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仙腸関節の機能的左右差に関する考察
一新たな検査法の提案とその解釈について－＊

吉岡一貴割
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Abstract

Clinicalexaminationsfortheevaluationofarticularfunctionsshouldhavethefollowingcharacteristics:theyshouldbe
basedonrationaltheory,bebothobjectiveandreproducible,andbesimpletoperform.Teststhathavepoorinter-examiner

reliabilityorthatrequireskillsdifficulttoachievearenotappropriateforuseasassessmentmethods・Thetestscurrently
usedinthefieldofmanualmedicinedonotalwaysmeettheabovecriteria.Thispaperintroducesatestthatfocuses
attentionontheasymmetricalrelationinthemotionofthesacroiliacjoints.Thistesthasbothinter-andintra-examiner

reliability.Thetestisbasedontheauthor'shypothesisthateachsideofthesacroiliacjointsplaysitsownrole,
dependingonthesideoftheindividual'sdominantlea,andthatcreatesthefunctionalasymmetryofthejoints.This
paperpresentsthetestingmethodanddiscussestheprincipleoftheasymmetryofthesacroiliacjointsinrotational

movementfromthekineticandbiomechanicalpointofview.
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1.緒言

前回の論考では､仙腸関節の運動軸並びに動きの

法則に関する新たな仮説'1に加えて､仙腸関節には'Pill

足側･利き足側が在る21､という新たな概念を提示した。

そこでは､左右仙腸関節はそれぞれに求められる役

割に応じて､左右で異なる関節運動を起こしている

可能性が高いと論じた。

本稿では､その関節運動の左右差に着目し､仙I協関

節の軸足側と利き足側を判別する検査法をいくつか

提案し､その左右差が生じる原理と回旋動作に見ら

れる非対称性について､運動学および力学的な観点

から考察した。

2.仙腸関節の軸足側･利き足側の概念

前回の論考で､仙腸関節の軸足側とは仙骨のうな

ずき運動側であり、日常的に身体荷重を支持しやす

い側であるとし､対する利き足側は仙腸関節の起き

上がり運動側であり、車I1l足の反対側の下肢である、と

定義した｡軸足側の役割は､うなずき運動と腰椎前簿

増強に伴う緩衝作用であり、利き足側は起き上がり

運動と前簿減少による下肢筋力の脊柱への伝達効率

の向上であると考えられる。

利き手は左右大脳半球の機能的な優位性に由来し、

原則として生涯を通して変化するものではない｡同

様に､大脳の優位な側に支配される利き足もまた､変

化することは無いものと考えられる｡従って､左右仙

腸関節の役割に応じた関節運動の左右差もまた､生

涯を通して変わることは無いはずである。(一部には、

本人の自覚する利き手と、当検査から得られる利き

足とが左右一致しない事例がある｡それらは本来､利

き手ではない側の手を利き手として使用してきたも

のと思われ､臨床的には重要な意味をもつ｡）

臨床的にも､骨盤帯のサブラクセーションには一

定の根強いパターンが存在することが多い｡その一

定のパターンは､これら'Pill足と利き足による関節運

動の違いに起因するものであると筆者は考える｡従

って､下肢の軸足側と利き足側を判別することは､骨

盤帯のサブラクセーシヨンの分析において非常に重

要なファクターとなるだろう。

3.検査法の提案

現在､仙腸関節に対する徒手医学的検査法には種々
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のものがあるが､軸足側と利き足側という左右の機

