
    日々の診療に役立つ 

脳・脊髄・末梢神経の症状・診方 

脳神経外科 

“しびれ感” 



＃ 患者さんの言葉を勝手に誤解しない 
   簡単な主訴ほど要注意（しびれとめまい） 
     ⇒聞き直して確認する 
＃ 患者さんの“しびれ”の意味は？   
＃ 脳？ 脊髄？ 神経根？、末梢神経？ 
＃ 頚椎から、胸が痛い？ 
＃ 頻度が高い割に、知られていない腰痛、 
   下肢痛、下肢のしびれ感 
    



一般の方は、多様な症状を“しびれ”の一言で 

 表現する（“しびれ”は非常に便利な言葉） 

ジーン ジンジン 

触れても 

感覚がない 

足に力が入らず、 

動けない 

痛みを 

感じない 

正座を解除して 

触れるとジャーン 

（ジーン）と響く 

⇒誤解しやすい言葉、間違いのもとになりやすい言葉 



・からだの全部または一部の正常な感覚が 
  失われ、自由がきかなくなる状態。 
 
 
 
・末梢神経および中枢神経（脳と脊髄）の 
  障害によっておこる一種の異常知覚。 

感覚障害：痛み、触れた感じが鈍い、わからない 

運動障害：麻痺、筋力低下  

                  paresis, plegia, weakness 

しびれ感：ジーン、ジンジン、ビリビリ 

 numbness 

“しびれ”を辞書で調べると！ 



・ジンジン、ジーン、ビリビリと感じる： しびれ感  

・思うように動かせない状態： 麻痺、筋力低下 

・ズキズキする、鈍いような痛み、ビリっと 

  電気が走るような痛み：         痛み  

・触った感じや痛みが鈍い、わからない： 
                触覚・痛覚低下（消失） 
・触れるとジャーン、ジーン、ビリビリなど 

  響く感じがする：           異常感覚 

症状とカルテに記載する用語 



患者の“しびれ”の内容、具体的症状を確認 

  ・しびれ感；ジンジン、ジーン、ビリビリ   

  ・麻痺、筋力低下、巧緻運動障害 

  ・感覚低下（消失） 
  ・上記症状の併存 

原因は、脳？、脊髄以下？ 

  ・言葉の丌自由さ、顔面麻痺、口角の 

    感覚障害、上下肢の麻痺、 

    回転性めまいを伴っている？ 

しびれの診察・診断（１） 



しびれの経過、範囲などを十分に確認 

・急性発症かどうか  

・繰り返して出現？ 初めて出現（自覚）？ 

・しびれ感を自覚する範囲（部位） 
・しびれ感を自覚しやすい時間、姿勢、体位 

・痛みを伴う？  麻痺（筋力低下）を伴う？ 

・症状の経過  

       

しびれの診察・診断（２） 



主な疾患における出現しやすい姿勢など 
・頚椎での脊髄症、神経根症 

  頚部後屈・側屈時の手、上肢のしびれ 

・腰の狭窄症  

  仰臥位、歩行時の下肢のしびれ 

  前傾で歩行すると出現しにくい 

・手根管症候群 

  目が覚めた時の手掌母指側のしびれ 

・胸郭出口症候群 

  重い荷物を持った時の上肢尺側のしびれ 

    

