
ヨガ講習用
機能解剖学③
～ケガのメカニズム・下肢体幹編～



まずは、前回までの復習から



ヒトには身体の回復機能がある

ヒトには元来、身体を正常に保つ機能

ホメオスタシス（生体恒常性）
が備わっています。
これを改善させることが私たち他人の身体を扱う
職業に就く者の役割だと考えます。



ヒトの皮膚、関節、筋肉には様々な受容器があります。

それらが適切に働くためには適切な栄養状態であることが
重要です。
適切な栄養状態とはその組織への血流量が保たれている
状態のことです。
血流量が保たれない状態とは周囲の軟部組織（筋肉な
ど）が緊張している状態です。

感覚が鈍った状態は×



この図はもういい加減覚えてますよね？





体幹筋機能異常は背骨に現れる



第３法則 （作用反作用の法則）

Fa Fb=＋ 0
力の発揮
（筋力）

力の吸収
（柔軟性）

＝

脊柱ストレート＝吸収能力低下
⇒筋力低下？

脊柱柔軟性低下による
ストレートが衝撃吸収機
能低下につながると、脳
は力の発揮を抑えること
で身体を守ろうとする。



筋出力抑制のイメージ図
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筋力の支えが支柱を形作る。
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①支持基底面の狭小化

②垂直方向への延長化

進化による重力との戦い

②垂直方向への延長化



長軸方向への延長と支持基底面の狭小化

進化により両手が自由になり、便利になった人間に待ち
受けていたのは、より重たくなる重力でした。そこで必要
なのは、対抗できる筋力と微細なバランス機能の獲得で
した。

上記2点の獲得のために体幹、もっと言えば現在の脊柱
の形状が必要だったのです。



これは覚えてますかね？



固定源と駆動源の関係

狭くなってしまった支持基底面。

その中で自由に動くためには微細なバランス機能が必
要ですが、それを前もって調節するのが脳の機能です。

腕が自由に動くために前もって重心補正を働かせ、力
の入る部分、抜く部分を決定しています。

駆動を滞りなく行うために固定源を決定するということで
す。



固定源は予備動作として働く



固定源はどぉこだ？

前回ちょろっとやりましたね？

さあ、この二つの動作、

固定源はどこでしょう？

Q,座位では？ 立位では？
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OS-OCの原理 壊れそうな運動編
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OS-OCの原理 もっと壊れそう編

