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はじめに 

 運動器疾患に対する運動療法は古くから行われてきた。40 年くらい前、筆者

が理学療法養成校で学んだ頃は、最大 10 回反復できる負荷（１０Repetition 

Maximum）による筋力強化法の理論により、筋力テストの肢位での単一筋の筋力

強化が一般的であった。その方法は現在でも変わってはいないだろう。しかし、

運動は一つの筋だけで行われているものではなく複数の筋群が協働して協調的

に行われている。筋力強化はこの運動連鎖を考慮した運動パターンの修正、強化

が重要である。運動器疾患に対する運動療法は単一筋の強化で終わらずに機能

的な動きを向上させる必要がある。運動の量ではなく質を改善させる運動プロ

グラムを患者の問題点に合わせて考えることが重要である。関節、筋といったハ

ードウエア―の治療だけでなく異常な運動パターンの修正を考慮した脳のソフ

トウエアーの治療を目的とした機能的運動療法が必要であり、理学療法士の専

門分野である運動療法の質を向上していかなければならない。 

マッスルインバランスと累積加重型損傷 

腰痛や、股関節、膝関節痛など運動器疼痛症候群は明らかな外傷や、腫瘍、

感染症などレッドフラッグを除けばその人の長年の姿勢や生活習慣、職業、ス

ポーツなどが特定の組織に物理的ストレスが繰り返し、または持続的にかかる

ことによる累積加重型損傷が多い。持続的または繰り返される小さな物理的ス

トレスは患者が意識しない間に徐々に組織の耐性を低下させ、ある時小さな物

理的ストレスで損傷を起こす。例えば骨盤後傾位で長時間車を運転すると腰椎

に持続的な圧縮力がかかる。この物理的ストレスは徐々に組織の耐性を低下さ

せ、運転後急に立ち上がった時など、それほど大きな負荷がかかった自覚がな

いのに腰痛が発症するといった場合などが考えられる。（図１，２、３） 

 



 

 

このような毎日繰り返される意識されない組織に対する物理的ストレスは姿勢

アライメントや異常運動パターンが原因になる。その原因を除去し、組織にか

かる物理的ストレスを一定時間リセットすることにより組織の耐性は回復す

る。（図４）１） 

 

習慣化された姿勢アライメントの異常や異常な運動パターンは特定の筋の過

剰使用を起こし過緊張傾向になる。一方、過緊張筋の拮抗筋は相反抑制の影響

を受け、弱化の傾向に陥る。このマッスルインバランスがまた姿勢アライメン

ト異常をつくりだし、正常な運動パターンを変化させるという悪循環をおこし

累積加重型損傷の原因となる。（図５） 

 痛みにある部位を治療し患者の訴えが一時的に改善したとしても原因となっ

ている異常姿勢アライメントや異常な運動パターンを改善しなければまた累積

加重型損傷は再発を起こす。 

マッスルインバランスの考え方による運動器疾患に対する理学療法の目的は

過緊張筋を抑制し，拮抗筋である弱化筋を活性化させ異常運動パターンを修正



することで組織にかかる物理的ストレスを軽減するものである。評価で得られ

た所見を基に過緊張筋の抑制や関節機能障害に対しては徒手理学療法，弱化筋

活性化や運動パターンを改善するためには運動療法を組み合わせて治療プログ

ラムを考える。また再発予防に対しては自己管理法など教育的なアプローチが

必要である。 

 

 

マッスルインバランスと関節のインバランス 

ヤンダ（Janda）らは、筋の損傷や、物理的ストレスに対する筋の反応により

筋のタイプを姿勢筋（Postural Type）と相動筋（Phasic Type）に分類している

（表１）（表２）。 ２）３） 

 
表１ 姿勢筋と相動筋（頚部・上胸部） 

 
 
 
 
 
                                          
 

  姿勢筋（Postural muscle）  相動筋（（Phasic muscle）  

 僧帽筋上部 
 肩甲挙筋 
 
 大胸筋（上部線維） 
 
 小胸筋 
 
 頚部脊柱起立筋 

   広背筋 
 
 
   僧帽筋中部・下部 
 
   菱形筋 
 
   頚部前方筋群 



表２姿勢筋と相動筋（腰部・骨盤帯） 
                                                       
 

    姿勢筋（（Postural muscle）  相動筋（（Phasic muscle）  

  腸腰筋 
 
  大腿筋膜張筋 
 
  ハムストリングス 
 
  股関節内転筋群 
 
  下腿三頭筋 
 
  脊柱起立筋 
 
  梨状筋 

  大殿筋 
 
 
 
