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はじめに

　神経診察は，とっつきにくい，難しい，時間がかかるなどネガティブなイメージが

つきまとう。また，神経診察が必要となる疾患は，多岐にわたり，神経診察に対する

苦手意識をさらに増長させている。それでも，実際の臨床の現場では，手根管症候群

のような絞扼性神経障害，頸椎神経根症や頸髄症，脳血管障害，めまい，パーキンソ

ン病，ベル麻痺，認知症などの common disease を確実に診察する能力が，一般臨

床医に求められる。否応無しに，神経診察を避けて通ることができない。

　神経診察を学ぶために，多くの優れた書籍が出版されているが，網羅的に記載され

ている成書を熟読する時間は，忙しい一般臨床医にとっては，なかなか取れないのが

現実である。

　この本では，臨床の現場で遭遇する common disease，24 症例を取り上げている。

簡単な病歴を基に，想定される疾患に対して行うべき診察や診断に有用な所見が何か

を，設問を解きながら考える形式になっている。解説には，設問に取り上げた診察所

見の概要を述べ，解答にはその診察や所見がなぜこの症例で有用なのかを記載してい

る。また，設問のテーマが，例えば「錐体外路」であれば，正解以外の解答を読むこ

とで，「錐体外路」の一般的診察方法も学べるように構成している。この本は症例ベー

スの設問形式であるため，病歴と設問からどう症例にアプローチすべきか，自分で考

えるワンステップが入ることで，成書を通読するより，実践の現場をシミュレーショ

ンすることができ，知識の定着にも効率がよい。また，現場でいかに優先順位を考え，

診察していくかも学べるはずである。

　この本では，末梢神経，脊髄，脳神経，運動系，髄膜徴候・高次機能の順で疾患を

呈示しているため，目次を利用することで，順番に設問に答えるだけでなく，必要な

疾患，神経診察をターゲットして検索することができるようになっている。

　また，最後に得点表があり，設問の自己採点をすることができ，点数評価から自己

の神経診察の知識力の位置づけも知ることができる。

　初期研修医を含む多くの医師に，この本が，忙しい臨床の現場で効率のよい神経診

察を実践するきっかけとなれば幸いである。

　平成 29 年 3 月

 塩尻 俊明　
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1　朝，手がしびれる 

　45歳，女性。
　右手指のしびれで来院。2カ月前から右手指のしびれを徐々に自覚するようになる。
しびれは，びりびりする感じで，朝起きた時に強く，こわばり感もある。手首を振る
と楽になる。最近は右手で湯のみがつかめなくなってきた。

 　　 この症例を診断するために，最も行うべき神経診察はどれか？

1．母指内転筋の筋力
2．長母指外転筋の筋力
3．短母指外転筋の筋力
4．小指外転筋の筋力

 　　 この症例で認められる正しい所見はどれか？

1．右手手背にもしびれが広がっている
2．第 4指に感覚障害の境界がある
3．手首より上位にはしびれは広がらない
4．手掌全体にもしびれがある

物をつかむのに，母指をどのように使うか？　単神経障害による
感覚障害は境界が明瞭である。ヒント

Q1

Q2

3
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解 説

　40 歳代女性で，夜中，早朝に強く 1），こわばりがあり，しびれが手を振ることで

軽減する Flick sign がある。「右手で湯のみがつかめない」は，母指の屈曲はできる

が母指の対立ができないため，親指と人差し指で「○」がつくれず（図 1），半円になっ

てしまうためである。これを Perfect O sign と呼び，手根管症候群で認められる。手

根管症候群は，40 歳〜 60 歳代の女性で手首に負荷がかかる職業に多い傾向がある。

夜間，早朝にしびれが生じる理由は，就寝中手関節が屈曲位に長時間おかれるととも

に，睡眠中の体温調節のため手の血流が増え，むくみが生じることによるとされてい

る。手根管症候が両手に起こる場合もあり，その際は原因として，単に手首に負荷が

かかるだけでなく，基礎疾患として甲状腺機能低下症，糖尿病，妊娠，アミロイドー

シスなどを鑑別に挙げる必要がある。

解 答

 　　 この症例を診断するために，最も行うべき神経診察はどれか？

1．母指内転筋の筋力 ………………………………………………………………×

尺骨神経支配の筋肉である。母指を含めた手指を伸展させ，母指と示指の
間で紙を挟んでもらい，紙が抜けるかどうかで筋力を調べる（図 2a）。

2．長母指外転筋の筋力 ……………………………………………………………×

橈骨神経支配の筋肉である。じゃんけんの「パー」のように手を開き，背
屈した状態で，親指を外転させて筋力を調べる（図 2b）。

3．短母指外転筋の筋力 ……………………………………………………………　

短母指外転筋は，正中神経支配筋であるため，この短母指外転筋のみの筋
力低下，もしくは萎縮を認めた場合は，正中神経の障害と考えて良い。短
母指外転筋の筋力低下の手根管症候群に対する－ LRは 0.5 より，この筋
の筋力低下がなければ手根管症候群の可能性は低くなると考えられる 2）。
図 2cに示すように，手指のすべてを伸展した状態にし，手首を掌屈，背

