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１．痛みとは？  含歴史 

２．「痛み」 種々の分類 

  ＆全人的痛み 

３．痛みの受容器，受容形式 

４．痛みの伝導路 

５．「病」としての痛み 

６．下行性疼痛抑制経路 

７．痛みの評価 

８．鎮痛療法最前線 

御断り＆御願い 
🌷皆様にお配りした 

資料は参考資料も 

含めて，かなりの数に 

なって居ります！ 

当然、全てについて 

お話をするのは無理で
すので，基本的に 

が付いたスライドが 

順に出て参ります！ 

御了承下さい． 拝 

 組織の実質的又は潜在的な傷害に伴う不快な情動体験、
或いはこのような傷害を言い表す言葉を使って述べられる
同様な体験             国際疼痛学会による 

 An unpleasant sensory and emotional experience associated 
with actual or potential tissue damage, or  described in terms 
of such damage.       １９８６                                          
International Association  for the Study of Pain    IASP 

 

 

 

「痛み」とは？ 
What’s  a pain ？ 
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「痛」 甬：手桶、空洞で滞ることのない筒 

疒：病で寝ている人 

病気になって、激しい痛みが全身を通り抜ける！！ 
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形声文字！「人が病気で寝台に 

もたれる」象形(「病気」の意味)と 

「脚の張り出た台」の象形 

(「張り出し広がる」の意味)から 

「病気が重くなる」を意味する 

「病」という漢字が成立！ 

形声文字！「人が病気で寝台に 

もたれる」象形(「病気」の意味)と 

「甬鐘(ようしょう)という筒形の 

柄のついた鐘」の象形 

(「筒のように中が空洞である、 

つきぬける」の意味)から、 

「身体をつきぬけるような 

いたみ」を意味する「痛」という 

漢字が成立！ 
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アリストテレス 
384B.C.～322B.C. 

痛みは，快楽の対極に 
ある体験や不快を表す 
感情（情動）の一種 

ガレノス 131～201 ローマ帝国時代のギリシアの医学者 
PNが弱く刺激されると「快感」，強く刺激されると「痛み」が
生じ，皮膚では触覚と痛覚と感じると提唱！ 彼の様々な 
医学説は1500年以上も欧州，イスラムを支配した！ 

Erasmus Darwin 1731～1802 C Darwinの祖父 
生物進化について考えをまとめた「Zoonomia」の中で， 
過度の刺激によって温覚，触覚，視覚，味覚或いは嗅覚が 
誇張されると「痛み」が生じるという考えを発表した！ 
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Rene Descartes 

1596～1650 
I think,therefore,I am. 

基本的には正しい！が、もっと複雑！！ 

心身二元論 

⇓  

心（霊魂）と身体（脳）は別個！ 

・魂は非物質で自由だが， 

身体は物質である！  

・1641 「Phantom Pain」の記述 

反射を「教会のベルが鳴るシステム」で説明！ 

温痛覚刺激 

刺激はロープを 

伝わり，脳室 Fへ！ 

脳室 Fから 

松果体へ！ 

反射で動物精気が 

管を下り  

足を引っ込める！ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Erasdarwin1.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Galen_detail.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-cbBFe_t0fT0/TbBj--YJSoI/AAAAAAAAD8o/FiBjao_UaYo/s1600/R_Descartes.gif
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BC280 
Herophlos(G) 脳が知能の座とし、運動神経と感覚神経を区別した 
         それまではアリストテレスの「心臓説」 

BC250 Erasistratus (G)精気⇒動脈⇒脳⇒PFN⇒筋を収縮   大脳・小脳を命名  

AD2C Aretaeus （カッパドキア）BSS様症状を記述、神経の交叉を示唆  

〃 
Galenus(R) 痛みは末梢神経で伝導され、19Cの「強度説」の基礎を記述 
        自律神経節をganglion、「視床」を命名（但し脳室？だった？） 

1543 
Besalius(ローマ帝国時代   ブリュッセル）  現代解剖学の礎！ 
「大脳と小脳は脊髄で連結」、「図で灰白質、白質を区別し後者が神経を作る」、  

      「扁桃核を命名」、C1を「Ａｔｌａｓ」と命名,等の貢献をした  

1551 Gabriello Fallopio   三叉神経などについて初めて記載した。 

1552 Bartolomeo Eustachio(ロ) 初めて交感神経幹を発見した。  

1664 
Thomas Willis Oxford大学 ・Charles I of Englandの侍医、解剖学者  
          視床・レンズ核・線条体などを命名、 動脈輪に名を残す 

1710 François Pourfour du Petit（仏）  神経路の交叉説、錐体交叉で交叉があると結論 

1765 
Antonius Hirshが三叉神経節を記載、恩師Johann Lorentz Gasserに敬意を表して、
ガッセル神経節と命名した。 

・「痛み」と「鎮痛療法」・・その歴史 
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1776 

Albrecht von Haller 、スイスの医学者  与えられた刺激に運動によって反応する
能力、すなわち「刺激反応性（興奮性）irritable」と、刺激を感覚する能力である「感

受性 sensibility」とを身体に見出した。前者は筋肉に、後者は神経に備わった特性

とされる。動物に対する刺激が明白な疼痛徴候や不穏を生じる場合、その部位に
は感受性がある。感受性のない組織は、「触刺激を受けても、疼痛徴候や痙攣を

生じない。触刺激を受けて引っ込めるような場合、人体のその部位に刺激反応性
がある。  

1774 
安永3年  

杉田玄白（1733 享保18年〜1817 文化14年、蘭学者）らが、オランダの医学書
「ターヘル・  アナトミア：解体新書」を翻訳した。その中に、視床の記載もあり、

「gezigt-zenuw-kamers(=thalamus nervosum opticum)」を「瞳神経室」と訳していた。 

1778 Samuel Thomas（独）  脳神経を分類、三叉神経を第V脳神経として分類した。 

1809 Johann Christian Reil（蘭）  後索核から視床への内側毛帯を記載 薄束・楔状束  

1811 

Charles Bell 「前根は運動、知覚の中枢である大脳と末梢神経を結び、後根は植
物機能を司る小脳と末梢神経をつなぐ」と推論し、1811年に学会発表し、論文を自

費出版をした。Magendieが1822年に、「前根は運動性で、後根は知覚性である」こ

とを報告した。  

1821 Charles Bell、ロンドン王立大学生理学教授が顔面神経麻痺 

1822 
Francois Magendie、フランスの実験生理学のパイオニア 前根は運動性で、後根
は知覚性である」ことをイヌの前根、後根の切断実験によって明らかにした 

この理論をBellの記述とともに、「Bell-Magendie law ベルーマジャンディーの法則」 
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1826 
Karl Friedrich Burdach・ドイツの生理学者 後索の楔状束  cuneate fasciculus：ブ
ルダッハ束、上肢の識別性感覚伝導路）を記載、淡蒼球、被核、帯状回の命名  

1839 
Theodor Ambrose Hubert Schwann・ , ドイツの生物学者が細胞説を提唱（シュワ
ン細胞）  

1846 
1849 

Charles Edouard Brown-Sequard 後索を切断しても痛覚が保たれることを発表  

動物の脊髄を反則切断すると、痛覚が消失するのは、脊髄側の「対側」であるこ
とを発表した。触覚や深部感覚などの障害を含め、人間の「ブラウン・セカール症
候群」を発表、しかし、AD2CにカッパドキアのAretaeus が記載した。  

1846 
Benedict Stilling・ドイツ 脳の連続切片を初めて作り、顕微鏡を使って多くの脳幹
の各種の核を同定していて、1846年の著作「橋の構造の研究」で、動眼・滑車・

三叉神経核も同定した。 

1848 
前頭眼窩回の破壊事故で、情動が傷害され、別人のようになったPhineas Gage
（フィネアス・ゲージ 1823/7/9?〜1860/5/21, アメリカのダイナマイト職人 , 当時25

歳）⇒スライドNo18～21参照！ 

1849 
Helmholzは、カエルの神経の伝導速度を測定し筋収縮の潜時を測定すると、        
        興奮の伝導速度が一定⇒「特殊線維エネルギー説」 

        ヒトの正中神経の伝導速度も測定した。 

1850 
1852 

Augustus Volney Waller・ロンドンの開業医が、ウォーラー変性について記載  
  神経切断後の末梢側の神経組織変性を報告 さらに1952年に、脊髄後根を  

  切断すると、断端より脊髄側が変性することを発見した。 
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1858 
Moritz Schiffは、温痛覚は、脊髄に入ってすぐ交叉するのに対し、触圧覚は同側
の後索を上行すると記載した。  

1860 
Friedrich Goll・チューリヒ大学の解剖・生理学者が後索の薄束（cuneate gracile：
ゴル束、胸以下の識別性感覚伝導路）を記載した。  

1867 Theodor von Meynertが内側毛帯が感覚の伝導路であることを確認した。 

1868 Jean Martin Charcotが、脊髄癆４例でシャルコー関節を記載した。 

1869 Johann Friedrich Horner40歳女性の症例から、「ホルネル症候群」を報告 

1872 
Louis Antoine Ranvierがランヴィエの絞輪及び絞輪間のシュワン鞘は 
              １つの細胞であることを発見した。  

1875 Richard Catonが、露出したウサギの大脳皮質表面で初めての脳波の記録！  

1876 
～ 

1886 

Sir William Richard Gowersロンドン大学教授が脊髄前側索が痛みの伝導路であ
ることを確認、 Gowers徴候やヘモグロビン測定器の発明者でもある。  

線維筋痛症候群に関連する記載もした。  

1878 
Pierre-Paul Broca・フランスの内科医は、ほ乳類の脳に共通する脳幹を取り巻く
皮質領域を大脳辺縁葉  le grande lobe limbiqueと呼んだ。  

1881 
Charles Ernest Lasegueの弟子のForstが、坐骨神経痛を装う仮病の兵士を見分け
るための疼痛誘発法として、「ラセーグ徴候」を紹介した。  

1885 Ludwig Edinger（独）が、Edinger-Westphal nucleusを記載した。  
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1889 
Ludwig Edingerは、脊髄視床路が視床に達する事を発見し、温痛覚の経路であ

ると報告した（が、厳密に言えば、非識別性触覚の伝導路である前脊髄視床
路？）  

1891 Alexander Haden Horsleyが三叉神経痛のために、外科的治療を行った。 

1893 
Sir Charles Sherrington・イギリスの生理学者がサルの神経根を切断して、 
          デルマトームをマップした。⇒ノーベル医学・生理学賞（1932）  

1893 
Sir Henry Head（英）は、内臓疾患に伴う関連痛、 
                      いわゆる「ヘッド帯  Head's zone」を調べた。  

1894 Franz Nissl, ドイツの組織学者）が、神経をdahlia violetで染色した。 →Nissl染色 

1895 
 Franz von Freyがvon Frey Hairを使って、皮膚の感覚点の温点、冷点、圧点、痛

点を見つけた。それ以降「皮膚の痛みは、痛点を刺激したときにだけ起こる。」と
され、痛みは独立した感覚であることが認められた。 →Freyの特異説  

〃 
Adolf Wallenberg）は、後下小脳動脈が閉塞して、延髄背外側部に軟化巣がある

と、病巣と同側の顔面の痛覚と温、冷覚が失われるが、触覚は残ることを報告し
た（＝ワレンベルグ症候群） 

1897 von Solderは外側脊髄視床路（温痛覚の伝導路）と前脊髄視床路を区別した 

1898 
Arthur Van Gehuchten、ベルギーの解剖学者は、脊髄空洞症の症例から、痛覚

と温度の線維は脊髄の前側索を、位置覚を伝える線維は後索を通ることを見つ
けた。  
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1899 

Vladimir Mikhailovich Bechterev、ロシアの神経学者が前側索を上行する伝導路
を「脊髄視床路」と命名した。（Ludwig Edingerは、前外側索を「交叉性求心路」と