Free joint
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インピンジメント症候群



上腕二頭筋長頭腱炎・五十肩



肩こりの発生機序

①脳の情動反応による脳神経運動枝の興奮

②持続する情動反応は脳幹・上位頚髄支配筋を緊張

③上位頚髄の前弯が阻害され後弯

④その後、交感神経の興奮による呼吸筋の緊張亢進

⑤胸椎域では後弯の阻害が始まりFlatになる

⑥上位胸椎のFlat化が進めば重心補正が入る

⑦下位胸椎域もFlat化が進み、腰椎前弯のみ残る



肩こりタイプの首の形



首から変化し、徐々に下へ



痛みや疾患の根本解決には？

頸部や肩などの上肢疾患、痛みや疾患のトリガーには
ヒトの情動反応が深くかかわっています。

そのため、根本解決にはその人個人の考え方、生き方
を変え、「気づき」を与える必要性がある。

ヨガでは瞑想等、身体・心との対話が重要であり、私達
セラピストとしてはストレスをストレスと感じない身体作り
のサポートが重要となる。



さあ、ここまでの理解は大丈夫ですか？
本題に入りますよ～



まずは、頸部・体幹から

頸部・体幹・腰部疾患で多いのは？

●頸椎椎間板ヘルニア

●圧迫骨折

●腰部脊柱管狭窄症

●腰椎椎間板ヘルニア

確実に多いのはこの辺ですかね、、、。



下位頚椎の胸椎化

上位腰椎の胸椎化

（→ 頚椎弯曲制限）

（→ 腰椎弯曲制限）

ここで肩こりタイプの脊柱を確認



首をズームアップしてみよう

①上位頸椎前弯障害

②下位頸椎の胸椎化

③スムーズな衝撃吸収機能破綻

④椎間板ストレス増強

⑤ヘルニア出現



下位頚椎の胸椎化
（→ 頚椎弯曲制限）

圧迫骨折

頸部⇒胸椎域のFLAT化が進行すると



頸椎ヘルニアと圧迫骨折は終わり！

さあ、どうですか？今まで勉強してきたことを考えると、こ
の2疾患に関しては発生機序はさほど難しくないですね。

さあ、張り切って次に行きましょう！！



腰部脊柱管狭窄症と腰椎椎間板ヘルニア

さあ、皆さんもよく聞いたことのある腰部脊柱管狭窄症と
腰椎椎間板ヘルニアですが、病態をご存じですか？



オペが本当に必要か、、、？

脊柱管狭窄症でも、ヘルニアでも、オペをしたけど、
また症状が出てきた。なんて話よく聞きませんか？

じゃあ、これはオペの失敗なのか、、、？

そんなことはありません。そこまで難しいオペでもなく、
失敗する例は本当にごくわずかです。

ではなぜ症状は再発するのでしょうか、、、？



オペの適応基準とは？

緊急で早期オペが必要な場合は、

●進行性の重篤な麻痺症状

●膀胱直腸障害

その他に関しては、

3か月以上保存的治療をしても効果がない場合、医師
相談が必要。



脊柱管狭窄症も同じです。

基本的に手術の適応基準は腰椎椎間板ヘルニアでも
腰部脊柱管狭窄症でもほとんど同じです。

別の名前の病気なのになぜオペ適応が同じか？

それは、どちらの疾患にしても、脊柱管内が狭くなり、
神経症状を引き起こすものだからです。



でも、症状は違います。

腰部脊柱管狭窄症

腰をそらすと痛い

座ると楽になる

長く歩くと症状出現

腰椎椎間板ヘルニア

腰を曲げると痛い

座っていられない

歩いたり立ってると楽

などなど、様々な症状がありますが、逆の症状で
あることがほとんど。では、どんな状態か、もう一
度確認。



腰椎椎間板ヘルニア

ヘルニアは、頸椎のほうで
もしましたが、椎間板という
椎体同士のクッションのよ
うな役割をしている物質が
脊柱管内に飛び出してき
た状態です。



腰部脊柱管狭窄症

その名の通り、何が原因で
あっても、脊髄の通り道である
脊柱管が狭くなってしまってい
ることです。

代表例としては、ヘルニアのよ
うに椎間板の膨隆がある状態、
すべり症のように骨のズレが
ある状態、後ろで支える黄色
靭帯の硬化・肥大がある状態
などですね。



さあ、ここまででヘルニア・狭窄症の病態と
症状出現のメカニズムは分かりましたか？
それでは、これらの疾患はなぜ起こる？