図 1　Perfect O sign

A1
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屈せず中間位を保ったまま，親指を垂直に立ててもらい，自分の顔の方向
に力を入れてもらう。検者はその力に抵抗するように力を入れ，筋力を調
べる。

4．小指外転筋の筋力 ………………………………………………………………×

尺骨神経支配の筋肉である。手首を伸展した状態で，中間位のまま小指を
外転させる（図 2d）。

図 2　母指内転筋，長母指外転筋，短母指外転筋，小指外転筋の筋力のみかた

a：母指内転筋の筋力．b：長母指外転筋の筋力．c：短母指外転筋の筋力．母指を垂直に立て，患者の顔の方向に
力を入れる．d：小指外転筋の筋力．小指を外転させる．
➡が検者の力の方向で，⇨が患者の力の方向を示す。

手首を背屈してじ
ゃんけんの「パー」
のように開く

b

母指と示指を伸展
した状態ではさむ

a

c d
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 　　 この症例で認められる正しい所見はどれか？

1．右手手背にもしびれが広がっている …………………………………………×

正中神経障害では，手背でDIP より近位には感覚障害は生じないため，手
根管症候群では手背にしびれが及ぶことはない（図 3）。

2．第 4 指に感覚障害の境界がある ………………………………………………　
他覚的感覚障害として，図 3に示すような正中神経の感覚支配から，母指
から環指橈側半分の感覚障害が手根管症候群の特徴で ring-finger-splitting
と言われている。C6，C7 の神経根障害では，図 4のように手根管症候群
と似た感覚障害を示すが，手背にしびれがあり，ring-finger-splitting は通
常はない。

3．手首より上位にはしびれは広がらない ………………………………………×

手根管症候群の 1/3 では，しびれが前腕に及ぶことがある。
4．手掌全体にもしびれがある ……………………………………………………×

図 5のように手掌内の感覚障害がない（図 5a）。この領域は正中神経掌側
皮枝とされ，正中神経の分枝ではあるが，手根管より近位で分岐するため
とされる（図 5b）。

A2

図 3　手根管症候群の感覚障害

手掌内に感覚
障害がない

環指に境
界がある

手背は感覚障害
がない
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　手根管症候群の診断では，短母指外転筋の筋力低下の有無が有用であるが，徒
手筋力テストで行うには少し慣れが必要であるが，マスターしてしまえば非常に
簡単にできる。
　正中神経と尺骨神経の境界が第 4指にあることは押さえておくと，しびれの
診療のスピードアップが図れる。

文献
1）Szabo RM:The value of diagnostic testing in carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Am 1999; 24: 

704-714.
2）D'Arcy CA: The rational clinical examination. Does this patient have carpal tunnel syndrome?. 

JAMA 2000; 283: 3110-3117.

6 は C6，7 は C7 神経根支配域を示す．

図 4　C6，C7 の神経根障害

図 5　手根管症候群では手掌内の感覚は保たれる

手掌内の感覚は保たれる

手根管より
近位で分岐

正中神経
掌側皮枝

a b

ポイント
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Supplement 1 表在感覚の診かた

痛覚：クリップの先か，アルコール綿のパックの角を使って行えば，特別な道
具を使用せず可能である。異常が疑える部位と対照部位を比較する際，患者に
異常の感じ方を「どちらが弱いか」という聞き方をすると，患者は一生懸命弱
い側をどちらであろうと考え，無理にでも「こちらが弱い」と答えてしまうこ
とがある。二つの部位の差を聞く時は，「感じ方は同じか」と聞いたほうが，
正確に評価できることが多い。また，感覚障害の境界を検査する場合は，図１
のように鈍麻している側から正常部位に向けて刺激を加えていくと，境界が同
定しやすい。

触覚：末梢神経障害では，痛覚のみで触覚を省略してもよいが，脊髄を含めた
中枢病変を疑う際は，触覚と痛覚が解離する場合があり，触覚の診察が必要と
なる場合がある。図２のように捻ったティッシュペーパーで皮膚を軽くなぞる
ようにして診察する。

感覚鈍麻
の領域

図 1

図 2

a b
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2　手から水がもれる 

　55歳，男性。
　右手指のしびれで来院。仕事は大工，夕方になると右小指がびりびりするしびれが
増悪することを自覚した。肘を屈曲しているとしびれは増強し，洗顔時に右手の平か
ら水がもれるようになり外来受診。

