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腰痛の予防

　腰痛を予防するためには、腰椎にかかる負担を出来るだけ減らすことが大切です。体重の増
加も腰に負担をかけ、急に体を捻る・重いものを持ち上げるといった、日常の些細な動作が腰
痛の原因となります。慢性腰痛に悩む人は、体重を減らす・日常動作に気をつけるなど、日頃
から腰痛を防ぐ工夫を心掛けましょう。腰の筋力を鍛え、腰痛を減らすという意味でも、腰痛
体操は効果的です。

要注意の痛み

⃝激しい痛み
⃝悪化する痛み
⃝姿勢に関係なくいつも感じる痛み→安静にしても痛みが変わらない
⃝発熱を伴う痛み
⃝動作・咳・くしゃみで悪化する痛み
⃝上肢または下肢の痛みを伴う痛み
⃝神経麻痺を伴う痛み→知覚障害・筋力低下・排尿障害
⃝その他→間欠性跛行を伴う痛み

腰痛について
-（腰痛の予防法）-

腰痛を防ぐ日常生活のポイント

⃝ 同一姿勢や中腰姿勢を避け、立位での作業は、片足を 15 〜 20㎝の台に乗せて行います。
⃝ 重いものを持ち上げる時は、背筋を伸ばし、膝や股関節をよく曲げ、臀部（お尻）を落とし

てから持ち上げます。手足を伸ばし、腰だけ曲げるのはよくありません。
⃝ 高い所にある物を取る時は、踏み台などを使い、急に背筋を伸ばすこ

とは禁物です。
⃝ 寝具は柔らかい物より硬めの物を使いましょう。
⃝ 寝る時は、横を向いて膝を少し曲げます。（＝えび姿勢）仰向けでは膝

の下にクッションや、座布団などを入れ、股関節を曲げます。背中の
曲がった年配者の場合は、枕を背中に入れ頭を高くしましょう。

⃝ ヒールは 3㎝以下のものが好ましいです。
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腰痛を起こしやすいタイプ

　腰痛を起こしやすい人は、姿勢の異常や体幹・下肢の筋力バランスの不良が多く見られます。
具体的には、

⃝腰椎の前彎（腰のそり）が強くなっている
⃝腹筋の力が低下している
⃝背筋や下肢の筋肉の柔軟性が低下している
⃝腰・背中の筋力が低下し猫背気味になる

　腹筋が弱くなり、腰を伸ばす（反らす）筋肉が収縮すると、背筋・腸腰筋・大腿四頭筋・膝
屈筋が緊張します。そうすると腰椎の前

そ
彎
り

が強くなり、腰痛を起こしやすい状態になります。
逆に、農家の婦人に多くみられるのが、腰が曲がった状態です。腰を伸ばす筋力の方が弱くなり、
腰が曲がり腰痛を生じます。また、腹筋と共に、背筋の力も低下していることが多く、腰椎を
支える力が全体的に低下していきます。

腰痛体操の目的

　腰筋と腹筋を強化することは勿論、股関節の屈曲筋と伸展筋を強くし、その柔軟性を高める
ことは、腰椎の前彎カーブを正しく保つうえで非常に重要となります。

腰のための運動・ストレッチ

　無理をしないことが大前提です。急性期で炎症を起こしていたり、激痛があったり、動かな
くても痛みが増悪する場合には、運動よりも安静が第一です。また、短期間で無理な運動をし
ても効果が望めないばかりか、症状が悪化しかねません。急性期の痛みが治まってから、様子
を見て行い、次の 3 点を注意して行いましょう。

深呼吸をしながらリラックスを心掛ける

痛みを我慢しない お風呂などで温まる
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健康な状態

運動器の故障

腰痛・ひざ痛

ロコモ度１
●運動習慣のない生活
定期的に運動をしていないと
徐々に運動器がおとろえてし
まいます。

●やせすぎと肥満
やせすぎると骨や筋肉も弱く
なり、肥満は腰やひざの関節
に大きな負担がかかります。

●活動量の低下
エレベーターや自動車を使い
すぎると活動量も低下します。
自分の足で歩きましょう。

●痛みやだるさの放置
腰やひざの痛みは運動器のお
とろえのはじまり、または重篤
な病のサインかもしれません。
放置しないようにしましょう。

●スポーツのやりすぎや
　事故によるケガ
スポーツでの酷使や誤った
フォーム、思わぬケガによっ
て関節などにダメージを負う
ことがあります。

運動器の障害は、突然起こるわけではありません。
加齢による機能低下や生活習慣の積み重ねによってひそかに進行し、
症状が進行すると、やがて要介護状態になってしまいます。

「 」ロコモティブシンドローム ってなに？
健康長寿のため

に
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に⃝腸腰筋のストレッチ

脚を前後に大きく開き腰を落とす 膝を胸につける様に膝を抱え込む

⃝臀部・腰部のストレッチ

腰を捻ると同時に
顔は反対側に向ける

顔は曲げた膝と同じ方向を向く
反対の肘で膝を押さえる

⃝背筋・臀筋の運動

背中・足裏を床から
離さないようにする

⃝ハムストリング・臀部の運動

腰を捻ったり、反らしたり
しないようにする

⃝腹筋の運動

おへそを見る様に上体を起こす

⃝腰から背中のストレッチ

「大きめのタオルを丸めた物」か
「小さいバランスボール」を使う

腰の下部→腰の上部→肩甲骨
3 点を目安に位置を変える

⃝�ハムストリング（ももの裏）
のストレッチ

片膝を曲げて行う
膝裏を床に着けるイメージで

足首・爪先を掴む

⃝骨盤前傾の改善

背中・腰で床を押すようにする

⃝股関節のストレッチ

足の裏を合わせて開く

⃝ふともも・腸腰筋の運動

膝を伸ばしたまま約 45°の
高さまで上げる
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運動器疾患の予兆を
放置し重篤化

疾患による
要介護リスク上昇

要支援・要介護

ロコモティブシンドロームに該当

ロコモ度２

●外出がおっくうに…
思うように身体が動かせないと、外
出が面倒になり、友人と会ったり出
かける機会が減少してしまいます。

●運動器疾患の発症
各疾患による痛みや機能低下は
互いに関連しながら、運動器全
体の機能低下につながります。

骨

■ロコモの原因となる疾患

関節軟骨／椎間板

筋肉／神経系

骨量が低下して骨が弱くなり、骨折しやすくなります。

関節軟骨がすり減り、痛みが現れたり、曲げ伸ばしが十分できな
くなります。
加齢によって脊柱管がせまくなり、手足にしびれなどが現れます。

神経が障害されたり、周囲に炎症が起きて痛みが生じます。
加齢に伴い、筋量・筋力が低下します。

●骨 粗 鬆 症

●変形性関節症

●脊柱管狭窄症

●神 経 障 害
●サルコペニア

こ つ そ し ょ う し ょ う

せきちゅうかんきょうさくしょう

（出典）日本整形外科学会「ロコモパンフレット2015年度版」を一部改変

ロコモティブシンドローム（運動器症候群、通称「ロコモ」）は、運動器が
おとろえ、日常生活の「立つ」「歩く」などの動作が困難になる状態のこと
です。全国では、ロコモの予備群も含め約4,700万人、70歳以上では95％以
上の人が当てはまるといわれています。

ロコモティブシンドローム

いつの間にか
進行しているのね！

ロコモにならないために
ロコモ対策として必要なことは、まずは自身の運動器の状態を確認することです。
機能に問題がないか、ふだんの動作から確認してみましょう。

健康長寿のため
に
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