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前回の内容

•オステオパシーの原理
•徒手療法の歴史
•バリアの概念
•モビリゼーションとは
•スタビライゼーションとは

Andrew Taylor Still, MD 

(1828 – 1917)

Hippocratic bench

IFOMPT

Crossed syndrome
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今回のテーマ

•徒手療法のエビデンス
•腰痛評価のアルゴリズム
•バリアの概念の復習
•脊柱と仙腸関節のHypomobilityとHypermobility
•脊柱と仙腸関節のStabilization
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徒手療法のエビデンス
• PEDro(Physical Evidence Database)から徒手療法に関する
論文を検索し，2001年以降の論文を検討した．

• エビデンスがあるものは５４件（次ページ表参照）
• エビデンスなし，あるいは低いものは７２件
• エビデンスのあるもののうち，モビライゼーションなどの徒手
療法と運動療法との組み合わせが５４件中１５件と約２８％を
占めていた．

• 徒手療法としては，Mulligan conceptや運動併用モビライゼー
ション(MWM)に関するがもの多かった．

藤縄理ら：徒手的アプローチのエビデンス，理学療法,vol27,No3,p.401-406,2010
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藤縄理ら：徒手的アプローチのエビデンス，
理学療法,vol27,No3,p.401-406,2010
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徒手療法のエビデンス
• まだまだエビデンスレベルの高い報告が少なく，根拠不明か，
根拠が無いという報告の方が多いのが現状

• 頚部痛や腰痛のガイドラインについては，非特異的なものまで
ひとまとめにされている点に注意

• 実際の臨床では，対象者の機能障害(dynfunciton)は多種多様
であり，医学的診断が同じであっても，機能評価を臨床推論
(clinical reasoning)に基づいて系統的に行い，個々の機能障害
に対して適切な治療法を選択し実施することが必要である．
（症例研究，症例シリーズ研究をきちんと行い，評価基準を作
らなければならい）

藤縄理ら：徒手的アプローチのエビデンス，理学療法,vol27,No3,p.401-406,2010
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腰痛の原因別割合

• 非特異的腰痛とは，「画像診断などで痛みの原因を特定できない」もの
• 英国急性腰痛管理クリニカルガイドライン，慢性非特異的腰痛管理ヨーロピアンガイ
ドライン，より

• 我が国では，特異的腰痛にぎっくり腰やヘルニアも特異的腰痛と捉える考え方が多い

9% 5% 1%

85%

辷り症，狭窄症，圧迫骨折など
椎間板ヘルニア
腫瘍など
非特異的腰痛

非特異的腰痛

（ぎっくり腰，強直性脊椎炎，中心性
ヘルニア，腰椎分離症，腰椎分離すべ
り症，腰椎変性辷り症，腰椎椎間板
症，腰椎不安定症などが含まれる）

川上俊文ら：腰痛学級（第５版），医学書院，2011
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徒手療法の臨床

診断名に沿ったリハビリテーションを行うよ
りも、機能障害や症状の出現の仕方に応じた
リハビリテーションを提供するのが実際
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病気の連続性
The disease continuum

Stressor
ストレス因子

Adaptability
適応能力

症状あり：symptomatic

無症状：asymptomaticメカニカル
退行変性
過用・誤用
転倒

情緒的 など
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病気を治す

病気を治すとは，
     健康状態を高めることである
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医学的診断に基づいた腰痛
腰部周囲の外傷 腰部周囲の障害・その他
腰椎椎間関節捻挫
仙腸関節捻挫
腰部筋挫傷
腰椎圧迫骨折
横突起骨折
椎間板ヘルニア
など

腰椎周囲の障害
変形性脊椎症
強直性脊椎炎
側弯症
腰椎分離症
腰椎辷り症
椎間板ヘルニア
脊柱管狭窄症
いわゆる腰痛症
 （筋・筋膜性疼痛症候群）など

その他
ぎっくり腰
悪性腫瘍の転移
後縦靱帯骨化症
二分脊椎
など

※代表的な腰部周囲の外傷・障害

川口浩太郎ら：腰痛のスポーツ外傷・障害再発予防への理学療法の取り組み，理学療法,vol.26,No.3,p.392-399,2009
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一般的な評価
• 個人情報

