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【講義テーマ】 

1 年以上続く 

難治例腰痛の治療ポイントについて 
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■難治例腰痛で結果を出すための第一歩 
難治例の場合、数回の通院が必要となる場合がほとんどです。 

よって初診でいかに と思わせられるかが最初の勝負です。 「ここは今までと違う！」「ここなら治せそう」

初診で強烈な印象を与え、強い信頼を掴めなければ、完治する前に離脱してしまうかもしれません。 

難治例腰痛は、ほとんどの場合、段階的な回復経過を辿るので、初診⇒2 回目⇒3 回目…と明確な治療指

針（ストーリー）に則り、少しずつでも着実な結果を積み上げる治療が重要となります。 

そのためには 必要があ一片の嘘・誤魔化しなく、治療結果を受け止めながら、誠実に治療を進めていく

ります。『できない事はできない、できる事はできる』旨をちゃんと伝え、自分たちの手技的アプローチ

で変えられる要素を変えていく姿勢を貫く。これが難治例腰痛患者の関わりにおいて最も重要なポイン

トです。 

 

■初回問診のポイント 
 今までどんな治療を受けてきたのかを詳しく聴取する。もし同じような治療（硬さを取る系の

治療）を受けているのなら、自分がこれから行う治療が今までの治療と何が違い、なぜ効果が

出せるのかをきちんと説明する。 

⇒難治例患者は多くの治療を受けているので、「ここもあそこと一緒か…」的な気持ちになりやすい。 

 結果が出るまでの治療回数（通院ペース）の大まかな目安を具体例を挙げて伝えることで安心

してもらう。 

ex)あなたと同じようなケースの方は 1 回目の治療で痛みに変化が出て、3 回目で手ごたえを感じ、

今は月 2 回のペースで通院されています。症状はまだ 0 になっていませんが、日常的な痛みはほと

んどなくなりました。現在は患部以外の治療を進め、腰に負担が来ない体づくりを進めています。 

 「どうやって結果を出すのか」の明確なストーリー【慢性腰痛３steps】を伝え、まず初診では

徒手で「今の症状に何らかの（視覚的・感覚的）変化を起こせるのか勝負する」旨を伝え、自

 分自身もそれに徹する。

⇒初診では変えられる要素からアプローチ‼テクニックは全部出しして兎に角、患者さんが「ここ

は今までと違う」と感じるような変化を起こす。治療レシピは【治療感＜治療効果】的構成にし、

通常以上に結果で勝負する 
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■なぜ難治例化したのか？ 
―これが分かれば治療アプローチの方向性が決まる― 

 

通常の腰痛なら 8 割が 4 週間以内に自然回復するのに、なぜ約 2 割の腰痛は改善しないのか？ 

 

考えられる原因：【筋・筋膜性腰痛】 

 単純に今まで受けてきた治療が上手くいっていなかった 

触察・治療手技が甘く、患部に届いているようで届いていなかった。

よくあるのが棘突起・尾骨周囲、仙腸関節周囲痛。筋腹部の TP じ

ゃない、関節や骨の際（キワ）の TP を取りきれていないケース。

患者さん自身も自分の手（指）が届かず、「骨の痛みなんじゃない

か？」と勘違いし、放置され回復が長引いている場合がある 

 腰部の再受傷を繰り返していて、患部が休まる暇がない 

・身体構造的要因 

・職業・スポーツ要因 

・腰椎伸展パターンのクセ 

  過去にケガをし、ケガ自体は治ったのだが、無痛だった為に硬

結を長年放置し、極度に硬化（血腫化）してしまった。 

難治例：筋・筋膜性腰痛 

良くある訴えの部位 

 

 ■治しやすいケースの特徴

  伸展時の再現痛が多いが屈曲時も「伸ばされる気持ち良い痛み」が出る。いずれにせよ、再現痛

が著明なケースは治しやすい。 

  片側性の痛み 

  硬結が触知でき、圧すと再現痛が出せる 

  触ると患部が冷たく、硬い

 

