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腰痛予防エクササイズ ①
　～職場で簡単にできるストレッチング～第7章

 1  ストレッチングについて

（1）ストレッチングとは
ストレッチング（stretching）とは「伸ばす、伸びる」などを意味する行為であり、現在、スポーツ、

医療などの現場において実践されています。日本ではストレッチ（stretch：他動詞）という表現が多く
用いられていますが、正しくは「ストレッチング（stretching：名詞形）」となり、実際にストレッチン
グの概念が急速に広がったとされる1970年代後半から1980年代に出版された本には「ストレッチング」
と表記されています。
ストレッチングは、筋肉を伸ばした状態で静止する「静的なストレッチング」と、反動や動きを伴う「動

的なストレッチング」等に分けられます。一般的に「ストレッチング」といえば、静的なストレッチング
のことであり、この章においても、静的なストレッチングを指します。静的なストレッチングは筋肉への
負担が少なく、安全性が高いために推奨されています。

（2）ストレッチングの効果
職場における腰痛予防対策は、本テキストの第4章で述べられているように、「作業管理」、「作業環境管

理」、「健康管理」の3管理に基づき行われることが望ましく、これらに基づき、近年は多くの事業所で福
祉機器・補助具の導入や作業計画の策定が進んでいます。しかし、仕事の進捗状況や事業所の事情、また、
訪問介護の場合は訪問先の事情等により、福祉機器が未導入であったり補助具が十分に活用出来なかった
りする場合は身体への負担が増加し、その結果腰痛が引き起こされやすくなります。このような場合には、
作業管理、作業環境管理などとともに、身体を動かすことにより、腰や背中、脚の筋肉をケアすることで、
筋肉の強化や柔軟性を向上させ、腰痛を予防することが必要になります。
では、なぜ特にストレッチングを推奨するのかですが、腰痛は、腰部やその周囲の筋肉が緊張すること

によって引き起こされます。これを予防するためには、腰部や背中、脚の筋肉の状態を良好に保つことが
大切です。具体的には、筋肉の柔軟性を保つこと、筋肉の血流量を増やすこと、気持ちをリラックスさせ
筋緊張を低下させることが必要となります。これらを向上させる方法としてストレッチングは非常に効果
的であり、また、安全面からも、特に優れていると考えられます。
ストレッチングの効果については、研究論文や書籍などでさまざまなものが紹介されており、次のとお

りまとめることができます。

・疲労回復
筋肉の血流量が増加することで、筋肉内の疲労物質が排除され、酸素などの供給がスムーズに行われ

ます。

・けがの予防
筋肉の柔軟性が増すことで、筋肉そのものが効率よく収縮と弛緩を繰り返すことができます。また、

関節の可動域が広がるために可動域に余裕が生まれ動きがスムーズになり、肉離れや腱鞘炎などの予防
につながります。

・リラクセーション
筋疲労が緩和され、筋興奮を抑えることができ、気持ちをリラックスさせることができます。

（3）いつストレッチングを行うのか？（工夫と実施）
ストレッチングはいつでも手軽に行うことのできる運動です。やり方（ポーズ）を工夫するだけで、自

宅、職場のそれぞれで同様の効果があるストレッチングを行うことができます。例えば、太ももの前の部
分（大腿四頭筋）をストレッチングする場合、以下の図7-1-1と図7-1-2はやり方（ポーズ）は異なりま
すが、同様の効果を得ることができます。
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 図7-1-1 図7-1-2

このようにストレッチングはさまざまな場面で行うことができますが、その手軽さから、この章におい
ては主に職場で作業の合間に行うことを前提として、いろいろなパターンを紹介します。工夫して実施し
てみましょう。
実施するタイミングについては、筋肉に張りや凝りなどの違和感を感じたときや気分転換をしたいとき

に行いましょう。また、積極的に筋肉を良い状態に維持するために、筋肉に違和感がなくとも、休憩時間
や作業の合間などに行いましょう。つまり「できるときに行う」ことが大切です。筋肉の張りや凝りは週
末や月末にまとめてではなく、その日のうちに解消する「当日決算主義」でいきましょう。
さらに、より効果を得るためには定期的に行うことも大切です。また、自宅で実施する場合には、入浴