名づけていた。）  

 内側毛帯は錐体交叉のすぐ後ろで交叉すること（毛帯交叉）も記載した。 

〃 
Magnus Blixは、人や動物の毛やを使って、人の手掌の皮膚感覚をマップした。

痛点は、モザイク状であり、触点は一致しないことを示した。それぞれの感覚点
には、解剖学的に異なる構造を持つと示唆した。  

1900 
Eduard Hitzig, 運動野の発見者の一人は、痛みの中枢が皮質下にあって、大脳
皮質は痛みに関与しないと考えた。 

1906 
RusselとSir Victor Alexander Haden Horsley, イギリスの生理学者）は、深さ2mm

に達する中心溝後壁の切除後、痛覚と温度感覚が消失した症例を経験したとこ
ろから、大脳皮質の中心後回が痛みの発現に関与すると主張した。  

1906 
Sir Charies Scott Sherringtonが"The integrative Action of the Nervous System"の
中で侵害受容の概念を記述した。 →ノーベル生理学・医学賞（1932）  

〃 

Joseph Jules Dejerine （  パル大学教授）とGustave Roussy（  スイスーフランス、神

経病理学者）が視床の傷害後の患者に軽度の麻痺、知覚傷害、片側性の運動
失調、耐え難い神経性あるいは発作性の疼痛が共通してみられることを報告し
て、この疾患を「視床症候群」と命名した。 

1907 
James Ramsay Hunt（米、コロンビア大学神経科教授）が過去30年の文献56例と
自験4例からラムゼイハント症候群を報告した（J Nerv Ment Dis）。  

http://www.shiga-med.ac.jp/~koyama/analgesia/history-brain.html
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1911 

Henry Head（英の神経学者）とGordon Morgan Holmes（  ロンドン）が、大脳皮質

が損傷された患者のすべてが痛覚鈍麻や消失を示さなかったという臨床体験か
ら、すべての体性感覚情報はいったん視床の外側部に達した後、二手に分かれ

ると考えた。位置感覚と弁別的な皮膚感覚は直接大脳皮質に送られるが、痛覚、
温覚、冷覚および粗大な触覚は視床内の外側部に達し、ここから視床の内側部
に送られた後、そこから意識に上る。←大脳皮質は痛みに関与しない。 

1914 
Sir Henry Hallett Dale（英の神経科学者）がアセチルコリンを単離した。  
              ⇒ノーベル賞受賞者（1936）  

1924 Hans Berger（  イエナ大学精神科教授）が1924年に初めて人の脳波の記録した。  

1926 

Edgar Douglas Adrian（英、電気生理学者）とZottermanが皮膚神経から電気生理
的記録を行った。（「全か無かの法則  all-or-none principle」は、H.P. Bowditch 

(1871)がカエルの心臓で最初に観察し、提唱した概念であり、Adrianは神経線維

にも当てはまることを証明した。）→ノーベル賞受賞者（1932）  

1929 

Herbert Spencer Gasser（米、生理学者）とJoseph Erlangerが、加圧とコカイン麻酔

による神経線維の伝導ブロックを報告した。これらの実験によって、末梢神経軸
索の各々に対する特異的適合刺激を決めることができた。 →ノーベル賞受賞者

（1944）  

1930 
Sir John Carew Ecclesが、屈曲反射の抑制を示した。 →ノーベル生理学・医学賞
（1963年）  

1931 
Ulf S von Euler（  Stockholmの生理学者）が、John Henry Gaddum（  英国の薬理学
者）との研究で、腸管収縮、血圧上昇物質を発見し、substance Pと名づけた。 →

ノーベル生理学・医学賞（1970）  May 14,2016 15 

1937 

Wilder Graves PenfieldとEdwin Boldreyは163人の脳手術患者（主としててんかん
患者）の中心前回と中心後回に電気刺激を加えると、のべ800回以上の感覚応

答を引き出すことができたが、そのうち痛みが報告されたのはわずか11回であり、

大脳皮質が痛覚の発現に本質的な役割を演じないと結論した。postcentral gyrus 
(SI)を刺激しても痛みの申告はなかった。  

〃 
「Papezの情動回路 Papez circuit」： James W. Papez（米, 神経解剖学者）は、辺縁
葉 le grande lobe limbiqueは、情動に関する解剖的基盤となる神経回路を形成

すると報告した。  

1938 
Olof Sjöqvist（  スウェーデンの脳外科医）が、動物実験で行われていた三叉神経
脊髄路切断術を、三叉神経痛の治療に応用した。  

1941 
Edgar Douglas Adrian（英の電気生理学者）は、ネコ頭部の体性感覚野の後方に
第２の体性感覚野(somatic sensory area II, SII)があることも確認した。  

1946 
Ulf S von Euler（  オイラー , Stockholmの生理学者）が交感神経節後線維から放
出される伝達物質として、ノルアドレナリンを同定した。 

1948 

Maurrio Oscar da Rocha e Silva（  ブラジルの生理学者、薬理学者）、 
Wilson Teixeira BeraldoとGastao Rosenfeldが、ブラジキニンを発見した。血清に

南アメリカに生息する毒ヘビ Bothrops jaroaracaの毒を注射したイヌの血清に、

腸管収縮と血圧下降作用があることを報告した。 * 

1949 
Giuseppe MoruzziとHorace Winchell Magounが上行性網様体賦活系の概念を 
提唱した。  
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1954 Bror Rexed（  スウェーデンの神経科学者）がネコの脊髄の層構造を記載した。 

〃 

Jim Olds（  ハーバードの心理学者）とPeter Milner（アメリカの心理学者）は、ラット

がレバーを押すと一瞬弱い電流が流れ、脳が刺激される研究法（自己刺激実
験）を考案した。側坐核や腹側被蓋野が快情動を司る中枢（脳内報酬系）である
ことが明らかにした。 

1959 Ainsley Iggoが皮膚のC線維から記録を行った。 

1964 
Annica Dahlstrom（Goteborg Universityの神経科学者）と<Kjell Fuxe（Karolinskaの
神経科学者）がラットの脳幹内に、モノアミンの神経系を明らかにした。  

1965 
Ronald Melzack and Patrich Wall の「The gate-control theory of pain」が 
Science誌に掲載された。  

1969 Bessouと Edward R. Perlが初めてpolymodal nociceptorについて記載した。  

1979 Allan BasbaumとHoward Fieldsが下行性疼痛抑制系を発見した。 

1983 
Woolf CJが脊髄後角ニューロンの中枢性の過敏化が痛みの感受性亢進に寄与
することを示した。  
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頭が 走る  中国 

わるい  広島山口 

頭が やむ 

北海道東北北陸 

頭 いで 

北海道南 

頭が あたる 

岩手 

あがっ！ 

沖縄 

     

     

     

     

     

     

痛みが 
情動体験で 
あるならば 

痛覚≠痛み じゃあ何だ？ 
 

 

刺激により痛い 
⇓ 

🌷 あんな所で 
🌷転んで痛い！
🌷恥ずかしい 
🌷悔しい！ 

 「痛み」の表現！ 
頭痛：頭が 痛い！       

May 14,2016 18 

１位   ディープインパクト  

２位   オルフェーヴル  

３位   オグリキャップ  

４位   ウオッカ  

５位   サイレンススズカ  

６位   ナリタブライアン  

７位   シンボリルドルフ  

８位   トウカイテイオー  

９位   ダイワスカーレット  

１０位   エルコンドルパサー  

May 14,2016 19 

診察室で、患者が医師に言いました． 

「はらがぼっけーにがる．」…腹がぽっこりと膨らむ？ 

いいえ，違います．「腹がとても痛い」という意味です（広島県福山市）． 

 

 次は宮城県気仙沼市の診察室です。患者が言いました． 

 「かだーずぃやらずぃやらやめでわがんねぁのす．」… 

固くてズルズルして分からない？  いえいえ， 

「肩がズキズキと痛んでだめなのです」という意味です． 

「いきる」「いばる」「うずく」「うばる」「おばる」「おっちー」「こわる」 

「さす」「しむ」「しみる」「しわる」「ずいつく」「せく」「せつない」「つつく」
「つまくる」「つめる」「にがる」「はしる」「ひらつく」「ひらめく」 

「ほとびる」「ほめく」「やむ」「やめる」・・・etc 全て「痛い」を表現！  

・方言にみる「痛み」の表現のバリエーション 

http://www.shiga-med.ac.jp/~hqphysi1/yokota/y-09.html
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うずく 
身体の内部が激しく痛むこと． 
近畿・中国・四国・九州地方の方言 

つつく 歯が痛むこと．中国・四国・九州地方の方言 

せ く 
胸や腹がしめつけられるように痛むこと。腹痛の場合は 
下痢の症状を表すこともある．中国・四国・九州地方の方言 

ずいつく 錐でもむように痛むこと．高知県の方言 

はしる 染みて痛むこと．富山県・岡山県などの方言 

ひらつく 
／ひらめく 

皮膚がひりひりと痛むこと．秋田県・富山県・九州地方東部・
鹿児島県などの方言 

ほめく 発熱して痛みがわき起こること．中国・四国地方などの方言  

やむ／ 
やめる 

身体の内部が継続的に痛むこと．東北・関東・中部・近畿 
・沖縄・先島諸島，地方などの方言 

May 14,2016 21 

痛みは情動である！ 

痛みは感覚である！ 

痛みは感覚でもあり、情動でもある！ 

痛みには修飾する系もある！ 

痛みを全人的に捉える！ 

・BC3Cの哲学者のAristotleは、「痛み」は感覚ではなく、 

                    心臓に宿る不快な「情動」であるとした。  

・17Cの哲学者のSpinozaも痛みを「情動」ととらえた。  

・心身二元論を唱えたDescartesは痛みの反射と伝導経路を考えた。 

・19Cに、感覚に関する様々な説が検討された。 

 →特異説 →強度説/パターン説 

・Sir Sherrington は「侵害受容」という概念を提唱した。 

・1979年にIASPの痛みの定義が発表された。 

・1965年にゲート・コントロールセオリーが発表された。 

・痛みの多層モデル 

May 14,2016 22 

・Total-Suffering-Pain 
全人的痛み 

結局，「感覚」と「情動」は分離不可能！ 

⇓ 

「情動」と定義が似ている「感情」は， 

神経科学的に、より高次の機能であると定義！ 

両価性・感情鈍麻・無関心・多幸・ 

焦燥感・劣等感・絶望感・行為心追・爽快気分etc 

「自律神経」に反映される身体反応や状況判断， 

   予測などの高次認知機能（大脳皮質・前頭前野 

    などで処理される）を含む。 

「感覚」を自ら感じ，そこに反応するのが生物！ 

⇓ 
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Total 
Suffering 

Pain by Ca 

Physical 
Pain 

Psycho 
-genic 
Pain 

Spiritual 
Pain 

Social 
Pain 

「痛み」「ADL制限」 
「痛み以外の苦痛」 

「不安」「うつ状態」 
「苛立ち」「恐れ」 

「孤独感」「怒り」 

「医療負担の増加」 

「家族関係の変化」 

「社会的役割への影響」 

「死への恐怖」「宗教への 

傾倒」「価値観の変化」 

「人生の意味への問い」 

疼痛行動 
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身体
反応 

情動
反応 

認知の歪み 

（自動思考） 

・慢性痛患者における認知・行動モデル 

身体および 

精神病理 

・喜び 

・安心 

・爽快 

・満足 

・充実 

・楽しい 

・恐怖 

・怒り 

・嫌悪 

・不安 

・悲しみ 

・つらい 

・イライラ 

・恥ずかしい 

・抑うつ 

・絶望 

・焦燥 

・惨め 

・椎間板ヘルニア     ・がん 

・脊柱管狭窄症      ・リウマチ 

・変形性関節症      ・気分障害 

・筋々膜性腰痛症 ・境界型人格障害 

・帯状疱疹後神経痛  ・発達障害 

・口渇 

・動悸，息切れ 

・発汗増大 

・食欲減退 

・不眠 

・性欲減退 

・痛み出現，増悪 

環境要因 

１．出来事 

２．過去の経験 

３．知識     ４．信念 

５．文化的背景 

６．家族関係 

７．職場環境 

８．遺伝的素因 

・ドクターショッピング 

・過剰な患部の保護（不活動） 
・過剰な活動低下，寝たきり 

 （廃用）  

・薬物乱用（オピオイド等） 
・医療依存（マッサージ等） 

・急で極端なト運動レーニング 

 （過用）  May 14,2016 25 

・認知の歪みの１０パターン 

認知の歪み  思考パターン  具体例 

１．全か無かの法則 物事を白か黒か」のどちらかで 
考える思考法.少しミスがあれ
ば，完全な失敗とする. 

