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Harmful effects of 
desk work 

①デスクワークによる弊害 

One Point 
・正常な可動域の消失 
・横隔膜の機能低下 
・スマホ首のメカニズム 
・骨盤後傾でお尻が機能停止 



【丸くなった姿勢を続けると？】 
常に丸くなった姿勢で座る・立つなど生活していると
肩・胸部・首の筋肉はそれに順応するように硬くなり
縮んだ状態になります。この状態が続くと背骨を安定
させる能力が下がり雪だるま式に各部位の関節可動域
が無くなっていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“正常な可動域”の消失	 デスクワークによる弊害 

正常 丸まった背中 



【使いすぎ副呼吸筋】 
ü  横隔膜の間違った使用 
　　（姿勢維持する筋肉として） 
ü  横隔膜がリラックス出来ない 
ü  呼吸で使用してはいけない 
　　　筋肉の使用 

大胸筋	 広背筋	 斜角筋	

※横隔膜の機能が下がると主に大胸筋・広
背筋・斜角筋などの副呼吸筋が過剰に働き
通常の横隔膜の働きを阻害してしまう。こう
なることでただ呼吸をしているだけで「猫背」
「反り腰」「肩こり」などを誘発してしまう。	

正常な呼吸をする為に 
副呼吸筋をストレッチする事が重要 

“横隔膜”の機能低下	 デスクワークによる弊害 

【猫背は酸欠につながる？】 
猫背が続くと横隔膜の機能が落ち 
呼吸が短く浅くなってしまう 



【首こりはナゼで起こる？】 
PC画面などを見て背中が丸まった事により頭が前方へ
シフトしてしまう姿勢になってしまいます。頭が前方
へズレる事により頚椎に剪断というスライドする力が
働き周辺の筋肉を硬くしてしまいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“スマホ首”のメカニズム	 デスクワークによる弊害 

剪断	

斜角筋	

※頭は５cm前方へ動くと　　	
　　13.5Kgの重さが首後方	
　　にかかります。	

硬くなる 

背骨 



【骨盤後傾ってナニ？】 
写真①の様に骨盤を身体の下に寝かせて座る姿勢を
「骨盤後傾」と言いこの姿勢を継続すると“お尻”の
筋肉が働かなくなり代わりに腸腰筋が硬くなり正確に
骨盤で体重を支える事が出来なくなり腰の痛みを起こ
してしまいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

骨盤後傾で“お尻”が機能停止	 デスクワークによる弊害 

※通常は骨盤にかかる圧	
　　が背骨にかかり腰の痛	
　　みが頻繁に出てしまう	

圧迫	

①	

背骨 

硬くなる 



Prepare the sitting 
environment 

②座る環境を整える 

One Point 
・ニュートラルな脊柱で座る 
・20〜30分毎に立ち上がって動く 
・毎日、10分〜15分間のコンディショニング 



【坐骨結節で支える】 
柔らかい椅子などに深く座ると本来、体重を支
える場所ではない、お尻の筋肉とモモ裏の筋肉
にほぼ全体重が乗ってしまい脊柱が曲がってし
まう。 
 

〈椅子に座る際のポイント〉 
①浅く座る 
②坐骨結節を両方椅子につける 
 
	
 

ニュートラルな脊柱で座る	

鎖骨結節 

座る環境を整える 



【立って血流を良くする】 
 

姿勢を変える事で、座る姿勢を続け停滞してしまった
血流を再度活動させる。長時間座る事で生じる、関節
が硬くなる（可動域喪失）、体重増加、疲労などの 
健康障害のリスクを軽減する事ができます。 
 
 
〈健康障害を防ぐ方法〉 
 

・30分に１回、立ち上がる 
・座る姿勢をこまめに変える 
・大きく“伸び”をする	
	
 

２０〜３０分毎に“立ち上がって動く”	 座る環境を整える 



【プロアスリートも行う】 
 

毎日の生活習慣で、より長い時間活動する姿勢に身体
は適応してしまいます。座る仕事・立ち仕事など偏り
がちな場合は毎日、１５分ほどの“コンディショニン
グ”で偏ってしまった身体をリセットする事で姿勢が
整い、疲れにくい身体を作る事ができます。 
 
〈コンディショニングとは？〉 
日常のパフォーマンスを最大限に 
発揮するために、筋力・柔軟性・ 
持久力を運動し準備をする事です。 
まずはストレッチから良い準備を 

してみましょう。 
	
	
 