後など体が温まっているときに行ったり、リラックスしやすい就寝前に行ったりすることもよいでしょう。

 2  ストレッチングの実際

（1）ストレッチングのポイント
1の（1）で述べたように、この章では、筋肉への負担が少なく安全に筋疲労回復、柔軟性、リラクセー

ションを高められる静的ストレッチングを紹介します。静的ストレッチングは、一定のポーズでゆっくり
とからだを伸ばし続けるストレッチングです。反動やはずみはつけずに、伸ばしたい筋肉を呼吸を止めず
にゆっくりと伸ばしていきます。また、伸ばしたい筋肉が「今、伸びている！」と意識しながら伸ばすこ
とが重要です。最も筋肉が伸びた状態で、20秒から30秒ほど静止します。強い痛みを感じたり、筋肉が
震えてしまうほど伸ばすことは控えましょう。
ポイントは次のとおりです

・息を止めずに、ゆっくりと吐きながら伸ばしていく
・反動・はずみはつけない
・伸ばす筋肉を意識する
・張りを感じるが痛みのない程度まで伸ばす（心地よい痛みであれば可）
・20秒から30秒伸ばし続ける（まずは30秒から始める）
・筋肉を戻すときにはゆっくりとじわじわ戻っていることを意識する
・1度のストレッチングで1回から3回ほど伸ばす
・週に２～３回行う
腰痛などにより筋肉が痛むときの実施についてですが、急性期の痛みの場合は伸ばすことを控えて下さ

い。回復期の痛みの場合は伸ばしても良いと考えられますが、いずれの場合についても、医師と相談する
ようにしましょう。

（2）ストレッチングの実際
ここでは、就業時間内で、作業の合間に行うことのできるストレッチングを紹介します。そのため、「床、

地面に横にならない」、「作業空間、机、椅子などを活用する」などの工夫をしています。あくまでも一例
のため、自分の職場により適した方法を考えて実施してみましょう。

職場で作業の合間に 自宅でゆっくり
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また、各自で実施するだけではなく、ストレッチングの方法やその効果について事業所内で周知したり、
ストレッチングを利用したレクリエーションを行ったりするなど、実施しやすい環境・雰囲気づくりも大
切です。

①　廊下、フロアなどで行うストレッチング
介護施設には手すり、テーブル、椅子、受付カウンターなどがあります。それらをストレッチングの

補助道具として利用します。

a　手すり、椅子などを利用した大腿前面（太ももの前側）のストレッチング
 　

 

20～30秒間姿勢を維持し、左右それぞれ1～3回伸ばします

図7-2-1

ｂ　手すり、椅子などを利用した下腿後面（ふくらはぎ）のストレッチング

20～30秒間姿勢を維持し、左右それぞれ1～3回伸ばします

図7-2-2

　 

ｃ　手すり、壁を利用した体側のストレッチング ｄ　手すり、壁を利用した大腿外側部（太ももの
外側）・臀部（お尻）・腹部のストレッチング

20～30秒間姿勢を維持し、左右それぞれ1～3回伸ばします

図7-2-3

壁に背を向けて立ち、上体を壁に向けひねります
20～30秒間姿勢を維持し、左右それぞれ1～3回伸ばします

図7-2-4
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ｅ　手すり、机などを利用した上半身のストレッチング

20～30秒間姿勢を維持し、1～3回伸ばします

図7-2-5

ｈ　廊下で行う大腿内側（太ももの内側）のストレッチング

②　事務作業スペースでのストレッチング
事務作業を行う事務所には、机、ロッカー、

椅子などがあります。それらをストレッチング
の補助道具として利用します。なお、最近はキ
ャスター付きの椅子や腰を下ろす部分が回転す
る椅子が多く利用されていますが、これらの椅
子は転倒の危険がありますので、利用を控えま
しょう（図7-2-9）。

ｆ　手すりを利用した背中のストレッチング ｇ　廊下やその他のスペースで行う大腿後面
（太ももの後ろ側）のストレッチング

20～30秒間姿勢を維持し、1～3回伸ばします

図7-2-6

20～30秒間姿勢を維持し、1～3回伸ばします

図7-2-8

20～30秒間姿勢を維持し、1～3回伸ばします

図7-2-7

図7-2-9
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なお、実施する際は、“KY（危険予知）”を行い、安全であることを確認しましょう。