２．一般化しすぎ  たった１つの良くない出来事が 

あると，世の中全てこれだと考
えてしまう. 

３．心のフィルター たった１つの良くないことに
拘って，そればかりクヨクヨと 
考え，現実を見る目が暗くなっ
てしまう. 

４．マイナス化思考 なぜか良い出来事を無視して
しまうので，日々の生活が全
てマイナスのものになってしま
う. 

５．結論の飛躍 
①心の読み過ぎ  

②先読みの誤り 

根拠もないのに悲観的な結論 
を出してしまう. 
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６．拡大解釈（破局 
 化）と過小評価 

自分の失敗を，過大解釈し，
長所を過小評価する. 

７．感情的決めつけ 自分の憂鬱な感情は現実をリ
アルに反映していると考える. 

８．すべき思考 何かをやろうとするときに「～
すべき」「～すべきでない」と 
考える . 

９．レッテル貼り 極端な形の「一般化しすぎ」. 

５．結論の飛躍 
①心の読み過ぎ 
②先読みの誤り 

何か良くないことが起こったと
き，自分に責任が無い場合で
も自分のせいにしてしまう. 

May 14,2016 27 

• 欲動、欲求、意思等をまとめて「意欲」 

意欲とは？ 

• 人間の行動や心的体験を伴って現れる精神構造の基盤  

感情とは？  情動が安定すると感情・・ 

• 生体の感覚器によって受けた感覚に記憶、判断、感情などが加味され、ある
意味付けがなされて認知される機能  

知覚とは？ 

• 当面する課題に適したいくつかの観念を想起し、整理・統合し、それを分析・
解決する精神活動 

思考とは？ 

• 個人が心の中で自分自身をどのように理解しているかという主観的体験様式 

自我とは？ 

May 14,2016 28 

外側脊髄視床路 
Aδ＆C 

19C末1895～ 
von-Frey-Hair： 

特異説 痛点⇒痛覚 

アリストテレス・デカルト以後 
モルヒネ、アスピリン、麻酔 
などの「鎮痛療法」が開始！ 

1965:Gate-Control-Theory 

1970年代半ば 
痛覚促進系・抑制系 

20世紀後半 
高閾値受容器 

ポリモーダル受容器 

Goldscheider：Frayの弟子 
非特異説 特異的受容器は無く， 
どんな感覚でも強度を強くすると 
「痛覚」さらに中枢での「加重」！ 
  ⇒強度説：低閾値受容器では 
    高頻度でインパルス発射 
    空間的・時間的に拡大！ 
  ⇒パターン説 
   侵害刺激では非侵害刺激 
   とは異なるパターンのインパ 
   ルスを発射！ 

これにより、非特異説が覆り 
「急性痛」「侵害性疼痛」 
「一次痛」の発生様式 
が、ほぼ解明！！ 

19世紀後半からの神経生理学の目覚しい進歩・・・により 

May 14,2016 29 
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原因による分類 
・侵害受容性（炎症性痛）   ・心因性 ・混合性 
・神経因性（神経障害性疼痛・求心路遮断痛）  

発生部位による分類 ・体性痛（表在・深部） ・関連痛 ・内臓痛 

速い痛みと遅い痛み ・識別感覚 ・原始感覚 

痛みの様相 

急性痛 VS 慢性痛  

生理的痛み VS  
病態生理的痛み 

交感神経の 
関与による分類 

・交感神経依存性疼痛 ・非依存性 

自発痛 VS 誘発痛 

持続時間による分類 ・突出痛  ・持続痛 

Total  painからの分類  ・がん性疼痛 

麻薬への反応性 
による分類 

痛みについての形容詞 

  急性痛      慢性痛 

時間経過 短期 長期（持続的・間歇的） 

発生源 組織損傷部 神経系の可塑的変化   

警告意義 あり なし 

他要因の影響 あり 顕著 

オピオイド鎮痛 有効 無効な場合が多い 抗鬱
剤・抗痙攣剤も有効 

他の治療法 きわめて重要 

May 14,2016 31 

・急性痛・慢性痛（経過による分類） 

6W・3M・6M                       

可塑的（性）って何だ？⇒ 対語は「弾性」・・・物理用語 
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神経系の可塑性① 
    🌷神経系の発生時 
  🌷脳の発達時 

神経系の可塑性② 
   🌷記憶や学習など 
高次神経機能が 

     営まれる基盤となる
シナプス可塑性 

神経系の可塑性③ 
🌷老化や傷害による 

    神経機能単位の 

    消 失、その後の、 
    補填・回復 

いずれにしても 
細胞⇒Synapse⇒細胞 

  ⇒神経回路・・・ 

🌷物理学的には「弾性限界を超える外力を受けた  
  場合に永久歪みを生ずる」性質！！ 

例えば・・・プラスチック装具 熱可塑性 

何故なら、最初に器質的疼痛が出現し、        
そこに心因反応が加わることは自然なことである。 

ただし，その経過の途中で「異常疼痛行動」が    
出現した場合には，器質性疼痛の治療より，     
精神科領域でのアプローチが必要となる。 

May 14,2016 33 

器質性疼痛 
  侵害性疼痛（Acute Pain:  Fast/First＆Slow/Second） 
  神経因性疼痛 （Chronic Pain） 
心因性疼痛                           
    に分類されることが多いが、それほど単純でない。 
                                   

・原因による分類 

Doctor-shopping＝（青い鳥症候群）・訴訟・労災申請etc 

May 14,2016 34 

器質性疼痛 心因性疼痛 

侵害性疼痛 
生理的意義あり 

神経性疼痛 
 「病気、疾病」 

心因性疼痛 

発症時期 
  様式 

侵害刺激侵襲時 
神経傷害後 
数か月 Conflictで出現 

他覚的所見無 
原因部位 末梢侵害受容器 

脊髄・視床等 
中枢神経 

痛みの表現 ズキズキ、ヒリヒリ ビリビリ、電撃的 様々な形をとる 

痛みの部位 
及び範囲 

原則限局性 
時々 関連痛 

部位がはっきりせず 
傷害部を超えて出現 

部位が 
はっきりせず 
時に移動！ 

原因疾患 
術後痛・癌性疼痛 

筋・関節痛 
末梢神経痛の一部 

脳卒中～視床痛 
切断  ～幻視痛 

CRPS・DM性神経炎 

合併症 
痛覚異常（低下・ 
過敏）・アロデニア 

痛覚異常（低下・過
敏）・アロデニア 

リハ適応 殆ど全てに適応！       部分適応！ 部分適応！ 
May 14,2016 35 

・発生部位による種類 

🌷体性痛  somatic pain：例としては侵害性疼痛と同じ 

   ＊表在痛 superficial pain：皮膚・粘膜の痛みで 

     限局性且つ「速い痛みと遅い痛み」に分類！ 

   ＊深部痛 deep pain ：骨膜・腱、靭帯・関節包・ 
     筋、筋膜の痛みで、以下表在痛と同じ！ 

     閾値は骨膜が最も低く骨格筋が最も高い！ 

 

🌷局在が明確，圧痛を伴う．一定の強さに加え，時に拍動 

 性の痛みや，うずくような痛みを生じる．さらに体動に伴い， 

 痛みが増強することも！ 

🌷深部痛（頭蓋骨・脊椎への転移etc）の場合，関連痛を 

 生じることがある！  

🌷突出痛の場合，レスキュードーズの使用が大切！ 
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🌷内臓痛  visceral pain：管腔臓器及び被膜を持つ 

 実質臓器 

   ＊管腔臓器の内圧上昇，拡張，強い収縮， 

      実質臓器被膜の腫脹による急な伸展及び臓器， 
      周囲組織の炎症等で生じる！    

   ＊壁側胸膜・腹膜は痛みに敏感で、弱い機械的刺激 

     にも反応！  

   ＊大部分がC線維（体性ではA：Cが1：2）である！ 

  

・局在が不明確で，絞扼性の痛みが多い． 

・特有な不快感，悪心，嘔気，嘔吐等自律神経症状を伴う！ 

・管腔臓器は切られても焼かれても痛みは無い！ 

 切られた刺激で収縮が生じる！ 

・悪性腫瘍の転移，虚血等によっても強い痛みが生じる！ 

・腹痛は内臓痛だけでなく体性痛も生じる！ 

・関連痛が生じることがある． 
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・内臓感覚の支配密度は低い！（前脊髄求心路の5-10%） 

・内臓周囲に炎症が生じると「感作」が生じると共に，通常は 

 活動していないC線維が発火することがある． 

・求心線維は主として，胸髄，上部腰髄，仙髄から入り， 
 これを受ける脊髄ニューロンは，主にⅠ・Ⅴ・Ⅹ層であり 

 Ⅱ層には入らない． ‥と書いてある文献があるが・・・？ 

 

・「一部はAδもⅡ層」に侵入する！ が正しい！！ 

🌷中枢痛  central pain： Later・・・ 

   ＊出現は傷害直後でなく時間が経過してから！ 

   ＊自発性定常痛（灼熱痛）、間欠性電撃痛、 

     誘発痛に分類される！  
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・内臓痛覚 及び 臓器感覚 を中枢に伝える一次ニューロンの細胞体は 

 体性感覚ニューロンと同様に脊髄神経節、又は相同の脳神経神経核に 

 存在する！ 

 ここから伸びる一次ニューロンは、自律神経遠心性神経とともに走行する！ 

気管支より上方の気道と食
道より上方の消化管からの 

内臓求心性神経は脳神経
に含まれる副交感神経線
維とともに走行する！ 

膀胱三角よ下方の尿路・ 

男性生殖器と子宮頸部より
下方にある女性生殖器かの 

内臓求心性神経は仙髄から
の副交感神経線維とともに 

走行する！ 

・上記以外の内臓求心性神経は 

胸髄・腰髄からの交感神経とともに走行する！ 

・内臓求心性線維 
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📕ストレス，強い疼痛，排泄，腹部内臓疾患などによる刺激が 

 迷走神経求心枝を介して，脳幹血管運動中枢を刺激し， 

📕心拍数低下や血管拡張による血圧低下などをきたす生理的反応！ 

 

🌷 脳幹血管運動中枢からの刺激は末梢各臓器の運動枝を介して， 

 伝えられ，運動枝は骨盤内臓器を除く全臓器に分岐し， 

 気管・喉頭や消化管機能に影響を与える！ 

 

📕 本反射は生命維持の為の防衛反応であるが，過剰反応を 

  きたして身体異常を生ずることがある！ 

📕 排尿時の迷走神経反射により血圧低下をきたしたり 

 （排尿時失神），迷走神経の過緊張により一過性の心停止をきたし 

 失神することもある（迷走神経性発作vagal attack）！  

・迷走-迷走神経反射 
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１．内臓-体性反射 

   求心路が求心性自律神経，遠心路が体性遠心性神経！ 

   これに属するものでは筋性防御が有名! 

