
https://youtu.be/iVAapbPdv2k

大臀筋

作用

美容

痛み

説明

指標

・股関節伸展 

・股関節外旋

・小尻効果・お尻の横張り改善・生理痛改善 

・太ももの前張り改善 

・婦人科系疾患の症状軽減 

（子宮内膜症、卵巣嚢腫、子宮筋腫、子宮頚がん）

・腰痛 

・ヘルニア 

・脊柱管狭窄症

脚を後ろに引く筋肉で、通常は歩行の際に使わないといけ
ないんですが、大体の人が太ももの前側や、外側を使って歩
いて前張りや外張りをしてしまします。そうするとどんどん
お尻の筋肉を使わなくなり、代謝が落ちて、お尻がたるんで
しまいます。

・股関節 伸展の軽さ ・膝の曲げ伸ばしの軽さ

https://youtu.be/iVAapbPdv2k


https://youtu.be/NfScqcQfMrA

・股関節屈曲 

・股関節内旋 
・股関節外転

・小尻効果・お尻の横張り改善 

・太ももの前張り改善・生理痛改善 

・婦人科系疾患の症状軽減 

（子宮内膜症、卵巣嚢腫、子宮筋腫、子宮頚がん）
・腰痛 

・ヘルニア 

・脊柱管狭窄症

この筋肉が硬くなると、股関節が内旋して屈曲位が強くなるの
で、その分を腰が代償して痛くなったりします。おしりも横に 

お肉が出てきたりします。 

また、代謝が落ちるにことにより、生理痛が出やすくなってしま
います。

作用

美容

痛み

説明

指標

中臀筋

・股関節 伸展の軽さ ・膝の曲げ伸ばしの軽さ

https://youtu.be/NfScqcQfMrA


https://youtu.be/YPW8GRHj1EQ

・小尻効果・お尻の横張り改善 

・太ももの前張り改善・生理痛改善 

・婦人科系疾患の症状軽減 

（子宮内膜症、卵巣嚢腫、子宮筋腫、子宮頚がん）

・股関節 伸展の軽さ ・膝の曲げ伸ばしの軽さ

・腰痛・ヘルニア・脊柱管狭窄症

作用

美容

痛み

説明

指標

小臀筋

・股関節屈曲 

・股関節内旋 
・股関節外転

この筋肉が硬くなると、股関節が内旋して屈曲位が強くなるの
で、その分を腰が代償して痛くなったりします。おしりも横に 

お肉が出てきたりします。 

また、代謝が落ちるにことにより、生理痛が出やすくなってしま
います。

https://youtu.be/YPW8GRHj1EQ


https://youtu.be/k8_zUmfHT0A

・股関節伸展 

・体幹の伸展 

・体幹の側屈、回旋

・太ももの前張り 

・お尻の横張り 

・婦人科系疾患

・腰痛・ヘルニア・脊柱管狭窄症

仙骨から頭部までの脊柱の動きを補助してくれる1番深い筋肉 

ほとんどの人が固くなり、背骨が動き辛くなっている。多裂筋
の柔軟性がでると脊柱の動きが良くなる。仙骨が動くと腰椎が
動くようになり、運動連鎖で股関節も動くようになる。股関
節が動くようになると、代謝も上がり、美容効果や痛み治療
に有効である。

作用

美容

痛み

説明

指標

仙骨多裂筋

・腰の反らしやすさ　・首の反らしやすさ　・腰の捻りの軽さ 
・股関節伸展の軽さ　・膝の曲げ伸ばしの軽さ

https://youtu.be/k8_zUmfHT0A


https://youtu.be/NPM9CiXf3IE

・股関節伸展 

・体幹の伸展 

・体幹の側屈、回旋

・太ももの前張り 

・お尻の横張り 

・婦人科系疾患

・腰痛 

・ヘルニア 

・脊柱管狭窄症

腰椎の動きを出すためにアプローチする筋肉。ここが解れる
と、腰椎が元の位置に戻り、曲がった腰も伸びるようになりま
す。首とも連動しており、首の症状を改善する為に、腰椎の調
整も必要になります。股関節の動きも良くなり、足の長さの調
整にも有効である。