  大腿四頭筋 
 
  中殿筋 
 
  足背屈筋群 
 
  腹筋群 

 
Robert I.Cantu,Alan J.Grodin:;MYOFASCIAL MANIPULATION Theory and Cli
nical Application、83-84,AN ASPEN PUBLICATION.1992.より翻訳引用 

 

姿勢筋は過緊張、短縮する傾向にあり、相動筋よりも筋力は強く主に多関節筋

である。これに対して相動筋は、筋力が姿勢筋に対して弱い傾向にあり、正常な

状態よりゆるんだ状態になりやすく主に単関節筋が多い。姿勢筋の過緊張は相

反抑制によりその拮抗筋を抑制し相対的に弱化を起こす。主動作筋と拮抗筋の

間でこのマッスルインバランスが起こるとストレッチング等により過緊張筋を

伸張しても、拮抗筋である弱化筋を活性化しないとまた元に戻ってしまい効果

が長続きしない。 

我々は臨床で便宜的に筋群をいろいろな名称を付け大雑把に分類しているが

これらは短縮しやすい筋と弱化しやすい筋の組み合わせを示している。筋の緊

張は脳が決めているため一方の筋の緊張が高くなると他方の筋の緊張は低下す

る傾向がある。(表 3) 

 



また関節には可動性が必要な可動性関節と安定性が必要な安定性関節があり

それらは交互に連結している，可動性関節と安定性関節は相互に影響を与える

(図６)（表４）。４）５）人の運動は硬い関節よりもより柔らかい関節で動きが起こ

りやすく 1つの関節に可動域制限が起こると他の関節で代償運動が起こる。 

過緊張筋は関節の可動性を制限し、隣接する間接の代償運動の原因になる。可

動性が必要な関節に可動域制限が起こると安定性の必要な関節に対してその安

定性を壊す結果になる。例えば，可動性が必要な股関節の動きが制限されると，

隣接する腰椎，膝関節の安定性を壊し障害の原因になる。痛みのある関節の原因

は，痛みのない隣接する可動性が必要な関節の機能障害が原因である場合があ

り，関節と関節の相互作用を考慮したアプローチが必要である。 

 

表４ 隣接する関節と関節に求められる機能 

            関節      関節に求められる機能 

 上部頚椎       可動性関節 

  下部頚椎       安定性関節 

  胸椎       可動性関節 

  肩甲胸郭関節       安定性関節 

  肩関節       可動性関節 

  腰椎・仙腸関節       安定性関節 

  股関節       可動性関節 

  膝関節       安定性関節 

  足関節       可動性関節 

  足部関節       安定性関節 

    ジョイントバイジョイントアプローチ（joint-by-joint approach）Gray Cook 



マッスルインバランスの評価 

人間の姿勢や運動は筋の張力によって影響を受けている。したがってマッス

ルインバランスの評価は、姿勢や運動パターンを評価し過緊張傾向の筋、弱化

傾向の筋を特定する。このマッスルインバランスは正常な運動パターンを異常

な運動パターンに変えてしまうため基本的運動パターンの評価を行う。 

評価においては運動の量だけでなく質を見ることが重要になってくる。以下

の手順で評価を実施し治療方針を決める。6)7)8) 

①姿勢の観察（体形や頭部、体幹、骨盤、四肢の静的アライメントを評価す

る。） 

②運動パターンテスト（基本となる運動について運動パターン質を評価する） 

③筋の長さテスト（特定の筋の緊張を評価する） 

④軟部組織の評価（軟部組織の可動性や圧痛、トリガーポイントの触診を行

う。）（表５、６、７） 

 

 

（表５）姿勢評価表(立位アライメント)          

 部 位         項   目  備考 

 頭部・頸椎 

 

 正常：頭部はニュートラルポジション、頸椎軽度前弯 

  伸展・前方・平坦 

 

 

  肩 

 

  正常：両肩のラインが第1胸椎を通る水平線のやや下 

 挙上位・下制位・前方偏位 

 

 

 肩甲骨 

 

 

 

  正常：肩甲骨内縁が脊柱と平行、正中から7.5センチ 

    第2胸椎から第7胸椎の間、30°外転、10°前傾 

 下方回旋・下制・挙上・内転・外転・前傾 

 翼状肩甲（内側縁・下角）・上方回旋 

 

 

 