 患者様からの予約メール

■ご予約内容 

日時：2019年 11月 1日 10:30 

メニュー：初診 (検査＋治療)￥8,000（税抜） 

備考： 

若い時から、背骨が側弯でした。 

背中の張りと右側の腰が痛いです。 

どうぞ宜しくお願い致します。 
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考えられる原因：【ヘルニア（椎間板の硬化）性腰痛】 

 椎間板・椎間関節包の線維化（朝の起き上がり時痛） 

筋へのアプローチを続けてもスッキリ改善しないにもかかわら

ず、漫然とマッサージ・温熱療法的なアプローチ続けてきてしま

ったケース。 

 女性ホルモン現象による腰部組織の線維化 

四十肩・四十股関節などど同じように、関節拘縮が発生し、その

まま放置されたケース。 

  ヘルニア後縦靭帯下脱出型 

 

難治例：ヘルニア性腰痛 

良くある訴えの部位 

 

  

 ■治しやすいケースの特徴

  前屈時痛が多く、伸展時痛は急性期以外、あまり出ない 

  台風などの気圧低下によって症状が悪化する 

  前屈した際に骨盤が歪む 

  年齢が比較的若い（40～50 代は Good。60 歳以降は個人差有） 

  脊柱全体に動きがある⇒坐位、猫背検査 

Memo：                                                 
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考えられる原因：【仙腸関節周囲痛】 

 腰背筋膜の硬結 

腰背筋膜の硬結の場合、しばしば両側に同程度の痛みを訴える。 

伸展時より前屈時の再現痛が著明。 

筋膜の硬結が原因なのに、関節モビライゼーション的なアプロー

チばかりされ、硬結が残存しているケース（仙腸関節への幻想に

治療家がハマったパターン） 

  腸骨後方捻転位でロックし、骨盤が歪んでいる 

腰を反って伸展しようとしても、伸展しきれない「ハマっていな

い感覚」がある。骨盤の高さ異常を伴い、骨盤周囲の歪みが視覚

的に観て分かる。 

通常、受傷機転が存在するはず。 

 

難治例：仙腸関節周囲痛 

良くある訴えの部位 

 

 ■治しやすいケースの特徴

  受傷機転がはっきりしている 

  仙腸関節部に硬結が触知できる 

 

 

仙腸関節性ぎっくり腰発症 

  股関節が硬く、特に内旋＆

伸展制限がある 

 

 ＤＳＭ【Directional Susceptibility to Movement】 

【特定方向への運動の起こりやすさ】により腰椎

特定部位（L4-5 や L5-S1 など）ばかりにストレスがか

かる 

 

  腰を捻る動作（ゴルフ・バレーなど） 

  長時間の立ち仕事で仙腸関節への負担が続

く 

  歩行時の股関節伸展が弱く（＝常に屈曲位）、

ターミナルスタンスで仙腸関節が締まらな

い 

  脚長差による仙腸関節へのストレス 

原因 

 1. 変形性股関節症 

 2. 片側の膝屈曲位での立位 

 3. Ope 後の脚長差 
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考えられる原因：【その他】 

 関連痛の見落とし 

痛みの原因が患部以外にあり、根本原因にアプローチされていないケース 

ex1)椎間関節からの関連痛 

⇒前屈での再現痛が著明。伸展ではまず再現痛はでない。 

ex2)腸腰筋⇒腰・殿部への関連痛 

ex3)外側大腿皮神経、大腿神経前皮枝⇒膝周囲への関連痛 

  Red Flag に属する重篤な問題が生じている 

ex)Cord sign、多発性骨髄腫、膵臓癌 

 骨の変形などの本当に治せない問題が生じている 

ex)何十年来の脊柱管狭窄症で本当に脊柱管内が狭窄しているなど      椎間関節からの関連痛 

 

①組織の固さによる神経絞扼障害 

 

 

③腰部神経根性疼痛 
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②トリガーポイント（筋硬結）からの関連痛 

 

  

 
 

Memo：                                                 
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■難治例腰痛：心がけるべき基本鉄則!! 
 

