
「脊柱側弯症の痛みに苦しむ生活からの解放」
脊柱の病気やケガが原因の腰痛を治療するための最新技術を謹ん
でご紹介いたします。ScolioEase™ 牽引ベルトは独自の「エアポ
ケット拡張システム」を導入。椎骨への圧力を大きく軽減し、痛
みの緩和および治療に非常に効果的です。ScolioEase™ 牽引ベル
トは全く新しいデザインを採用。術前・術後の患者さんに大いに
役立ち、柔軟性を向上させます。

「脊柱側弯症の痛みに苦しむ
生活からの解放」

ユーザーマニュアル

Dr Kevin Lau
Dr. ケビン・ラウ

Scoliosis & Spine Correction Clinic
脊柱側弯症＆脊柱矯正クリニック

302 Orchard Road #10-02A
Tong Building (Rolex Centre),

Singapore 238862.
Eメール:  support@hiyh.info

併用してご利用いただけるエクササイズDVD、オーディオブッ
ク、iPhone用ScolioTrackアプリに関する詳細はこちらから：

 www.HIYH.info
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箱に入っているものは？ ScolioEase™牽引ベルトとは？

特許取得済みの器具であるScolioEase™牽引ベルトは、垂直気柱を使ってユ
ーザーの胴部をやさしく持ち上げます。ScolioEase™牽引ベルトは軽量で薄
く、非常に使いやすくできています。痛みの緩和とケガの予防に役立つだけ
でなく、背中を安定させ、可動性を向上させます。衣服の下に簡単に装着で
き、運転・歩行・長時間の立ち仕事など日常生活に支障をきたすことはあり
ません。スポーツやレジャーなど、身体を動かすアクティブなライフスタイル
も、ScolioEase™牽引ベルトを使用することで容易になります。

ScolioEase™牽引ベルトがどのように機能するかは、胸郭の下部と腰の最上
部（腸骨陵）とのあいだに装着するとき一番よく証明されます。本ベルトによ
って引き上げる力が働き、腰部にかかる圧力が軽減します。垂直方向に拡張
可能な気柱が実質上の「ボディ・ジャッキ」を作りだし、脊髄減圧を可能にし
ます。その結果、神経圧迫による腰痛と放散痛が除去されます。

ScolioEase™牽引ベルトは重力による圧縮効果を取り除き、アクティブリハビ
リテーションを助けます。椎骨と椎骨のあいだの空間が広がり、椎間板が本
来あるべき位置に戻るため、「自然な」痛み軽減につながります。

ScolioEase™牽引ベルト

ユーザーマニュアル

空気ポンプ
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ScolioEase™牽引ベルトの適応

推奨されるユーザーは、捻挫による腰椎の急性または慢性の痛みに悩んでいるす
べての人たちです。また、椎間板ヘルニアを患う人にも非常に役立ちます。脊柱側弯
症・脊椎管狭窄症・脊椎分離症も、本製品によって十分な手当を受けることができる
疾病です。椎間板ヘルニアの手術を受けようとしているすべての患者さん、またはこ
の手術をすでに受けた人たちも本製品を活用することができます。妊娠・出産を経験
し、その後遺症として腰痛に悩んでいる女性たちも、本製品の恩恵を受け、授乳期間
中の生活をもっと過ごしやすくすることが可能です。

同様に、悪い姿勢で勉強机または仕事机に向かって長時間座っていなければならな
らない学生さんや会社員、また人間工学的に設計されたいすを使用していない人た
ちも、背中の痛みを緩和するために本製品を利用できます。コアマッスル（体幹の深
層筋）が弱い人も本製品のユーザーとしてうってつけです。コアマッスルが弱いと背
中の痛みが悪化する傾向にありまが、本製品は痛みを緩和し、コアマッスルを改善し
ます。

重い物を持ち上げなければならない仕事や肉体労働など、コア（体幹）を使う職業に
就いている人たちは、痛みを取り除き、仕事中にさらにケガをしないようにするため
本製品が非常に役立つことに気付かれるでしょう。同じことがスポーツ選手にも当て
はまります。練習中や試合中は最大の圧力と負荷を脊柱にかけるため、しばしば背中
に過度の圧力がかかるからです。つまり、脊柱側弯症の有無にかかわらず、どんな人
のライフスタイルにも、腰痛や神経系の問題の治療にScolioEase™牽引ベルトのよう
な器具が役立つことでしょう。

抜群の使いやすさ

ScolioEase™牽引ベルトを使用するもう１つのメリットは、その使いやすさです。装着
時間を変えられるだけでなく、かける圧力によって異なる強度を設定できます。この
ため、ScolioEase™牽引ベルトは個人のニーズおよび使用時の状況やアクティビティ
にあわせて個別に調整できます。

