
た。
　池脇　確かに先生は総合診療部にお
勤めで、初診の患者さんを診ることが
多いですね。そういう意味では誰かほ
かの人に診療の様子を見てもらって、

「先生、こうでしたね、ああでしたね」
と、そういうフィードバックをもらう
のも一ついい方法ですね。
　鋪野　重要な方法だと思います。
　池脇　ありがとうございました。

東京医科大学整形外科学分野准教授
遠　藤　健　司

（聞き手　山内俊一）

　頭痛や肩こりがストレートネックによるものではないかと受診される方が増
えています。ストレートネック自体で上記のような症状は出るのでしょうか。
姿勢の悪さや眼精疲労からくる二次的なものでしょうか。ストレートネックの
診断や重症度基準、治療についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

ストレートネック

　山内　遠藤先生、最近、ストレート
ネックと肩こりに対して関心が高まっ
ているように思いますが、いかがでし
ょうか。
　遠藤　スマートフォンの普及が非常
に大きな影響になっていると思うので
す。スマートフォンはかなり広い世代
で使うようになり、今まで肩こりとい
うものは事務作業の方中心のものと理
解されていたのが、事務作業を必ずし
もしない若者や小学生ぐらいの児童ま
で、広い範囲で肩こりを感じる人が多
くなっています。その原因の一つとし
て首の形、ストレートネックが原因で
はないかということで、しばしばスト
レートネックと肩こりの関係が見直さ
れてきています。

　山内　ストレートネックというのは
独特な用語ですから、私どもも若いこ
ろから名前としては知っていた気がし
ます。ただ、そのころは先天的な異常
かといった感じでしたけれども、今の
お話ですと、けっこう後天的に出てく
ると考えられているのでしょうか。
　遠藤　以前は生まれながらの首の体
質と考えられていたのですけれども、
最近では首の形というものが体の全体、
脊椎全体のバランスから出てくる二次
的な形とわかってきました。20代です
と、男性では約15％、女性では約30％
にストレートネック、要するに前側に
ある湾曲が非常に減少した頸椎の前弯
状態が認められるのですけれども、加
齢に伴ってきてそれらが少しずつ少な
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黒先・生
１が急所で以下９迄セキで
生き。１で３は白１、黒２、
白６で中手で黒死。

９（２）ツグ
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っても、そこの部分に浮腫、むくみ、
循環障害が起こってくる。それが常在
化してしまうと、そこの負担のかかっ
た部分が線維化、非常に慢性化して、
動きの悪いような状態になってしまう
わけです。
　山内　パソコンとか読書などでも同
じような姿勢を取ることがあるかもし
れませんけれども、スマホのほうが確
かに長時間同じ姿勢を取っているとい
うことはありますね。
　遠藤　夢中になってしまうと、ちょ
っとした不快感に気がつかないで、そ
の姿勢を続けてしまうことがあるかと
思います。
　山内　こういったものが進んでいき
ますと、気分的な変調を招くというこ
ともありうるでしょうね。
　遠藤　初期では単なる首や肩のこり
とか痛みだけだったはずなのですけれ
ども、それが慢性化してしまうと自律
神経の障害を併発し、めまいとか頭痛
とか吐き気、さらに悪化すると精神的
な変調、抑うつになって、例えば仕事
をしたくなくなるとか、意欲が出なく
なったりとか、そういったことになり
ます。重症化する前に対処することも
重要だと思います。
　山内　こういった状態の患者さんが
医療機関を受診することが確かに増え
ているような印象があるのですけれど
も、医療機関の対応としてはどういっ
たものが求められるでしょうか。