しびれの診察・診断（３） 



しびれ感を自覚する範囲を確認 

手根幹症候群 C6神経根症 

デルマトーム 
 （皮膚分節） 

Ring finger split sign 

環指正中線を境界とする 

感覚障害 

しびれの診察・診断（４） 



しびれの診察・診断（４） 

しびれ感を自覚する範囲を確認 



しびれの診察・診断（４） 

しびれ感を自覚する範囲を確認 



脊椎：誘発テスト・負荷テスト 

Spurling test; 
頚椎神経根症 
椎間孔狭窄 

Jackson test; 
頚髄症 
椎間孔狭窄 

立位後屈負荷; 
腰部脊柱管狭窄症 

しびれの診察・診断（５） 



末梢神経；誘発テスト・負荷テスト 

Phalen test; 
手根幹症候群 

肘管の圧迫テスト; 
肘管症候群 

Tinel sign; 
手根幹症候群 

しびれの診察・診断（５） 



胸郭出口症候群；誘発テスト 

しびれの診察・診断（５） 

Allen test 

Wright test Morley test Eden test 



しびれ感、痛みは体のどこから生じるか 

脳から、しびれ感（ジーン、ジンジン、ビリ 

ビリ）、痛みが生じることは、ほとんどない 



脳からくるしびれ感・感覚障害・痛み 

① 手口感覚症候群（手掌口症候群） 
    cheiro-oral syn. 
② 視床痛（thalamic pain） 
③ 延髄外側症候群（Wallenberg syn.） 
④ 三叉神経周囲の腫瘍性病変 
⑤ 三叉神経痛；顔面、舌、歯肉に 
   触れた時の強い痛み 
⑥ 三叉神経の多発性硬化症 



手口感覚症候群（手掌口症候群） 
 cheiro-oral syn. 

一側の手掌と同側の口周囲に同時に生じる 
感覚障害(しびれ感、自発痛など) 
  
本症候群を示しうる病変部位 ；4か所 
  1)視床後腹側核の一部 
  2)中脳、橋の内側毛帯 
  3)内包・半卵円中心境界部(感覚放線) 
  4)頭頂葉弁蓋部の大脳皮質病変   
（視床の小梗塞による場合が大部分を占める） 



57歳男性 （既往歴：高血圧症） 
急性発症の右口唇と右手指のしびれを 
主訴に来院 

赤丸：手掌口症候群 
青丸：手掌口下腿症候群 



視床痛 thalamic pain 

脳梗塞、脳出血の後遺症として、障害側の 
上下肢に出現する丌快な痛み 
 特徴：脳卒中発症後、数か月経過して出現 
     焼けるような痛み、ピリピリ、ジンジン 
     （持続性、発作性） 
     治療抵抗性 
     視床後腹側核の障害で生じやすい 
   
 視床-頭頂葉間、脳幹の脳卒中でも同様の 
 しびれ感、痛みが出現することがあり、 
 脳卒中後中枢性疼痛と言われる。 



延髄外側症候群  Wallenberg syn. 

延髄外側の脳梗塞 
 脳梗塞のサイズは様々であり、症状にも個人差がある。 
 椎骨動脈、または、これの分枝の後下小脳動脈 

延髄内側症候群：Dejerine症候群 
 錐体路症状（片麻痺）＋舌下神経麻痺 



延髄外側症候群  Wallenberg syn. 