能的な差異の存在を前提としたものは見当たらない。

これまでの検査法では､｢正常な仙腸関節は､左右

対称的な動きをする」という事が前提だった｡一方、

今回提案する検査法は､｢仙腸関節は､軸足側と利き

足側で動きが異なる」という前提に立つ｡前提が異な

れば､結果の捉え方は大きく変化する。

この検査法は､これまでの徒手医学的検査法でそ

の問題点として指摘される事が多かった｢再現性｣や

｢客観性｣の問題を考慮し､誰が検査を行っても|司一

見解となる現象を中心に構成した。

この検査法を用いることで､誰が行っても高い確

率で仙腸関節の軸足側と利き足側を判別する事が可

能となる。その結果を踏まえて仙腸関節の関節機能

を評価することで､より正確な骨盤帯の機能評価へ

と繋げる事が出来る。

4.機能的左右差が､生じる原理

仙腸関節に見られる左右非対称的な連動は､腰椎

の回旋に多大な影響を及ぼす｡検査法の提案に入る

前に､これら仙腸関節の動きの左右差と腰椎回旋と

の関連について､筆者の見解を述べることにする。

4-1腰仙関節の回旋優位性

荷重下にあるL5の運動は､荷重を受ける仙骨と仙

腸関節の状態に左右される。それらは主に二つに大

別できる｡1つはL5からの荷重を仙腸関節がうなずき

運動で支持する時であり、もう’つは仙腸関節が起き

上がり運動でこれを支持する時である。

腰仙関節は､仙腸関節がうなずき運動を起こすと

伸展位となり、起き上がり運動では屈曲位となる｡言

い換えると､脊柱を直立させた状態では､腰仙関節が

伸展しなければうなずき運動を起こす事は出来ない

し､屈曲しなければ起き上がり運動を起こす事は出

来ない｡ここで注目すべき点は､腰椎椎間関節のN旋

軸と､腰仙関節の屈曲伸展との関係性についてである。
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腰椎の回旋軸は疎突起の基部にあり3)、腰椎が回旋

する際にはその回旋軸を中心として椎体が左右へ移

動しなければならない。しかし実際には､腰椎の運動

は荷重支持部である椎体側が支点となるため、厳密

にはこの回旋刺Iを中心とした回旋は起こりえないだ

ろう｡椎間板の存在を考えても､下位椎体に対して上

位の椎体が側方にスライドするような動きが起こる

とは考えにくい。この椎骨の支点と回旋軸との位置

関係､並びに椎間板を介した上下の連結構造が､腰椎

の回旋運動を理解する上で重要な鍵となる。

腰椎の回旋運動に対する角度の範囲は､回旋軸と

椎骨の動きの支点が近づく程大きくなり、逆に遠ざ

かるほど小さくなる｡すなわち腰椎は､下位椎骨に対

して上位椎骨が伸展すると動きの支点は後方へ移動

し､回旋軸と動きの支点が近づくため回旋しやすく

なり、屈曲すると支点は前方へ移動し､軸と支点が遠

ざかるので回旋を制限される。これを仙腸関節と腰

仙関節の関係に置き換えると、仙骨がうなずき位で

荷重を支持する際にはL5は回旋しやすく、仙骨が起

き上がり位で荷重を支持する際には回旋を制限され

る(図1)。

腰仙関節伸展

回旋軸と椎骨の動きの支点が

近づく

腰仙関節屈曲

回旋軸と椎骨の動きの支点か

遠ざかる

図1腰椎の回旋軸と椎骨の屈伸

腰仙関節伸展で腰椎は回旋しやすく､屈曲で制限される

腰椎の回旋運動は椎体の側方への移動を伴い､そ

れは荷重支持部の移動を意味する｡原則として､L5椎

体の底面が向かう側の仙腸関節に荷重は伝達される
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ものと筆者は考える｡荷重を受ける側の仙腸関節が、