　遠藤　まずはスクリーニングとして、
痛みの部位と、痛みの部位のあった部
分のレントゲンを撮ることが多いと思
うのですけれども、多くの場合、肩こ
りは疾患からなるものは少ないので、
医療機関に行くと、異常がないといわ
れることが多いと思います。ただ、患
者さんにとっては、疾患から来る異常
がなくても、日常生活でたいへん不自
由な思いをなさっている方が多いので、
このような状態がなぜ起こるか、日常
生活の中でどのような工夫でそういっ
たことを解決していくかという道筋を
医療機関で提示することは、非常に重
要なことだと思います。
　山内　そもそもスマホが大きな問題
だと一言指摘するだけでも全然違って
きますね。
　遠藤　スマホとの正しい、よいつき
合い方をして、長時間同じ姿勢で不動
化してしまったり、さらにスマホを使
うときに大きな精神的なストレスのあ
る状態で夢中になったりしますと、自
律神経の失調をきたすことになるので
非常に注意が必要かと思います。
　山内　ゲームなどに熱中してもスト
レスになるのでしょうか。
　遠藤　仕事関係のことを扱っていた
りとか、それがうまくいっていないと
きですね。
　山内　最後に治療について簡単にう
かがいたいのですが。
　遠藤　原則として疾患ではないので、

くなってくる。体全体の姿勢の変化に
よって首の形も変わっていくというこ
とがわかってきています。
　山内　学術的な報告といったものも
増えてきている状況でしょうか。
　遠藤　スマートフォンの普及に伴っ
て、ちょうど2015年ぐらいから中国で
スマートフォンと肩こりの関連が発表
されました。近年は、韓国を中心に非
常にスマートフォンと肩こりの関係に
関する論文が増えています。
　山内　長時間スマホなどを使ってい
ると首のあたりが痛くなってくるとい
うのはよくわかるのですけれども、こ
のあたりの機序をもう少し解説いただ
けますか。
　遠藤　特に頸椎の前弯が少なくなっ
ているストレートネックの方ですと、
前屈みの姿勢のときにはストレートネ
ックというより、むしろ逆反りした後
弯の形になっています。首が逆反りし
てしまうと、首を支えている後ろの伸
筋群、首の後ろについている筋肉が過
緊張の状態となります。そうすると、
筋肉の緊張によって、筋肉の中を走っ
ている血流が阻害されて筋阻血になり、
その結果、筋肉内に疲労物質、痛み物
質が蓄積し、それがまた新たな筋肉痛
を起こし、筋緊張を高める。こういっ
た負のサイクルが肩こりの慢性化につ
ながるわけです。
　山内　例えばパソコンにしても長時
間見たり、事務作業を長くやっている

ということがあるのですが、スマホ独
特の問題点といいますと、どういった
ものになるのでしょうか。
　遠藤　スマホは使うときにどうして
も体の前方で扱うことが多いと思うの
です。そうなりますと、首だけではな
くて、後弯といいますか、背中から首
にかけて全体的に丸くなる。加えて、
手を前に伸ばすことで肩甲骨自体が広
がってしまう。それが慢性化しますと、
肩甲骨とあばら骨、肋骨との間が癒着
してきて、不良姿勢がこれもまた慢性
化してしまうということになるわけで
す。
　山内　長い間じっと見ていることが
多いというのも一つの特徴だと思いま
すが。
　遠藤　そのとおりです。ヒトの体は
ある程度頭の重さを支えるのに十分な
力があったり、昔の人は今の人よりも
っと重いものを持ったりしていて、む
しろ首とか肩に大きな負担をかける生
活をしていたと思うのです。今なぜ現
代でこのような肩こりが増えているか
といいますと、長時間同じ姿勢にして
いるという不動化、動かないというこ
とが非常に大きな原因になっています。
　山内　これは大きなポイントですね。
確かにスマホを見ているときは同じ姿
勢でずっとというのが多いですね。
　遠藤　動物は動くようにもともとで
きているようで、動かない姿勢を長く
続けてしまうと、いくらいい姿勢であ
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っても、そこの部分に浮腫、むくみ、
循環障害が起こってくる。それが常在
化してしまうと、そこの負担のかかっ
た部分が線維化、非常に慢性化して、
動きの悪いような状態になってしまう
わけです。
　山内　パソコンとか読書などでも同
じような姿勢を取ることがあるかもし
れませんけれども、スマホのほうが確
かに長時間同じ姿勢を取っているとい
うことはありますね。
　遠藤　夢中になってしまうと、ちょ
っとした不快感に気がつかないで、そ
の姿勢を続けてしまうことがあるかと
思います。
　山内　こういったものが進んでいき
ますと、気分的な変調を招くというこ
ともありうるでしょうね。
　遠藤　初期では単なる首や肩のこり
とか痛みだけだったはずなのですけれ
ども、それが慢性化してしまうと自律
神経の障害を併発し、めまいとか頭痛
とか吐き気、さらに悪化すると精神的
な変調、抑うつになって、例えば仕事
をしたくなくなるとか、意欲が出なく
なったりとか、そういったことになり
ます。重症化する前に対処することも
重要だと思います。
　山内　こういった状態の患者さんが
医療機関を受診することが確かに増え
ているような印象があるのですけれど
も、医療機関の対応としてはどういっ
たものが求められるでしょうか。