 

 上腕骨 

        

        

 

  正常：肩峰に対して上腕骨頭は前方偏位１／３以下 

    中間位は手掌を体側につけ肘前面のしわが前方 

    上腕骨遠位端と近位端は垂直線上 

  前方偏位・挙上・外転・内旋・外旋・屈曲・伸展 

 

 

 

 

  胸椎 

        

  正常：わずかに後弯 

 後弯過剰・側弯・平坦・スウェイバック 

 

 

 胸骨下角 

 

  正常：７５～９０° 

 狭小・拡大 

 

 

  腰椎 

 

  正常:前弯－２０～－３０° 

 前弯過剰・平坦 

 

 



 傍脊柱筋 

 

 

 正常：腰椎棘突起外側５センチの範囲で左右膨隆部の差 

    １．２５センチ以内 

 非対称（右・左）が膨隆 

 

 

 

  骨盤 

 

  正常：上前腸棘と後上腸骨棘を結んだ線が水平線に対し  ±

１５°以内 

 前傾・後傾・側方傾斜・回旋 

 

 

 股関節 

 

 

  正常：±１０° 

    腸骨綾頂点と大転子を結ぶ線が大腿骨長軸 

 屈曲位・伸展位   ＊クレイグテスト（右 左 ）>15° 

 

 

 

 膝関節 

 

  正常：ニュートラル 

 過伸展位・屈曲位・内反・外反 

 

 

足関節・足指 

 

  正常：長軸アーチがニュートラル 

 回内足・硬直・外反母趾・槌指 

 

 

 

（表６)運動パターン評価表 (上半身）         

テスト項目                  所   見 

肩関節外転テスト 

 座位 

座位で肘関節屈曲位、肩関節90°まで外転 

正常・肩甲骨上方回旋過剰・肩甲骨挙上・体幹側屈・翼状肩甲 

頸部屈曲テスト 

 背臥位 

背臥位頸部の屈曲 

正常・下顎の突出・ふるえ・可動域減少 

腕立て伏せテスト 

 腹臥位 

下肢伸展位・四つ這い位で腕立て伏せ 

正常(外転位で安定）・翼状肩甲・肩甲骨後退・肩甲骨挙上 

腰椎前弯 

呼吸パターン 

座位または立位 

腹部＞胸部・腹部＜胸部・鎖骨の過剰挙上 

運動パターン評価表 (下半身） 

テスト項目                  所   見 

片足立ちテスト 

 

 

 

 

開眼・開眼、閉眼で３０秒まで （側方偏位は2.5cm未満） 

右：トレンデレンブルグ（－＋）逆トレンデレンブルグ（－＋） 

正常・体幹動揺・膝(内反・外反)・足関節動揺 （   ）秒可 

左：トレンデレンブルグ（－＋）逆トレンデレンブルグ（－＋） 

正常・体幹動揺・膝(内反・外反)・足関節動揺 （   ）秒可 

スクワットテスト 

 

上肢を前方に水平、両足は肩幅、大腿が水平になるまで屈曲 

腰椎：後弯・ニュートラル・前弯過剰 （骨盤後傾・前傾過剰） 



 

 

膝：内反・ニュートラル・外反 足：背屈過剰・つま先立ち 

持久力：５０回 

股関節伸展テスト 

 腹臥位 

股関節伸展 10 度～20度（ﾊﾑｽﾄﾘﾝｸﾞｽ→大殿筋→反対側起立筋→同側起

立筋） 

正常・脊柱前弯過剰・膝の屈曲・可動域減少 

股関節外転テスト 

 側臥位 

股関節屈曲、伸展 0度位で外転 45度（中殿筋→大腿筋膜張筋→腰方形

筋） 

正常・脊柱側弯・股関節屈曲・股関節外旋・可動域減少(<40） 

体幹屈曲テスト 

 背臥位 

膝関節50－60度屈曲位で肩甲骨が床から離れるまで体幹屈曲 

正常・足底が床から離れる・脊柱が後弯不十分・下顎の突出 

体幹屈曲持久力 

 背臥位 

膝関節 50－60度屈曲位で背臥位 患者の足部を固定 50回 

両手が膝蓋骨につくまで屈曲位    （      ）回 

静的背筋持久力 

 腹臥位 

上前腸骨棘がベッドの端から出る腹臥位 腕を胸に交差 4分まで 

足部を固定脊柱伸展維持 痛み、ふるえなどで中止（    )分 

（表７）筋の長さテスト          

 部 位         項   目  備考 

腸腰筋 

トーマス肢位 

方法：股関節伸展0°オーバープレシャーをかけると伸展10° 

  右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

 