それをうなずき位で支持しているのか起き上がり位

で支持しているのかにより、腰仙関節の屈曲伸展の

対応は変化する。

軸足側仙腸関節は荷重を常にうなずき位で支持す

る傾向にあるため､L5椎体からの荷重がこの側にか

かる時､腰仙関節は伸展しL5回旋も可能となる｡反対

に利き足側仙腸関節は起き上がり運動側であるため、

L5の回旋は制限される傾向にあるだろう。おそらく

利き足側への荷重伝達は､回旋ではなく腰仙関節側

屈により応じていると考えられる(側屈の詳細につ

いては後述)。

つまり腰仙関節には､軸足側へは回旋しやすく、利

き足側へは回旋を制限されるという、回旋に対する

非対称性があることを示す。

4-2仙骨の回旋優位性

腰椎回旋には軸足側への優位性があるが､それは

仙骨回旋の軸足側への劣位性に対する補完的な機能

であると思われる｡つまり仙骨には､左右寛骨の間で

変位する際には､利き足側への回旋優位性がある(軸

足側が前下方､利き足側が後上方へ変位)○筆者がこ

れまで観察してきた限り、このような左右仙腸関節

における動きの非対称性は､身体動作の如何なる局

面においても変化する事は無いように思う。

前記の通り､L5(腰椎)は､仙骨がうなずき運動を起

こす事で回旋する事が可能となり、起き上がり運動を

起こす時には回旋は制限される。このL5の軸足側へ

の回旋時には､回旋側仙腸関節がうなずき運動を起こ

し反対側は起き上がり運動を起こしているため、仙骨

自体は腰椎とは逆に利き足側へ回旋している事にな

る(腰椎の左回旋時には、仙骨は右回旋)。逆に言えば、

片側仙腸関節でのうなずき運動に伴う仙骨の逆回旋

が起きなければ､L5が回旋する事は出来ない｡これと

は異なり、利き足側へ荷重支持部であるL5の椎体が

向かう時､腰仙関節は屈曲でこれを受けざるを得ない

ため､L5の回旋は制限される｡つまり、利き足側への

荷重伝達の際には､L5は仙骨の回旋に連動してしまう、

と言える(図2)oこの利き足側への回旋時､L5椎体は

利き足側へ連鎖的に移動しながら側屈することで椎

体の底面を同側仙腸関節へ向けるものと思われる。

左仙腸関節でうなずき運動右仙腸関節で起き上がり運動

腰仙関節伸展腰仙関節屈曲

1.5は左へ回旋1,5は回旋を制限され仙骨に連動する

図2腰仙関節を上面から観察

これは､腰椎の回旋軸を中心とした回旋ではなく、

仙骨の回旋に連動する椎体の移動である。この時も

し腰仙関節が伸展していれば､L5はうなずき運動側

である軸足側へ回旋しようとするので､利き足側へ

の回旋は出来ない(荷重も軸足側へ)。したがって､L5

椎体底面を利き足側へ向けて変位させるためには、

腰仙関節が屈曲しなければならないのである。

もしこの利き足側への体幹の回旋時に腰仙関節が

伸展している場合は､腰椎は軸足側へ回旋し荷重も

軸足側に向かうことになるが､軸足側坐骨を支点に

骨盤全体を利き足側へ回旋させる事で､腰椎の逆回

旋を補う。

つまり利き足側への上体の回旋は､大まかには､腰

仙関節屈曲(仙骨に連動｡腰仙関節の回旋なし）と伸

展(坐骨を軸とした回旋｡L5は逆回旋)の2つのパター

ンがあることになる。

4-3仙骨の運動とL5の屈伸

これまでに､腰仙関節における軸足側への荷重伝

達は､仙骨に対するL5の伸展および回旋とそれに伴

う側屈からなり、利き足側への伝達はL5の屈曲およ

び側屈からなるだろうと述べた。



この時の軸足を左とすると、軸足側への荷重伝達

時に予想されるL5の動きに含まれる要素は､L5の伸

展と左回旋(疎突起は右)および、回旋に伴う右への

側屈となる｡一方の利き足側(右とする)への荷重伝

達は､屈曲および左屈によりなされると予想される。

これらの動きにより､L5椎体底面は､軸足側または利

