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オフィス環境改善コンサルタント（理学療法士） 

                                                     
山内 義崇 

座る作業に対するセルフイメージの改善に向けてのパイロット試験 

         ～体幹装具ラクナールエクササイズを導入して～ 



《はじめに》 

座る作業者、特にVDT作業者にとって、 

臨床上「身体的なストレス」と「心理的なストレス」はある。 

頭痛 

頚部痛 
慢性
腰痛 

（筋・骨格系障害による） 
 

身体的なストレス 

（筋・骨格系障害類似の 
起因となる） 

 

心理的なストレス 
（社会心理学的） 

＊VDT作業；Vidual Display Terminals（パソコン画面等の画像表示末端）を操作する作業者のこと。 

VDT症状が起こると 

＊VDT症状；パソコン画面等の画像表示末端作業による 

身体的疲労等の自覚症状は約８割。 

①眼症状 ②筋骨格系症状 ③精神症状などが多い。 

長時間の連続作業や好ましくない作業環境が健康障害を 

起こす原因になる。 



☑ 先行研究より、ＶＤＴ作業者の身体的ストレスの改善法として、 
  VDT作業の慢性腰痛者に対しある一定の腰痛改善効果を示した 

         「体幹装具ラクナール」を用いることとした。（ジェイワンプロダクツ（株）） 

＊「体幹装具ラクナール」では、股関節・腹部周囲筋、特に腸腰筋ストレッチ刺激にて下肢の血流量改善効果、 
 背筋群の過剰活動の抑制、ならびに女性VDT作業者の慢性腰痛の軽減にある一定の効果を示している。 
  （甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科 辻下、中国労災病院勤労者予防センター 仁田ら） 

＊ラクナールエクササイズの内容は、起案者推薦の運動プログラムをそのまま活用した。 

《身体的ストレスについて；先行研究、座圧変化より》 

 
☑ 当パイロット試験においても、座位姿勢で腰痛有者に対し、ラクナール使用前後での  
  座圧変化パターンをみると、左臀部の外側部含む座圧分布量幅の減少変化がみられ、   
  先行研究同様に、腰痛軽減の経緯がみられた。 
☑ しかし、ラクナール使用した後の座位でも、臀部の局所的座圧量は依然として右 
   が優位であり、ある程度の不均衡な身体的ストレスがもともとあったことが推察される。 

ラクナール使用後の座位 ラクナール使用前の座位 



☑ 今回、先行研究において、VDT作業の慢性腰痛者に対しある一定の 
  腰痛改善効果 を示した「体幹装具ラクナール」（ジェイワンプロダクツ（株））を用いた。 

《身体的ストレスについて；座位姿勢保持のアライメント変化より》 

☑ 頭部・体幹（胸骨部）・骨盤帯のアライメント角度計測評価よりわかったこと。 
  ラクナールの活用にて、骨盤帯左右の傾斜パターンの安定した保持期間の延長、  
  頭部の後屈位（伸展位）保持時間の延長、頭部の5°未満の左側屈位保持の延長、  
  胸骨部の伸展位アライメント保持の延長による頚部痛・腰痛の軽減などがみられた。 
                      （筋骨格系由来の器質的な身体的ストレスの軽減） 

差：右―左 差：右―左 

被験者 
1名 
男性40代 

頭部線 胸骨線 骨盤線 体幹・肩線 

角度計測   
   （°） 

頭部線 
（水平） 

頭部線 
 （回旋） 

頭部線 
 （右） 

頭部線  
 （左） 

頭部線 
 （差） 

胸骨線 
（前額面) 

胸骨線 
（矢状面) 

骨盤線 
（水平） 

骨盤線 
 （回旋） 

骨盤線 
 （右） 

骨盤線 
 （左） 

骨盤線 
 （差） 

体幹・肩
線（水平) 

体幹・肩
線（回旋） 

座位1分後 2 7 -20 -22 2 -2 -6 0 -15 24 13 11 0 0 

  10分後 0 5 20 20 0 -3 -3 0 3 17 17 0 1 0 

座位1分後 1 6 -16 -21 5 -1 -10 -2 3 26 20 6 1 8 

  10分後 2 4 -13 -18 5 -2 -8 2 1 21 17 4 0 1 

ラクナール
使用前 

ラクナール
使用後 

《表１. 10分座位による、頭部・体幹（胸骨部）・骨盤帯のアライメント角度計測の結果》 
             －ラクナール実施前と実施後の比較－ 

＊頭部・体幹（胸骨部）・骨盤帯のアライメント計測には、傾斜角度計測器 Horizon（ISO16840-1）を活用した。 



《今回の仮説；心理的ストレスについて》 

仮にVDT症状の改善傾向がある場合には、心理的に作用する 

  「座るイメージ」に、Positiveなイメージ先行が得られると仮説した。 

プラス的イメージ 

のある要素 

 

Positive要素 

（ 以下、P ) 

マイナス的イメージ

のある要素 

 

