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県 民 の 相 談 日
体の痛み（首、肩、腰、膝、手、足等）でお悩みの方は
ぜひ専門家（柔道整復師）にご相談下さい。
随時受付ております。

※解答は、4ページにあります。
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─ 腰痛の原因と治療法 ─腰  痛 に  つ  い  て

1 骨、軟骨、靱帯、筋肉などの異常で局所の痛みを
生じます。ぎっくり腰などを除き、比較的慢性の
経過をたどることが多いです。体位を変えると、
痛みが増強したり、和らいだりするのも特徴。
ただし、骨転移により激しい腰痛（ガンにか
かったことがある人）が起こることもあります。

2 脊髄や神経が障害されて起きます。脊髄炎や脊
髄腫瘍などがあると、腰痛を起こすことがあり
ます。帯状疱疹（ヘルペス）では、背骨周辺に痛
みと発疹がみられます。（帯状疱疹ウイルスが
知覚神経節に感染して発症する）

3 内臓疾患に付随して起こります。
尿路結石、腎盂腎炎（泌尿器系）胆石、急性肝
炎、膵炎、胃炎、胃潰瘍（消化器系）など、様々
な内臓疾患でも腰痛を感じます。
女性では子宮筋腫、子宮がん、卵巣がん、子宮
内膜症、月経異常などの生殖器疾患が一因で
あることが少なくありません。

　腰痛の原因となっている病気が見つかったとき
は、その治療を行います。原因が見あたらない腰

腰痛の原因

治療法

急性 腰痛に対する治療法

痛では、まず安静にして、鎮痛をはかります。
1 薬物療法
　痛みや炎症をとる抗炎症鎮痛薬、筋肉の緊
張をとる筋弛緩薬などが用いられます。

2 理学療法
　マッサージや運動療法、温熱療法、寒冷療
法、牽引療法（骨盤牽引）などを行い、コルセッ
トで固定します。

3 その他（痛みが改善しないとき）
　関節や筋肉内に麻酔薬やステロイド剤を注
入する神経ブロックや手術など

1 安静
　急性腰痛の発症は急激で、腰痛の運動制限
が強く、ときには下肢放散痛を伴います。初期
治療の第一選択は安静です。
比較的硬いベッドか布団での数日間の臥床で、
症状は緩解してきます。これは、体動の制限及
び椎間板にかかる負荷と腰筋緊張の減少を目
的とするもので、腰椎前彎の減少を必要としま
す。具体的には、股関節と膝関節を屈曲し上半
身を起こすセミFowler姿勢を取らせると良い
です。しかし、家庭での実際的な臥床姿勢は、

物理療法

診断

問診
診察

補助診断法
腰痛

心因性・詐病・靭帯・椎間関節

脊髄・骨・股関節・内臓・椎間板

筋肉・神経根・皮膚神経
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─ 腰痛の原因と治療法 ─腰  痛 に  つ  い  て

エビの様に背中を丸め両下肢も曲げて抱え込
むような側臥位が良いです。

2 物理療法
ア）温熱療法
　温熱療法とはホットパック、超音波などを用
いて、温熱刺激を局所及び全身に与える治療法
です。

 分類
１．伝導
　ホットパック、パラフィンなど温かい物と冷
たい物が直接接触する方法

２．対流
　水治療法など温かい物質を、一定の場所か
ら別の場所に移動させて行う方法

３．放射・輻射
　超音波、極超短波など太陽の様に熱源から
直接放出され、空中などを伝わる方法

 適応
１．ギプス固定後などの拘縮
２．捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼の後療
３．筋硬結部位
４．術後の癒着・瘢痕
５．変形性関節症
６．肩関節周囲炎
 禁忌
１．急性炎症（損傷後２４～３６時間）

２．皮膚疾患・感染部位
３．腎・心疾患などによる重度の浮腫
４．悪性腫瘍（癌）のある部位
５．循環・知覚障害など
イ）寒冷療法
　寒冷療法とは、氷、冷水、などによって、寒冷
刺激を局所及び全身表面に与える治療法です。

 分類
１．伝導冷却法
　氷、冷水などで直接冷却する方法

２．蒸発伝導法
　フルオロメタンなどの揮発液を塗布・噴霧
し、気化熱で冷却する方法

３．対流冷却法
　扇風機などで冷却する方法

 適応
外傷後の処置として、浮腫・炎症などの抑制を

目的として用いられます。
１．局所の疼痛軽減
２．有痛性筋スパズムの軽減
３．中枢性神経疾患の痙性軽減
４．神経筋の反応抑制及び促通
５．褥創治療促進
 禁忌
１．循環器系疾患
２．レイノー病
３．寒冷アレルギー
４．感覚障害のある部位
５．心臓及び胸部
６．寒冷に対して拒否的なもの（特に高齢者）
　急性腰痛に対して先ずは安静が第一ですが、寒
冷療法・温熱療法等を併用する事により、鎮痛・
筋緊張緩和・血行の改善が出来、運動器疾患に常
にみられる「疼痛→循環障害→筋硬結→疼痛」の
悪循環の鎖を断ち切る事が出来ます。急性腰痛に
対して、寒冷療法・温熱療法等は有効な治療手段
の一つです。

側臥位姿勢

セミFowler姿勢

シリーズ最終回は「腰痛の予防法について」です。
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　埼玉県柔道整復師会「市民公開講座」に、ソフトバン
クフォークス監督の工藤公康氏を講師にお招きし「野球
教室」を開催した際には、良いフォームでの投球や、その
重要性をお子さん達に指導していただきました。
　今回も前号に続き「野球肘」についてお話ししたいと
思います。以前紹介したように、最初は少しの肘の痛み
から始まる障害ですのでお子さん・選手のわずかな変化
や訴えを注意深く観察して下さい。
　前回は「内側型」「外側型」があり対処法を簡単に掲
載しましたが、今回は「野球肘」にならないための投球
フォーム修正法を写真で解説していきたいと思います。