き足側仙腸関節にその底面を向けることが出来る。

ここで､この時に起こることが予想される髄核の

移動について考察する｡該当する分節が中間位にあ

る時､髄核も中間位にあるだろう(便宜上この位置を

｢中心｣とする)。そして、下位椎骨に対して上位椎骨

が変位する時､椎間板スペースの開いた側へ髄核は

移動する伽｡従って､前記の場合、軸足側への荷重伝達

時には髄核は中心に対して左前方へ、利き足側への

荷重伝達時には右後方へと移動することになるだろ

う（ここで予想される髄核の移動方向は仙骨の変位

方向と一致し､荷重の伝達方向とも一致しているよ

うに思える点は興味深い)。ここで軸足側から利き足

側へ荷重移動が起こる際には、髄核は左前方から右

後方へと対角に移動することになる。そしてその中

間位､つまり髄核が中心に戻り、左右下肢の支持する

荷重が均等化する時が腰仙関節の中間位であると同

時に､仙骨の中間位になるものと予想する。つまり筆

者は､荷重状態で腰仙関節の髄核移動が起こる時､前

方へ移動する際には軸足側へ向かいやすく、後方へ

移動する際には利き足側へ向かいやすい傾向があり、

前後への移動が無い時には左右への移動も起こり難

く、腰仙関節および仙腸関節はほぼ中間位を維持す

るのではないかと予想するのである。

おそらく仙骨の一方向への動き（回旋側屈)に対す

るL5の運動は､屈曲伸展がメインであり、残る回旋側

屈は回旋軸との位置関係により対応が決まり、それ

によって自動的に荷重を左右に振り分ける機能を持

つのではないかと推察される｡そしてさらに､この機

能が腰仙関節の過剰な回旋を抑制し、骨盤の回旋を

腰椎の屈伸に転換することで、歩行時には椎体を進
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行方向に向け安定させ､下肢の筋エネルギーを身体

を推移させる推進力として無’駄なく活用出来るよう

にしているのではないかと推察する｡個人的には､こ

れが腰仙部を理解するための重要なポイントではな

いかと考えている。

これらを踏まえて､仙腸関節の利き足側と軸足側

を判別する為の検査法を解説する。

5.検査の目的

この検査の目的は､仙腸関節のうなずき運動側(軸

足)と起き上がり運動側(利き足)を判別する事である。

仙腸関節がうなずき運動を起こしているというこ

とは､仙骨底が前下方へ変位している事を意味し､こ

れは腸骨に対する変位ということになる。この両者

の関係は相対的なものであるため、うなずき運動を

起こしている側の腸骨は､仙骨に対して後方へ変位

していることを表す｡つまり、仙腸関節における腸骨

の後方変位を意味する。これとは反対に､仙骨の起き

上がり運動とは仙骨底の後上方への変位であり、同

時に腸骨の仙骨に対する前方への変位である｡従って、

ここで提案する検査法を元にサブラクセーションを

判定すれば､腸骨の後方変位を起こし得るのはうな

ずき運動側でしかなく、前方変位を起こし得るのは

起き上がり運動側でしかないと断言できる｡つまり、

軸足側と利き足側の判定を正確に行う事が出来れば、

そのまま仙腸関節のリスティングが判別できる、と

いうことになる。

すなわちこの検査は､仙腸関節のリステイングの

分析に利用出来る。

6.方法

上記の規則性を組み合わせることで､様々な動作

から整合性を保った状態で軸足側と利き足側の判別

が可能となる。

実際には､今回提案する方法以外にも、それらを判

別する方法は幾つもある｡全てを紹介することは出

日本カイロプラクティック徒手医学会誌刀
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来ないので､今回はその中から､最も典型的なパター