  腹腔臓器、腹膜の障害（炎症、機械的な変化）が求心路を介して 

  腹筋群を収縮させるという現象！ 

  臨床的に多くの消化器疾患で認められ、特に虫垂炎で有名！ 

２．体性-内臓反射 

  求心路が体性求心性神経，遠心路が遠心性自律神経！ 

  これに属するものでは「痛みによる交感神経興奮」や「猛暑刺激 

  による汗腺反応」が有名！  

  物理療法の作用機序も一部合致する！！ 

２．内臓-内臓反射 

  求心路が求心性自律神経，遠心路が遠心性自律神経！ 

   これに属するものでは「頸動脈洞反射」や「頸動脈小体反射」 
  が有名！  ヒトの生体恒常性の維持に極めて重要！！ 

May 14,2016 41 

・内臓痛と関連痛 

内臓疾患痛を 

同一脊髄レベルの 

他の部位痛として認識 

軸索反射！ 
発赤・血管拡張 

白交通枝 

②虫垂内膜が炎症 

⇒右下腹部鈍痛 ：  内臓痛 

③臓側腹膜⇒壁側腹膜に達する 

⇒体性痛 

虫垂炎の典型的な痛み 

①異物などの貯留で細菌が繁殖  

⇒心窩部痛 ：  関連痛 

May 14,2016 43 

・関連痛～Dermatome 

May 14,2016 44 

・筋節 Myotomeと骨節 Sclerotomeが異なる部位 

筋節(Myotome) 骨節(Sclerotome) 1994 Inman 

  

膝内側OA 
Derma L3/4 
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May 14,2016 45 

・Trigger-Point（圧痛点）に関する統合仮説 

①end-plateから 

 Achが過剰分泌 

②限局した筋線維が  

 過剰収縮した部位  

 の集合体！ 

③過剰収縮による  

 エネルギー危機！ 

④結果，組織損傷が
起こり侵害受容器の 

感作をもたらすとして
いる！ 

但し，神経が「感作」されているということは，神経が炎症を起

こしているということ！ 従って慢性痛になるはず・・？ 従って
TPは「軸索反射」と考えた方がよさそう？ これであればTP治

療で除痛可能！但し，そのようなケースは，それほど多くなく，
慢性の場合は「神経因性」と考えることが肝要！！ 

May 14,2016 46 

SECRET-SLIDES １ 

夜間痛？？？  
肩関節
周囲炎 腰椎・骨盤 

・肋骨by  Meta of Ca 

膝・坐骨
神経 

CTS・外側
上顆炎 

頸椎症
etc その正体は何だ？ 

肩関節周囲炎の場合 

１．防御性筋収縮による 

 可動域制限により，寝返り 

 時に生じる！ 

２．SAB内圧上昇及びSABと 

   SSの癒着 
３．烏口肩峰靭帯下圧の上昇 
４．骨内圧上昇， etc 

May 14,2016 47 

また， 

一次的には炎症により腫脹，筋攣縮が惹起され 

肩峰下圧や骨内圧の上昇を来たし，夜間痛が発現する！ 

 

二次的には，炎症を放置し経過観察をした場合， 

肩峰下滑動機構の癒着，筋攣縮等により 

肩峰下圧や骨内圧の上昇を来す！！・・？？ 

・坐骨神経痛に関しては，昼間の活動による疼痛が夜間の 

 寝返り時に生じている？？・・・・ 

など，いろいろと考えられているが 

結局は「原因不明」・・・？？ 

最近，肩周については炎症治癒過程で・・・・？？ 

運動器カテーテル治療・・？？ 
May 14,2016 48 

血管カテーテル治療 

分類 

Gasser(Hunt) 
Ａβ（Ⅱ） Ａδ（Ⅲ） Ｃ（Ⅳ） 

髄鞘形成   太い   細い    無 

伝導速度 
  速い  

（36～120） 

  遅い 

 （6～36） 

非常に遅い 
（0.5～2）  

応   答 固有受容器性  鋭い痛み 鈍い焼灼痛 

入力加重    無    無 有 

伝達物質        Glu Glu/SP/CGRP 

侵害受容器    無  ２５％結合   ５０％結合 

発  生 Cより新しい 最も古い 

May 14,2016 49 

・Ascending-fibers 速い痛み 遅い痛み 

 a:多極性ニューロン 

  α-Motor-neuron 
   b:多極性ニューロン 

  脳・灰白質介在ニューロン 

 c:錐体細胞 
 d:プルキンエ細胞 

 e:双極性ニューロン 

  網膜 
 f:偽単極性ニューロン 

  感覚性ニューロン   

May 14,2016 51 
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May 14,2016 52 

・痛みに対する交感神経の関与 

深部組織，内臓に
病変があると・・・ 

病変部位近隣の 
脊髄分節が 
支配する屈筋が 
持続的に収縮！ 

同時にSNS活動が

高まり，情動性自
律反応が無意識に
生じる！ 

この時，副腎皮質 
ホルモンが分泌され・ 

種々の反応が生じる！ 
うつ病で，頭痛や胸痛 
を伴うことがある！ 

そのメカニズムは後述・・・ 
May 14,2016 53 

SE:体性遠心性 

SA：体性求心性 

                  

Th 

①頭頚胸部：椎傍神経節 

②腹腔（含骨盤腔）：椎前神経節 

③各デルマトーム 

 汗腺・立毛筋・ 
 筋血管 

VE：臓性遠心性 

VA：臓性求心性 

・臓性遠心性 求心性 交感神経経路 

白交通枝 

灰白交通枝 

May 14,2016 54 

SNS 

 

20-22神経節 

Th1～L2/3 

ヒト、犬では 

頚髄下部にも 

起始が・・ 

①タイプ 

②タイプ 

③タイプ 

・交感神経 副交感神経 内臓関係図 

May 14,2016 55 

・内臓の感覚 

各臓器にも，機械受容器・化学受容
器・温度受容器・侵害受容器が分布！ 

・上部の食道，気管は刺激により 

 感覚が生じる ⇒  CN Ⅹ  
 迷走神経の80%は求心性で機械 
 及び化学的受容である！ 
・骨盤腔内臓器（含直腸），下部尿管 
 からの刺激 ⇒  骨盤神経 

・上記以外の臓器からの求心信号は 

 心臓神経，大・小内臓神経等の 

 交感神経を介して伝達される！ 

・胸膜，腹膜は脊髄神経支配で， 

 痛みに敏感！   

・横隔膜も脊髄神経支配・・但し・・・？ 

・内臓からの求心刺激は，Ⅳ層だけ 

 でなくⅩ層にも入り後索を上行！ 

May 14,2016 56 

・上頚神経節：C2/C3の間にある！ 

・中頸神経節：C6の高さにあり、 

 大きさは不定！無いことも！ 
・下頚神経節：これにTh1神経節が 

 癒合したものが 

 通常「星状神経節（頚胸神経節）」と 

 呼ばれ、 C6/C7の高さにある！ 

 その名の通り不規則な星型を 

 呈する！ 

・心臓神経叢：上，中，星状神経節 

 からT5程度・・ 

・肺神経叢＆食道神経叢：上位Th 

・副交感成分は全て迷走神経！ 

・頭頸部では「翼口蓋神経節」「毛様体  

 神経節」「耳神経節」「顎下神経節」 

 「咽頭神経叢」etc 

ICA 

SCA 

・右交感神経連鎖と神経叢 

May 14,2016 57 

・大内臓神経：Th5-Th9より出てTh外側  

 から斜め前下方に下り横隔膜を貫き 

 「腹腔神経叢」「上腸間膜動脈神経叢 

 ：横行結腸まで！先は下・・・」に入る！  

・小内臓神経：Th10-Th12より出て、 

     後は上に同じ！ 

・腰部では、4-5個の腰部神経節が 

 骨盤に連なる！ 

 これらは交通枝を通り、腰神経となる 

 ものと、以下の腰内臓神経叢に送る！ 

 「腹腔・上腸間膜動脈神経叢・下腸間 

 膜動脈神経叢」これら3つの神経叢が 

 骨盤腔以外の腹部臓器に分布！ 

 「上下腹神経叢:下行・S字状結腸」 

・副交感成分は横行結腸まで 

 迷走神経！ 

・骨盤部も腰部と同じ！左右4-5個の仙骨 

 があり、これらは尾骨神経と連絡し、「骨 

 盤内臓神経叢」と直腸及び膀胱外側で 

 強大な「下下腹神経叢（骨盤神経叢）」 
 を作り、膀胱、直腸、生殖器に分布！  

腎・副腎 

DA 
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May 14,2016 58 

・副交感成分は横行結腸まで迷走神経！ 

 疑核：横紋筋支配・咳・嚥下・嘔吐 

     従来、心臓神経叢は背側核由来 

     とされたが現在はこれ！ 

 背側核：平滑筋支配 

 灰白翼核：知覚性 

 孤束核：味覚 

・上・中・下頚神経叢と合流！ 

 右：SCAの前⇒食道の後⇒胃後面 

 左：Aortaの前⇒食道の前⇒胃前面 

 ⇒膵臓・小腸・結腸・肝神経叢 

 消化管ではマイスナー神経叢（粘膜下） 

 アウエルバッハ神経叢（筋間：これは 

 交感神経も含む！） 

・仙骨部はS3-S4(2/5)から出る前根を 

 通り直腸の両側で「骨盤神経」と 

 なる！ 

 末梢に行けばいくほどSNSと混在！ 

・副交感神経連鎖と神経叢 

May 14,2016 59 

                                                              
Aorta 

CIA 

EIA 

IIA 

L5 

L4 

Trunk of SN 

Lumbar-P 

S4 
S3 
S2 

S1 

SN 

Trunk of SN 

Sacral-P 
S-SplanchnicN 

Sup-Hypogastric 

Plexus 

元々腹部にあった！ 

卵巣・精巣 

Hypogastric-N 

PSN 
PSN 

PSN 

PSN 
勃起神経 

Inf-Hypogastric-Plexus 

Penvic-Plexus 

IIAに沿って，子宮，膀胱etc 

May 14,2016 60 

粘膜 

粘膜筋板 

・消化管における交感・副交感神経連鎖 

CTZ 

輪層筋  

縦層筋  

漿膜  

      迷走神経（副交感遠心性） 

迷走神経（副交感求心性） 

介在神経 

運動神経（抑制） 

内在性知覚神経 

運動神経（興奮） 

Auerbach 
神経叢 

Meissner 

神経叢  

   CTZ：化学的受容器引き金帯 
Chemoreceptor Trriger Zone 

 第４脳室に接する脳幹部！  
 

 CRH 副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン 

May 14,2016 61 

May 14,2016 62 

・感覚受容器と受容体 

受容器 

感覚刺激を最初に 

  感知する細胞！ 

受容体 

細胞膜表面にあり 

特定化学物質と結合して、 

その細胞を活性化する！ 

    

