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【はじめに】 

＜背景＞ 

思春期特発性側弯症(以降 AIS と表記)は側弯症の中でも最も頻度が高く、骨成熟以前の思

春期の女児に好発する脊柱の疾患である。特発性以外でも整形疾患を主とした機能性側弯

症が存在する(表１)。これらの診断は主に単純X線により鑑別(Cobb角10°以上でAIS)は

可能である。 

藤井ら３)によって AISは 44％で学校検診、30％で家族や知人の指摘、25％で整形外科・接

骨院受診で発見されていることが報告されている。 

当院(しし接骨院・ししフィット)でも AIS の既往を疑う症例(成人での脊柱変形残存)もあ

り、初診の際は注意を払って所見を取っている。 

日本での治療は Cobb 角 10°～25°で経過観察、25°以上で装具治療、50°以上で手術療

法が主流となっている１)。 

石原ら 2)によって報告もされているが、国内における AIS の問題点は 25°までは、予防や

改善を目的とした積極的な治療が何ら行われていないことと、25°以上になった際に処方

される装具は現状維持のみを目的としていることである。 

近年、装具も改良されてはいるが、専門医が少なく、それらを処方する機会が少ないこと

は想像に難しくない。このような装具に関する網羅的な現状把握は困難であることが報告

されている１)。また AIS 成因に関する従来の研究として、生理学的成因(メラトニン欠乏

説)、力学的成因(成長に起因した変形)、その成長に伴って変形する仮説として、成長その

ものが不均衡であるとする仮説など説かれているが、未だそれらのメカニズムに関しては

解明されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目的＞ 

藤井ら３)によって AIS 発見の 25％は整形外科・接骨院受診との報告がされていることから、

我々接骨院を生業とする柔道整復師でも AIS に関する知識・対応技術は必須だと考える。 

本論文においては先行研究を基に、当院で行う運動療法を中心とした内容を報告する。 

運動療法は経過観察、装具治療、手術後の管理として併用するべき必須項目であり、地域

の予防医療の貢献を図れるよう、医接連携のもと、当院で提供できるものを考察していく。 

 

 

【方法】 
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【結果】 

東京都医師会雑誌にて「学童期（脊柱）側弯症の運動療法」と題した運動療法の取り組み

についての紹介がある６)。 

ここでは学校検診で Hump が 6mm 以下の学童に実施された運動療法（体操訓練プログラ

ム）が一部紹介されており、以下のようなものとなる。 

1 仰向けになり、深呼吸しながら背伸びする 

2 腹筋体操 

膝を立て、へそを見るように 5 秒静止 20～30 回 

3 腰のねじり体操 

寝たまま膝を曲げ、左右に 10 回くらい倒す 

4 うつ伏せで泳ぐ動作 10 秒くらい 

5 うつ伏せで飛行機の動作 10秒くらい 

6 四つん這いで腰を上下させる 

7 四つん這いで反対側の手足を交互に上げる体操 

8 腕立て伏せ 

この 1～8までを一日 1回続けるように推奨される。さらに白石ら４)は、これらの体操を効

果的にするため、上肢の筋に対する運動療法と椎間関節に対する手技療法(関節内運動)を

行うことが重要とされている。 

 

細野ら 5)の運動療法により装具の着用が不要だったという報告がされている。ここではAIS

を呈する男子に 2 年間の運動療法を行い、結果的に装具の装着までには至らなかったとあ

る。初診時 13歳男子、身長 148cm、Th11-L3が左凸のシングルカーブを呈しており Cobb

角は 23°であった。自宅で行う 20 分間のホームエクササイズを主体にストレッチングと

筋力トレーニングを含む 8 種類の運動を実施し、身体機能の評価などで経過を追っている。 

実施頻度は初診時から 1 年後までは週 3 回以下の実施だったが、その後週 5 回以上実施し

た結果、身体機能の評価としては向上し、Cobb 角は 23°から 30°と 7°プラスという結

果となった。しかし、装具装着するまでには至らなかった。ここでの考察として、患者の

身長が 148cm から 162cm と 2 年間で 14cm 増加したことが変形の進行に影響したと考え

られている。 

また、患者はクラブ活動として卓球をしており、継続的な運動が結果に反映されたとある

ことから、やはり定期的かつ継続的な運動療法が効果的だということがいわれている。 

 