毎日１５分の“コンディショニング”	 座る環境を整える 



Stretch effect 

③ストレッチの効果 

One Point 
・縮まった筋肉を伸ばし筋肉と骨のバランスを整える 
・過緊張筋肉が起こす悪い効果 
・ストレッチの良い効果 



不調のないキレイな姿勢になるには、筋肉と骨のバランスを整える必要があります。　
日常生活や特定のスポーツ動作などで一方の筋肉が使い過ぎている状態（過緊張）
や安静状態による筋力不足（弱化）などにより関節の動きが制限され正常に動かな
くなり姿勢が歪んできます。この硬く強い筋肉と柔らかく弱い筋肉のバランスがお
互い同じ状態に保つことが重要です。 
その為に過緊張筋肉にはストレッチ。弱化筋肉にはトレーニングが必要です。 

縮まった筋肉を伸ばし“筋肉”と“骨”のバランスを整える	



【疲労した筋肉は硬くなる？】 
 

・筋肉が硬くなると起こる事 
デスクワークで座った姿勢が多くなると、筋肉を伸ば
す力が減少し硬くなります。すると筋肉や腱の炎症が
起こりやすくなり血液循環・老廃物の除去・筋肉の酸
素供給が滞り疲れやすい身体になります。 
 

〈あてはまる事がある方は要注意〉 
　 常に肩こり・腰痛　 
　 疲労が抜けない 
　 疲れやすい 
　 足がつりやすい 
	

※硬いままの筋肉は不調の温床！ 

“過緊張筋肉”が起こす悪い効果	 ストレッチの効果 



【目指せ！柔らかい脱疲労の筋肉】 
 

・過緊張筋肉が柔らかくなると良い事 
ストレッチをして筋肉が柔らかくなると筋肉中の血液
循環が回復し筋肉疲労の改善につながり柔軟性の向上
や筋肉を円滑に動かしやすくします。 
 
・疲労が回復しやすい 
・姿勢がキレイになる 
・睡眠が深くなりやすい 
・肩こり、腰痛の予防 
・精神的にリラックスする	
	
※ストレッチで疲労のない身体を作りましょう！ 

ストレッチの“良い効果”	 ストレッッチの効果 



How to 

④ストレッチのやり方 

One Point 
・効果を上げる“呼吸”のやり方 
・“イタ気持ちい“を狙え 
 
 



【呼吸のやり方】 
 

・呼気（口）：５秒〜12秒 
　　　※肋骨を下げるイメージで息を吐く 
 
・キープ：3秒 
　　　※軽く息を止める 
 
・吸気（鼻）：フリー 
　　　※無意識で鼻から空気を吸う 
	
※最後は空気を吸って終わりましょう 

ストレッチの効果を上げる“呼吸”のやり方	



【イタ気持ちいいストレッチのやり方】 
 

・どのくらい伸ばせば良い？ 
　『呼吸のやり方』の呼吸が、無理なくできる 
　　イタ気持ちい場所でキープしましょう。 
　　呼吸を止めてしまう場所はやりすぎです。 
 