大腿直筋 

トーマス肢位 

方法：膝関節屈曲90°オーバープレッシャーをかけると屈曲 12

5° 

 右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張  

 

 

大腿筋膜張筋 

トーマス肢位 

方法：股関節は伸展0°で15°～20°内転（上前腸骨棘が動き出

したらとめる） 

  右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

 

 内転筋 

 背臥位    

 

  二関節筋 

（ハムストリング

ス） 

 

方法：股関節は伸展0°で40°～45°外転 （上前腸骨棘が動き

出したら止める） 

  右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

  方法：上記の位置から膝を屈曲 可動域が増えれば 

    二関節筋の短縮 

 右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

 

 

 

 

 

ハムストリングス 

 背臥位    

方法：検査側股関節を伸展挙上（非検査側膝関節伸展位で80°屈

曲位で90°）（上前腸骨棘が動き出したら止める） 

 右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

 



 梨状筋 

  背臥位 

方法：股関節屈曲60°以下で長軸方向に圧迫を加え股関節内転内

旋 

 右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

 

下腿三頭筋 

  背臥位 

 

方法:足関節軽度回外位で背屈 0度 

 膝関節屈曲で可動域が増大すれば腓腹筋の短縮 

 右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

 

 

胸腰部伸筋群 

  座位 

方法：スランプ姿勢で膝と額の間が30センチ以下 

  右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

 

斜角筋 

 背臥位 

方法：頚部を側屈し固定。第 1 肋骨の部分に手を置き下方に軽く

圧迫し end-feelをみる 

 右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

僧帽筋上部線維 

 背臥位 

 

方法：頭部を屈曲 反対側に側屈 同側に回旋し肩甲骨を下制し

end-feelをみる 

 右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

 

 

肩甲挙筋 

 背臥位 

 

方法：頭部を屈曲 反対側に側屈、回旋し肩甲骨を下制しend-fe

elをみる 

 右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

 

 

大胸筋 

  背臥位 

 

 

方法：肋骨部 外転 150度外旋 10度～15度で水平外転 

胸骨部 肩関節 90度外転、外旋 30度、肘屈曲 90度で水平外転 

鎖骨部と小胸筋 肩関節 60度外転位で水平外転 

それぞれ可動域最終で圧を加え end feelをみる 

 右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

 

 

 

小胸筋 

背臥位 

方法：烏口突起の高さを左右比較する。烏口突起の部分を腹側か

ら背側へ圧を加え end-feelをみる。 

 右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

広背筋 

  背臥位 

 

方法：膝屈曲位 腰椎をニュートラルポジションで上肢を挙上 

腰椎が前彎したところで止める 

 右：正常 短縮 過緊張 左：正常 短縮 過緊張 

 

 

 

 

マッスルインバランスの治療 

評価により問題となる過緊張筋，弱化筋，異常運動パターンの所見を基に治療

プログラムを検討する。それぞれの問題点について対応を考える（図７）。過緊

張筋にトリガーポイントがあれば等尺性収縮後弛緩法9)PIR（Post Isometric 

Relaxation），筋の短縮があれば軟部組織モビライゼーションやストレッチング

等を実施し，関節可動域制限に対しては関節モビライゼーションも重要な治療



になる。能動的な治療として弱化筋に対しては筋の活性化エクササイズ・段階k

的筋力強化エクササイズ，運動パターンや動作パターンの異常に対しては運動

パターン・動作パターン修正のための運動療法を考える。10) 

運動器疾患の治療は徒手理学療法や物理療法などの受動的治療が中心になっ

てはいけない。能動的な治療すなわち運動療法と再発予防のために自己管理法

を組み合わせた治療プログラムが重要である。 

 
 