ンを観察しやすい3つの検査法を紹介する。

6-1立位検査

この検査では､片脚立ちに伴う支持脚側仙腸関節

の荷重支持形態と遊脚側仙腸関節の動態を､左右

PSISの上下への位置変動の比較を用いて､軸足側と

利き足側を判定する。

立位片脚立ちを利用した仙腸関節の機能評価では

GilletTestが有名だが､この動作に対する筆者の解釈

は以下の点においてGilletとは異なる。

Gilletの査定法では､主に遊脚側仙腸関節の動態に

着目しているのに対して､筆者の提案する検査法は、

立脚側仙腸関節の支持形態に着目しているという点

で大きく異なる｡何故なら筆者は､遊脚側仙腸関節は、

支持脚側仙腸関節の荷重支持形態に対応した受動的

で副次的な動きを起こすものであると考えているか

らである。さらに､Gilletが機能異常の検出のために

この方法を用いているのに対し､筆者は機能的な左

右差(軸足･利き足)の検出を目的としてこの検査法

を用いるという点で､大きな違いがある。

この検査法は以下の概念に基づく。

筆者の仮説に従えば､仙腸関節は左右で相反する

運動を起こす5)｡この仮説に基づくと､支持脚側がう

なずき運動を起こすと、遊脚側は必然的に起き上が

り運動を起こすことになる｡換言すれば､支持脚側が

うなずき運動を起こさなければ､遊脚側も起き上が

り運動を起こせないことになる。これらは仙骨の側

屈に伴う左右後上腸骨柳(以下PSIS)の上下変動の

違いとして観察される。

支持脚側の仙腸関節がうなずき運動を起こせば、

同側仙骨底は下方へ下がり、遊脚側は起き上がり連

動により上方へ持ち上げられる｡つまり、仙骨が前額

面､矢状一水平軸に関して､支持脚側が下方へ遊脚側

が上方へと回転を起こす状態となる。この仙骨の前

額面での回転に伴い､骨盤全体が前額面上で支持脚

側低位､遊脚側高位の回転を起こす｡このため､PSIS

も相対的なうなずき運動側(支持脚側)低位､起き上が

り運動側(遊脚側)高位となる。

これとは異なり、支持脚側が起き上がり運動で荷

重を支持する際には､遊脚側はうなずき運動を維持

した状態で下肢を挙上するため､上記の関係性は成

り立たない｡従って､左右PSISは比較的水平位を保つ。

軸足側はうなずき運動側､利き足側は起き上がり

運動側であるため、この検査では､PSISの上下変動

が比較して大きい側の､支持脚側が軸足､遊脚側が利

き足となる。

6-2立位回旋検査

この検査では､立位で両下肢(股関節)を最大限内

旋させた状態での､脊柱(主に腰椎)回旋可動域の左

右差を比較することで､軸足側と利き足側を判別する。

この検査法は以下の概念に基づく。

軸足側は仙腸関節のうなずき運動側であり、利き

足側は起き上がり運動側である｡仙骨がうなずき運

動を起こすためには､弓状線を軸とした寛骨の内旋・

外転が必要となる｡股関節も同様に内旋位を取る｡起

き上がり連動はこれとは反対の変位を起こす51｡従っ

て､股関節の内旋は寛骨を内旋させ､仙腸関節はうな

ずき連動を強要される｡Ill足側はうなずき運動側で

あるため､股関節の内旋に伴い仙骨はうなずき運動

を起こすことになる｡'Pill足側がうなずき運動を起こ

す事で､利き足側は起き上がり運動を強いられる｡つ

まり、両下肢を強制的に内旋させた状態では､軸足側

のみがうなずき運動を起こし､利き足側は起き上が

り運動を起こすことになる。

他方､前記の通り､L5は関節面の形状と回旋軸との

関係上､ｲill骨のうなずき連動側へ回旋しやすい構造

を持つ｡反対に起き上がり運動側への回旋は制限さ

れる｡つまり、この状態では､L5は軸足側へ回旋しや

すく、利き足側への回旋は制限される。

従って､両股関節を最大限内旋させた状態で脊柱



を左右へ回旋させた時､回旋しやすい側の下肢が'Pill足：

回旋を制限される側の下肢が利き足となる。

6-3座位回旋検査

この検査では､脊柱回旋時における腰椎の|回1旗傾