ｂ　椅子を利用した大腿前面（太ももの前側）、臀部（お尻）のストレッチング

20～30秒間姿勢を維持し、左右それぞれ1～3回伸ばします

図7-2-11

ｃ　事務機材を利用した下腿後面（ふくらはぎ）のストレッチング

20～30秒間姿勢を維持し、左右それぞれ1～3回伸ばします

図7-2-12

ａ　事務機材を利用した大腿前面（太ももの前側）のストレッチング

20～30秒間姿勢を維持し、左右それぞれ1～3回伸ばします

図7-2-10
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ｄ　事務機材を利用した上半身のストレッチング

20～30秒間姿勢を維持し、1～3回伸ばします

図7-2-13

ｅ　階段を利用したストレッチング

　A：大腿前面（太もも前側）、臀部（お尻）のストレッチング
　B：大腿後面（太もも後ろ側）のストレッチング

20～30秒間姿勢を維持し、左右それぞれ1～3回伸ばします

図7-2-14

A B
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腰痛予防エクササイズ ②
　～セルフチェックとからだづくり～第8章

 1  エクササイズ・セルフチェックの種類

腰痛を予防するためのからだづくりや、腰痛がある場合に症状を緩和するためのエクササイズは、大きく
次の4つに分類されます。
・土台となる骨格の矯正を目的としたエクササイズ
・筋肉の柔軟性を高め、筋肉の緊張をとることを目的としたエクササイズ（リラクセーション・ストレッ
チング）

・筋肉の弛緩を目的としたエクササイズ
・筋肉の衰えを防ぎ、筋力を維持することを目的としたエクササイズ

これらのエクササイズを効果的かつ効率的に実践するためには、まず自分のからだをチェックし、ウィー
クポイントを知り、その部分について重点的に実施することが重要です。
チェックをするポイントは、次の3つです。

（1）からだのゆがみ
ここでは、先天性に椎骨の形態に異常があり曲がっている脊柱側弯症といった症状ではなく、日常生活

のくせや生活スタイルによって生じる姿勢の崩れを指します。
長年の生活により、骨格がゆがみ、筋肉とのバランスを崩すと、腰に負担がかかります。自分の骨格の

ゆがみ具合を知り、正しい姿勢に戻すことで、腰への負担を軽減することができます。

（2）筋肉の緊張度
筋肉が過度に緊張したり柔軟性が低下すると、身体の血流が滞りやすくなり、疲労物質がたまりやすい

からだになります。
自分の筋肉の緊張度や柔軟性を知り、ストレッチを中心としたエクササイズを行うことで、筋肉の緊張

をゆるめ、血流を良くすることができます。

（3）腹筋力
腹部は脊柱や腰周りのさまざまな筋肉で支えられています。腹部をへこませるという動作には、腰周り

のさまざまな筋肉が使われますが、この腹部をへこませる力（腹筋力）の低下は、腰の不安定化につなが
ります。
自分の腹筋力を知り、腹部周りのエクササイズを行うことで、脊柱周りの筋肉も使われるようになり、

脊柱の安定につながります。
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 2  エクササイズ実施のためのフローチャート

1で紹介した3つのポイントについてのチェックを実施し、その状態に適したエクササイズを実施するた
めのフローチャートは次のとおりです（図8-2-1）。
46ページから、それぞれのチェックポイントごとのチェック方法と、その結果に対応したエクササイズの

実施方法を紹介します。

図8-2-1　腰痛予防エクササイズチョイスフローチャート

　※ 『からだのゆがみ』、『筋肉の緊張度』のチェックに該当がない場合は、ベーシックコースとして、次のエクササ
イズを実施しましょう。

・P49・50　
・P49・50
・P52
・P53　　

B、D
C、F
A
C

チェックの実施

からだのゆがみ 筋肉の緊張度 腹筋力

・P46①～③ 
  で2個以上
  に該当
・または④で
  左右に違い

P46
⑤で

左右に違い

P48
①または②
ができない

P48
③で

左右に違い

P51
①と②の差
0 ～4cm

P51
①と②の差
4～7cm

P51
①と②の差
7cm～

P52・53
BCDの

エクササイズ
実施

P52・53
BCの

エクササイズ
実施

P52・53
ACの

エクササイズ
実施

P49・50
ACEの

エクササイズ
実施

P49・50 
BDFの

エクササイズ
実施

P47
Bの

エクササイズ
実施

P47
ABCの

エクササイズ
実施
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 3  実際にチェックをしエクササイズを実施してみましょう