 　　 この疾患で見られる所見はどれか？

1．Phalen 徴候
2．Tinel 様徴候
3．Fromant 徴候
4．示指過伸展テスト

 　　 この症例で予測される感覚障害の分布はどれか？

1．①の領域
2．②の領域
3．③の領域
4．④の領域

Q1

Q2

① ② ③ ④

肘での圧迫が増悪因子であり，手の平から水がもれるのは，手指
の内転障害である。
また，小指のしびれでは，環指での尺側と橈側の境界に着目すべ
き。

ヒント

9
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解 説

　50 歳代で，大工でノコギリ作業は日常的に行っている背景があり，洗顔時の右手

から水がこぼれることから，第 2 〜 5 指の内転障害が示唆される。第 2 〜 5 指を内

転する運動は尺骨神経支配である。尺骨神経支配である母指内転筋障害のため，母指

を含めた手指を伸展させ，母指と示指の間で紙を挟んでもらい，紙が抜けるかどうか

で筋力を調べると簡単に抜けてしまう。また，肘を屈曲してしびれが増強する点は肘

屈曲テストが陽性を意味し，右小指の感覚障害より肘部管での尺骨神経障害と考えら

れる。

　肘部管での尺骨神経障害による感覚障害は，C8 神経根障害の感覚支配域に似てい

るが，掌側の小指と環指尺側の感覚障害，背側では上記 2 指の背側から手背尺側

1/3 の感覚低下を認める。また，前腕中枢側の感覚障害は手関節皮線より 6cm を超

えない。

解 答

 　　 この疾患で見られる所見はどれか？

1．Phalen 徴候 ……………………………………………………………………×

手首を 1分間 90 度に屈曲させたまま我慢してもらうと第 1指から第 4指
のしびれが増強した場合陽性とされ，手根管症候群に対して＋ LRは 1.3，
－ LRは 0.7 程度（図 1）。

2．Tinel 様徴候 ……………………………………………………………………×

手首の掌側中央部付近を検者の指先やハンマーで叩打すると第 1指から第
4指にびりびりした感覚が誘発された場合陽性とされているが，手根管症
候群に対して＋ LRは 1.4，－ LRは 0.8 程度（図 2）。

A1

図 1　Phalen 徴候

両手首を 90 度に屈曲して手背どうしを合わせる．
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3．Fromant 徴候 …………………………………………………………………　

母指・示指で紙を強くつまんだ時に，尺骨神経障害があると母指内転筋の
筋力低下のため，紙を強く挟めないため，代償的に正中神経支配の長母指
屈筋が働くため，図 3のように母指指節間関節が屈曲する 2）。

4．示指過伸展テスト ………………………………………………………………×

前腕回外位で示指を強く過伸展して痛みが生じるかを診るテストで，正中
神経を牽引するテストであり（図 4），手根管症候群における正中神経障
害で認められる。

手首の掌側中央部の付近
をハンマーで叩く。

第 1～第 4指にビリビリした
感覚が誘発されたら陽性。

図 2　Tinel 様徴候

屈曲して
いる

図 3　Fromant 徴候

図 4　示指過伸展テスト

2　手から水がもれる 11

1_末梢神経_2_手から水がもれる.indd   11 17/04/20   14:46



 　　 この症例で予測される感覚障害の分布はどれか？

1．①の領域 …………………………………………………………………………　
尺側の障害ではあるが，環指の橈側と尺側に感覚の差異があり，前腕の中
枢側の感覚障害が手関節皮線より 6cm以内である点から尺骨神経障害が
示唆される感覚障害の分布である（図 5）。

2．②の領域 …………………………………………………………………………×
尺側の障害で，自覚的には小指に一番しびれを自覚していても，環指まで
しびれが及んでおり，環指での橈側と尺側の感覚の差異がない。また前腕
の中枢側の感覚障害が手関節皮線より 6cm以上中枢側に広がっている点
から，C8神経根症の障害による感覚障害の分布である（図 6）。

A2

図 5　①の領域

6cm

図 6　②の領域

6cm
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3．③の領域 …………………………………………………………………………×

環指での橈側と尺側の感覚の差異がなく，手指全指に感覚障害が及んでい
ることから，末梢神経の障害ではなく，複数の神経根領域の障害が示唆さ
れる。C4-5 の脊髄症で見られる分布である（図 7）。

4．④の領域 …………………………………………………………………………×

環指での橈側と尺側の感覚の差異がなく，母指を含まない尺側の 2〜 4指
に感覚障害が及んでいることから，末梢神経の障害ではなく，複数の神経
根領域の障害が示唆される。C5-6 の脊髄症で見られる分布である（図 8）。

　尺骨神経障害では，環指の尺側と橈側で感覚障害の解離があり，第 2〜 5指
の内転障害によるフロマン徴候，母指内転筋障害を認める。

文献
1）D'Arcy CA: The rational clinical examination. Does this patient have carpal tunnel syndrome?. 