向と仙骨底の前後への変動を比較観察する事で､軸

足側･利き足側を判別する。

この検査法は以下の概念に基づく。

前記の通り､L5は軸足側へは回旋しやすいが､利き

足側へは回旋しづらい｡これらはL5に連なり、同様の

回旋軸と関節突起の構造を有する腰椎全体の回旋動

態を観察する事で判別できる。

また､脊柱回旋時の仙腸関節には､左右の運動学的

な差異が顕著に表れる｡軸足側は常にうなずき運動

を起こすため､仙骨底は前方へ移動､利き足側は起き

上がり運動により後方へ移動する。この仙骨底の｢軸

足側は前方､利き足側は後方｣という関係性は､脊柱

を左右どちらに回旋させた時にも変化しない｡つま

り脊柱回旋時の左右仙骨底の前後移動を比較観察す

る事で､軸足側･利き足側の判別が可能となる。

この検査では､次のことに注意する必要がある。

腰椎は回旋軸との関係上､腰仙関節が伸展してい

ると回旋しやすく､屈曲していると回旋は制限される。

しかしながら､腰仙関節を屈曲しても､仙骨の回旋に

連動した腰椎の(見かけ上の)回旋は可能である。ま

た同時に､腰仙関節伸展を維持しながら利き足側へ

回旋させる事も､軸足側坐骨を支点に骨盤全体を回

旋させる事で可能となる｡従ってこの検査では､この

仙骨あるいは骨盤全体の回旋に伴う体幹の利き足側

への動きを除外しなければならない。これを除外す

るためには､仙骨の回旋を抑制すればよい｡つまり、

利き足側へ体幹を回旋しようとする際に起こる仙骨

自体(または骨盤全体)の回旋を､検者が抑制する事で、

体幹の回旋は腰椎以上の脊柱の回旋のみに限定され

ることになる。この仙骨(または骨盤全体)の|M|旗が

制限されると､腰椎は利き足側への回旋を制限され、
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回旋可動域の左右差が明らかになる。

当然この検査では､仙骨あるいは骨盤全体の回旋

が抑制された状態で､腰椎が回旋しやすい側が軸足側、

回旋を制限される側が利き足側となる。

7.機能的な左右差に関する考察

これらの検査法を用いることで､仙腸関節の機能

的な左右差が明らかになる｡特に回旋検査では､左右

仙腸関節の顕著な動きの違いを実感する事が出来る

だろう。

腰椎に回旋に対する一方向への優位性がありなが

ら､日常生活で左右のlmI旋動作に違いを感じないのは、

普段から左右の違いに応じた適切な使い方を無意識

のうちに行っているからだと考えられる。

この荷重移動を伴う回旋動作に見られる左右の動

きの違いをまとめると､利き足側への回旋は､仙骨は

起き上がり運動､腰仙関節は屈曲､腰椎前誉は減少し

た状態でなされ､軸足側への回旋は､仙骨はうなずき

運動､腰仙関節は伸展､腰椎の前替は増加した状態で

なされる｡つまりこれは､利き足側へは脊柱全体を屈

llllさせる事で回旋しやすく、軸足側へは伸展させる

事で回旋しやすいということを示している。

これら回旋に対する左右の動きの違いは､実は様々

な動作において誰もが自然に行っている｡野球やゴ

ルフのフルスイングや砲丸投げ等の投榔動作での、

脊柱や腰仙部に認められる左右の動きの違い(主に

屈曲伸展)を例に挙げると分かりやすいだろう。ここ

には､身体動作における利き足側と軸足側の力学的

な合理性が認められる。

このような回転動作では､上体の体重移動と下肢

筋力を､任意の目的のために最大限活用する事が望

ましい｡一部の例外を除くと、(体重移動を伴う）回転

動作では体幹をまず利き足側に捻り、そこから軸足

側へ向けて身体を捻る時に生じる回転力を利用する善

この時腰椎は､利き足側への体幹の回旋時には屈

曲傾向にあり､軸足側への回旋時には伸展傾向にある。
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腰椎が利き足側へ回旋する時に､伸展する事はまず