症状 
回転性めまい、嘔吐 
小脳失調 
患側顔面の温痛覚障害 
対側の半身の温痛覚障害 
ホルネル症候群 
 交感神経麻痺；同側の縮瞳他 

嗄声・嚥下障害 
味覚障害 

延髄腹側の錐体路を含まない 
ため、半身麻痺は伴わない 



Penfieldのホムンクルス（脳の中の小人） 

Penfield；カナダの脳外科医 

一次運動野 体性感覚野 



・数週間～数年かけて徐々に症状が悪化するとき。 

  （首のヘルニアと腰のヘルニアは除く） 
 

・１日の中で決まった時間帯に出現する、いつも同じ姿勢   

  や体位、作業で出現する 

    朝起きたとき、夜間に目が覚めたとき、 

    しばらく上を向いているとき、 

    しばらく腰をかがめていたとき 

    直立の姿勢で立っていたとき 

            自転車に乗ったとき 
 

・しびれや痛みの範囲が上肢や 

   下肢の一部に限られるとき 

    神経の支配領域に一致 

脳よりも脊髄（脊椎）や末梢神経を疑うとき 



腰部脊柱管狭窄症の症状と特徴 

１．間欠性跛行 
２．胸を張って歩くと短い距離、 

   腰をかがめると長い距離歩ける。 

３．腰をそらすと下肢がしびれて、 

   腰を曲げるとスーッと消える。 



手首からくるしびれ、痛み、麻痺 
     ・・・・手根管症候群 

手首の断面図 

手のひら側 



手根管症候群の診断 

 頚部脊柱管狭窄症との鑑別（１）      

しびれが出現 

 しやすい部位 

頚椎が原因で 

しびれる部位 

進行すると筋肉がやせる 

特徴 

１．徐々に出現し、悪化すると痛みや麻痺を伴う。 

２．夜間・早朝に目が覚めたらしびれを感じる。 

   数分間手を振っていると消失する。 



手根管症候群の診断 

 頚部脊柱管狭窄症との鑑別（２）      
特徴 

３．手首を使う仕事、手首を圧迫する作業で症状が 

   出現する。（自転車に乗る、フライパンを持つ。） 
４．“幽霊の手”や“手首を強く叩く”と症状が出る。 

５．首を後屈しても、症状が出ない。 

対処法 

１．安静。手首に負担をかけない。 

２．ビタミンB12の内服 



肘からくるしびれ、痛み 
     ・・・・肘管症候群 

治療 

 安静、温熱療法、鎮痛剤、 

 ビタミン剤、ブロック療法、手術 

症状 

 手の小指側と小指、薬指のしびれや痛み 

小指と薬指の動きが丌良 





鎖骨部からくるしびれ、痛み 
     ・・・・胸郭出口症候群 

治療 

 安静、筋トレ、温熱療法、鎮痛剤、 

 ベルトによる矯正、ビタミン剤、 

 ブロック療法、手術 

症状 

 ・上肢、手の尺側のしびれ 

   や痛み 

 ・なで肩の人によく見られる 

 ・重い荷物を持ったときに 

   出現しやすい 

 ・肩こりの強いひとに多い 



足首からくるしびれ、痛み 
     ・・・・足根管症候群 

原因 

 捻挫、骨折、 

 ガングリオン、 

 足の変形 

 原因丌明 
症状 

 足底部のしびれや痛み（踵には少ない） 

 就寝中や運動時に出現しやすい 

治療 

 安静、温熱療法、鎮痛剤、ビタミン剤 

 ブロック療法、手術 



 

知って欲しい頚椎・腰痛疾患 
     
 ① cervical angina  
 ② 腰椎椎間関節症候群 
 ③ 仙腸関節炎 



サービカル・アンジャイナ（頚椎性狭心症） 

  ・・・・頚椎に起因する前胸部痛 

診断： 
 ・狭心症などの心疾患、肺疾患を除外する。 
 ・レントゲン、MRIなどにて、頚椎症やヘルニアの 
   存在を確認する。 
 ・肩こりの悪化、天候丌良、睡眠丌足、ストレスなど 
   によって出現しやすい、または、悪化しやすい。 
 ・肩こりの治療で、軽快する。 



椎間関節症候群 

１．腰を後ろに反る姿勢で、腰痛、おしり～太もも 

   あたりに痛みやしびれが出現。（腰を曲げて生活） 
２．しばらく同じ姿勢を続けて、次に動いたときに 

   腰痛が出現。（車から降りた時、食事から立った時） 
３．起床時に腰痛が出現しやすく、動いてると 

   楽になる。 

椎間関節 

ブロック 



椎間関節症候群に対する高周波熱凝固療法 

治療効果は、平均９カ月 



仙腸関節炎 

仙腸関節：骨盤の関節の１つで左右にある。  

       背骨を支える仙骨とその外側にある 

       腸骨の間にある関節。 

骨盤は、“せぼね”の土台  



仙腸関節炎 腰痛は、この 

あたりの痛み 

仙腸関節の 

  痛み 
治療：安静、湿布、鎮痛剤 

    診断的治療として、 

     仙腸関節ブロック 



①70代男性：急に左下肢のみに麻痺が 
 出現し、下肢痛、腰痛を伴わない。 
 左手の麻痺、構音障害なし。 

②60代男性：急に右下肢の脱力が出現。 
 約5分後には、左下肢にも脱力が出現。 
 背部痛の出現、上肢の麻痺なし。 

右前大脳動脈領域の脳梗塞 

胸髄高位の脊髄梗塞 
 （前脊髄動脈の梗塞） 



 