診断名，医学的所見（画像所見，血液データなど）
既往歴，家族歴，社会背景など

• 病歴
発症，経過，増悪要因，寛解要因，治療歴

• 所見
視診（姿勢・動作分析），触診，神経学的検査，運動検査（自
動／他動／抵抗），関節の遊びの検査，筋長検査，
トリガーポイントの有無，スペシャルテスト，症状誘発テスト
など
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腰痛評価のアルゴリズム
腰痛の下肢痛を伴う

神経根症
筋筋膜性疼痛症候群
可動域制限による機能障害
過可動性による機能障害

筋筋膜性疼痛症候群（関連痛）
可動域制限による機能障害
過可動性による機能障害

可動域制限による機能障害
（主に関節機能障害）
過可動性による機能障害
（主に不安定性）

神経根症状

手術療法
各種物理療法
筋筋膜性症候群に対する治療
モビライゼーション
スタビライゼーションEx

各種物理療法
筋筋膜性症候群に対する治療
モビライゼーション
スタビライゼーションEx

各種物理療法
モビライゼーション
スタビライゼーションEx

＋ ‒

＋ ‒

川口浩太郎ら：腰痛のスポーツ外傷・障害再発予防への理学療法の取り組み，理学療法,vol.26,No.3,p.392-399,2009
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その他の腰痛評価のアルゴリズム

伊藤俊一ら：非特異的腰痛における臨床推論とディシジョンメイキング，理学療法,vol28,No11,p.1339-1349,2011
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神経学的検査
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Referred painとRadicular pain

• Referred pain（関連痛）
皮膚分節に由来する部位や胚分節に
由来する部位は，脊髄で同じ領域に
収束し，同じ二次ニューロンへシナ
プス結合して上行し，大脳皮質へ達
する．その際，脳の誤認によって痛
みの原因から離れた場所で知覚す
る．
（心疾患→肩痛，アイスクリーム→
頭痛など）

• Radicular pain（神経根痛）
神経根支配領域に生じる．（痛み・しびれ・異常感覚・筋力低下・感覚低下・
腱反射減弱など）
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関連痛パターン（坐骨神経痛様症状）

• 坐骨神経痛
‣ 神経の走行に沿った痛み・しびれ

• 坐骨神経痛様症状の特徴
‣ 皮膚分節に合わない
‣ 神経学的所見を伴わないことが多い
‣ 同一肢位を保持することにより症状が強く
なる

‣ 引き金点の圧迫により症状の再現ができる

関連痛出現部位

引き金点(trigger point)

川口浩太郎ら：腰痛のスポーツ外傷・障害再発予防への理学療法の取り組み，理学療法,vol.26,No.3,p.392-399,2009

20



中殿筋 (Lambago muscle)
腰痛症状を起こし易い

Travell, Simons：Myofascial pain and dysfunction, The trigger point manual,vol.2,LWW,1993
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小殿筋 (Pseudo sciatica)
坐骨神経痛様症状を起こし易い

Travell, Simons：Myofascial pain and dysfunction, The trigger point manual,vol.2,LWW,1993
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触診上の注意点

Travell, Simons：Myofascial pain and dysfunction, The trigger point manual,vol.2,LWW,1993
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トリガーポイント・マッサージ

Deep stroking massage，ischemic pressure, TrP pressure release, 
tennis ball approach，contraction and release, Shiatzu など

Travell, Simons：Myofascial pain and dysfunction, The trigger point manual,vol.1, 2nd ed, LWW,1999
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実技

• トリガーポイントの探索（関連痛パターンの観察）
• トリガーポイント・マッサージの実施
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脊柱と仙腸関節の
HypomobilityとHypermobility
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NEUTRAL