まずは正常背骨から
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では、肩こり背骨は？



頸部・体幹疾患に関して、、、。

頸部・体幹疾患に関しては以上のような姿勢制御機構
から説明可能です。

ということは、、、今やってきた疾患は

肩こり、、、もとをただせばストレスが原因！？



ここで疑問がひとつ、、、

腰椎椎間板ヘルニアと腰部脊柱管狭窄症はどちらも
メジャーな疾患ですが、脊柱管狭窄症は若年者では聞
かず、ヘルニアは若くても聞きませんか？

メカニズムが同じであれば、どちらも起こるはず、、、

実は、脊柱管狭窄症とヘルニアのメカニズムは少し違い
ます。まずは、椎体の構造を見てみよう。



椎体形状の特徴（側面）

前：薄後：厚



（→ 腰椎弯曲制限）

下位胸椎FLAT化

覚えてますか？下位胸椎が硬くなる理由

下位胸椎域の柔軟性低
下によるFlat化が引き起
こすものは、腰部の後弯
です。

後弯していくということは、
ヘルニアの発生機序とし
てのストレス出来上がり。



ここでようやくひと段落ですかね

さあ、ここまでが頸部・体幹疾患の病態と発生機序をま
とめたものになります。

私も含めて、授業等で疾患の特徴やその代表的な治療
法等は習ってきましたが、発生機序を聞いたことはあり
ません。

これが分かることで、予防につなげることができ、ヨガの
真骨頂が発揮できると考えています。



あれ？再発の原因は？もう分かりますよね？

さあ、下肢編へ突入しましょう！！！



上肢編との違い

上肢編では、自由度の高い関節の話がメインであった
ため、OS-OCの原理がメインとなるお話でした。

では、下肢では何がメインになるでしょう？

そう！、、、

固定源・駆動源の話ですね



じゃあ、下肢はどっち？

電球の話やウルトラマンの話であった、固定源と駆動源

下肢はどっちでしょうか？

正解は、、、

ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル

ジャン！

はい！加治屋君！！
どうぞ！！！



では、疾患の話から

下肢の代表的な疾患といえば、、、

たくさんありますが、

●変形性股関節症（以下：股OA）

●変形性膝関節症（以下：膝OA）

がメインですかね？その他はスポーツ性の疾患や

炎症性疾患が多いと思います。



股OA

患者さんの多くは女性ですが、その場合原因は

発育性股関節形成不全の後遺症や股関節の形成不全
といった子供の時の病気や発育障害の後遺症が主なも
ので股関節症全体の80％といわれています。

最近は高齢社会となったため、特に明らかな原因となる
病気に罹ったことが無くても年齢とともに股関節症を発
症してくることがあります。（日本整形外科学会）

https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/congenital_hip_dislocation.html


股OA②

疾患は１次性（原発性）と2次性（続発性）に分けられま
す。1次性は明らかな原因がない状態のことを言い、2次
性は原因がはっきりしている状態のことです。

股OAに関しては、前述したとおり、8割方が2次性で先
立った疾患があります。

その大まかな部分を占めるのが、臼蓋形成不全です。



臼蓋形成不全

図を見て、どこが形成不全になっているか分かりますか？

そう、ここですね。

このように、生まれつき

股関節の被覆率が

小さく、安定しないため

変形して安定させよう

とするのが股ＯＡです。



膝OA

男女比は1：4で女性に多くみられ、高齢者になるほど罹
患率は高くなります。主な症状は膝の痛みと水がたまる
ことです。

原因は関節軟骨の老化によることが多く、肥満や素因
（遺伝子）も関与しています。また骨折、感染の後遺症と
して発症することがあります。
加齢によるものでは、関節軟骨が年齢とともに弾力性を
失い、遣い過ぎによりすり減り、関節が変形します。