鉄則 1：徒手で変えられる要素から優先し、変えていく 

鉄則 2：何でも良いから“変化”を起こし、患者様の信頼を勝ち取る 

 
  数回の通院に繋げる。その為には治療ストーリーが重要となる。 

  治療者自身が治療ストーリー（今、何を目的に、何をしているのか）を見失うと、漫然

と揉むだけのアプローチに陥ってしまう。 

 

Memo：                                                 
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■仙腸関節治療の原理原則 

仙腸関節が最も強固になるのは腸骨に対して仙骨が起きた状態、いわゆる後屈（counter-nutation）の

位置である。この位置は恥骨結合と後方の靭帯で固定した骨盤輪への仙骨のくさびを深く打ち込んだ形

となり、最も強固な状態（close-packed position）で、外力が加わっても動揺しない。重量を持ち上げる

時の姿勢で、仙骨の後屈位が適するのはこの理由による。（AKA 関節運動学的アプローチ博多法 p55 より） 

 

腰痛患者の多くは仙骨が前屈（腸骨後方回旋）しており、この位置で身動きが取れなくなっています。

これを仙骨の起き上り、うなずき運動不全と呼びます。片側だけ後方回旋している場合は特に注意が必

要で、反対側腸骨は前方回旋位となり、左右差を有する骨盤の歪みを形成します。 

： 

腸骨後方変位による仙骨の起き上がり・うなずき運動不全の改善を目指す。 

真皮、筋膜、関節包、（靱帯、骨膜）などのコラーゲンを多く含む組織にはポリモーダル受容器が集中

しています。仙腸関節と言えども治療の基本はこれらの組織の柔軟性を高め、疼痛閾値を上げ、痛みを

感じにくくすることです。 

 

 

●仙骨の運動学 

 
仙骨うなずき運動に伴う寬骨の運動連鎖 

 

 

寛骨内外旋・内外転の運動軸 

骨盤運動の定義 

寛骨の内旋･外旋、内転･外転の用語は便宜上次のように  

定義付けた。  

内旋：  股関節に倣い垂直軸に関する回旋。  

つまり恥骨が正中矢状断面に接近し、後上腸骨  

棘がこの面から離れる動き。  

外旋：  上と逆の動き。  

内転：  坐骨が内方へ、腸骨稜が外方へ向かう動き。  

（前額面内での回転）  

外転：  内転と逆の動き。  

仙骨のうなずき運動には以下の運動連鎖を必ず伴います。暗記して

ください。 

仙骨のうなずき運動=寛骨後方回旋 

仙骨の起き上り運動=寛骨前方回旋 

 

寬骨の前方・後方回旋は各々以下の動きに言い換えられます。 

寬骨の後方回旋=寬骨の内旋・外転 

寬骨の前方回旋=寬骨の外旋・内転 
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X 軸を中心に内外旋し Y 軸を中

心に内外転する  

 

つまり 

 

仙骨のうなずき運動=寬骨の内旋・外転（寬骨の後方回

旋）で寛骨は上方移動します。片側寬骨の後方回旋は反対

側寛骨を前方回旋させ、これが骨盤の歪み、高さ異常とな

 って現れます。

 

 

■後方変位側の決定―仙腸関節レベルでの骨盤の高さ異常― 

 荷重側(軸足側)の腸骨は後方回旋変位を起こしていることが一般的に知られています。後方回旋変位す

る理由の一つに股関節軸と仙腸関節軸の位置の差があります。大切なことは“荷重側（軸足側）はより

です。腰痛治療のポイントは後方回旋変位しやすく、起き上り・うなずき運動不全になりやすいこと”

