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運動している人のケガが多い？

今現在、私は整形外科クリニックで8～9年程度働いて
います。忙しい年には年間3万件以上の患者さんを対
応してきました。
特に最近は、まれにみる健康ブームで6割以上の方が
健康のために何か対策をとる時代になっています。
私の病院では運動歴を必ず聞くのですが、ヨガをして
いる方はかなり多いです。



リハビリ・ヨガは必要か？

ヒトには元来、身体を正常に保つ機能

ホメオスタシス（生体恒常性）
が備わっています。
この機能が働かなくなったときにヒトは死ぬと思います。
これが細胞の再生能力の限界（寿命）ですね。



あえて言うならば必要である

では、なぜ病院から患者が、ヨガスタジオから生徒さん
がいなくならないのでしょうか？
ヨガスタジオでは少し目的が違うかもしれませんが、病
院から患者がいなくならないのは生体恒常性がうまく
働く環境にないからでしょう。
我々セラピストは日々、患者さんの生体恒常性がうまく
働くような環境に身体を近づけることを目的としている。



目的

手段
ここでのケガが非常に多い



ヨガの構成要素

ヨガの構成要素
●呼吸法：様々な呼吸法を用い、
自律神経をコントロール
●ポーズ：様々なポーズをとり、身
体機能の向上を図る
●瞑想法：内観することで自分の
身体・心の状態を把握する

私見！！！
自分の状態を感じながら
有酸素運動をしましょう



有酸素運動でケガ？

昔、何かの講義で～ingであれば有酸素運動。と習った記憶
があります。
Walking Swimming Jogging、、、etc.

有酸素運動の目的は何でしょうか？
酸素をエネルギーにして血流を巡らせることで代謝アップ
脂肪の燃焼を起こすことでダイエット
呼吸を続けながら行うことで心肺機能の向上、、、。



酸素を使い体内の糖質・脂質をエネルギー源とする、筋肉へ
の負荷が比較的軽い運動。

負荷の比較的軽い（運動強度の小さい）運動は、筋肉を動か
すエネルギーとして血糖や脂肪が酸素と一緒に使われること
からエアロビクス（有酸素性運動）と呼ばれます。一方、短距
離走のように短時間で強い負荷がかかる（運動強度の大き
い）運動の場合は、筋肉を動かすエネルギー源として酸素が
使われないため無酸素性運動と呼ばれます。（厚生労働省）



筋肉内の血流は最大筋力の５０％で遮断され、

最大筋力の３０％程度の負荷であると、筋内血流量を

維持しながら筋肥大が期待できるとの報告があります。



負荷を決めるのは、運動をする自分自身です。
または、指導を行う先生や指導者になります。
ヒトの体力や筋肉の状態は十人十色であり、それぞれ違いま
す。また、個人に関しても日々状態は変化し、まったく同じ状
態だという日はほとんどありません。
そのため、自分自身で運動を行う場合はやはり内観が必要
であり、自分自身の今日の状態を知っておく必要があります。
また、指導者の立場になれば、運動中に対象者の状態を見
極め、無理をしていそうであれば軽減法に変更したり、休憩
させたりといった工夫が必要です。



●息が上がらない（隣の人と楽におしゃべりができる）

●筋肉痛が起こらない

●運動中に疲れを感じない

●運動後に疲労感を感じない（逆に軽くなる）

●汗をダラダラ・ぽたぽたかかない

●運動を継続したい



大事なのは見栄をはらないこと。
今の自分自身の状態をしっかり
と確認し、それを認めること。

大事なことは楽をすること。
「テゲテゲ」がキーワード！！！



私たちの身体は様々な感覚を統合して動いています。
図のような身の周りの情報に加え、
自分の関節はどこか、
筋肉の状態はどうか、
などの身体全体の状態を
確認したうえで行動を
決定し、さらにその行動に
どれくらいの筋力を使うか
決定しています。