受動的可動域
靱帯による抵抗など

解剖学的バリア

FINAL LIMIT OF ACTION

弾力的バリア

生理学的バリア

NORMAL MOTION

PASSIVE RANGE

LIMIT OF PASSIVE MOTION

PARAPHYSIOLOGIC SPACE

27

ACTIVE RANGE

DYSFUNCTIONによる
MAJOR MOITON LOSS

NEUTRAL

解剖学的バリア

MOTION
LOSS

制限的バリア

生理学的バリア

受動的可動域

ABNORMAL MOTION
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解剖学的
バリア

解剖学的
バリア

各種のMOTION BARRIERS

生
理
的
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

病
的
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

RANGE OF MOTION

RE
SI
ST
AN
CE
 T
O 
M
OT
IO
N

FR
AC
TU
RE
, D
IS
LO
CA
TI
ON

NORMAL

HYPERMOBILITY

曲線はさまざまに変化する

EASEBIND EASEBIND

SPASMS

HYPERTONUS

FIBROSIS

EDEMA

29

30

Plastic deformation

30

Ball in Bowl model
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1. Motion barrier：

収縮性組織（筋）のコンディション不良によるもの．筋緊張亢進，スパ
ズム，適合性短縮，粘弾性低下，痛み，などによりROMが減少する．

2. Collagen barrier：

コラーゲン線維（靭帯・腱・関節包）の変化（短縮）によって生じる．
正常なtissue stretchのend feelに近いが，ROMが減少している．

3. Neurodynamic barrier：

神経組織の変化によって生じる．神経痛や知覚異常を伴う．

病的（制限的）バリア

David J Magee et al：Scientific foundation and principles of practice in musculoskeletal rehabilitation, 
saunders, 388-413, 200

ストレッチング，マッスルエナジーテクニックなど

軟部組織・関節モビライゼーションなど

神経モビライゼーションなど
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ストレッチングのメカニズム

• Ia （相反抑制）
• Ib（ゴルジ腱器官）(static stretch）
•Ⅱ（筋紡錘）
•最大収縮後の弛緩（PIR, Hold relax）
•α-γ連関（MET）
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錘外筋線維
錘内筋線維

ゴルジ腱器官

α－γ連関が作用しながらの自動収縮
抵抗に応じて錘内筋線維も錘外筋線維も両方とも収縮する、そして
筋紡錘が興奮し、Ⅰa線維を介して筋収縮を補強している。
負荷が非常に強い場合、ゴルジ腱器官は興奮して筋収縮を抑制す
る。

脳からのαとγ
ニューロンへの活動
電位

ストレッチングのメカニズム
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錘外筋のみの収縮
α運動線維に対する中枢性の興奮は錘外筋線維のみを収縮させ、同
時に錘内筋線維を弛緩させる（脱負荷状態）。これは筋紡錘が興奮
しないためである。これは理論的な話であって、実際の自動収縮で
は前述のα－γ連関の働きが含まれる。

錘外筋線維
錘内筋線維

ゴルジ腱器官

介在ニューロン

脳からのα
ニューロンへ
の活動電位

ストレッチングのメカニズム
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Plastic flow (Creep)→

←Elastic Deformation

ヒステリシス(hysteresis)履歴現象

Soft tissue mobilization
Spring & Dashpot model
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ストレッチング

• Muscle tone
• Crimp
• Elastic deformation
• Creep (Plastic flow)
• Tissue relaxation
• Plastic deformation --> Tissue damage
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歩行
Walking

•跛行はないか？
•左右非対称性はないか？
•アームスイングは非対称ではないか？
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姿勢評価
Posture Assessment
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姿勢評価
Posture Assessment

•矢状面の観察において、外耳孔、肩
峰、大転子、膝関節裂隙、足関節の前
方が一直線に繋がる

•背面からの観察において、側彎、肩甲
骨や骨盤の非対称性がないか
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立位体幹屈曲テスト
Standing forward bending test

指先が床に着くか？側彎はないか？腰痛はないか？
→ハムストリングスの短縮、骨盤の関節機能障害

41

立位側屈テスト
Standing sidebending test

• 側屈の量が等しいか、C字状のカーブを描くか？
→segmental dysfunctionの有無
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Passive Accessory Inter Vertebral Motions : PAIVMs

椎間関節の可動性の検査
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Passive Accessory Inter Vertebral Motions : PAIVMs
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Flexion