　遠藤　まずはスクリーニングとして、
痛みの部位と、痛みの部位のあった部
分のレントゲンを撮ることが多いと思
うのですけれども、多くの場合、肩こ
りは疾患からなるものは少ないので、
医療機関に行くと、異常がないといわ
れることが多いと思います。ただ、患
者さんにとっては、疾患から来る異常
がなくても、日常生活でたいへん不自
由な思いをなさっている方が多いので、
このような状態がなぜ起こるか、日常
生活の中でどのような工夫でそういっ
たことを解決していくかという道筋を
医療機関で提示することは、非常に重
要なことだと思います。
　山内　そもそもスマホが大きな問題
だと一言指摘するだけでも全然違って
きますね。
　遠藤　スマホとの正しい、よいつき
合い方をして、長時間同じ姿勢で不動
化してしまったり、さらにスマホを使
うときに大きな精神的なストレスのあ
る状態で夢中になったりしますと、自
律神経の失調をきたすことになるので
非常に注意が必要かと思います。
　山内　ゲームなどに熱中してもスト
レスになるのでしょうか。
　遠藤　仕事関係のことを扱っていた
りとか、それがうまくいっていないと
きですね。
　山内　最後に治療について簡単にう
かがいたいのですが。
　遠藤　原則として疾患ではないので、

くなってくる。体全体の姿勢の変化に
よって首の形も変わっていくというこ
とがわかってきています。
　山内　学術的な報告といったものも
増えてきている状況でしょうか。
　遠藤　スマートフォンの普及に伴っ
て、ちょうど2015年ぐらいから中国で
スマートフォンと肩こりの関連が発表
されました。近年は、韓国を中心に非
常にスマートフォンと肩こりの関係に
関する論文が増えています。
　山内　長時間スマホなどを使ってい
ると首のあたりが痛くなってくるとい
うのはよくわかるのですけれども、こ
のあたりの機序をもう少し解説いただ
けますか。
　遠藤　特に頸椎の前弯が少なくなっ
ているストレートネックの方ですと、
前屈みの姿勢のときにはストレートネ
ックというより、むしろ逆反りした後
弯の形になっています。首が逆反りし
てしまうと、首を支えている後ろの伸
筋群、首の後ろについている筋肉が過
緊張の状態となります。そうすると、
筋肉の緊張によって、筋肉の中を走っ
ている血流が阻害されて筋阻血になり、
その結果、筋肉内に疲労物質、痛み物
質が蓄積し、それがまた新たな筋肉痛
を起こし、筋緊張を高める。こういっ
た負のサイクルが肩こりの慢性化につ
ながるわけです。
　山内　例えばパソコンにしても長時
間見たり、事務作業を長くやっている

ということがあるのですが、スマホ独
特の問題点といいますと、どういった
ものになるのでしょうか。
　遠藤　スマホは使うときにどうして
も体の前方で扱うことが多いと思うの
です。そうなりますと、首だけではな
くて、後弯といいますか、背中から首
にかけて全体的に丸くなる。加えて、
手を前に伸ばすことで肩甲骨自体が広
がってしまう。それが慢性化しますと、
肩甲骨とあばら骨、肋骨との間が癒着
してきて、不良姿勢がこれもまた慢性
化してしまうということになるわけで
す。
　山内　長い間じっと見ていることが
多いというのも一つの特徴だと思いま
すが。
　遠藤　そのとおりです。ヒトの体は
ある程度頭の重さを支えるのに十分な
力があったり、昔の人は今の人よりも
っと重いものを持ったりしていて、む
しろ首とか肩に大きな負担をかける生
活をしていたと思うのです。今なぜ現
代でこのような肩こりが増えているか
といいますと、長時間同じ姿勢にして
いるという不動化、動かないというこ
とが非常に大きな原因になっています。
　山内　これは大きなポイントですね。
確かにスマホを見ているときは同じ姿
勢でずっとというのが多いですね。
　遠藤　動物は動くようにもともとで
きているようで、動かない姿勢を長く
続けてしまうと、いくらいい姿勢であ
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ホを扱うことが大切だと思います。
　山内　医師も、だんだんパソコンが
普及してきて、同じ姿勢をずっととっ
て１日中診療、というケースがあるか
と思いますけれども、そういった例に
関しても同じことが言えるのでしょう
ね。
　遠藤　私どもは診療で患者さんのお