≒ 

May 14,2016 63 

メルケル盤 Merkel cells  

表皮の最深部にあり、受容野は狭いが， 

順応が遅い(SA1, slowly adapting)． 

局所的な接触  

マイスネル小体 maissner cells 

機械受容器の4割以上を占め、皮膚の表面近い真皮
に存在し，受容野が狭く，順応が非常に速い（RA1, 

rapidly adapting)． 皮膚の変位速度 

ルフィニ終末 Ruffini endings  

 表皮の深部にあり，受容野が広いが順応が
遅い(SA2)．広い受容野を持つ受容器は，例

えば掌への機械刺激と手の甲への機械刺激
を区別しない．皮膚の変位、引っ張るような  

刺激 

パチニ小体 Pacinian corpuscle  

表皮の深部にあり、受容野が広く境界が 

不鮮明であり、順応が非常に速い(RA2)． 

刺激を受けた時に，まず反応するのがこれ！ 

皮膚変位の加速度  

毛根には神経が巻きつく！  

非常に速い速順応型！ 

毛は非常に鋭敏！！ 
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May 14,2016 64 

・感覚のシグナル変換 

化学刺激 

機械 

刺激 

熱刺激 

Na＋/Ca2＋ 

の流入 

電位依存性 
Na＋チャネル 
活動閾値到達 

AP 

機械刺激 

受容性 

チャネル 

TRPチャネル 

受容体 

ASIC,P2X,P2Y 

B1,B2受容体 

・それぞれの刺激が特異的な末梢受容体を 
 活性化し、イオンを流入させ、脱分極を惹起する！ 

ASIC ：酸感受性受容体

P2X,P2Y ：ATP受容体 

B1,B2 ：ブラジキニン受容体  

TRPチャネル 熱・化学物質・浸透圧  

：Transient Receptor Potential 

一過性受容器電位チャネル  

May 14,2016 65 

刺激の分類 刺激の種類 受容体 他の有効刺激 

温覚 

  ４３℃↑ TRPV1（VR1） カプサイシン、プロトン 

  ５２℃↑ TRPV2（TRL1）  機械刺激 

 ３２～３９℃↑ TRPV3   

 ２７～３５℃↑ TRPV4 機械刺激、低浸透圧 

冷覚 
  ８～２８℃↓ 

 TRPM8      
（CMR1） 

メントール 

１７℃↓ 
  TRPA1 
（ANKTM1）  

マスタード、シナモン、機械刺激 

痛覚 

ATP P2X 
TRPV 
V : vanilloid : バニリル基 
TRPM 
M: melastatin: メラスチン  
TRPA 
A: ankyrin: アンキリン   
  
 アトピー性皮膚炎・RA(PAR-2) 

ブラジキニン  B1、B2 
プロトン（酸） ASCC 
カプサイシン  TRPV1（VR1） 

PG PG 
セロトニン 5-HT 

NGF TrkA 

痒覚 
ヒスタミン  H1 
トリプターゼ 
肥満細胞 

protease-activated 
Receptor 

May 14,2016 66 

・痛みの受容器：侵害受容器
「nociceptor」by Sherrington 

❐ポリモーダル受容器 

Poly-Modal-Receptor PMR 

🌷機械、熱、化学刺激など 

   全てに反応！ 

 🌷皮膚では 
 全てのnociceptorが存在！ 

 🌷筋、内臓は 

  大部分がPMR 

🌷Poly-modalとは？非常に未分化、未熟！多様性があり、 

   範囲・空間の拡大、強度の拡大！痛みを伝えると共に、 

①内因性鎮痛系を惹起 ②反射性入力として交感神経を刺激 

③炎症を促す神経ペプチドを産生する！ 

❐高閾値機械受容器 
🌷機械的刺激のみに反応 
🌷熱、化学刺激には反応せず！ 

❐高閾値熱受容器 
🌷温、冷刺激のみに反応 
🌷機械、化学刺激には反応せず！ 

Set-Point      

May 14,2016 67 

刺激強度 

ニ
ュ
ー
ロ
ン
発
射
頻
度 

⇑ 

侵害閾値 

① 
② 

③ 

①高閾値機械受容器： 
侵害刺激に反応 

②ポリモーダル受容器： 

  閾値以下でも反応 

 （一部は低閾値） 

  強度依存性に活動上昇 

③非侵害受容器 

25 30 35 40 45 50 55 ℃ 60 20 15 10 

ニ
ュ
ー
ロ
ン
発
射
頻
度 

温覚 
冷覚 

温痛覚 

冷痛覚 

May 14,2016 68 

・Neuro-fibers 
神経線維 

Aα 

Aβ 

運動・固有感覚（触圧覚・位置覚） 
アロデアニア（異所痛） 

Aγ 筋緊張 

Aδ 
一次痛・温度覚・神経終末に受容器なし 
カプサイシン非感受性 

B 血管運動・内臓運動・発汗・立毛 

      C 

（交感神経） 
血管運動・内臓運動・発汗・立毛・神経  
終末に受容器なし・カプサイシン感受性 

      C 

（脊髄後根） 

二次痛・温度覚・神経終末に受容器なし 
カプサイシン非感受性 

May 14,2016 69 

Ⅰ型 
・Ruffini type receptor 
・遅順応受容器 
・低閾値機械受容器 

Ⅱ型 
・Pacini form receptor 
・速順応受容器 
・低閾値機械受容器 

Ⅲ型 

・Golgi腱器官に類似 
・関節靭帯表面に存在 
・高閾値かつ順応遅(Aδ 
 がこちら説も！） 

Ⅳ型 
・侵害受容器 Aδ・C 
肩関節にはSNも入る！  
80％は星状神経節から・・ 

Ⅰ型は「exciting-angle」を持ち、 

中間位では反応しない！張力受容器  

Ⅱ型は極めて低閾値で順応が速い！   

 関節の定常位置認識には関知せず、 

 運動覚？？ 

Freeman＆Wyke (1964,1967) 

・他動運動によりⅠ、Ⅱ、Ⅲ全てが反応し，  

 Ⅲ型は大きな屈伸、他は小さな屈伸に 

 反応する！ 

・但し、Ⅳ型の中でも侵害刺激に反応 

 しない休止線維（サイレント受容器）が  

 存在し、これが興奮すると  

 痛覚過敏状態を呈する！ 

受容器は、関節包、脂肪体、靭帯に存在 

・Receptor in Article 
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May 14,2016 70 

SECRET-SLIDES ３ 

パリサード終末 Palisade ending  
・薄い嚢内（シュワン細胞）に入った有髄線維から数本の無髄線維が  

 分岐して複雑に骨格筋表面や関節嚢に巻きつき筋線維や関節嚢の 

 変形を感知している． 

 嚢に包まれているため細胞外液の化学的変化には反応しない． 

・筋紡錘よりも容易に興奮し，筋紡錘が限局した部位の縦軸伸張や 

 その伸張速度に敏感であるのに対し，この受容器は筋，関節，靭帯， 

 腱などの表層で広い範囲の機械的刺激（振動）に容易に応じる！ 

 ルフィニ，パチニ小体を含む！！ 

骨格筋・関節嚢 

筋膜・腱膜・腱 

筋膜・腱・腱鞘・ 

支帯にあるものは 

無髄線維で嚢内に 

入り， 

自律神経節後線維 

として血管を支配！ 

膝関節では屈伸両
方向の動きに応じる 

骨格筋・関節嚢 

各関節の両端 

近くで多く認め， 

振動や軽打に敏感に 

応じる！これらは 

自律神経節後線維 

で覆われ，感度を 

調節している！ 
May 14,2016 71 

 
Sinuvertebral N of Luschka（椎骨洞神経） 

・脊髄洞神経は前枝から分岐し、線維輪浅層、PLL、dura-mater、   
 peri-osteum、epidural-spaceなどを支配する！ 
・各々の椎骨洞神経は脊柱管と椎間板上部に分岐し、各レベルの 
 椎間板を支配する。 
  
・一端、椎間孔を出た脊髄神経が分岐し、交感神経交通枝と吻合 
 した後に、再度椎間孔から脊柱管に戻り線維輪や硬膜に分布 
 する。椎間板後方線維輪などは、脊髄洞神経（侵害受容線維）と  
 交感神経の二重支配を受ける。 
・正常な椎間板内部には椎骨洞神経が無いが、損傷すると修復の 
 ため、血管と椎骨洞神経が内部に延びていき、ヘルニアや腰痛 
 などの炎症反応に関与する！ 
 

 
 
・また脊髄洞神経は「多髄節支配」であるので 
                     「部位特定」が行ない難い！！ 
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・侵害受容器の作用～効果器に対して 

K＋ 組織 

   炎症メディエーター 
ペプチド 

腔腸動物（神経系を有する） 

A:血管 

傷害部産生物質 

侵害 
刺激 

ポリモーダル受容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

腫脹 

   炎症４反応 

疼痛 

熱感 発赤 

   

   

   

透過性⇑ 
拡張 

later 
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・炎症メディエーターとは？ 

・損傷した組織、及び炎症部位に浸潤した白血球や
ＭＦ、及び肥満細胞から放出される生理活性物質 

血管作動性アミン  

ヒスタミン  （Ｈ１） 
 

 

セロトニン （５ＨＴ） 

炎症時に肥満細胞から！高濃度
で痛み、低濃度でかゆみ！      

 

侵害受容性一次求心線維の伝達
物質！軸索反射により末梢組織
内に遊離！  

アラキドン酸代謝産物  PGE2    PGI1 

侵害受容器の感受性を高めて  
痛みを増強！  

中枢では下行性疼痛抑制系の神
経伝達物質として  
内因性鎮痛効果に関与！  

ペプチド  
ブラジキニン（Ｂ１／Ｂ２） 
 

サブスタンスＰ（ＮＫ１） 

最強の内因性発痛物質  

侵害受容性一次求心線維の伝達
物質！軸索反射により末梢組織
内に遊離！  
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血管作動性アミン 
ヒスタミン  （Ｈ１） 
セロトニン （５ＨＴ 

炎症時に肥満細胞から！高
濃度で痛み、低濃度でかゆみ  

アラキドン酸 
代謝産物 

PG（プロスタグランジン） 
LT(ロイコトリエン) 

血管拡張・収縮、透過性亢進 
白血球遊走 

サイトカイン  
TNF・ IL-1 

MCP-1・ IL-8（ケモカイン） 
白血球遊走、遊出  

成長因子 
PDGF（血小板由来） 
FGF（繊維芽細胞） 
VEGF（血管内皮細胞） 

細胞増殖、線維化促進、 
血管新生 

その他 
活性酸素（ROS) 
NO（血管若返り？・） 
ライソゾーム由来酵素 

組織障害、病原体除去、 
血管拡張、殺菌、白血球遊走  
殺菌、組織融解、病原体除去  
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5HT2A,3,4 

http://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Gray935.png
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血管拡張   透過性亢進  白血球活性化   

    血漿キニン 
 ブラジキニン 
    (BK) 

キニン生成系 

血漿 
キニノゲン 

組織傷害 

抗原抗体反応 
物理化学反応 肥満細胞 

His 

白血球 
遊走因子 

毛細血管 

PGE 

BK作用⇑ 

LTC4 

LTD4 

LTA4 LTB4 

走化性⇑ 

痛覚刺激 

刺激 
受容 
神経 

刺激 

増強作用 

内因性発痛物質として最強！ 

アラキドン酸 

から生成 

神経性炎症 
⇓ 

警告信号のみならず 
局所効果器として 
防御作用！ 
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Poly-modal-receptor Spinal cord 
dorsal-horn 

Ganglion m-RNA 

Poly-modal-receptor 交感神経節 

① 

10％ 90％ ② ② 

神経ペプチド 
SP 

CGRP 

カルシトニン
遺伝子由来 
蛋白質 

小動脈 

小静脈 

肥満細胞 

MF 

好中球 

T細胞 

拡張 

透過性⇑ 

His放出 

食作用 

走化性 

増殖 

増殖 線維芽細胞 

Ganglionで何が？ 

神経による炎症は 
必要悪！ 

無くては困る！ 
強くても困る！ 
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Medulla 
oblongata 

Pons 

Midbrain 

Thalamus 

cortex 

SC 

Medial 
lemniscus 

Area1,2,3 

ASTT LSTT 

DRG 

VPL 

TCT 

「四肢痛覚上行路」 
⇓ 

外側脊髄視床路 

Lateral-Spinal-Thalamic-Tract 
       前（旧）脊髄視床路 

外側（新）脊髄視床路 
という記載が多いが・・・？ 

この分類の前提は・・・ 
粗大触圧覚に関する「ASTT」 

ではなく・・・・ 
 

脳幹，延髄に入ってから 

  前（旧：漠然・・情動） 
  外側（新：鮮明・・部位） 
 

に分かれて上行する！！ 
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ＶＰＬ 
specific nuclei 