腰部多裂筋

作用

美容

痛み

説明

指標 ・腰の反らしやすさ　・首の反らしやすさ　・腰の捻りの軽さ 
・股関節伸展の軽さ　・膝の曲げ伸ばしの軽さ

https://youtu.be/NPM9CiXf3IE


https://youtu.be/7q1h3ZTwyF4

・股関節伸展　・膝屈曲/伸展

・膝の曲げ伸ばしの軽さ ・股関節の伸展の軽さ 
・歩行時の蹴る感覚

・足痩せ・ヒップアップ

・冷え性改善・反張膝

・腰痛・膝痛

・ヘルニア・脊柱管狭窄症

歩く時の最終位の蹴る時に使う筋肉だが、固まってて上手く使え
なくなっている。この筋肉が使いやすいと、歩行もしやすくな
り、大臀筋と連携しており、お尻が動いてくれるようになる。こ
の筋肉が使えてないと前ももも硬くなりやすくなり、太ももの前
張りの原因にもなりやすい。

作用

美容

痛み

説明

指標

ハムストリングス

https://youtu.be/7q1h3ZTwyF4
https://youtu.be/7q1h3ZTwyF4


https://youtu.be/25vqYlR4FLw

・足首底屈 /背屈

・足首の曲げ伸ばしの軽さ　・歩行時の蹴りやすさ

・足首の太さ 

・冷え性 

・足のむくみ

・腰痛・膝痛 

・ヘルニア・脊柱管狭窄症

立位時は膝から下の筋肉で8割立っている。靴がヒールや歩き方
が悪いと、この筋肉の動きが悪くなり、運動連鎖で代償し他の筋
肉が固くなり足のむくみや冷え、腰痛に悪影響がでる。足が安定
すると足首の動きもや姿勢も良くなり、腰痛改善や、足首のむく
みや冷えに有効的である

作用

美容

痛み

説明

指標

後脛骨筋

https://youtu.be/25vqYlR4FLw


https://youtu.be/iyBW3K4-fIU

・足首底屈 /背屈　・足趾屈曲/伸展 

・足の指の曲げやすさ　・足首の曲げ伸ばしの軽さ

・足首の太さ　・外反母趾　・足の冷え　・扁平足

・腰痛　・ヘルニア　・脊柱管狭窄症

指を使って蹴る動作歩く時によく使う筋肉 

基本的に日本人のほとんどはこの筋肉が使えていない 

足裏が動いていないと運動連鎖で足首が固くなり、 
股関節の硬さが生まれ、腰痛の根本原因にもなってくる。

作用

美容

痛み

説明

指標

母子外転筋

https://youtu.be/iyBW3K4-fIU


https://youtu.be/slh42a3UzpE

・肩甲骨 内転 　・肩甲骨下方回旋

・肩を回す軽さ　・首の回しやすさ

・猫背改善・ストレートネック改善・背中痩せ 

・二の腕痩せ・肩のラインが綺麗になる・首長効果

・肩こり・首こり・五十肩 

・背中の痛み・頭痛・睡眠障害

この筋肉が硬くなると、肩に力が入り、肩が上がってしまいま
す。さらに背中の筋肉が使えなくなり、金出力が下がり、猫背
になります。研究論文で僧帽筋が硬いと自律神経のスイッチがオ
ンになり、交感神経が高まりやすく、睡眠の質が悪くなる論文
もあります。

