
　山内　質問にありますように、実際
に車で腰が痛くなるというのはよくあ
ることですね。
　岡島　そうですね。特に腰の骨が悪
いとか、そういう病気がなくても、長
い時間、同じ姿勢で座っていると腰が
重くなるのはよくあることです。
　山内　タクシードライバーとか長距
離の運転手には多いと見てよいでしょ
うか。
　岡島　そうですね。ある意味、職業
病とは言わないまでも、それに近いも
のではないかと思います。
　山内　質問を拝見していて感じるの
ですが、座るという動作だけからいっ
たら、別に自動車に限らず、例えば一
日中オフィスでパソコンの前に座って

いる方に関しても、同じようなことが
いえますね。
　岡島　まさに同じことだと思います。
長く座ることが負担になるのです。
　山内　座るのは、立っているよりも
腰に負担がかかるのでしょうか。
　岡島　腰骨にかかる負担というのは、
姿勢によっては実際の負荷の数倍にも
なります。そういうことから、腰とい
うのは体の中の弱点の一つだともいわ
れます。
　山内　例えば、前屈みでよく重いも
のを持ったりしますけれども。
　岡島　例えば10㎏のものを持つと、
椎間板には40㎏ぐらいの負荷がかかる
という計算になります。
　山内　そうすると、思いもかけぬ負

荷がかかっていると、体にもいろいろ
な防御作用が働くのでしょうね。
　岡島　腹筋と背筋の収縮で、筋肉が
骨の代用をしている、というと正確で
はありませんが、それに近いことがあ
り、それがまさに防御機構といっても
いいかもしれません。
　山内　どうして腰が痛くなるかとい
ったヒントも隠されているというか、
その機序も出てくるのでしょうね。
　岡島　筋肉が弱くなると、どうして
もおなかがたるんで、おなかを突き出
すような、腰椎前弯、骨盤前傾という
表現もされますけれども、それが強く
なって、ますます腰に負担がかかる。
そういう悪循環が起こります。
　山内　通常、どういうかたちで保護
されているのでしょうか。
　岡島　加齢とともに腹筋・背筋力が
弱くなると、腰椎前弯に骨盤前傾が生
理的な範囲を超えて増大します。負担
とともに腰痛が起これば、自然にそれ
を正す防御姿勢をとろうとします。例
えば、横になっているときに膝を曲げ
たり、立っているときに片脚の膝を曲
げることで是正されます。
　山内　腰の回りはいろいろと防御さ
れて、ソフトに包み込まれているので
すね。
　岡島　質問のように、イスに長く座
ることでも、座り方やイス自体の工夫、
車であれば車の座席の工夫など、いろ
いろ考えられています。

　山内　そういったものを背景にして
ですが、まず正しい座り方、より負担
の少ない座り方といったほうがいいの
かもしれませんが、いかがでしょうか。
　岡島　基本的には、どんなイスでも
深く座るのがまず基本になります。深
く座ることによって腰をサポートする。
腰にダイレクトに負担をかけず、イス
のほうに寄りかかることで、イスにサ
ポートしてもらうことになります。腰
骨は前弯していますので、楽なイスは、
イスのほうが腰に沿った形を取ってい
て、腰骨のへこんだところに少し飛び
出したり、腰を包み込むような形だっ
たり、工夫がなされています。それを
称してランバーサポートという言葉が
よく使われます。
　山内　ランバーサポートといいます
と、具体的にはどんな感じなのでしょ
う。
　岡島　普通の車のイスは、ほとんど
そういう設計になっていると思います
が、座ったときの腰椎の前弯部分に空
間ができない、そこが埋まるような構
造をしている。埋まることによってそ
の腰骨をサポートしている形になりま
す。
　山内　これは日本の車ですとほぼ標
準装備されていると考えてよいのでし
ょうか。
　岡島　電動式に調整できる車なども
ありますが、普通の車でしたら、日本
人の平均的な腰に合うようになってい

杏林大学リハビリテーション医学教授
岡　島　康　友

（聞き手　山内俊一）

　自動車を運転している際、時々腰がだるくなったり、軽い痛みがみられるこ
とがあります。運転中に腰の負担が少なくなるような座り方、座席シートの設
定の仕方、車に装備されているランバーサポートの適切な使い方などについて
ご教示ください。
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腰に負担のかからない座位
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ると思います。
　山内　まずそういったものに深く座
るということですね。
　岡島　深く座るというのが基本で、
深く座って、自動車の運転ですとどう
しても前を見なければいけないので、
ちょっと上半身を起こします。ただ極
端に起こしてしまうと、結局ランバー
サポート自体が全く無意味になってし
まいます。できれば上半身をそんなに
起こさないで済むような姿勢で運転で
きるように、座席の角度を調整するな
どの工夫が必要だと思います。
　山内　上半身の姿勢がいい状態、こ
れも大事なのですね。
　岡島　そうですね。上半身あっての
腰ですね。
　山内　オフィスなどで長時間パソコ
ンを見ているような方ですと、ランバ
ーサポートをしていても、どちらかと
いうとパソコンのほうに向かって、少
し上半身の前傾姿勢になりがちですが。
　岡島　今、パソコンを使われる方が
多いので、座っても、上半身は前倒し
で仕事をされることになると思います
が、その場合もなるべくイスに深く座
って、サポートしてもらいながら仕事
ができるような姿勢がいいのです。で
すから、パソコンに近づくように体を
前に持っていって仕事をするのがいい
姿勢だと思います。
　山内　車ではあまりないのですが、
例えば電車ですと、よく脚を組んで座

る方がいますが、いかがでしょう。
　岡島　脚を組むのはお勧めできませ
ん。というのは、今度は左右のアンバ
ランスを生じますので、背骨のどちら
側かに負担が集中してしまうことにな
ります。
　山内　あと、脚をきちっと閉じた姿
勢と、わりに開いた姿勢、このあたり
はいかがでしょう。
　岡島　腰痛に関してそこを気にする
必要はないかと思います。わざわざ開
く、わざわざ閉じるのはあまりよくな
いかと思います。男性、女性によって
も違いますので、その辺は特段決まっ
たルールはないと考えていいと思いま
す。
　山内　座席のシートの細かいところ
に移りますけれども、ランバーサポー
トがあるとして、イスの固さもあると
思うのですが、いかがでしょう。
　岡島　固すぎると安定が取れないし、
またやわらかすぎてもぐらぐらしてし
まう。両方ありますので、適当な固さ。
特に自動車だったら、だいたい同じよ
うな固さではないかなと思いますけれ
ども、座ってみてふかふかするようだ
ったら、ちょっとやわらかすぎですし、
座って坐骨結節、お尻の骨が当たるよ
うだと、ちょっと固すぎか、そんな程
度だと思います。
　山内　このあたりに関しては、人間
工学がかなり進んできていますから、
各社ほぼ同じような標準的な状況にな

っているのですね。
　岡島　そう思います。自動車のいす
は本当に大事な、自動車会社としても
売りの一つだと思いますので、固さを
含めて人間工学的に設計されていると
思います。
　山内　そのほか、こういったところ
に注意したほうがいいといったポイン
ト、アドバイスはありますか。

　岡島　長時間の座位はとにかく負担
が多いので、30分とか１時間たったら
立ち上がってストレッチ、背骨の後ろ
の筋、傍脊柱筋といいますが、そちら
側もストレッチし、腹筋もストレッチ
する。腰に手を当てて体を反る、ある
いは前屈するのが大事だと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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