特殊核 
感覚と運動に関する特定
皮質領域と相互連結する

神経核 

新脊髄視床路 

epicritic sensation  
pricking pain 

旧脊髄視床路 

non-specific nuclei 

非特殊核 
広汎な皮質領域と 
相互連結する神経核 

protopathic sensation  
burning pain 

内臓痛 
体性深部痛 

骨膜（閾値小・強） 
・骨格筋（閾値大） 

体性表在痛 
皮膚・粘膜 
火傷・凍傷etc 
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前頭葉 

          
      頭頂葉 

１・２・３ 

4 

FAA 

５・７PAA 

Thalamus 

視床下部  

下垂体 

Mid 

P 
Med 

C 

Aδ・C 

VA VL 

LD LP 

視床枕 

SC 

LG 17 MG 41 42 

前核群  
Papez回路へ  

背内側核群     
Yakovlev回路へ（情動）    

髄板内核群   
全皮質へ（覚醒） 

上行性賦活系  

内側核群       

VPL   
VPM       

1-2髄節上行or下行 
・筋・関節からの無髄線維⇒Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ 

・内臓求心性線維⇒Ⅳ・Ⅴ・Ⅹ 
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頭頂葉 一次性感覚野 
３⇒１⇒２野の順に階層性に処理！  
３aのみ視床腹側中間核から入力 

他は全て視床体性感覚中継核から 

３a：深部感覚！   Ⅰ線維＆VPL 

３b:表在感覚 体部位再現 細かく正確！ 

１野：  体部位がオーバーラップ！  

 ３bでは，手指が独立しているが， 

 ここでは複数の手指或は手全体として再現！ 

 また「注意機能」の影響を大いに受け， 

 痛みに注意を向けると，ここの活動が大きく 

 なり，向けなければ活動は小さい！  

  ・皮膚触圧覚（ ３bも同じ ）   

２野：  「能動的接触」による対象物の認識に関与！ ・関節などの深部機械刺激！ 

・いずれにしても一次野は刺激の強さに比例して活動が大きくなる！     

二次性感覚野  
頭頂葉弁蓋部島，4野？ 

・VPL/VPMから投射！ 一次野と 

 異なり両側対称部位が活動！ 

・一次野のホムンクルスと異なり， 

 上から顔面，腕，脚の順に並ぶ！ 

・二次野が障害されると，痛みを「痛み」として 
 判別出来ない！ 
・二次野では，「注意」から「学習」「記憶」と 
 いう認知プロセスに影響を受け， 
 刺激の識別，痛みの感受性の変化等に 
 関与するとされる！  
・一次，二次野ともに急性痛にのみ関与！ 

・最終的な「痛み」の認識は？ 

May 14,2016 88 

Papez回路 記憶・感情 「嫌々回路」 

海馬⇒脳弓⇒乳頭体⇒視床前核群⇒帯状回（Ach）⇒海馬傍回⇒海馬 

Yakovlev回路 情動 

扁桃体⇒視床背内側核群⇒帯状回⇒前頭葉眼窩皮質後方⇒側頭葉前方⇒扁桃体 

相互に移動又は移動 

好き
嫌い 
    

 

要る  
要らない 

    

 

⇒皮質      

情動 

海馬 ＜ 扁桃体    

・お母さんのカレーの匂い！ 

・テストの成績が上がる！  

↕↕↕↕ 

・嬉しい，楽しみだな・・・ 

・あの先生，好き・・・ 

             

             
深層意識 

⇓ 

意識に上らない記憶 

膨大な量！！且つ 

本能との相関が強！    

・記憶と情動の関係・・・ 
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子宮 

脳 

前頭前野・海馬 
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・「神経性炎症」とは？ 

・PMR興奮性は 
直接侵害刺激で

亢進 

・さらに二次的 
 組織腫脹による 
 内圧⇑でも亢進 

・典型炎症組織温度  
 では増強しないが、 
 温度依存性に 
 ＰＭＲの興奮が 

 炎症メディエーター 
により増強！ 

🌷Fast/First  Pain 
高閾値受容器、Aδ
により生じる識別性
の高い鋭敏痛 

🌷Slow/Second  Pain 
PMR、Cにより生じる識
別性の低い鈍痛 

・これに「交感神経-副腎系興奮」が加わる！ 
HR⇑・SV⇑・瞳孔散大・脂汗 

・さらに逃避行動（七転八倒etc）も加わる！ 

🌷 結局、単純かつ未分化組織であるので、             
 様々な要因影響を受けやすい！ 
🌷 同時に受療行動を促すと共に            
 様々な部位に影響を与え、 
 単純感覚でなく、精神・心理的問題などを惹起し、 

  金銭的問題をも生じることがある！ 
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・「病気・疾病」としての痛みとは？ 
慢性痛(choronic pain)？ 

神経因性疼痛？ 

受容器 
Local 

Receptor 

Neurological 
Inflammation 

⇒Defending effect 

このプロセスの何処かに 
「pathological change」が生じる！ 

神経可塑性による「神経因性疼痛」が出現！ 

侵害刺激 
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痛み系 

神経系 

正常状態 

痛み系 

痛み刺激⇒ 

歪み 

持続的入力⇒ 慢性痛発生 

病態痛 
可塑的変化 

弾性：元に戻る力 
VS 

塑性：力を除いても元に戻らない性質＝未分化組織 

塑性？ 
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皮膚 

・末梢痛覚の化学調節物質と痛覚過敏 

脊髄 
血管 

PG 
BK K＋ Ｈｉｓ 

侵害信号 

DRG 

侵害信号 

SP 

SP 
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 ・神経因性疼痛の病態生理 

・末梢、中枢で生じる感受性の亢進で生じる 
・痛みの閾値の低下 
・閾値上刺激に対する反応性の増大 
・自発性持続性疼痛の出現 

・痛覚過敏：Hyperalgesia 
通常、痛みを感じる刺激に
よって誘発される感覚が、
通常よりも強くなった状態 

・Dysesthsia：感覚異常 
自発性、誘発性に生じる 
「不快な異常感覚」 
「知覚不全」とも言う！ 

・Paresthsia：錯感覚 
刺激と異なる感覚を呈する 
感覚異常と同様？？ 

痛みでない場合も含む！ 

・Anesthsia-dolorosa 
    ：有痛性感覚脱失 
感覚がない領域の痛み 
触覚が無いのに痛いと言う 
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 病的変化① 痛覚増強メカニズム 

 

 NK 

G 

non-ＮＭＤＡ 

(AMPA) 

 ＮＭＤＡ 

Glu SP opioid 

          μ 

G 
Mg２＋ 

Ca 

Ca Na 

脱分極 

Ｃａ依存性酵素系活性化 

痛覚促進物質 

(PG)   (NO) 

空間拡大！ 
C-AMP 

*CREB 

PK-C 

e-fos 

脊髄後角   Ⅰ・Ⅱ層 

周囲拡散！ 

再初期遺伝子 

持続的痛覚過敏 

感作 
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学習の長期増強にも 

NMDA（海馬に多い） 
が関与！⇒ 
Alzeheimer-Dの 
グルタミン酸仮説！ 
＝NMDAが減少 
⇒減少してもabnormal 
     proteinにより 
  異常興奮が持続し 
  シナプス間のGlu濃度が 
  常に高い！ 
⇒これによりCaが細胞内 
  に過剰に流入し 
 シグナル ノイズが 
 発生し、記憶障害が 
 生じる！ 

CREB 
cAMP Response element briding protein 
DNA転写因子で、長期的に維持される 
記憶を作り出すのに必要な遺伝子情報を 
読みだす！これがブロック⇒長期記憶障害 
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長期増強（Long-Term-Potentiation）
＆長期抑圧（LT-Depression） 

 

実験的には 

1時間以上 

LTP？ 学習の初期過程「連合」程度・・まだはっきりしない・・ 

LTP 
AMPAグルタミン酸型受容体 

（αアミノ-3ヒドロキシ- 

5-メソオキサゾール- 

4-プロピオン酸） 

NMDAグルタミン酸型受容体 

（N-メチル-Dアスパラギン酸） 

海馬CA1（アンモン角）の錐体細胞において 

高頻度！ 

EPSP 

の傾き⇑ 

LTD？ 脳の過剰興奮を防ぐ！小脳での眼球運動制御 
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膠様質 

C-fiber 

Aδ-fiber Aβ-fiber 

特異的侵害受容ニューロン  

Nociceptive specific Neuron (NS) 

・後角Ⅰ・Ⅱ層に分布し，同側の体表に限局 

 した受容野！ 侵害刺激のみに反応！ 

・内臓からの侵害刺激も収束，大内臓神経 

 下心臓神経，Ⅹなどの刺激に応答！ 

広作動域ニューロン  

 Wide Dynamic Range Neuron (WDR) 

・Ⅰ・Ⅱ層及びⅣ～Ⅵ（特にⅤ）に分布し， 

 同側体表に受容野を持つが，NSより広範囲 

・触刺激から侵害刺激まで段階的に応答し， 

 侵害刺激で最大応答！ Wind-upに関与！ 

・内臓に関してはNSと同じ！ 

内臓特異的侵害ニューロン 

・内臓からの侵害刺激線維でⅩ層に 

 終止し，対側後索を上行！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

C線維 

変性 

⇓ 
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 病的変化② クロストーク：アロデニア 

正常 神経切断後 

Ⅳ層 

Ⅲ層 

Ⅱ層 

Ⅰ層 

Aβ 
C・A（δ） 

           

        

Aβ Aβ侵入 

通常、後角Ⅰ・Ⅱ層には 
C線維が侵入しており 

AβはⅢ層より深部に侵入 

末梢神経に対する機械的傷害で
小径線維：Aδ・C線維が変性すると 
其処にAβが側芽で侵入！⇓ 

Aβ＝触・圧覚でも 
痛覚上行路を上がる！！ 

⇐ 

「手を触られただけ、風が吹い
ただけで痛い」⇒ 

アロデニア（D-Allodynia） 

通常は痛みを感じない「交感神経」興奮が痛みを生じる！！ 
痛み⇒交感神経興奮でなく 「交感神経興奮」⇒「痛み」が発生！ 
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正常 

交感神経 

小細胞 

末梢 

大細胞 

血管 

神経切断後 

α２-Adr-receptor 

 病的変化③ クロストーク：交感神経 

神経損傷後に「後根神経節」に「交感神経」が取り囲むように侵入！ 

＝Basket-Formation  ⇒  すると 

ganglion 
ganglion 
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 病的変化④ 遮断レベル上位で 
絶え間なく進行する神経回路再編成 

CM 

VPM 
VPL 

VPI 

⇑背側 

⇐内側 

TP:視床穿通A 

TG:視床 

膝状体A 

脱神経後 数週・数か月⇒Ach⇑ 
⇒神経除去後増感 

Denervation-hypersensitivity 

・脳傷害（血管性） 
・脊損（外傷性） 

・MS  ・帯状疱疹後痛 
・求心路遮断痛 

・CRPS ・DM-NP 
・FP ・NPｂｙCa 

・帯状疱疹  ・GBS  
・EntrapmentNP 

視床痛(Thalamic-Pain) 
・狭い限局性血管性病変 
・左片麻痺が多いとされる？ 
・右視床が疼痛処理に特異的関与 

・VPM/L活動が異常亢進 
・Dejerine-Roussy  synd 

対側運動麻痺（失調）、 
感覚傷害、疼痛を３主徴 

経過中にアロデニア、感覚
低下、鈍麻を伴う 

May 14,2016 106 

 視床関連疾患～Cheiro-Oral syｎd～ 

VPM 
外側より顔面⇒ 
口⇒手掌・上肢 

発症率が高いTG 
病変でVPMが 
梗塞すると 

眩暈⇒顔面⇒口/
舌⇒手掌⇒（上
肢・下肢）の順に
シビレ 
回復は逆から！ 

・近年、Dejerine-Roussyや
Cheiro-Oralは視床のみならず、
視床から頭頂葉への放線冠、脳
幹などの血管病変でも生じるこ
とが確認されている！！ 