話をずっと聞いていると、どうしても
不動化と精神的なストレスが出てくる
と思います。患者さんに運動療法の指
導をするときに一緒に運動して、患者
さんとともにご自身も肩こりの解消を
やると非常にいい流れになるかと思っ
ています。
　山内　ありがとうございました。

薬物療法というよりは運動療法が一番
重要なポイントだと思います。特に、
よく肩こりがあると、首を回したり、
たたいたりということを皆さんすると
思います。それが悪いわけではないの
ですけれども、首を支えている筋肉の
多くは肩甲骨、肩から来るので、首を
支えている筋肉をより多く動かすため
には、肩甲骨を寄せる、肩を動かす運
動が非常に重要になってきます（図）。
ただ、それで日常生活が中断してしま
う場合、運動も痛みでなかなかできな
い場合は、一時的に薬の力を借りなが

ら運動をするというのは大切なことだ
と思います。
　山内　基本的には肩甲骨を寄せる運
動を主体としたものということになる
のですね。もう一つは先ほどお話があ
りましたスマホを見ている姿勢、この
改善も重要なわけでしょうね。
　遠藤　あまり前に突き出すのではな
くて、持っているスマホに逆の手で肘
を支えて、肩に与える負担をちょっと
軽くし、少し上に持ち上げて、前屈み
の姿勢をなるべく矯正するようにしな
がら、右、左と少し位置を変えてスマ

図

腕を使って肩甲骨を動かす運動

骨盤を前傾させながら、
顎を引く運動
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小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第64巻７月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、８篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「脳卒中対策の最新情報」シリーズの第４
回として、６篇を収録いたしました。

※〔海外文献紹介〕欄には、糖尿病・動脈硬化の２篇を収録いたしました。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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ホを扱うことが大切だと思います。
　山内　医師も、だんだんパソコンが
普及してきて、同じ姿勢をずっととっ
て１日中診療、というケースがあるか
と思いますけれども、そういった例に
関しても同じことが言えるのでしょう
ね。
　遠藤　私どもは診療で患者さんのお

話をずっと聞いていると、どうしても
不動化と精神的なストレスが出てくる
と思います。患者さんに運動療法の指
導をするときに一緒に運動して、患者
さんとともにご自身も肩こりの解消を
やると非常にいい流れになるかと思っ
ています。
　山内　ありがとうございました。

薬物療法というよりは運動療法が一番
重要なポイントだと思います。特に、
よく肩こりがあると、首を回したり、
たたいたりということを皆さんすると
思います。それが悪いわけではないの
ですけれども、首を支えている筋肉の
多くは肩甲骨、肩から来るので、首を
支えている筋肉をより多く動かすため
には、肩甲骨を寄せる、肩を動かす運
動が非常に重要になってきます（図）。
ただ、それで日常生活が中断してしま
う場合、運動も痛みでなかなかできな
い場合は、一時的に薬の力を借りなが

ら運動をするというのは大切なことだ
と思います。
　山内　基本的には肩甲骨を寄せる運
動を主体としたものということになる
のですね。もう一つは先ほどお話があ
りましたスマホを見ている姿勢、この
改善も重要なわけでしょうね。
　遠藤　あまり前に突き出すのではな
くて、持っているスマホに逆の手で肘
を支えて、肩に与える負担をちょっと
軽くし、少し上に持ち上げて、前屈み
の姿勢をなるべく矯正するようにしな
がら、右、左と少し位置を変えてスマ
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腕を使って肩甲骨を動かす運動

骨盤を前傾させながら、
顎を引く運動
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