（1）-1　からだのゆがみチェック 
日常生活のくせや生活スタイルによって生じる姿勢の崩れ、骨格のゆがみ具合をチェックします。

①　立ち姿勢 ②　座り方 ③　カバン等の持ち方
　どちらか一方の足に重心をかけ
ていませんか？

　椅子に座ったときに脚を組む癖
はありませんか？

　いつも同じ肩（右、もしくは左）
に掛けていませんか？ 

図8-3-1 図8-3-2 図8-3-3

①～③のうち２個以上に該当 < からだのゆがみが生じる生活を過ごしていることが考えられます
47ページのA・B・Cのエクササイズを実施しましょう

④　鏡の前で姿勢チェック
　

両肩の高さは同じですか？
腰骨の位置は左右同じですか？ 

　　　　　　　図8-3-4 　　　　　図8-3-5

左右に違いがある < からだにゆがみが認められます。
47ページのA・B・Cのエクササイズを実施しましょう

⑤　仰向けの姿勢で脚を伸ばし、そのまま脱力して足を左右に開いてみましょう。
　つま先の開き具合に違いはありませんか？

|
（脱力）

図8-3-6
左右均等ならOK

左右に違いがある < からだにゆがみが認められます。47ページのBのエクササイズを実施しましょう

（横） （正面）
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（1）-2　からだのゆがみ矯正のエクササイズ
姿勢の崩れ、骨格のゆがみをなおすエクササイズを行い正しい姿勢に戻すことで、腰への負担を軽減す

ることができます。

A　バランス調整
　椅子に腰掛け、足踏みをするように、お尻を左右交互に上げ下げします（左右交互に各3回×3セット）

　

骨盤の内側の筋肉を動かし、骨盤のバランスを整えます。

図8-3-7

B　足の前上げ・後ろ上げ
　腰に手を当て立った姿勢から、片足ずつ前方後方にゆっくりと上げます。（左右交互に各3回×3セット）

※足を上げたときに、上体が傾かないようにしましょう
※なるべく骨盤の位置を動かさずに足を上げ下げします

　

図8-3-8

C　足の横振り
　腰に手を当て立った姿勢から、片足ずつ軽く横に上げて下ろします。（左右交互に各3回×3セット）

　　   

図8-3-9

（前）

（左） （右）

（後）
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（2）-1　筋肉の緊張度チェック
からだの血流が滞り疲労物質がたまりやすくなっていないか、自分の筋肉の緊張度や柔軟性をチェック

します。

①　足首つかみ
　両脚を伸ばしてそろえ床に座った姿勢で、膝を曲げずに足首がつかめますか？

|

図8-3-10

②　肘付け
　両足を伸ばして開き床に座った姿勢で、からだを前に倒します。肘を床につけることができますか？

|

図8-3-11

①または②ができない < 腰周りの筋肉の緊張度が高まっていることが考えられます
49・50ページのB・D・Fのエクササイズを実施しましょう　

③　体ひねり
　背筋を伸ばして椅子に腰掛けます（膝は閉じたまま）。
　両手を肩の高さで前に伸ばし、手のひらを上に向けます。

 （正面）  （上）
図8-3-12

　そのまま、片方ずつ指先を見ながら、後に回すようにして体をひねります。
　ひねった角度は左右同じですか？

 （正面）  （上）
図8-3-13

左右に違いがある < 腰周りの筋肉の緊張度が高まっていることが考えられます
49・50ページのA・C・Eのエクササイズを実施しましょう
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（2）-2　筋肉の緊張をとるエクササイズ
ストレッチングを中心としたエクササイズを行うことで、筋肉の緊張を緩め、からだの血流を良くする

ことができます。

A　わき腹・腰のストレッチング
　壁の横に立ち、壁に片方の手をつきます。そのまま壁側に腰を突き出し、寄り掛かるようにしてゆっくりと腰
を伸ばします。（左右それぞれ実施）

図8-3-14

B　お尻のストレッチング
　正座から横座りし、前脚の膝を外に開いてお尻を床に落とします。（膝の角度は90度）
　後ろに伸ばした脚の膝も外に開きます。（膝の角度は90度）
　両手を床につき、上体をゆっくりと前に倒しながら、前脚のお尻を伸ばします。（左右それぞれ実施）
　※上から見ると鍵十字のように脚を置きましょう

　