・シビレ  VS  ・かゆみ 

軽度の痛覚刺激
により生じる！！ 
痛みが、痒みに 
変化すると軽快 
しつつあると 
言える！ 

痛覚伝導路が 
阻血、圧迫 
などで傷害され 
生じる！！ 
正座のあとも 
この一例！ 

May 14,2016 107 

 Complex Regional Pain Syndrome 
CRPS：複合性局所疼痛症候群） 

1867 Mitchell  「causalgia」 
銃創による神経損傷後に 

遷延する疼痛 

1946 Evans  「RSD」 
Reflex Sympathetic Dystrophy 

反射性交感神経性萎縮症 

上記の２つは疼痛関連領域
では一般的！但し、 

整形外科では「Sudeck萎縮」 
リハでは「肩手症候群」 
？？？症状が多彩！ 

・アロデニア，痛覚過敏，異常痛，感覚過敏， 
 感覚低下，触覚異常  

・皮膚色変化（発赤，紅潮，チアノーゼ，蒼白） 

・発汗異常（過剰，過少，停止） 
・皮膚温異常（上昇あるいは低下） 

・浮腫，皮膚萎縮と皮膚色素沈着 
・皮膚のしわの消失と光沢化  

・体毛の増加あるいは消失  

・爪の隆起，弯曲，菲薄化，脆弱化 
・皮下組織の萎縮あるいは肥厚  

・デュプイトラン拘縮あるいは他の拘縮 
・関節可動域制限，急性あるいは慢性関節炎 

・骨萎縮，骨粗鬆症（斑状，限局性あるいは 

 広範囲に拡大）  
・筋萎縮，筋力低下 

・不随意運動（振戦，ジストニア，痙縮） 
・尿道括約筋の機能異常  
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Lankford の病期分類（RSD）   

第１期（急性期：３カ月）  

・外傷部位に限局された疼痛の発生  

・次第に灼熱痛に変化し、感覚過敏  

・皮膚の発赤、皮膚温上昇、局所腫脹となる  

・発症時、通常皮膚は赤味を帯び乾燥するが、その後、外見上青くなり（チアノーゼ）、 

・冷たく汗ばむようになる。  

・筋痙攣、硬直、可動域の制限  

・６週を過ぎると抜き打ち状の骨萎縮が出現する。  

・発汗の増加（多汗症）  

・軽症の場合、この病期が数週間続き、その後、自然に治まるか迅速に治療に反応する。 

第２期（亜急性期：３～９カ月）  
・痛みはより強く、より広範囲になる。  

・腫脹は拡大し、柔らかいタイプから固い（盛り上がった）タイプに変わる傾向がある  

・体毛は固くなり、その後少なくなる。爪は速く伸び、その後ゆっくり伸びるようになり、 

 もろく、ひびが入り、ひどい溝ができる。  

・骨萎縮は全体的に均一化してくる。  

・筋萎縮が始まる。 

第３期（慢性期：９カ月～２年）  

・疼痛はやや緩和される場合がある。  

・関節拘縮と皮膚萎縮が進行し、関節の可動性は消失する。  

・爪は屈曲変形し、指尖は先細りとなる。 組織の顕著な萎縮が最終的に不可逆的になる。  

・多くの患者にとって疼痛は耐えがたいものとなり患肢全体に広がる。  

・患者の数パーセントは全身に広がったRSDとなる。  

・骨萎縮は増強し、患肢全体が廃用化してくる。 
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 ① Major  Traumatic  Dystroohy
（真のRSD） 

コレス骨折、手の圧挫、関節炎な
どの重篤な外傷に続発したもので

明らかな神経傷害はない 

① Major  Causalgia 
混合神経幹の部分損傷に続
発して発症（多くはない） 

② Minor  Traumatic  Dystrophy
（通常のRSD） 

軽微な外傷（指の圧挫、骨折）に
続発し、明らかな神経傷害はない 

② Minor  Causalgia 
知覚神経損傷に続発したもの 

MN・UN・IN・PN 

③ Shoulder-Hand-Synd 
四肢以外（頸、肩、胸etc）の外傷
や疾病（MI、CVA、S-ulcer etc）に

続発したもの 

１８６７：Mitchell  causalgia 
            銃瘡による痛み 
１９００：Sudeck   Sudeck骨萎縮 
１９４７：Evans       RSD 
１９５３：Bonica     major＆minor    

Lankford分類   １９７７    

  １．きっかけとなった外傷や疾病に不釣り合いな 
  持続性の痛みがある（数か月～数年、再燃例も！ 
  最近は病期ステージは予期が難しく、用いない！） 
  ２．以下の４項目のうち、３つ以上の項目で１つ以上の 
  自覚的徴候がある              緑字は４主徴 
   １．感覚異常：自発痛、痛覚過敏    疼痛 
   ２．血管運動異常：血管拡張・収縮、皮膚温左右差、 
     皮膚色の変化             発赤⇒蒼白 
   ３．浮腫・発汗異常：浮腫、多汗、発汗低下   腫脹 
   ４．運動異常・萎縮性変化：筋力低下、振戦、ジストニア、 
            協調運動障害、毛・爪の変化、皮膚萎縮、 
            関節拘縮、軟部組織変化    ROM制限 
  ３．診察時に上記項目のうち、２つ以上の項目で１つ以上の 
  他覚的所見がある（感度85% 特異度60%） 
４．上記の症状や徴候を、よりうまく説明できる他の診断が無い 

CRPS診断基準 ２００５ Herden IASP    
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厚生労働省CRPS研究班によって提唱された日本版CRPS判定指標 

臨床用 CRPS判定指標 

A  病気のいずれかの時期に，以下の自覚症状のうち  

   ２項目以上該当すること． 
   ただし，それぞれの項目内のいずれかの症状を 

   満たせばよい．  
   １．皮膚・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化  

   ２．関節可動域制限 

   ３．持続性ないし不釣り合いな痛み，しびれたような 
     針で刺すような痛み（患者が自発的に述べる），  

     知覚過敏 
   ４．発汗の亢進ないしは低下  

   ５．浮腫  

B   診察時において，以下の他覚所見の項目を ２項目 

   以上該当すること． 

   １．皮膚・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化  

   ２．関節可動域制限 

   ３．アロデニア（触，熱刺激），ないしは痛覚過敏（ピンプリック） 

   ４．発汗の更新ないしは低下  

   ５．浮腫    
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 SMP : sympathetically 
maintained pain 

交感神経依存性疼痛 

 SIP : S-Indent P 
交感神経非依存性疼痛 

交感神経関与！ 
ブロックが奏功する例有り 

交感神経ブロックが無効！ 

フェントラミン効果（＋） 
α２Adr受容体遮断薬 

フェントラミン効果（－） 

SMP・SIPの混合型も生じる！！ 

交感神経ブロックが症状を悪化することがある！ABC症候群 
＊A：Angry：興奮性が増強した 
＊B:Backing：逆行性 
＊C:nociceptor-synd 

C線維による軸索反射、逆行性反射！！ 

RSDの中にも自律神経薬や神経ブロックが 
奏功する例が・・・？？    
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延髄腹内側部 網様体  

脊髄路  

NAdr の系 

脳内カテコラミン神経系 

⇓ 

中脳背外側被蓋 

橋青斑核 

⇓ 

脊髄前側索を下行 

脊髄後角侵害ニューロ 

ンを抑制！ 

一次侵害ニューロン終末 

二次侵害ニューロンに！ 
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2次侵害受容 
 ニューロン 

5-HT1A 疼痛抑制 

抑制性介在 
 ニューロン 

5-HT1A 疼痛促進 

HT2A 
5-HT3 

疼痛抑制 

１次ニューロン 
 の終末 

5-HT1B 
5-HT1D 

疼痛抑制 

5-HT2A 
5-HT3 
5-HT4 

疼痛促進 

疼痛抑制 

・２次ニューロンと１次ニューロン終末の抑制  

 性セロトニン受容体にセロトニンが作用！ 

・介在ニューロンの興奮性セロトニン受容体 

 にセロトニンが作用！ 

疼痛促進 

・１次ニューロン終末の興奮性セロトニン 

 受容体にセロトニンが作用！ 

・介在ニューロンの抑制性セロトニン受容体 

 にセロトニンが作用！ 
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Spinal-cord μ-受容体 κ-受容体 δ-受容体 

内因性リガンド 
３＋・２＋・＋ 

Loicin-Enk 
β-Endorphin 
Dynorphin 

 
 

Dynorphin 

Loicin-Enk 
β-Endorphin 
Dynorphin 

代表的アゴニスト モルヒネ ケトシクラゾシン 

生理機能 
鎮痛 

鎮咳・多幸感 
依存性 

鎮痛 鎮痛 

脳内分布 
皮質・視床 
扁桃・黒質 

青斑核・孤束核 

脊髄・線条体 
孤束核 
視床下部 

皮質 

・内因性オピオイド（総称：Endorphin) 
（発痛作用を示すOpi⇒ノシセプチン） 
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SECRET-SLIDES ４ 

運動器の痛み  

・「関節痛」は関節の痛み？ 

・筋の痛みは関節への関連痛を引き起こし，関節からの求心信号は 

 反射性にγ線維の活動を賦活し，錘内筋の過剰収縮を引き起こす！ 

・また筋，関節からの求心信号はⅠ，Ⅳ，Ⅴに入り，ここにはNRのみ 

 ならずWDRが存在することに加え，筋や関節からの二次ニューロン   

 は近隣からのニューロンが収束するため，結局「このあたりが痛 

 い・・・」という表現が多くなる．  
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・組織損傷が生じると，SPに代表される炎症メディエーターが放出 

 され「神経性炎症」が惹起される！ 

 これにより「軸索反射」だけでなく「後根反射」を介して対側の炎症を 

 惹起する⇒RAが代表的！ 

・また「OA」の場合には，以下に示すように様々な場所に放散痛， 

 関連痛を生じることが報告されている！ 

・この事実を考える時，前述の 

 内容を踏まえるのはもちろん， 

 日本ではあまり考えない 

 「スクレロトーム」を考慮に入れ 

 ることも患者さん理解のための 

 大きな助けになると思われます 

 

 仏，独を中心とした欧州では 

 デルマトームよりこちらを重視 

 しているそうです！ 変形性股関節症患者の関連痛の分布 
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Dermatome 骨節(Sclerotome) 
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遅発性筋痛 Delayed Onset Muscle Sorenee  

📕 運動翌日の筋肉痛？ 

LAが溜まりアシドーシスになり出現！ 

非常に便利で解ったような気がする？ 

実は、LAは運動後、 
かなり速やかに吸収される！ 
高齢者は、筋肉痛が 
出現するのが遅い！本当？ 

・解糖系を使用することでLAが蓄積することは正しい！！  但し， 

 LAによって「痛み」が惹起されることは説明できないが，何と2001年 

 にはラットを使った実験で証明されたとした！！   

 便利で考えやすいので皆が飛びついた！！ 

・筋線維傷害による説 

・Ecc収縮で生じることが多く3-4日後に逸脱酵素であるCPK， 

  myoglobin等の血中濃度がピークに達し，これが傷害を生じ， 

 炎症を惹起する！ 

・またEccで損傷しやすいのは，FG線維で，数分から10分程度で疲労 
 し，ATPが少ないので筋が硬くなり易く，他の2種の収縮により引っ張 

 られることにより傷害されやすくなる！！ 
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信頼性、妥当性ともに検証され、臨床の場で用いられているものは，

NRS・VAS・VRSの３つ！ 

🌷 今まで経験した痛みについて最高点を10 点とし、今の痛みが何点か答えるもの！  

  全く痛みがないならば0 点，今まで経験した中で最も強い痛みならば10 点とし， 

  現在の痛みが何点に相当するかを答えてもらう. 