作用

美容

痛み

説明

指標

僧帽筋

https://youtu.be/slh42a3UzpE


https://youtu.be/vfYsE2CwuEY

・肩の外転 ・肩甲骨の挙上

・腕を上にあげる軽さ　・肩の回しやすさ

・巻き肩改善 

・猫背改善 

・肩のラインが綺麗になる

・肩こり・首こり 

・五十肩・慢性痛

この筋肉が硬くなると、常に肩が上に上がるような状態に 

なってしまいます。肩甲骨と腕の間が狭くなり、 

肩が上がりづらくなります。

作用

美容

痛み

説明

指標

棘上筋

https://youtu.be/vfYsE2CwuEY


https://youtu.be/61Tfgpt98Tg

・肩甲骨  内転  ・体幹伸展  ・腕の伸展

・腕を回す軽さ　・首の反らしやすさ

・巻き肩改善・猫背改善・ストレートネック改善 

・背中痩せ・二の腕痩せ・デコルテ

・肩こり・首こり・五十肩 

・慢性痛・腰の痛み

この筋肉が硬くなると、使えなくなり肩甲骨が外側に引っ張られ 

どんどん猫背になります。そして、肩～腕にかけての代謝が 

落ちてしまうのでお肉が付いてしまいます。

作用

美容

痛み

説明

指標

広背筋

https://youtu.be/61Tfgpt98Tg


https://youtu.be/IRQkQzflMxg

・肘 屈曲/伸展 ・上腕の伸展

・腕を回す軽さ　・首の反らしやすさ

・巻き肩改善・猫背改善 

・背中痩せ・二の腕痩せ

・肩こり・首こり 

・五十肩・慢性痛

この筋肉が硬くなると腕が後ろに引きにくくなってしまい 

腕が前に引っ張られた姿勢になってしまいます。 

なので肩～腕にかけての代謝が落ちてしまい、 

お肉が付いてしまいます。

作用

美容

痛み

説明

指標

上腕三頭筋

https://youtu.be/IRQkQzflMxg


https://youtu.be/cUmroQDM7gg

・首の伸展/回旋/側屈 ・副交感神経優位

・首の回しやすさ　・腕を回す軽さ

・巻き肩改善・猫背改善・ストレートネック改善

・肩こり・首こり・五十肩 

・慢性痛・頭痛

一番深部にある筋肉で、この筋肉が硬いと首の動きが悪くなって 

しまいます。姿勢が悪くなり、頭が前に倒れると首の後ろ側が 

頭を支えるためにガチガチに硬くなってしまいます。 

ここがストレートネックの根っこの部分です。

作用

美容

痛み

説明

指標

頸部多裂筋

https://youtu.be/cUmroQDM7gg


https://youtu.be/1f8_YM0m_J0

・肩甲骨 全ての動き

・腕を回す軽さ　・首の回しやすさ　・腰の反らしやすさ

・巻き肩改善・猫背改善・ストレートネック改善 

・背中痩せ・二の腕痩せ・肩のライン・デコルテ

・肩こり・首こり・五十肩 

・慢性痛・背中の痛み・頭痛

肩甲骨は上半身全ての動きに関係する骨です。この骨が 

動きにくい=周りの筋肉が硬い状態だと、上半身全ての動きが 

悪くなってしましますので、上半身太りはもちろん。定番は 

上腕二頭筋や小胸筋が肩甲骨を前にひっぱり猫背で固まってる 

傾向が９９％の割合います。

作用

美容

痛み

説明

指標

肩甲骨

https://youtu.be/1f8_YM0m_J0


https://youtu.be/acuOu_VfftQ

・股関節屈曲

・股関節曲げ伸ばしの軽さ

・太ももの前張り改善・お尻の横張り改善 

・婦人科系疾患・反り腰改善

・腰痛 

・ヘルニア 

・脊柱管狭窄症

この筋肉が硬くなると、歩行時や座ってる時によく使うので、 