And 

Extension
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Maitland’s 5 Grades of oscillatory mobilization

pathological range of motion

anatomical 
barrier

I
II

III

IV V

* passive oscillatory movement: 2~3 Hz
pathological 

barrier

運動開始域での小さい振幅

制限域まで達しない大きい振幅（鎮痛効果）

制限域まで達する大きい振幅

制限域まで達する小さい振幅 いわゆるスラスト

Joint Mobilization
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X線所見 側面像

47

伸展位 屈曲位
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腰椎椎間関節の可動域制限に対するテクニック
（マッスルエナジー，モビライゼーション，スラスト）
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SI jtのmobilityの確認
Positional traction

H. Duane Saunders: Evaluation, Prevention and Treatment of Musculoskeletal Disorders, 1993

仙腸関節の動きを触診する
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SI jtの可動性の検査
（モビライゼーション）
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実技

•腰椎の関節運動のチェック(PAIVMs)
•腰椎椎間関節のモビライゼーション(PA glide)
•positional tractionによるSI joint mobilityの触診
•SI jtのモビライゼーション
•Functional Exerciseの体験
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脊柱と仙腸関節のInstability

HypermobilityHypermobility

Instability
End rangeあるいはNZが拡大し，
motor controlが得られていない状態

Laxity
可動域は亢進しているが，
motor controlが得られている
（general laxityなど）
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3 of stabilizing system

The spinal stabilizing system was conceptualized by Panjabi MM to consist 
of 3 subsystem, in 1992.

-Panjabi MM, The spinal stabilizing system part1&2, J spinal Disor, 1992

active subsystem
(spinal muscles: 
as a actuator)

passive subsystem
(spinal column: 
as a transducer)

neural subsystem
(neural control)
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Local stabilizers

腹横筋，多裂筋，内腹斜筋，骨盤底筋群，横隔膜，大腰筋の一部がLocal stabilizerに含まれる．
脊椎の分節的安定化に貢献する（腹腔内圧が高まる）

Panjabi MM, Clinical spinal instability and low back pain, Journal of Electromyography and Kinesiology 13 (2003) 371‒379

55

Abdominal following
腹横筋のコントロール

脊柱と骨盤をニュートラルな位置におき，息
を止めず，お臍を後方へ引き込むように力を入
れる．指示の仕方には様々なものがある．

腹横筋の脊柱をコントロールする作用は以外と小さ
い。しかし作用は小さいながらも、もっとも効果的
な筋であると言われている。なぜなら、腹横筋が腹
圧(IAP)・仙腸関節・骨盤腰椎の安定化に作用する主
動作筋であるからである。

Richardson, Hodges: 腰痛に対するモーターコントロールアプローチ，医学書院
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超音波診断装置を用いた
側腹筋肥厚計測

Rest Abdominla Following
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腰椎不安定症の診断

The clinical tests of the functional instability
✓passive accessory intervertebral motion test (PAIVMs)
✓quadrant test
(the intertester reliability of these signs appears to be satisfactory)

- C, Demoulin et al: Lumber functional instability: a critical appraisal of the literature, ANNRMP 50(2007) 677-684

The signs of the functional instability
✓支持なしで座ることが困難
✓BracingによりLBPが減少する
✓立位前屈テストにて、
✓戻ってくるときに有痛弧painfu arc
✓ Gower’s sing or thigh climbing
✓ instability catch（急な加速や減速）
✓ lumbopelvic rhythmの逆転（戻ってくる時にまず腰椎伸展し、
骨盤・股関節が伸展してくる
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The control unit

LBP患者の各動作におけるswaybackの出現
-N.N. Byl, P.L. Sinnott, Variations in balance and body sway in middle-aged adults: 
Subjects with healthy backs compared with subjects with low-back dysfunction, 

Spine 16 (1991) 325‒330.
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Motor control training
by Vladimir Janda 

Normal young adultの場合，
閉眼・腕組みで３０秒以上が
正常範囲とされる
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Motor control training

座位で骨盤をニュートラル
にし，股関節を屈曲する．
その時に体幹がsway back
したり，動揺しないように
行う．

61

仙腸関節の安定性
仙腸靭帯・仙棘靭帯・仙結節
靭帯により250Nの安定化力を
得ることができる．
体重50kgの方だと，500Nの
剪断力がSI jtにかかるため，
残りの250Nを筋の安定化力に
よって得なければならない．