Negative要素 

( 以下、N ） 

「座るイメージ」の変化 

VDT症状あり VDT症状が改善すると 

ラクナールの導入前後で、身体的変化とともに、「座るイメージ」の変化は得られるか。 



《対象》 

☑ 対象者：1名 40代男性 

☑ 腰痛症の既往があり、 

   特に座位姿勢で身体の不具合を訴えていた。 



☑ 主観的反応情報より、「身体的なストレスイメージ」と「座るストレスイメージ」  
                       の２つのカテゴリーに分類した。 

☑ １0分間の座位姿勢保持をとり、その主観的反応の経過を追った。 
      座位保持の実施回数は、ラクナール使用前と使用後の２回とした。 

＊オフィスチェアー上腰かけながら、条件として、１．背もたれなしで端坐位をとること、ならびに 
                      ２．頭部を空間上可及的に移動しないように、10分間座位姿勢の保持を指示した。 

＊《方法２》にて記載。 

＊＊主観的反応の記録は、ラクナール使用前後の、座り始めの1分後と10分後の2か所でとった。 
＊＊＊その記録は、１回記録する毎に、「A4 」空白用紙1枚分に自由記載を指示した。  

＊ラクナールエクササイズを導入。 
（起案者推薦の運動プログラムをそのまま活用した） 

ラクナール使用前 
 10分間座位保持 

ラクナール使用後 
10分間座位保持 

《方法１．》 



身体的 座る 

①深く座っても浅く座っても姿勢が崩れる 

②時間が経つとどうしても姿勢が崩れる 

①とにかく座る姿勢が悪い 

②他人から言われて 

  さらに姿勢が悪いと感じる 

③ソファーなど背もたれを利用したがる 

④常に両肘を置きたがる 

⑤座る時に腰崩れを起こさないようにする 

《方法２．「Ａ４］用紙への自由記入形式からのデータサンプリング法 》 

「身体的なストレスイメージ」と「座るストレスイメージ」 の２つのカテゴリーに分類した。 

P： ０（個）   N：２（個） P： ０（個）   N：５（個） 

「Ａ４」一枚用紙 



《結果① 主観的反応情報》  
エクササイズ前の座位１分後と、エクササイズ後の座位１分後の変化  

（情報の内容に関して）座り始めは身体の痛みの質に関する情報が多く、エクササイズ
前では左側の腰部・肩甲骨内側部、左頚部への痛みや違和感、強い緊張感を感じてい
た。「座る」ストレスでは環境とのアンバランスな違和感としてのコメントがあった。エクサ
サイズ後の座位1分後では、左側の痛み、違和感などの軽減がみられた。 



《結果② 主観的反応情報》  
エクササイズ前の座位１０分後と、エクササイズ後の座位１０分後の変化  

10分間の座位姿勢は、身体的ストレスとして、痛みの量と質の情報量が増えた。そして、
身体の細かい変化を主観的に捉える要素がでてきた。また、エクササイズ後の座位10
分後では、座位時間が延びるに連れ身体的改善の要素と共に、「座る」イメージにプラ
スの要素が増え、「自身の身体の状況」と「座る環境」との一致した認識要素がでてきた。 
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の座位１０分後  

《結果③ 主観的反応情報より》  
エクササイズ前と、エクササイズ後の同じ時間帯の２つのストレスの経過 

座位姿勢の時間が経つごとに、換算的に座るイメージのプラス要素がみられる。 



 《結果④ 主観的反応情報》  
「日頃の生活で座るストレス感について」と「エクササイズ体験直後」の比較にて  
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「座る」イメージについて、普段の座るイメージと、ラクナール体験直後の座るイ
メージでプラスの要素が多くみられた。これより、本被験者にとって身体的な変
化と座る意識に関して、ネガティブのイメージはなかったとの見解をうける。なお、
本研究はパイロット試験であり、今後の継続的な検証は必要な段階である。 



身体的 座る 

①深く座っても浅く座っても姿勢が
崩れる 

②時間が経つとどうしても姿勢が
崩れる 

①とにかく座る姿勢が悪い 

②他人から言われて 

  さらに姿勢が悪いと感じる 

③ソファーなど背もたれを利用したがる 

④常に両肘を置きたがる 

⑤座る時に腰崩れを起こさないようにする 

日頃の生活で「腰かける」ことに対する主観的反応情報 

P： ０（個）   N： ２（個） P： ０（個）   N： ５（個） 

 《結果④の補足；ラクナール体験前の内容》 



身体的 

①装着時に気持ち良さを感じた。 

②個々の筋の動きやストレッチ感を感じた。 

③とてもいい刺激の体感がある。 

①座る安定感を感じる 

座りながらのラクナールエクササイズ体験直後の主観的反応情報 

座る 

P： ３（個）   N：０（個） P： １（個）   N：０（個） 

 《結果④の補足；ラクナール体験直後の内容》 



《帰結》 

☑ ラクナールエクササイズを介した座位姿勢の主観的反応を 

「身体的なストレスイメージ」と「座るストレスイメージ」 の２つのカテゴリーに分類した。 

☑ 「座るストレスイメージ」に着目し、ＶＤＴ症状改善の評価尺度になるかを試みた。 

☑ 本症例においては、身体的ストレスの改善がみられ、時間の経過とともに 

 「座るイメージ」による改善がみられた。 

☑ 今後も産業分野における「身体的ストレス」だけではなく、「座るストレスイメージ」に 

  着目したアプローチができるように 、ｎ数を増やしよりエビデンスに転用していく。 