機能的運動療法の手順と目的 

 治療は最初に痛みがなくできるだけ左右差のない自動運動可動域を獲得する

ことを目的とする。痛みのある運動は基本的には治療として行うべきではない。

痛みを軽減させるには医師の処置や徒手理学療法・物理療法を実施する。可動域

制限の原因となっている過緊張筋に対しては可動性改善エクササイズを行う。

患者にとってその時点での最適な可動域を目的とし過矯正は行わない。 

他動的な治療で一時的に関節可動域が改善したとしても日常生活で患者が使わ

ない可動域はまた元に戻ることを多く経験する。改善した他動的関節可動域を

患者がコントロールできる自動運動可動域として使えるように運動療法を併用

することが必要である。 

次に正しい運動パターンを再教育するために弱化筋の活性化エクササイズ、

体幹の安定化エクササイズおよび運動パターン修正エクササイズをと進め、正

しい運動パターンが獲得せれれば弱化筋を対象として段階的筋力強化エクササ



イズを処方する。運動の質が重要であり異常な運動パターンに負荷をかけるよ

うな筋力強化は行うべきではない。筋トレではなく脳トレが重要であり正しい

運動パターンは繰り返し練習する必要がある。患者の教育とセルフエクササイ

ズの指導が不可欠である。 

 治療は最終的には日常生活またはスポーツ活動で頻回に行われる異常な動作

パターンを修正し、正しいパターンが無意識下でコントロールできるように反

復練習する必要がある。また組織にかかる物理的ストレスによる累積荷重損傷

をリセットするためのセルフエクササイズや自己管理法の指導が必要である。

（表８） 

以下に機能的運動療法の内容について簡単に記載する。 

１）可動性改善エクササイズと徒手理学療法  

  ①過緊張筋の抑制 

   ・中枢抑制テクニック（相反抑制、協働筋抑制）  

   ・等尺性収縮後リラクゼーション 9)（Post Isometric Relaxation）  

  ②軟部組織モビライゼーション 3) 

   ・筋の遊び運動（muscle play） 

   ・筋膜間リリース 

   ・筋膜リリース  

  ③動的ストレッチング 

   自動運動を利用した動的ストレッチング  

  ④関節モビライゼーション  

２）弱化筋の活性化エクササイズ  

  主に弱化筋である単関節筋に対して収縮の促通 

３）安定化エクササイズ 1) 

  ・腹圧トレーニング IAP（Inter Abdominal Presser）  

  ・安定化エクササイズ 

４）運動パターンの修正エクササイズ  

  単関節筋を意識した関節運動のコントロール 

５）段階的筋力強化エクササイズ  

  弱化筋に対して自重を負荷とした段階的なエクササイズ 

６）動作パターン修正エクササイズ  

  スクワット、ランジ、歩行などにおける異常動作パターンの修正 

７）自己管理法  

  姿勢矯正法、自己ストレッチ、自己牽引法、生活環境の調整など 



 

機能的運動療法の実際 

 機能的運動療法について日常よく見られる異常姿勢である頭部前方姿勢

（Forward Head Posture）に伴う機能障害(図８）について治療プログラムの例

を提示する。 

 この異常姿勢をヤンダ（Janda）は上位交差症候群（upper crossed syndrome) 

と呼んでいる。2)キー（Key）は肩交差症候群（shoulder crossed syndrome)11）

と呼んでおり、頭頸部や肩甲帯、上肢に以下にあげる多くの問題を起こす原因と

なる。 



 

１．頭部前方姿勢の問題点 12)13) 