（日本整形外科学会）



膝OA②

1次性と2次性の話をしましたが、股関節と違い、膝関節
疾患では圧倒的に1次性であることが多いです。

原因となる基礎疾患がないということですね。

原因がわからないため、老化現象で済まされることが多
く、年を取ったらこんなもんだ。

と、あきらめる方が多いです。お医者さんもそう言う方が
多いですしね。



余談・私見ではありますが、、、

リハビリに積極的な方が多いのは、、、

圧倒的に股OAの方です。

生まれつき基礎疾患があり、股関節に異変を感じていた
方が多いため、治るのであればと自分で行動を起こそう
とします。

膝OAの方は病気に勝手になったと思い込んでいる方
が多いため、治してほしいという依存が強い傾向です。



余談・私見②

多分、統計をとってみると2次性疾患の方より、1次性疾
患の方のほうが明らかにお太りになられている方が多
いのではないでしょうか。

原因となる基礎疾患がないだけで、原因はほとんどはっ
きりしているのではないでしょうか、、、。

お医者さんも人によってははっきり言いますよ。



余談終わり！！

それでは、疾患の話に戻りましょう！

まずは、股OAから！

臼蓋形成不全から

安定性確保のため

変形は徐々に

進みます。



股OA

ここで大事なのは安定性
が欠けているということ。

オペで新しい骨を作る以外
に安定性を確保する術は
筋肉による安定性を高める
しかない。



股OA②

左図は、主動作筋に分類さ
れるものではなく、身体の
安定性にかかわる筋のつ
ながりを表したものです。

それでは、少し実践してみ
ましょう。



股関節柔軟性確保+安定性向上

左図を覚えてますか？

第1回でやったテストですね。

前スライドの図を思い出してもらうと
身体の中心に近い位置に横隔膜が
ありました。

前回やった横隔膜トレーニングを覚
えてますか？



やはり、股関節を支えるのも筋肉です。

いくら2次性疾患であるとはいえ、何も太刀打ちできない
か？そうではありません。

骨がどうであろうが、靭帯が無かろうが、関節の安定性
確保を第一線で行っているのは筋肉です。

筋肉がどうしようもない時に靭帯などの第2の砦が働く
のです。



それでは、膝に参りましょう。

膝に関しては第1回でも少しやりましたね。

OAは基本的に関節を支える筋力、筋出力の不足によ
る安定性の破綻が原因となっていました。

膝周囲の筋連結を見てみましょう。膝に大事な連結の流
れは３つだと思っています。



膝を支える筋肉とそれに影響を及ぼす連結



膝を支える筋肉

膝を直接的に支えている筋肉

●大腿四頭筋

●ハムストリングス

これはかなり有名なでかい筋肉であり、皆さん知ってま
すね。

これらは常に良い比率でバランスを保つ必要があります



良い比率とは？

では、一般的に良い比率とは？

通常、１０：６（大腿四頭筋：ハムストリングス）

という比率が最もバランスが良いと言われています。

これは、機械でないと正確には図れませんが、経験上、
大体膝の痛い方はバランスが崩れ、ハムストリングスが
弱くなっている状態の方が多いです。



またまた余談

ちなみに、これはスポーツや競技特性により

必要な比率が大きく変わります。

●陸上競技⇒10：6～7

●水泳10：5

●競輪10：9～9.5

こんな感じです。



膝の痛い方はまずハムストリングスから

産まれたばかりの赤ちゃんの発達段階と同じように、

私たちの回復プログラムも伸筋から回復していくという
順序があるそうです。



筋力に左右差のある方いませんか？

皆さん、スクワットしてみましょう。

何回で疲労感を少しでも感じま
すか？

ハムの筋力左右差チェック！

それでは、弱い方の脊柱起立筋
をストレッチ、その後反対の前鋸
筋から腹斜筋を賦活！



変わりましたか？

何しても変わらない人は被験者が悪い！！笑

冗談はさておき、何となくでもいいので疾患は結果であり、
原因は違うところにある。ということが分かりましたか？

これは、あくまでも大体の方がそうであり、全ての方がこれ
に当てはまるわけではありません。

ただ、火のない所に煙は立たぬというように、経験上、疾患
は煙であることが多いのは間違いありません。



病気は突然なってしまうものではない

今回、3回通してお伝えしてきたメカニズムで大体の疾患は
説明が付きます。

であれば、疾患は突然空から降ってくるものではなく、自分
自身の不摂生などが引き起こしてしまうものであり、逆を言
えば、全部自分で解決ができるものでもあります。

そこの手助けをヨガなり、整形外科なりでお手伝いしていき
ましょう。



というのは冗談で、
お約束していた歩行に入りましょう。



歩行分析

さあ、歩行を分析してきれいな理想の歩行を目指しましょう。

と、言ったところで歩行の大事な要素、分かりますか？

たくさんありますよね？上から行くと、、、

●頭の上下左右の動き ●腕はちゃんと振れているか

●お尻から蹴り出せているか ●内股・がに股じゃないか

●踵から着けているか,,,,etc



あ“あ”あ“ーーーーーー何が大事かわからん！！歩行に本当に大事な要素とは？



The spine = The engine!



すり足歩行

速い

遅い

正常な歩行に必要な脊柱柔軟性



変形は完成してしまうと元に戻らない

膝の変形が元に戻った方をご紹介しましたが、
変形は安定性を求めて起きた変化であるた
め、本当に完成してしまうと改善は無理です。

常日頃からのケアが大事な理由はここにあり
ます。

それでは、実際に変形が起こるとどうなるか
確認してみよう！！



駆動源＞固定源

固定源＞駆動源

駆動源

固定源

やっと出た固定源・駆動源
まずはイメージ



下肢が駆動源であるときの固定源確認

固定源 駆動源



では、歩行の時は？

先ほどの動きなら、上半身が固定源で、下半身が駆
動源であることは分かると思います。

では歩行はどうでしょう？

上半身も動いてない？

ここで大事なのが空間固定力！！



空間固定力？

空間固定力とは何でしょうか？

そのまま読むと、空間に物を固定する力？

なんのこっちゃ？そんなんできるかい！！

でも、皆さんはみたことあるはずです。



超有名な彼のこの動き

彼は、ジャンプして回転するとき、
かなり安定して見えませんか？

そう、空間で物が安定するには回
転が必要です。

これをジャイロ効果といいます。



ジャイロ効果

一見不安定そうなものでも、ジャイロ効果で安定するこ
とを私たちは知っているし、見ています。例えば、、、



やはり、歩行動作でも脊柱柔軟性が大事！

普段何気なく行っている歩行、
何も考えずに行えているのは脳
が周りを確認し、筋肉に細かい
命令を出し、筋肉が関節を適切
に動かせているから。

命令に従えるしなやかな筋肉と
スムーズに動く関節が必要です。



それでは、ジャイロ効果の確認をしよう！
左右どちらかにずれていませんか？

自分でどこまで改善できるか？
適切なアーサナは？



以上で15/200時間という長いような短いような
私の解剖学講座を終わります。

皆さんのヨガ人生の一助となれば幸いです。