白石ら２)の研究では、シュロスベストプラクティスというドイツの医師が開発したシュロ

ス法の最新の運動療法とゲンシンゲン装具を併用した治療が報告されている。 

シュロスベストプラクティスとは、1921 年にドイツで始められた側弯症の運動療法「シュ

ロス法」を、シンプルで日常生活の中で自然に行えるようなエビデンスに基づくプログラ

ムへと改良し開発された最新の運動療法であるとされている。内容は以下に羅列する。 



1 脊柱の矢状面（sagittal plane）、特に腰椎前弯が最も重要であることを指導する。 

2 立つ、座る、歩くなど、日常生活中での姿勢を指導する。 

矢状面に加え前額面の矯正も加味する。 

3 立位における 3D（矢状面、前額面、水平面）での姿勢矯正を呼吸法と共に習熟させ

る。 

4 肋木やエクササイズボールなどを用いて、力強い呼吸法を行わせつつ、より積極的な

運動をさせる。 

5 1 で矢状面、特に腰部（上位）の前弯が重要であることを体得させた cat walk から更に

進んで、左右非対称の歩行において 3D での姿勢矯正を指導する。（Rehabilitation 

walk） 

※1～5をカーブの度合いに応じて行う 

 

ゲンシンゲン装具はシェヌー装具を基にして、左右非対称で、3 次元的に矯正し、Cobb 角

だけでなく生理的な前後弯での改善も目的として改良された装具であると言われている。 

方法として、AIS 患者 10 名に対し 3 カ月間の運動療法と装具療法を実施し、Cobb 角と

ATR（体幹の傾斜角）により評価を行っている。結果は、装具装着時には全症例で Cobb

角が改善され、ATRはほとんどの症例で改善が見られていると報告されている。 

ここで行われる運動療法は、姿勢支持筋の筋力増強が目的ではなく、姿勢に対する神経と

筋の記憶の再教育を行うことが重要とされている。 

 

【考察】 

側弯症とは脊柱の構造が前額面から見た場合通常真っ直ぐであるのに対し、横に曲がっ

た形状をとるものであり、またその多くが脊柱自体の捻れを伴うものである。 

弯曲が可逆性か自力での矯正が不能かによって、疼痛あるいは姿勢などに起因する一時的

な側弯状態を呈する機能性側弯か、種々の原因による非可逆性の構築性側弯かに大別され

る。 

 

側弯症に対する運動療法を行う目的としては、装具の装着・非装着に関わらず脊柱の変形

からくる身体的負荷や筋力の低下などを補うためと考える。 

また、白石ら 4)によって以下の事が報告されている。 

1 関節は動かさなければ機能が低下し、拘縮に至ることがある。 

2 身体の運動を止めると、筋力が 2週間で半分になる。 

3 関節の組織学的な変化が生じてしまう。 

4 脊柱の運動に関する脳への記憶が変わってしまう。 

5 身体の運動量と質の低下は、心理面にも影響する。 

 

これを踏まえ、院で提供可能な運動療法を東京都医師会雑誌で紹介されている体操訓練プ



ログラム 1～8 の運動療法とシュロスベストプラクティス 1～4 までの運動療法を基に、胸

式を意識しての呼吸法を取り入れた腹筋運動、体幹運動やバランスボールを使用して重心

位置を意識した運動療法を提案していきたいと考える。 

1 側弯凹側を伸張する目的としてダイナミックストレッチ 

スタート地点から一周する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  ②  

④  ⑤ 

③  



2 胸椎の後弯・腰椎の前弯を出す目的として胸式呼吸法を取り入れながらの運動 

5 秒ずつ 10 回行う。 

 

 

 

 

3 姿勢保持において、制限される運動方向とそれ以外の運動方向のバランスを鍛える目

的としてダイナミックスタビライゼーションを行う。 

ここでは体幹筋力トレーニング 4種類をそれぞれ 30秒 3 セット行う。 

 

 

 

 

 

①  ②  ③ 

①  ②  

③ ④  



4 第一のてこを利用したバランス運動 

左右 10秒ずつ 10セット行う。 

 

 

 

 

 

 



 

5 バランスボールを使用して胸腰椎の動きを出す運動 

  左右 10秒ずつ 10 セット行う。 

 

 

 

 

【当院での運動療法】 

上記の４つの運動療法を 20分の目安に実施していく。 

目的としては脊柱に対してメカニカルストレスを与える事で凹側と凸側の力学的ストレス

を均等にさせていくことにある。 

また15～30分の運動で細胞のリン酸化が起き、タンパク合成が促進されるとの報告がされ

ている。７) 

それにより脊柱の変形の改善・予防につながると考えられる。 

また 4 のバランス運動は counter movement と呼ばれ、神経系による筋収縮力の調節であ

り、運動の拡がりとは逆の運動を起こし、同時に２つの動作を行うことで運動の拡がりを

制御する反応でもある。 

目的動作に伴って起こる過度の運動の拡がりは、その逆の方向に運動の拡がりを起こす別

の運動を同時に行うことで抑制されている。 

この動きは逆の運動の拡がりを起こす２つの運動のことであり、2 つの身体部位から同時

に開始し、相反する運動によってお互いを制動する活動のことを指す。これらは動作の効

率性を高めるために重要とされている。 

 

以上、当院では 4 つの運動療法を中心に側弯症に悩まれている方へ改善・予防の提供が出

来ればと考える。 
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