・何秒くらい伸ばせば良い？ 
　40秒もしくは『呼吸のやり方』を 
　5呼吸。疲れたと思った時に 
　やってみましょう。 
 
	
※無理は禁物、スッキリで終わらせましょう！ 

“イタ気持ちい”を狙え	



Practice 

⑤タオルストレッチ 

One Point 
・肩こりver./腰痛ver.など気持ちい物だけ行いましょう 
・呼吸を忘れずに 
・初めは１つからでもOK！継続できる内容で 



タオルストレッチ【ストレートレッグレイズ（SLR)】 

【運動の目的と効果】ひざ痛&腰痛の予防・改善、血流促進 
【伸びる筋肉】ハムストリングス（ももうら） 
【よくある間違い】膝を曲げる、つま先が上を向く 

エクササイズのポイント 
①足ウラの土踏まずにタオルをかける 
②写真のようにひざを伸ばす 
③つま先を顔の方に向ける。 

回数・呼吸の目安 呼吸 ５回 

膝を曲げてしまうと“ももうら”が伸び
ないので伸ばす意識で行いましょう。 

エクササイズの注意点 

Good 

Bad 



タオルストレッチ【モモ前ストレッチ】 

【運動の目的と効果】ひざ痛&腰痛の予防・改善、血流促進 
【伸びる筋肉】大腿四頭筋（もも前） 
【よくある間違い】腰を反ってしまう 

エクササイズのポイント 
①足首にタオルをかける 
②おへそを正面に向ける 

回数・呼吸の目安 呼吸 ５回 

腰を反ってしまうと“もも前”が伸びな
くなってしまうので背中が丸めるくらい
でOKです。 

エクササイズの注意点 

Good 

Bad 



タオルストレッチ【お尻ストレッチ】 

【運動の目的と効果】腰痛の予防・改善、血流促進 
【伸びる筋肉】大臀筋（お尻） 
【よくある間違い】足を深く掛けてしまう 

エクササイズのポイント 
①仰向けの姿勢で足首をヒザにかける 
②足首をかけた側のヒザにタオルをかける 
③タオルをかけたヒザを自身に引く 

回数・呼吸の目安 呼吸 ５回 

かけた足首がズレないようにしてお尻に
伸びる感覚があればOKです。 

エクササイズの注意点 

Good 

Bad 



タオルストレッチ【大胸筋ストレッチ】 

【運動の目的と効果】肩こりの予防・改善、血流促進 
【伸びる筋肉】大胸筋（胸） 
【よくある間違い】背中を丸めてしまう 

エクササイズのポイント 
①身体の後ろでタオルを握る 
②肩甲骨を寄せる 
③胸を張るように前に出す 

回数・呼吸の目安 呼吸 ５回 

背中を丸めたりアゴを引きすぎると胸が
前に出ないので注意。 
肩の付け根、胸元が伸びたらOKです。 

エクササイズの注意点 

Good 

Bad 



タオルストレッチ【わき腹ストレッチ】 

【運動の目的と効果】肩こりの予防・改善、血流促進 
【伸びる筋肉】腹斜筋（わき腹） 
【よくある間違い】お尻を上げて、背中を丸める又は腰を反ってしまう 

エクササイズのポイント 
①肩幅でタオルを持つ 
②真横に身体を倒す 

回数・呼吸の目安 呼吸 ５回 

身体を倒した際にお尻が浮かないように
注意。わき腹、脇の下に伸びる感覚があ
ればOKです。 

エクササイズの注意点 

Good 

Bad 



タオルストレッチ【腰部ツイストストレッチ】 

【運動の目的と効果】腰痛の予防・改善、血流促進 
【伸びる筋肉】脊柱起立筋（腰部）、大腿筋膜張筋（モモ横） 
【よくある間違い】肩が浮いてしまい腰が伸びない 

エクササイズのポイント 
①SLRの要領で足裏にタオルをかける 
②タオルを束ねて片手で持つ 
③肩が浮かないように足を倒す 

回数・呼吸の目安 呼吸 ５回 

腰部、お尻、モモ横に伸びる感覚があれ
ばOKです。 

エクササイズの注意点 

Good 

Bad 



タオルストレッチ【内転筋ストレッチ】 

【運動の目的と効果】腰痛・ひざ痛の予防・改善、血流促進 
【伸びる筋肉】内転筋（内もも） 
【よくある間違い】膝を曲げてしまう 

エクササイズのポイント 
①SLRの要領でタオルを足裏にかける 
②かけた足と同じ側の手でタオルを持つ 
③ヒザが曲がらないように足を開く 

回数・呼吸の目安 呼吸 ５回 

足を開く際にヒザが曲がったり腰が反っ
たりしないように注意。内ももが伸びて
いればOKです。 

エクササイズの注意点 

Good 

Bad 



タオルストレッチ【首ストレッチ】 

【運動の目的と効果】肩こりの予防・改善、血流促進 
【伸びる筋肉】僧帽筋上部（後頭部） 
【よくある間違い】背中を曲げる 

エクササイズのポイント 
①後頭部にタオルをかける 
②胸を張ったまま手の重みで下を向く 

回数・呼吸の目安 回数 ５回 

背中が曲がると首が伸びきらないので胸
を張って行う。首の後ろが伸びていれば
OKです。 

エクササイズの注意点 

Good 

Bad 



タオルストレッチ【前腕ストレッチ】 

【運動の目的と効果】肩こりの予防・改善、血流促進 
【伸びる筋肉】大胸筋（前腕） 
【よくある間違い】肘を曲げてしまう 

エクササイズのポイント 
①手の平でタオルの真ん中を握る 
②手の平を上に向けて反対側の手で引く 

回数・時間の目安 呼吸 ５回 

伸ばした際に指先が床を向くようにする。
前腕が伸びていればOKです。 

エクササイズの注意点 

Good 

Bad 



タオルストレッチ【ラットプルダウン】 

【運動の目的と効果】肩こりの予防・改善、血流促進 
【動かす筋肉】広背筋（背中） 
【よくある間違い】背中を丸める 

エクササイズのポイント 
①タオルの端を持ってバンザイ 
②タオルがたるまないように首の後ろを通す 
③肩甲骨を寄せて胸を張る 

回数・時間の目安 回数 20回 

背中を曲げてしまうと肩甲骨の動きを妨
げてしまう為、注意。 

エクササイズの注意点 

Good 

Bad 



もっと詳しく運動したい方は 

スポーツクラブNAS 武蔵浦和 
 
東急スポーツオアシス十条 
 
その他、出張など承っております。 
 
HPお問い合わせフォームより 
お問い合わせください 