屈曲した状態で固まってくることが強いです。そうなると屈曲と 

内旋の傾向になってしまうので、内股になりやすく、腰部に 

代償が回ってきてしまいます。

作用

美容

痛み

説明

指標

大腿筋膜張筋

https://youtu.be/acuOu_VfftQ
https://youtu.be/acuOu_VfftQ


https://www.youtube.com/watch?v=9jgyobOAlVQ

・股関節屈曲 /伸展

・股関節の曲げ伸ばしの軽さ　・太ももの薄くなる感じ

・太ももの前張り改善・お尻の横張り改善 

・婦人科系疾患・反り腰改善

・腰痛・ヘルニア 

・脊柱管狭窄症

この筋肉は、内股で歩くことによって発達しやすくなって 

しまいます。その原因は座りすぎによる股関節屈曲内旋傾向の 

歪みの影響で歩行時に大腰筋ではなく、外側広筋をメインで 

歩いてしまうので、発達します。そうなると立つ時に骨盤を 

前傾に引っ張ってしまうので、反り腰になり下っ腹の張りに 

繋がってしまいます。

作用

美容

痛み

説明

指標

外側広筋

https://www.youtube.com/watch?v=9jgyobOAlVQ


https://youtu.be/NPM9CiXf3IE

・足首背屈

・足首の曲げ伸ばしの軽さ

・足の冷え・足のむくみ 

・扁平足改善

・腰痛・ヘルニア 

・脊柱管狭窄症

この筋肉が硬くなると、歩行時に足首を使って歩く動作が 

しにくくなります。そうすると股関節の動きも悪くなり 

下半身代謝が下がります。+αでこの筋肉が緊張してると足首が 

背屈傾向になるので重心が後ろに乗りやすくなり、そうすると腰 

で代償して立つので腰痛に繋がります。

作用

美容

痛み

説明

指標

前脛骨筋

動画無し

https://youtu.be/NPM9CiXf3IE


https://youtu.be/0ekwQLUrZec

・股関節の屈曲

・股関節の曲げ伸ばしの軽さ 

・お腹の凹む具合

・ぽっこりお腹　・太腿の前張り　・生理痛改善　・反り腰

・腰痛　・猫背　・股関節痛　・反り腰の腰痛

この筋肉の柔軟性がないと歩く時に、股関節→仙腸関節→腰椎
の動きが悪くなってしまいます。そうすると腰回りの代謝が悪
くなるので腰痛になったり、女性であれば骨盤代謝の低下で 

子宮の血流が悪くなり、生理痛が重くなったり、お肉がつきや
すくなったりします。

作用

美容

痛み

説明

指標

腸腰筋

https://youtu.be/0ekwQLUrZec


https://youtu.be/NKDyuHClJjU

・親指 屈曲

・手首の軽さ 

・肘の曲げ伸ばしの軽さ 

・肩を上げた時の軽さ

・巻き肩改善

・肩こり 

・五十肩 

・腱鞘炎

この筋肉が固まると親指が内側に入り、運動連鎖で肘が内側
に巻きやすくなり、最終的に肩も内側に巻いてくるので肩こ
りの原因の筋肉になりやすい。逆にここを緩めれば肩まで 

弛緩して変化してきます。

作用

美容

痛み

説明

指標

母子対立筋

https://youtu.be/NKDyuHClJjU


https://youtu.be/jT2sD7dfVuw

・親指の曲げ伸ばし

・手首の軽さ 

・肘の曲げ伸ばしの軽さ 

・肩を上げた時の軽さ

・巻き肩改善

・肩こり・五十肩 

・腱鞘炎・首の痛み

この筋肉はデスクワークの人は固まりやすく、固まると運動
連鎖で、親指が内側に入り手首が曲がってくることで肘が内
側に巻きやすくなり、最終的に肩も内側に巻いてくるので肩
こりの原因の筋肉になりやすい。