JAMA 2000; 283: 3110-3117.
2）Elhassan B: Entrapment neuropathy of the ulnar nerve. J Am Acad Orthop Surg. 2007; 15: 672-

681.

図 7　③の領域 図 8　④の領域

ポイント
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Supplement 2 感覚障害マップ

138 　　4章　神経性調節（神経系）

❶　脳神経を介する反射
　ⅰ）眼瞼反射：眼

がん

瞼
けん

反
はん

射
しゃ

とは，強い光が目に急に入った時や物体が急に眼前に迫った時，
まぶたを閉じる反射である．視神経の情報が中脳から橋に伝わり，顔面神経核の運動ニュー
ロンの興奮により眼

がん

輪
りん

筋
きん

が収縮する．
　ⅱ）角膜反射：角膜反射とは，角膜を刺激すると眼瞼を閉じる反射である．角膜の知覚を
三叉神経（眼神経）が感知し，三叉神経脊髄路核（延髄）から顔面神経核（橋）に至り，眼
輪筋を収縮させ，まぶたを閉じる．
　ⅲ）対光反射：対光反射とは，急に光が目に入ると瞳孔が縮

しゅく

瞳
どう

する反射である．光情報は
視神経から中脳の視

し

蓋
がい

前
ぜん

域
いき

・動眼神経副核を経て，動眼神経の副交感として毛様体神経節を
介して瞳孔括約筋に至る．
　ⅳ）輻輳反射：輻

ふく

輳
そう

反
はん

射
しゃ

とは，左右の内側直筋が共同して収縮することにより，正中前方
にある1点をみることができる反射である．動眼神経による．
　ⅴ）咽頭反射：咽頭反射とは，舌圧子で咽頭後壁を触ると咽頭後壁や口蓋弓が挙がる反射
である．舌咽神経や迷走神経の知覚枝が感覚を延髄孤束核に伝え，延髄疑核を介して咽頭や
口
こう

蓋
がい

弓
きゅう

の運動を起こす．

■ 図 4-67　デルマトームと皮神経

眼神経（V1）
下顎神経（V3）
上顎神経（V2）
大耳介神経
頸横神経

胸神経前皮枝

橈骨神経

尺骨神経
正中神経

腸骨下腹神経
陰部大腿神経
腸骨鼠径神経
閉鎖神経

浅腓骨神経

深腓骨神経

大後頭神経
小後頭神経
大耳介神経
頸神経後枝

胸神経後枝

後前腕皮神経

腸骨下腹神経
腰神経後枝
仙骨神経後枝
後大腿皮神経

伏在神経
外側足底神経

内側足底神経

C2
C3
C4

C5

C6

T1

C7
C8

T2
T3
T4
T5T6
T7
T8

T9
T10
T11
T12

T2T3T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

L1

L2

L3

L4

L5

S1
S1

鎖骨上神経

腋窩神経
胸神経外側皮枝
後上腕皮神経
内側上腕皮神経

外側前腕皮神経
内側前腕皮神経

外側大腿皮神経
大腿神経

外側腓腹皮神経

伏在神経

腓腹神経

C2

C3
C4

C5

C6

C7

C8

L1
L2

L3

L4

L4L5

S1

S3

S2

S5S4

デルマトーム皮神経デルマトーム
ひ しんけい

がんしんけい

か がくしんけい

じょうがくしんけい

だい じ かいしんけい

けいおうしんけい

だいこうとうしんけい

だい じ かいしんけい

さ こつじょうしんけい

きょうしんけいぜん ひ し

えき か しんけい

きょうしんけいがいそく ひ し

こうじょうわん ひ しんけい

ないそくじょうわん ひ しんけい

がいそくぜんわん ひ しんけい

ないそくぜんわん ひ しんけい

とうこつしんけい

しゃくこつしんけい

せいちゅうしんけい

ちょうこつ か ふくしんけい ちょうこつ か ふくしんけい

ようしんけいこう し

せんこつしんけいこう し

こうだいたい ひ しんけい

がいそくだいたい ひ しんけい

だいたいしんけい

がいそく ひ ふく ひ しんけい

ふくざいしんけい

せん ひ こつしんけい

ひ ふくしんけい

ふくざいしんけい

がいそくそくていしんけい

しん ひ こつしんけい ないそくそくていしんけい

いん ぶ だいたいしんけい

ちょうこつ そ けいしんけい

へい さ しんけい

こうぜんわん ひしんけい

きょうしんけいこう し

けいしんけいこう し

しょうこうとうしんけい

 （木山博資，遠山正彌（編）：人体の解剖生理学 第 2 版．2016，金芳堂，p138 より転載）

感覚障害の領域を同定したら，どの神経支配なのかを確かめた上で感覚障害
マップを用意しておくとよい。
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