ここで，最も効果的にSI jtを
安定化させるのが，腹横筋と
骨盤底筋と言われている．
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仙腸関節の安定性

腹横筋による力(Fo)と硬い骨間・背側仙腸靭帯による力(Fi)
が作用すると，仙腸関節を圧迫する力(Fj)が生まれる．

５：前仙腸靭帯
６：骨間仙腸靭帯
７：後仙腸靭帯

Snijders：Biomechanical modeling of sacroiliac joint stability in different postures, Spine, vol.9, 419-432, 1995
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Neutral Pelvis

骨盤がニュートラルな状態では，
pelvic tilt angle=7-15°となるのが正常．
あるいは，PSISの高さがASISより
１横指高くなるのが正常．

SI jtの機能障害により，
骨盤・腰椎のアライメント不良や殿筋群
の抑制，歩行障害に繋がることがある．

David J Magee：Orthopedic physical assessment 4th ed, saunders, 567-605, 2002
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姿勢症候群
• Williamの屈曲プロトコールはその有益性の証明がない
（McKenzie)
• 筋力増強は、姿勢には何の影響もない
• 自主的に正しい姿勢をとることこそが唯一の姿勢矯正
の方法である
• 必要な唯一の治療は、姿勢矯正と再教育と予防の指導
• 問題は正しい姿勢をとるという患者の自覚である
• 治療：座位姿勢、立位姿勢の矯正
‣ 座位で屈曲→伸展を繰り返す
‣ 立位、臥位での姿勢矯正
‣ 腰椎ロールの利用
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Paris concept
Stanley V Paris
President, University of St. Augustine, 1966, moved to St. 
Augustine 1991
IFOMT創設の中心的人物

•脊柱の機能異常の主たる原因は椎間関節の機能異常にある
•脊柱において動きが制限された分節の上下は動きが過剰になる
　(NewZealand Medical Journal, 1963)
•痛みよりも機能不全を治療対象とする
•治療目的を正常な関節運動学的機能の回復とする
•構成運動と関節の遊びの回復
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hypermobilityとhypomobility
2005/11/22 2007/10/04 2010/3/24

hypoな分節の上あるいは下の分節はhyperになり易い
67

stabilization exercise
Navel Pull (Abdominal following)　Bracingとは異なる．
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stabilization exercise
Elbow toe
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stabilization exercise
Side bridge
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stabilization exercise
One leg bridge
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stabilization exercise
squatting

Abdominal followingを
保持したまま行う．
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stabilization exercise
one leg squatting
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stabilization exercise
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stabilization exercise
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Mobilizationが先か？
Stabilization exerciseが先か？

Vladimir Janda VS Shirley Sahrmann
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Principles in treatment of muscle imbalance

A. Janda
  1. Sensorimotor balance training
  2. Stretch before strengthning
  3. Reeducate movement pattern preventing 

undesirable overactivation or substitution patterns
    a. A normally facilitatory input can have an inhibitory 

effect (Headley)
  4. Quality of movement more important than quantity
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B. Sahrmann
  1. Do not stretch first
    a. Most effective and safest way of correcting a tight 
muscle is by working the antagonist that is too long in 
a shortened range

  2. Muscles that are too long develop their maximal force 
in a stretch position and test weak in the standard 
muscle test position (stretch weakness)

   a. application to the passive length tension curve
   b. must develop tension at the appropriate point in the 
range and restore normal physiological resting length

Principles in treatment of muscle imbalance
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Functional exercise
Trunk rotation

① スタートポジション ③ 右回旋② 左回旋

Draw inした状態で，脊柱のニュートラルを保ちながら，体幹回旋を行う
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Functional exercise
Pelvic tilt（Draw inした状態で行いましょう）

前傾 後傾
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実技

•Abdominal following
•Sway backの観察
•Stabilization exercise
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まとめ

•徒手療法と運動療法の組み合わせにより，機能障害の改善
が期待出来る（さらなるエビデンスが求められる）

•腰痛患者の診かたとして，種々のアルゴリズムが参考になる
•モビライゼーションとスタビライゼーションの基本を示した
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皆様ご清聴ありがとうございまいした。
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