良いフォーム 「野 球 肘」②ス ポ ー ツ 障 害
良いフォームはⅢ期（写真②）アクセレレー
ションから、ボールリリースする際に肘後
面（肘頭）が、ターゲットに向きます。
（写真③）
ここからリリースしてフォロースルーへ
と移行します。　　　
この良いフォームでの投球では、肘の
内外側にはあまり負荷がかからないの
で、発育期のお子さんには、ぜひとも
修得して欲しいと思います。またこれ
らのフォームを練習することで球速が
上がり、コントロールも安定します。

悪いフォーム
悪い例ではⅢ期の写真④アクセレレー
ションからボールリリースする際に肘内
側がターゲットの向いたまま写真⑤Ⅳ
期のフォロースルーへと移行します。
このフォームで投球することにより、肘
内側部に必要以上に負荷がかかり「内
側型野球肘」が発生してしまいます。

これを続けることで更に深刻な「外側型」への障害が進
行しますので、そうならないために正しいフォーム身につ
けることが重要です。これは実際に指導している方も見
逃しがちなケースもあるようです。

もちろんこれ以外にも「野球肘」を防止するためには、下
半身リードや体幹の使い方などがありますので、次号で
紹介します。

写真② 写真③

写真④ 写真⑤

ここでは特に「肘関節」に影響のあるⅢ期～ボールリリース、そしてⅣ期を良いフォームと悪い
フォームとの違いについて説明します。
上の写真①はⅠ期「ワインドアップ」からコッキング期に入ったところです。

写真①

まず投球フォームは、

の４層に分類します。

Ⅰ期「ワインドアップ」

Ⅱ期「コッキング」

Ⅲ期「アクセレレーション」

Ⅳ期「フォロースルー」
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新型コロナウイルス感染症が流行しています！
喫煙者や糖尿病、心疾患など基礎疾患をお持ちの方は、感染症が重症
化しやすいので注意しましょう。また感染しないために、手洗いを中
心とする感染予防を心がけましょう。ただ、感染を恐れるあまり外出
を控えすぎて『生活不活発』による健康への影響が危惧されます。

ずっと家に閉じこもり、一日中
テレビを見ていたり、ぼーっとしていたり

食事もたまに抜かしてしまう・・・
誰かと話すことも少なくなった

こんな動かない毎日
気がついたら・・

フレイルが進むと、体の回復力や抵抗力が低下し、疲れやすさが改善しにくくなります。
またインフルエンザなどの感染症も重症化しやすい傾向にあります。フレイルを予防し、
抵抗力を下げないように注意が必要です。

「動かないこと（生活不活発）」により、身体
や頭の働きが低下してしまいます。歩くことや
身の回りのことなど生活動作が行いにくくなっ
たり、疲れやすくなったりし、フレイル（虚
弱）が進んでいきます。 ２週間の寝たきりに
より失う筋肉量は７年間に失われる量に匹敵す
るとも言われています！

⼀般社団法⼈⽇本⽼年医学会
The Japan Geriatrics Society © 2020 一般社団法人日本老年医学会
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● 座っている時間を減らしましょう！
その分、立ったり歩いたりする時間を増やすことも重要です。

テレビのコマーシャル中に足踏みしてみるなど身体を動かしましょう。

● 筋肉を維持しましょう！ 関節も固くならないように気を付けて
ラジオ体操のような自宅でできる運動でも、筋肉の衰え予防に役立ちます。

スクワットなど足腰の筋肉を強めるレジスタンス運動も有効です。

● 日の当たるところで散歩くらいの運動を心掛けましょう！
天気が良ければ、屋外など開放された場所で身体を動かしましょう。散歩は

お勧めです。ただし、人混みは避けましょう。

● こんな時こそ、しっかりバランス良く食べましょう！
多様性に富んだ食事を三食欠かさず食べることを意識してください。
しっかりバランスよく食べて栄養をとり、身体の調子を整えましょう。

免疫力を維持することにも役立ちます。さらに身体（特に筋肉）を作る大切な
栄養素であるたんぱく質をしっかりとることが大切です。
※食事の制限をうけている方はかかりつけ医の指示に従ってください。

● 毎食後、寝る前に歯を磨きましょう！
お口を清潔に保つことが、インフルエンザ等の感染症予防に有効です。

毎食後、寝る前の歯磨きを徹底しましょう。義歯の清掃もとても大切です。

● お口周りの筋肉を保ちましょう。おしゃべりも大切です。
お口の不活動も問題です。一日三食、しっかり噛んで食べましょう。

噛める人は意識して少し歯ごたえのある食材を選ぶことも大切です。
自粛生活で人と話す機会が減り、お口の力が衰えることも。電話も活用し、
意識して会話を増やしましょう。鼻歌を歌う、早口言葉もオススメです。

● 孤独を防ぐ！ 近くにいる者同士や電話などを利用した交流を
高齢者では人との交流はとても大切です。外出しにくい今の状況こそ、

家族や友人が互いに支え合い、意識して交流しましょう。
ちょっとした挨拶や会話も大切です。新型コロナウイルス感染症に関する

正しい最新情報の共有も、トラブルや不安の解消にもつながります。

● 買い物や生活の支援、困ったときの支え合いを
食材や生活用品の買い物、病院への移動などに困った際に、助けを呼べる

相手をあらかじめ考えておきましょう。事前に話し合っておくことが大切です。

© 2020 一般社団法人日本老年医学会
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