通常の場合
様々な受容器⇒脳⇒行動の決定⇒筋肉（行動）

感覚が鈍った状態の場合
様々な受容器⇒脳（間違ったみなし情報）

行動の決定⇒筋肉（間違った認識下での行動）

皆さんも経験があるのでは？



ヒトの皮膚、関節、筋肉
には前述したように様々
な受容器があります。

それらが適切に働くた
めには適切な栄養状態
であることが重要です。



それでは、受容器やそ
の他細胞にとって適切
な栄養状態とはどのよう
な状態なのか？

簡単に言えば、その組
織への血流量が保たれ
ている状態のことです。



では、逆に組織に適切
な血流量が保たれない
状態とはどのような状態
でしょうか？

私たちに対処できること
だけでいえば周囲の軟
部組織（筋肉など）が緊
張している状態です。



右図のように筋肉
内を通り、血管は
各組織を循環して
います。
筋血流量を保つた
めには筋肉が常に
柔らかい状態であ
る必要があります。



さて、皆さんの筋肉は硬くなっているのか、緊張
しているだけなのか？少し確かめてみましょうか。



筋肉の緊張状態が引き起
こすのは感覚低下だけで
はありません。

筋肉というのはゴムのよう
な性質を持っています。
伸びれば伸びるだけ力が
出せると思ってください。



また、筋力・柔軟性の低下は痛みの直接の原因にもなりま
す。最近、巷をにぎわせている筋膜のお話です。



さらに、筋肉の働きは身体を動かすだけでなく、関節の支
えとしても働いています。
例えば、代表的な整形外科的疾患でいえば変形性関節症



Spine Dynamics療法では身体に起こることすべてが順応
反応であると捉えています。
例えば膝の変形であれば、変形には理由があります。
筋肉の弱体化⇒関節の支え無し⇒骨で支えるしかなくなる
⇒変形の完成
といった具合です。
起こっている痛み、疾患はすべてが結果であり、結果には
すべて原因がある。火のない所に煙は立たぬ。



変形性関節症は退行変性疾患と呼ばれ、進行が始まって
しまうと元に戻ることはなく、病状としては徐々に進んでいく
と考えられています。
なので、リハビリとしては筋力をつけることでこれ以上の進
行を抑制し、痛みの出現や関節可動域維持を進めること。
私も変形性関節症患者にはそのように説明していました。
しかし、最近になって現在診ている患者さんに変化が、、、。





ここでリハビリすることで何が変化

したのかご紹介します。

この結果は、患者さん自身が3年近く頑張って

減量し、筋力を上げたという結果です。













痛みが出てしまう人の背骨は？





なぜ、背骨はまっすぐに？



交感神経



TH1～12：肋間神経支配

• 内外肋間筋

• 肋下筋

• 胸横筋

• 腰方形筋

• 腹直筋

• 内外腹斜筋

• 腹横筋

• 錐体筋

• 肋骨挙筋

• 上下後鋸筋

ETC．．．



TH１～L3：脊髄神経後枝支配

• 腸肋筋

• 最長筋

• 棘筋

• 半棘筋

• 多裂筋

• 回旋筋

• 棘間筋

• 横突間筋

ETC．．．





それでは、
二人一組で背中を殴りあいましょう。

お隣同士で背中を上から叩いてみてください

自分の硬い部分が分かりましたか？

次に、その部分をお隣同士で
摩ってみましょう



第３法則 （作用反作用の法則）

Fa Fb =＋ 0
力の発揮
（筋力）

力の吸収
（柔軟性）

＝



第３法則 （作用反作用の法則）

Fa Fb =＋ 0
力の発揮
（筋力）

力の吸収
（柔軟性）

＝



健常人％MVとWBI
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慢性疼痛患者％MVとWBI

y = 1.755x - 56.866

R2 = 0.3421
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（嵩下敏文ら、2007）



慢性疼痛群

（嵩下敏文ら、2007）

健常群
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背骨・体幹の重要性、、、
何となく分かりました？
眠たくなってないですか？



ここからは皆さんで体感します
まずは、硬い場所のチェック！



①長座体前屈

②四つ這い体幹回旋

③股関節内旋テスト

④ウィングテスト

⑤肩伸展可動域

⑥広背筋テスト



①長座体前屈

②四つ這い体幹回旋

胸椎全体の可動域が大きいほど、体幹全
体の屈曲可動域と回旋可動域が大きい。



①股関節屈曲90度、膝関節伸展位をとる。

②膝を曲げずに額を膝に近づける。

③額と膝の距離を計測。



①四つ這い姿勢にて腰椎後弯・骨盤後傾位をとる。

②大結髪肢位にて体幹回旋を行う。

③床と平行な線に対する上腕骨の角度を計測。



①股関節内旋テスト

②ウィングテスト

腰椎の可動性が大きいほど、股関節～下部
体幹の回旋可動域が大きく、また股関節内旋
可動域も広い。



①背臥位にて股関節外転30度、膝関節屈曲90度をとる。

②骨盤の代償（浮きあがり）を押さえた状態で膝関節を

反対側の膝に近づける。

③左右の膝の距離を計測。



①背臥位にて両手バンザイ、股関節膝関節屈曲90度をとる。

②肩甲帯の代償を押さえた状態で、股関節内転方向へ体幹

を回旋させて膝を床に近づける。

③膝と床の距離を計測。



①立位・座位での肩伸展可動域

②広背筋テスト

③ウィングテスト

仙骨の可動性が大きいほど、肩関節に関
与する筋群の柔軟性、股関節～下部体幹
の回旋可動性が大きい。



①後ろで手を組む。

②額を膝の間において肩伸展を行う。

③床と平行な線に対する上腕骨の角度を計測。



①両肘を体幹の前で合わせる。

②肘を離さずに肩関節挙上を行う。

③床への垂直線に対する上腕骨の角度を計測。



時間余ってますか？？？
そろそろ身体を動かしてみましょう
大切なのは「テゲテゲ」ですよ？