起き上り、うなずき運動不全の改善なので、確実に後方回旋変位側の特定を行い、その改善をする必要

があります。 

仙腸関節にも軸足側と利き足側があり、それぞれがその特性に応じた役割を持ちます。荷重は軸足側

に移行しやすく、仙骨は軸足側に傾いた状態（左が軸足ならば仙骨は左側屈位になる）に置かれること

が多くなります。仙腸関節の軸足側は本来、うなずき運動が得意だが、加齢などにより関節の動きが悪

くなると過剰な後方回旋変位のまま身動きがとれなくなり、関節が後方回旋位のままでサブラクセーシ

 ョンを生じやすいのです。

： 骨盤挙上側の仙腸関節にアプローチする 

寛骨の上方移動は後方回旋をともないます。すなわち骨盤挙上側はおおむね寛骨は後方回旋しており、

これが仙腸関節痛を引き起こす大きな要因となっているのです。仙腸関節レベルでの骨盤の高さ異常を

改善するためには、この寛骨の後方回旋を正常化しなければなりません。 

後方回旋変位側の決定の手助けになるのが軸足を知ることです。100％ではありませんが、多くの場合、

軸足側の骨盤が拳上しています。必要に応じ治療しながら問診し、軸足の手がかりを探していきましょ

う（階段はどちらから上がりますか？足を組むのはどちらが上ですか？水たまりをとびこえるとしたら

どちらの足からですか？etc）。 

軸足の特定条件（８０％は左が軸足です） 

①骨盤が高い側 ②立位や背臥位で膝蓋骨が内を向いている側 ③体幹回旋しやすい側（多くが体幹左

回旋しやすいので左が軸足となる）④足踏みでの非落下側（動画参照） 
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■骨盤矯正における優先すべきルール―実践で迷わないために― 

 仙骨の運動連鎖を知ると臨床で逆に迷うことが良くあります。例えば、骨盤挙上側が軸足のはずなの

に問診や足踏みなどで明らかに反対側が軸足に思えたり、骨盤挙上側の膝関節が外向きだったり…。こ

れはきっと疼痛回避の為にいつもとは違う姿勢を取っていたり、左利きの人が子供のころに右手に矯正

されていたりすることなどが原因なのでしょうが、本当の理由を探ることは困難です。原理原則を押さ

えることは勿論重要なことですが、限られた時間の中で治療し、結果を出さなければならない我々は運

動連鎖から逸脱したケースにも一定のルールに則り治療を進めていかなければなりません。よって『筋

骨格系障害治療を支える最重要概念Ⅰ～Ⅹ』に則り、骨盤矯正における優先すべきルールを以下に挙げ

ます。 

 

 1. どちらが後方変位側かわからなくても、仙腸関節の動きが硬い側を治療する。 

 2. 股関節が正中方向への屈曲が入らない側を硬い側（問題側）と捉える。 

※股関節が屈曲に伴い正中軸方向へ入るには正常な腸骨の後方回旋（内旋・外転）が必要です。

腰骨の後方回旋変位側はその位置で腸骨はロッキングを起こしており、これ以上後方回旋（内

旋・外転）できない為、股関節の動きがつまります。） 

 3. 骨盤挙上（腸骨の上方移動）に対し、正常化させる（骨盤の高さが揃う）治療から行っていく。 

 4. 原則、挙上側が後方回旋位であるが、挙上側にもかかわらず膝が外向きの場合は、腸骨は前方

回旋位で腰椎の側屈による骨盤の挙上と判断する。 

※腸骨後方回旋は腸骨の内旋と外転を伴いながら拳上します。この内旋の影響で膝蓋骨や足尖

は内側を向く傾向にあるのです。後方回旋変位側の決定には足尖や膝の向きを重要視します。 

 5. あくまで治療の目的は“固まった仙腸関節の動きを良くすること”であるので後方回旋変位側

の判定に必要以上に時間を割かない（悩むより、仙腸関節を動かすことに時間を割く）。 

 6. 骨盤の高さ異常が改善され、足尖や膝蓋骨の向きが揃う事をもって正解とする。 

 

 