作用

美容

痛み

説明

指標

長母趾屈筋

https://youtu.be/jT2sD7dfVuw


https://youtu.be/X_75y4ENJbc

・肘の屈曲

・肘の曲げ伸ばしの軽さ 

・腕を上げたときの軽さ

・腕のむくみ 

・巻き肩改善

・肩こり・五十肩・腱鞘炎 

・首の痛み・猫背改善

物を持ち上げたりする力仕事の人や、デスクワークでずっ
と肘を曲げてる人が固まりやすい筋肉でこの筋肉が固まる
と巻き型猫背はもちろんのこと、肩の痛みにつながりやす
い。腱鞘炎などの手首の痛みにも関係する

作用

美容

痛み

説明

指標

腕橈骨筋

https://youtu.be/X_75y4ENJbc


https://youtu.be/MkhTl4uNL0s

・肘の屈曲　・肩甲骨の外転　・腕を上げる動き

・肘の曲げ伸ばしの軽さ 

・腕を上げたときの軽さ 

・肩を回したときの軽さ

・二の腕やせ 

・巻き肩改善 

・猫背改善

・肩こり 

・五十肩 

・首の痛み

物をよく持つ人やデスクワークでずっと肘を曲げてる人が固
まりやすい筋肉。この筋肉が硬いと巻き肩になりやすく 

常に肘が軽く曲がっている人は固まっている傾向にある。

作用

美容

痛み

説明

指標

上腕二頭筋

https://youtu.be/MkhTl4uNL0s


https://youtu.be/SX0pwzKgc-U

・肩の内旋 ・腕を上げる動き

・腕を上げたときの軽さ 

・肩を回したときの軽さ

・二の腕やせ・巻き肩改善・肩幅狭くする 

・肩のもっこり感改善・猫背改善

・肩こり 

・五十肩 

・首の痛み

巻き肩の１番の原因の筋肉で、この筋肉が普段の猫背の姿勢で 

どんどん硬くなると、肩甲骨と腕を前に引っ張り巻いてくるので 

猫背の人のほとんど硬い筋肉。 

柔らかくなると肩が開くので肩周りがスッキリして見えます。

作用

美容

痛み

説明

指標

三角筋

https://youtu.be/SX0pwzKgc-U


https://youtu.be/hQHKLoFk3Ak

・肩甲骨 外転

・肩を回したときの軽さ 

・首の伸展の軽さ

・二の腕やせ 

・巻き肩改善

・肩こり・五十肩・腱鞘炎 

・頸部痛・胸郭出口症候群・手の痺れ

肩甲骨につく筋肉なのでこの筋肉が硬いと肩甲骨が前に
引っ張られます。そうすると肩や背中周りの筋肉が使いに
くくなり、過度な緊張に繋がります。肩こりになったり首
の可動域も悪くなる。猫背の原因の筋肉で首の痛みも出や
すくなります。

作用

美容

痛み

説明

指標

小胸筋

https://youtu.be/hQHKLoFk3Ak


https://youtu.be/1tangAC9zAE

靱帯なので特になし。

・肩を回したときの軽さ

・巻き肩改善

・肩こり 

・五十肩 

・首の痛み

靭帯ですが、靭帯を緩めているわけではなくその周りの組
織を滑走させることで肩甲骨と腕の間の動きが良くなり 

肩の可動域や巻き肩が改善します。

作用

美容

痛み

説明

指標

烏口上腕靱帯

https://youtu.be/1tangAC9zAE


https://youtu.be/JlvYi9-nWNE

作用

美容

痛み

説明

指標

骨盤

骨盤  下半身  全ての動き

・股関節伸展の軽さ　・膝曲げ伸ばしの軽さ　 

・体幹伸展の軽さ

・下半身太り　 
・下っ腹の張り　・便秘　・お尻肥大化

・腰痛　・股関節痛　・膝痛

下半身の最後の仕上げ。骨盤の関節を調整できると下半身 

全部の動きが変わるので大事な調整。筋肉だけではなく骨
から骨盤が動くと、代謝が上がり痩せやすくなる+α

痛み系はもちろん出なくなります。

https://youtu.be/JlvYi9-nWNE