ない｡何故なら､腰椎が屈曲(前脅減少)することで下

肢の筋力は効率よく上方へ伝達されるのであって、

伸展(前脅増加)していると下肢の筋力は腰椎と仙腸

関節に吸収されてしまい､効果的な力の伝達が出来

ないからである。この動作では､体幹が利き足側へ回

旋する時に腰仙関節を屈曲させ､利き足側の筋の収

縮力を受ける準備をし､その力を体幹の回旋と同時

に軸足側へ向けて一気に開放する｡軸足側ではその

力を仙骨のうなずき運動と腰椎の前脅増加によって、

腰椎を回旋させる事と椎間板の柔軟性の向上により

吸収する。

これにはもう1つの理由が考えられる｡この動作は、

布や束ねた紐を捻り、それを放すと蓄えられた力が

一気に解放され元に戻ろうとする時の現象に似てい

るように思える。この時利き足側への回旋が腰椎の

伸展で行われる場合､腰椎の回旋を許す事になりエ

ネルギーの蓄積は出来ない(布や紐の固定が出来て

いない)｡つまり、利き足側への体幹の回旋で腰椎を

固定(回旋の抑制）して力の蓄積を行い､軸足側への

回旋ではその固定を開放する事で力の発散または解

放を行う、と考えられる。この骨盤や腰仙部の捻転を

伴う動作では､仙腸関節及び腰仙関節の運動は常に

一方向への偏りが見られる。これは歩行動作でも同

様で､歩行動作中の骨盤帯に見られる左右の非対称

的な動きは、この捻転力を前方推進力に応用してい

る結果ではないかと考える。さらに､この捻転力に対

して腰仙関節は屈曲伸展で対応するため､このエネ

ルギーは身体を前方へ推移させる推進力となる｡逆

に言えば､この捻転に一方向への偏りが無ければ､下

肢の筋力は腰椎に吸収され､エネルギーの大きな喪

失につながる｡すなわち､これらの非対称的な運動は、

身体運動に対する合理的で機能的な非対称性である

と,思われる。

7亨

8.結言

すでに述べたように､多くの場合､骨盤帯の歪みに

は一定のパターンが存在するように思う｡筆者には、

以前からGillettestに限らず､立位および座位で行う動

的な検査では､結果に偏りが出るように思えてなら

なかった｡それらに対する疑念が､今回の考察につな

がる端緒である。

さて､身体動作を注意深く観察していると､特に骨

盤帯周囲の動態には左右非対称性が存在している事

が良く分かる。これまでは､このような動きの非対称

性は異常であるとされ､骨盤帯の運動は左右対称的

であるのが正常だと考えられていた｡しかし､この左

右非対称性を身体動作に照合してみると、これは異

常ではなくむしろ非常に合理的で機能的な左右差で

あると考えられる｡例えば今回取り上げたような回

転動作(ゴルフのスイング等)では､右利きの人は左

回りに､左利きの人は右回りに回転する事が一般的

である。これは利き手を有効に使うという理由のほ

かに､力学的にみても下肢の筋力を有効に活用する

為の最適な回転方向である事が分かる｡仙腸関節には、

その機能に対応した左右の運動学的な差異が存在す

るようであり、身体は無意識のうちにその左右差を

有効に利用している｡前回の論考でも述べたように、

この機能的な左右差が仙腸関節のサブラクセーショ

ンの基礎にあるものと思われる｡つまりサブラクセ

ーシヨンは必然的に生じ､それを未然に予防する事

は関節運動学的にみると困難なようにも思える。こ

れらの関節機能を理解し､的確に評価した上で､正常

範囲を逸脱した関節機能を正常に戻す事も､我々力

イロプラクターに与えられた重要な役割の一つであ

ると言えるのではないだろうか。

参考文献

1)吉岡一蛍:仙腸関節の研究.日本カイロプラクティック徒手医学会誌、

5:6，2004．

2)文献1,11

3)Kapandii1．A.(荻烏秀雄監訳:関節の生理学」体幹･脊柱.76、



医歯薬出版株式会社､1988.

4)文献3,34.

5)文献1,9

〃""α/ofjapa"釘eSocietyofClinicalChiropractic

仙腸関節の機能的左右差に関する考察

一新たな検査法の提案とその解釈について－

･･…………･吉岡一貴

日本カイロプラクティック徒手医学会誌万