図8-3-15

C　上半身のリラックス
　足を肩幅くらいに広げ、上半身を前に倒します。
　上半身の力を抜いて、肩から腰を中心に小刻みにブラブラとゆすります。
　軽く膝をゆるめて行います。

　

図8-3-16

（横） （正面）

|

（前） （上）
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D　太もも前側のストレッチング
　横向きに寝た姿勢から上側の脚のかかとをお尻につけるようにして膝を曲げます。
　足首をつかみ、そのままうつぶせの姿勢になり、ゆっくりと太ももの前を伸ばします。（左右それぞれ実施）

|

図8-3-17

E　わき腹・腰・背中のストレッチング
　仰向けに寝て両膝を立てます。
　片方の足を反対側の脚に掛け、そのまま掛けた方の脚側に倒します。（左右それぞれ実施）

|

図8-3-18

F　上肢・下肢のリラックス
　仰向けに寝た状態で、両腕、両足を天井に向けて伸ばします。
　そのままブルブルと小刻みにゆすります。

|

図8-3-19
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（3）-1　腹筋力のチェック
腹部をへこませる力（腹筋力）が低下し腰の不安定化につながっていないか、腹筋力をチェックします。

①　腹囲（おへその上）を測定します ②　おなか全体をへこませて腹囲を測定します
　　リラックスした状態で測りましょう。
　腹部に力を入れたり膨らましたりせず、２～３回深
　呼吸してから測ると正確に測ることができます。

　　おへそを中心にグッとへこませます。
　　へこませた状態を維持しながら測りましょう。

図8-3-20 図8-3-21

①と②との差が何センチあるか確認します。その差により、エクササイズの強度を選んで実施しましょう。

・0～4cm……軽度の筋トレ < 52・53ページのA・Cのエクササイズを実施しましょう　

・4～7cm……中等度の筋トレ < 52・53ページのB・Cのエクササイズを実施しましょう　

・7cm～  ……強度の筋トレ < 52・53ページのB・C・Dのエクササイズを実施しましょう　
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（3）　-2　筋力を維持するためのエクササイズ
腹部の筋肉を意識しながらエクササイズを行い、脊柱周りの筋肉を使うことで脊柱を安定させましょう。

〔実施上の注意点〕
・A～Dの各動作とも、4秒間かけて上げ、8秒間維持し、4秒間かけて下ろします（1回の動作で合計16
秒間）。

・A～Dの各動作とも、左右交互に4回ずつ実施します。

A　両肘、両膝をつけた姿勢からの膝伸ばし
基本姿勢：両肘から手首までは肩幅と同じ幅にし、こぶしは軽く開き、親指を立てます。
　　　　　左右の肩甲骨を合わせるように肩を入れ、あごを軽く引きます。
　　　　　お尻を突き出し、お腹とお尻を引き締めて膝をつき、足首の角度は90度に固定します。
　　　　　両肘、両膝に均等に体重をかけます。

図8-3-22

膝伸ばし：片方の膝を伸ばしながらまっすぐに脚を後ろに伸ばします。
　　　　　床と平行になるところを目標とします。

図8-3-23

B　両肘、両膝をつけた姿勢からの膝・腕伸ばし
　基本姿勢から、対角となる肘と膝(右肘と左膝、または左肘と右膝)、を伸ばします。
　胴体からまっすぐ伸びた状態で、床と平行になるところを目標にします。
　うまく出来ないときは、肘を最初に上げてから、膝を伸ばします。

|

図8-3-24

※動作が楽に出来た場合は、両膝の代わりに両つま先をつけた姿勢から行います

|

|

図8-3-25
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C　両肩、両かかとをつけた姿勢からの膝伸ばし
　基本姿勢：仰向けの姿勢から両膝を立ててかかとをつけます。
　　　　　　膝と足首の角度は90度を保持します。
　　　　　　両かかとの間は肩幅程度であれば開いていても可とします。

図8-3-26

この姿勢から、片側の膝を伸ばします。
※膝から下だけを動かします。伸ばした膝は胴体の延長線になるようにします

図8-3-27

D　横向き姿勢からの脚の引き上げ
　基本姿勢：横向きに寝た姿勢から、片肘と片足外側で床を支えます。
　　　　　　肘は肩の真下につきます。

図8-3-28

上側の脚を徐々に開き、床と平行になるところまで引き上げます。
※腰が後ろに引っ込んだりせず、身体が頭からかかとまで一直線になるようにします

図8-3-29