🌷 5.3 というように小数点以下まで表現してもよい！  

🌷 データの集計にとって便利であるため，新しい鎮痛薬の効果をみる場合などに利用 

  されている.又、質問票やグラフなどを用いないため使用しやすい方法であり，VAS 

   より容易に使え，口頭でも行えることで有用性が高く，臨床の場でよく用いられている！  

🌷 NRS はVAS と高い相関性が認められ信頼性も高い！手術後の痛みの強さについて   

  NRS，VAS，MPQ で比較したところ，NRS で一番エラーが少なく妥当性があったとの  

  報告！ 

🌷 しかし，小児や意識錯乱のみられる患者では，痛みを数値に変換する作業を適切に 

  行えない.更に、数字に対する好みとして日本人は奇数のとりわけ5 や7 を選ぶ傾向がある 

  ことも念頭に入れる必要がある！  
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🌷 VAS は、100mm の線の左端を「痛みなし」、右端を「最悪の痛み」とした場合，患者の 

  痛みの程度を表すところに印を付けてもらうもの！VRS は3 段階から5 段階の痛みの 

  強さを表す言葉を数字の順に並べ（例：痛みなし、少し痛い、痛い、かなり痛い、 

  耐えられないくらい痛い）、痛みを評価するもの！ 

🌷 10～20cm の直線を引き，左端を「痛みなし」、右端を「経験可能な最大の痛み」として， 

  現在の痛みがどの辺りにあるのかを患者自身に示させるもの！ 直線上の左端に「痛み 

  なし」， 右端に「最悪の痛み」と記す。患者に、自己の感じる痛みの程度を、この線上の 

  該当する部分に×または直角に印をつけて示すように指示して， 

  その距離を左端からmm 単位で測定する！ 

・🌷 これら3 者では、VAS が他に比べて使用するのが難しく，筆記用具が必要であるため，  

   また、VRS は言語の問題や，段階が少なく痛みを詳細に評価できない可能性が 

   あることから，一般的にはNRS が推奨されている！！ 
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🌷 Faces Pain Scale（FPS）は，図に示したような現在の痛みに一番合う顔を選んでもらう 

  ことで痛みを評価するものであり、3 歳以上の小児の痛みの自己評価において有用性が 

  報告されている！ 

🌷 しかし、痛み以外の気分を反映する可能性や段階が少なく痛みを詳細に評価出来ない  

  可能性があることなどが指摘されている！  

🌷 又，この検査法の利点は、文字を読む必要がなく、3 歳以上の小児から高齢者まで使用 

   出来ることである！ 

🌷 FPS を使用するのは理解力が低い子供や高齢者で他の尺度を使用できない場合で 

    あり，精度は多少低くなることを覚悟しなければならない！ 

🌷 6 段階のものが多く使用されているが，表情の数が多くなればそれだけ精度が増すと 

  いうものでもなく，表情の違いで痛みの程度をランキングする場合，数が多くなれば， 

  表情の違いがわかりづらくなり，使用し難い面もある！ 
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~物理療法を主体に~ 

徒手療法 

• 「手」を使う立派な物理療法 

•あとは何でもOK！だと思います 

電気療法 

•イオントフォレーシス 

• TENS   ＆ SSP ＆ Micro current 

超音波療法 

•非温熱効果の使用 

•イオントフォレーシス 
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~イオントフォレーシス~ 

NSAIDs 

ボルタレン等 
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～イオントフォレーシスの利点～ 

①痛みを伴わない 

②副作用がない 

③高齢者にも適応可能 

④注射に抵抗のある方にも適応可能 

⑤他の治療で効果の無かった一年以上 

 経過の帯状疱疹後痛にも有効 

～適応疾患～ 

①多汗症 水の電気分解で生じた水素イオンで！ 

②CRPS 
③顔面神経麻痺，三叉神経痛，ガン性疼痛 

④腱板断裂をはじめとする有痛性疾患 

⑤美顔     今後は注目して下さい！！ 
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~薬物療法を主体に~ 
NSAIDs(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) 

・アセトアミノフェン 

・COX１－２阻害 
・PG産生抑制 
・視床下部、皮質の 
 体温調節中枢に 
 作用し、熱放散に 
 よる解熱 

・胃腸炎が 
 生じ難い 
・作用が弱い 
 ので「 ACE 
 処方 」  
C:カフェイン 
E:エテンザミド 

・セデス（E） 
・ノーシン（E） 
・ハッキリエース（E） 
・小児用バファリン 

・イブプロフェン 

・COX１－２ 
 阻害は中間 
・解熱、鎮痛、    
 抗炎症作用が 
 強い 

・最も？胃腸炎  
 が少ない 

・イブA 
・ナロンエース（E） 

・インドメタシン ・COX１阻害  
・インテバン 
・インダシン 

・ロキソプロフェン ・COX１－２阻害 ・ロキソニン 
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・アセチル 
サリチル酸 

・COX１－２阻害 

・胃腸炎が 
 生じ易い 
・アスピリン喘息 
・ライSynd 
インフルエンザ、
水痘の合併症 

・バファリン 
・アスピリン 
（非ピリン系） 
 

・ジクロフェナック 
 ナトリウム 

・比較的COX２ 
 阻害が強い 

・インフルエンザ  
 脳症 

・ボルタレン 

・セレコキシブ ・COX２選択阻害  

・血栓誘発による 
 MI発症⇑ 
・COX１阻害剤 
 より胃腸障害が 
 少ない 
 

・セレコックス 
２００７年に認可 

・RA 
・OA 
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TXA2 

トロンボキサン 
血小板凝集 

血管・気管支収縮 

増殖！ 
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SECRET-SLIDES ５ 
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ステロイド剤 ~炎症が強い時~ 
種類  商品名 一錠量 力価 

ヒドロコルチゾン  ヒドロコルチゾン  ５mg ２０mg １ 

＊プレドニゾロン 
     （PSL) 

プレドニン  
プレドニゾロン  

５mg 
５mg １mg 

１~１２錠/１~４
回  

４ 
４ 

メチルプレドニゾロン メドロール  ４mg ５ 

＊デキサメサゾン  デカドロン  ０．５mg ２０ 

ベタメサゾン リンデロン  ０．５mg 
１~１６錠/１~４
回  

２０ 

リンデロン5mgはプレドニン50mg            7.5~8倍                          
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ステロイド治療 

長期内服・注射の場合 
・分割の方が１回より効果的 
・少量の場合は、生体リズム
に従い朝方 

・夕方、就寝前は不眠を生じ
ることがあるので避ける 

留意点 
・PSL５mg/day相当のコル
チーゾールは副腎より分泌 
・点滴静注は１０~２０％増し
で内服と同量！（利用率⇓） 

パルス療法 
・静脈より短時間（３日程  
 度で）に大量投与！ 
・短期間作用型の 
 ソルメドール１０００mgを 
 用いて行なう 

減  量 
・PSL４０mg/day⇒５~１０mg/１~２ｗ 
・PSL２０～４０mg/day⇒５mg/１~２ｗ 
・PSL１０～２０mg/day⇒２．５mg/ｗ 
・PSL１０mgまで⇒１mg/４ｗ 
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ステロイド作用 

・インスリン作用抑制 
脂肪分解亢進⇒血糖取り込みが抑制⇒LPL活性低下
⇒KM/LDLが増加⇒糖新生促進⇒インスリン分泌促進⇒ 

 脂肪分解を脂質合成が上回る⇒脂質沈着 

抗炎症 
免疫抑制・向感染 

血小板機能抑制/血管拡張・血管透過性⇑・血小板凝集 

COX１遺伝子発現阻害（－） 
COX２遺伝子発現阻害（＋） 
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ステロイド副作用 

蛋白合成低下 
蛋白分解亢進 

眼圧⇑・蛋白代謝異常 糖新生促進⇒ 
アミノ酸⇒糖 
糖⇒脂肪 

VitDと拮抗！ 

Feed-backによる 
男性ホルモンの減少 

⇒女性ホルモンの相対的増加 

特発性大腿骨頭壊死 

PG減少 

Na貯留 
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抗うつ剤 

種類 商品名  作 用  用 量 

アミトリプチリン 
トリプタノール 
ラントロン 

抗コリン作用 
鎮静作用 
が最強！ 

１０-２５mg就寝時 

イミプラミン  トフラニール 
NA・Ser⇑ 
鎮静作用 

３０-７０mg/day 

塩酸バロキセチン 
SSRI（選択的Ser 
取り込み阻害剤） 

バキシル セロトニン⇑ 
２０~４０mg, 
１日１回 

May 14,2016 158 

抗痙攣剤 

種類 商品名 作 用 用 量 

カルバマゼピン  
テグレトール 
 レキシン  

三叉神経痛 
帯状疱疹後痛 
DM性-NP 

２００-４００mg 
１日２回 

ガバベンチン ガバベン  

帯状疱疹後痛 
GABA誘導体で 
Gluの遊離を⇓ 
 １st選択剤 

３００mg 
１日１回 

フェニトイン  
アレビアチン 
ヒダントール 

膜安定化作用 
（Na電流抑制 

により興奮伝播
⇓）  
 ２nd選択剤 

３００mg 
１日２回 

バルプロ酸Na 
デパケン  
セレニカ 

   頭痛 
データは少ない 
   GABA⇑ 

２５０~５００mg, 
１日２回 
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リリカ  （ブレガバリン）    
シナプス前において 

α受容体でのCa流入を阻害！ 



May 14,2016 

23 
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ワクシニアウイルス 

接種家兎皮膚抽出液 

             

 

帯状疱疹 

後疼痛 
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オピオイド鎮痛剤 

種類 商品名 作 用 用 量 

   モルヒネ  
（G:モルフェウス） 

塩酸モルヒネ 
錠・末・坐剤 
徐放錠 

・下降性疼痛抑制 
 興奮伝達遮断 
 中枢性鎮痛 
・直ぐに効果出現  
・慢性痛には経口 

水溶液（１０mg/１０
ml）を４時間ごとに 
      ５~１０mg 
就寝時のみ２倍  
AM６時 １０時 
PM２時  ６時 

コデインリン酸塩 
  （アヘン） 

リン酸コデイン 
 （マイラン） 
 

・鎮痛 
・鎮咳、鎮静 
・アセトアミノフェン、 
 アスピリン、イブプ  

 ロフェンと共に調
合 

１回１錠（２０mg） 
１日３回 ６０mg 
・極量は６０mg× 
 ４回/１日 

副作用・リスク 
 ・呼吸抑制や昏睡  ・依存性 
 ・便通障害や尿貯留・吐気の増強 

・３０mgのモルヒネ作用を
期待する場合、２００mgの

コデインが必要！ 
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種類 商品名 用  途 副 作 用  

 塩酸ケタミン ケタラール® 
全身麻酔 
麻薬指定 

・悪夢、幻覚、錯乱  
・不眠、眩暈、悪心  
・嘔吐、唾液分泌 
 過多 

塩酸アマンタジン シンメトレル 

・A型インフルエンザ 
・抗パーキンソン薬 
・脳循環代謝 
 改善薬 

・悪性症候群 
・不安、集中困難 
・頭痛、眩暈、不眠 

塩酸メマンチン ナメンダ  

・アルツハイマー 
 治療薬（中・重度） 
 軽度はAch阻害型 
 の塩酸アマンタジン 
・抗ウイルス薬 

・幻覚、昏睡 
 精神障害 
等の副作用が 
見られない！ 

NMDA拮抗薬 
 非競合拮抗薬＝イオンチャネルブロッカー 