１）後頭下筋群の短縮や過緊張は、大・小後頭神経の絞扼を起こし、頭痛の原因

に なる。また深部頸部屈筋群は、相反抑制により弱化傾向になる。  

２）後頭下関節は伸展位で固定され、屈曲が困難になる。下部頸椎は屈曲する。  

３）中部頸椎は可動域過剰(hypermobility)を起こしやすい。  

４）下部頸椎は椎間関節の圧迫を起こし可動域制限(hypomobility)を起こしや

すい。  

５）顎関節は開く傾向にあるので、口呼吸のパターンになる。咬筋、側頭筋の緊

張 を生み出し、歯ぎしりや顎関節症の原因になる。また嚥下を妨げることもあ

る。  

６）胸椎は後弯、肩甲骨は外転し、前胸部は短縮の傾向になる。それにより横隔

膜 呼吸を阻害し、呼吸補助筋の活動が過剰となる。  

７）呼吸補助筋の過活動により第１肋骨は挙上し、胸郭出口症候群の原因になる。  

８）肩甲骨は大胸筋、小胸筋が過緊張となり、外転傾向（ラウンドショルダー）

となり、肩関節のインピンジメントや関節可動域制限の原因になる。  

９）胸椎の後弯は骨盤を後傾させ脊柱起立筋を抑制する。（屈曲弛緩現象）この

ため腰椎の前弯は減少し腹部内圧の低下とともに腰椎に対する物理的ストレス

に対する耐性を低下させる。 

１０）頭部前方姿勢でのデスクワークは重力による脊柱の耐性を低下させ運動

器疼痛症候群の原因になるため患者の教育が重要になる。 

２．過緊張筋と弱化筋  

１）過緊張筋：  

後頭下筋群、側頭筋、咬筋、斜角筋、胸鎖乳突筋、肩甲挙筋、僧帽筋上部、  



大胸筋、小胸筋  

２）弱化筋：  

深部頸部屈筋群、僧帽筋中部・下部、大・小菱形筋、下部脊柱起立筋、横隔膜  

３．異常運動パターン 

１）頸部屈曲テストでの下顎の前突 

２）体幹屈曲テストでの下顎の前突 

４．異常動作パターン 

１）上肢挙上時の下顎の前突 

２）スクワット、歩行時の下顎の前突 

３）デスクワークでの胸椎後弯、下顎の前突等 

５．機能的運動療法プログラム 

 評価により患者に応じたプログラムを立てる必要があるがここでは基本的な

ものについて述べる。 

１）可動性改善エクササイズと徒手理学療法  

  頭部前方姿勢により後頭下筋群の過緊張が持続するとこれらの筋群に適合

性短縮を起こし上位頸椎（C0-C1-C2）の可動域制限を呈する。 

後頭下筋群の過緊張を抑制するために深部頸部屈筋群の等尺性収縮による相反

抑制を利用したエクササイズを行う。8)（図９） 

後頭下筋群にトリガーポイントや圧痛がある場合 PIR、軟部組織モビライゼーシ

ョンも併用する。 

 頭部前方姿勢は胸椎後弯傾向になり胸椎の伸展制限が起こりやすいため胸椎

の伸展モビライゼーションも必要な場合がある。 

 

 



２）弱化筋の活性化エクササイズ 8) 

  深部頸部屈筋群の再教育を行う。頸椎をニュートラルに保ち顎引き運動を

行うが胸鎖乳突筋が過剰に働かないように練習する。（図１０） 

 
 

３）安定化エクササイズ 1)8) 

 体幹の不安定が見られる場合には、腹圧トレーニング IAP（Inter Abdominal 

Presser） および安定化エクササイズを行う。 

４）運動パターンの修正エクササイズ 8) 

  頸部屈曲テストや体幹屈曲テストのような簡単な運動から深部頸部屈筋群

の活動を意識し正しいパターンで行えるように練習する。（図１１、１２）負荷

が強すぎて正しくできない場合はスリング等器具の利用や徒手的な介助で負荷

を軽減させ行う。筋トレではなくパターン練習なので正しいフォームで繰り返

し行うようにする。 

 



 

５）段階的筋力強化エクササイズ 8)14)  

  運動パターンが良好であれば段階的筋力強化の手順により徐々に負荷を増

やしたエクササイズを行うが運動パターン崩れるような負荷はかけないように

注意する。（図１３、１４、１５、１６） 

  

 



 

６）動作パターン修正エクササイズ 5)10)15) 

 動作は患者にとって日常生活やスポーツ場面で毎日繰り返される基本的な動

作をエクササイズとして取り入れる。（寝返り動作、起き上がり動作、上肢の挙

上やリーチ、スクワット、前方ランジ、側方ランジ、歩行、ランニング等 

（図１７，１８，１９） 

エクササイズは定型的なものでなく患者に合わせて道具や環境づくりなど理学

療法士のアイデアが必要でありどんどん発展させていくことができる。 

 

７）自己管理法  

  姿勢矯正法 16)、自己ストレッチ、自己牽引法、生活環境の調整などを指導

する。（図２０） 

図20は姿勢矯正法の一例である。頭部前方姿勢、胸椎後弯、骨盤後傾をリセ

ットすることにより組織にかかる物理的ストレスを軽減させ障害を予防するた

めに行う。デスクワークの合間に取り入れるように指導する。 

 

 



おわりに 

 運動療法は機能障害のある患者に対して医行為として行われる理学療法士の

専門分野である。トレーナーや運動指導士とは違い医学的な根拠に基づき行わ

れなければならない。医学の進歩とともに運動療法も変化していかなければな

らないが古典的筋力強化法が主流のように感じられる。もちろん基本は大切で

あるが筋トレから脳トレという流れの中で多彩な方法論を身に着けていく必要

がある。今回はマッスルインバランスの理学療法の視点で運動療法の組み立て

を整理し機能の向上を重要視した機能的運動療法として紹介した。 
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