦点を置き，作業療法で
は感覚と運動機能に，言語療法では言語と摂食・嚥下
機能に，心理療法では心理と感情機能に，認知療法で
は知的機能に焦点を当てるというように，それぞれの
専門領域に応じた手技を駆使することによって治療が
行われる．すなわち機能を重視したアプローチが「機
能的アプローチ」であるといえる．

包括的アプローチ＝
系統別・治療手技すなわち構造的アプローチ

＋

機能的アプローチ

Ⅳ．本書の基本的考え方
上記のように，理学療法が最も十全な形で実施され

理学療法における機能的アプローチは，初期の伝統

る形態は，包括的アプローチと呼べるものであること

的理学療法（自動的・他動的関節可動域運動や運動療法，

は理解していただけると思われるが，本書の刊行に際

歩行練習，漸増的抵抗運動，電気療法など）と，その後の

しては，治療手技を包括的アプローチとして統合して

神経学的な抑制と促通の理論からなる方法（Rood や

捉える大きな視野を今後の課題として意識しつつ，構

Bobath，Knott，Brunnstrom ら）が含まれる．

造的アプローチに焦点を絞って構成を行った．
第 1 部の「系統別治療手技における評価と治療の原

包括的アプローチ

理」では，理学療法臨床において患者の訴える症状と
人体の構造的な理解，そして治療手技の三者を結びつ

機能的アプローチにおける患者の機能は，患者の構

けていくための考え方について述べ，さらに第 2 部

造的可能性によって高められる．例えば理学療法と作

「系統別治療手技の展開」では各系に対する基礎・評

業療法においては，運動機能のなかに可動性や柔軟

価・治療を解説している．これらを通して，読者には

性，筋力，持久力，バランス，協調性，固有感覚など

治療手技を患者に当てはめるのではなく，患者の各系

が含まれるが，構造的アプローチが各系に対してより

の身体状態を評価したうえで第一義的な治療手技を取

的確に実施されていれば，機能的アプローチとして利

捨選択する道筋を理解していただきたい．

用される治療方法もこれらの運動機能のどれに

より

ただし現実に遭遇する患者の大半は，各系の中で一

焦点を絞ればよいかという特異性が明確に

つだけが機能異常をきたしていることは稀であり，実

なる．大切なのは，構造的アプローチ次第で機能的ア

際には各系が入り交じった状態であることはいうまで

プローチにおける患者の機能改善の可能性は変わると

もない．ただ，そこで悩み，先に進めなくなるのでは

いっそう

●

意義があるのである．

第

なく，一つ一つ丁寧に評価を進めること，つまり clin-

様々な視点・系から患者を評価し，治療する技術を
身につけることで，患者の治療効果は変わるはずであ

的な手技一つのみではなく，いくつか組み合わせて実

る． 構造的アプローチなくして機能的アプローチな

施することもあり，患者の身体状態が変化するのに

く，どちらが欠けても包括的アプローチにはならない

従って，用いる手技が変化するのは当然のことであ

のである．

く，それがゆえに，様々な治療手技を広く知ることの

（竹井

仁）
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ical reasoning を行うことで，問題点がはっきりして
くるはずである．もちろん，用いる治療手技も第一義

る．常に一対一で解決できることのほうがむしろ少な
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はじめに～構造的アプロ
はじめに −チとの連携
既説の構造的アプローチの考え方は，各系（感覚器

せるテーピングを行い，筋紡錘・腱器官へ刺激を加え

系，結合組織系，筋系，神経系，関節系，循環系，内臓系）

ること．第 3 に，目的とする筋に関連する皮膚，およ

を評価し，診断したうえで最も適する治療技術を選択

び皮下組織に対して小さく cross tape を貼ることに

する方法であった．この章では，各系統別に行われる

より，皮膚・筋肉反射作用を起こさせること． 第 4

治療手技と関連するアプローチについてその槪要を紹

に，当該筋を覆う組織を刺激する小さな cross tape

介する．1 つは，機能障害に対するアプローチを考え

を貼り，表在鍼反射・TENS 効果を期待することで

る時，徒手的治療手技として各系で用いられる手技と

ある．

しての分類に直接含まれないが，痛みの制御を目的と

セラピストが疼痛の管理を考える時には，大きく 2

した対処方法としてのテーピングである．あとの 5 つ

つのカテゴリーが考えられるのであるが，そのひとつ

は，構造的アプローチと相互補完的役割をもつ機能的

は疼痛に対する直接的なアプローチとして各系ごとに

アプローチとも言える方法である．

最も適するアプローチを選択して治療する既説の構造

テープ療法は「段階的診療法」という考え方に基づ

的アプローチである．もうひとつが，痛みを引き起こ

く．段階的診療法とは，「四肢や体幹の疼痛やしびれ

した誘因を探索して，それらを軽減する対策を講じた

は，さまざまな要素が重なり合った結果である」と解

り，患者自身にそれらの誘因について気づいてもら

釈し，筋，関節，交感神経，トリガーポイントと関連

い，機能の改善を自ら行ってもらう方法である．患者

痛，生化学的・ホルモン的原因探索，心理的，精神的

の自己マネジメントの強化を最大限に重視する方法と

ストレス性要素などを順序だてて検討し，診断と治療

してマッケンジー法を紹介している．

を段階的に進めていくというものである．順序だてて

さらにいくつかの解説を加えると，メディカルトー

行う評価と対応の中にテーピングを使用することに

ニングセラピー（medical training therapy：MTT）は，

をし，筋肉内に発生した内因性発痛物質の排出・除去

レーニング，予防，損傷をきたしやすい肢位でのト

を促そうとするものである．治療の初めは，筋の機能

レーニング」であり，具体的には「関節の可動域，筋

不全を改善するために行い，期待した効果が得られな

力，持久力，協調性，日常生活などの改善，適切な対

ければ，より深部の関節機能不全に対する治療へと進

象者教育」を意味する．特に，人間の身体活動におけ

む．それでも症状が残るようであれば，交感神経節の

る動きやすさには，筋肉や関節の柔らかさをベースに

機能不全に対する目的で使用したりもする．これらの

したフレキシビリティ（柔軟性）と筋力をベースにし

生理学的作用機序については，次の 4 つのことが考え

たスタビリティ（安定性），さらには持久力や神経筋の

られている．第 1 に，広範囲に多くのテープを用いる

協調性が重要となる． そこで，欧米やヨーロッパに

ことで，皮膚への触・圧覚・振動刺激を行うこと．第

て，構造的アプローチと併用して，パーソナルトレー

2 に，収縮によって筋横断面積が増大するのを制限さ

ニングに高い頻度で使用されているプーリーマシンを
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章

「損傷をきたした部分のトレーニング，身体全体のト

第

よって，二次的に発生した筋の緊張と機能不全の改善