本製品は持ち運びできますし、電気などの資源を消費せず、薬などに依存する必要
がありません。医薬品と異なり、有効期限もありません。1回だけの投資で済み、継続
的に必要となる経費がかかりません。

いったん装着すると、ユーザーはふだんの日常活動を行えますし、軽い運動をするこ
とさえ可能です。衣服の下に楽に隠せますから、外からはわからないようになってい
ます。

脊柱への影響に関しては、どんな副作用・後遺症・合併症も報告されていませ
ん。ScolioEase™牽引ベルトは使い方が非常に簡単なので、患者さんは家庭での自己
治療のやり方を教わる必要がありません。

したがって治療がさらに便利になり、患者さんは自分の生活をもっとコントロールで
きていると感じます。臨床研究により、ScolioEase™牽引ベルトは身体の可動域を広
げ、背中の痛みを軽減し、脊柱の変性を防ぐことが可能であると証明されています。
私は私自身の患者さんに現れたすばらしい成果をじかに見てきており、食生活の改
善とエクササイズに併せて、ScolioEase™牽引ベルトをよく利用しています。
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ScolioEase™牽引ベルトはどう機能する？

膨らませていないベルトを下位肋骨と
腰骨のあいだに巻きつけます。ベルト
が胴回りにしっかりと正しく装着され
ているか確認してください。

付属の空気ポンプを使ってベルトを完全
に膨らませてください。ベルトは13cmか
ら21cmにまで垂直方向に引き伸ばされ
ます。これがベルトを装着した脊柱の部
位に牽引効果を生み出します。

気柱が垂直方向にゆっくり拡張するにつれ、ScolioEase™牽引ベルトの減圧・牽引効
果により、椎骨と椎骨のあいだの空間が広がります。

治療前:
椎間板ヘルニア（脱出型または膨
隆型）が神経根を圧迫し、脊柱の痛
みを引き起こします。

治療後:
ScolioEase™牽引ベルトを「ボディ・
ジャッキ」として利用するとき、気柱
が拡張して椎間腔が広がり、その結
果として腰部にかかる重力および
圧力が減少します。

1
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ScolioEase™牽引ベルトの特長

重力および圧縮荷重の影響を軽減し、脊柱側弯症に関連した筋けい
れん・こむら返り・緊張・痛みを緩和します。

脊柱側弯症・変形性椎間板/関節症・座骨神経痛・変形性脊椎症・脊柱
管狭窄症を原因とする痛みの緩和に役立ちます。

椎間板を牽引することで、主に脊柱側弯症や椎間板ヘルニア（膨隆型
および脱出型）が原因の背中・腰・太もも・脚・足の痛みが軽減します。

脊柱側弯部への圧縮荷重を軽減しますから、重い物を持ち上げなけ
ればならない人や、長時間運転したり座ったりしなければならない人
を助けます。

正しい姿勢の維持を助けるため、側弯症が見られる腰椎全体に均等
に重量を配分できるようになります。

衣服の下に装着できます。

快適に装着でき軽量なので、装着時に安全な範囲で体を動かすこと
ができます。

ソフトで丈夫な綿100%の素材を使用しています。

髄核の脱出が神
経根を圧迫

脊髄
脊柱神経根

髄核

繊維輪

椎体

正常な椎間板vs 
椎間板ヘルニア
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装着方法
重要
注意事項：食事中または食後最低1時間
はScolioEase™牽引ベルトを装着しない
でください。適切なサイズをお選びくださ
い。ベルトのサイズを正確に決めるため、
腹囲（へそ周り）を測定してください。

ScolioEase™ 牽引ベルトを胴体の後ろにあて、お腹周りに巻きつけます。両端
が胃のあたりにきたら、バルブがついている方を上にして重ねます。ベルクロ（
面ファスナー）ができるかぎりきっちりと留められていることを確認してくださ
い。画像2参照。ベルトがきっちり締まり、固定され、つけ心地のよいことが大切
です。

ベルトを膨らませる前に、バルブが時計回りに固く締められていることを確認
してください。付属の空気ポンプにはクリップがついており、クランプを強くつ
まむことで簡単にバルブに装着できます（画像4参照）。

2

3

ScolioEase™ 牽引ベルトシステムの付属品である空気ポンプを使って、ゆっく
り膨らませます。気柱が少しずつ拡張してゆき、ユーザーは「持ち上げ作用」を
感じ始めます。

ScolioEase™ 牽引ベルトの「ボディ・ジャッキ」効果によって望ましい持ち上げ
が達成された後、空気ポンプをつないでいるクランプをはずします。

1日3回、1回につき2~3時間、またはかかりつけの医師のアドバイスにしたが
って装着してください。

4

5

6

サイズを決めるため、腹囲を測定します（13ページの表参照）。1
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警告

使用上の注意

ScolioEase™牽引ベルトは、腫瘍のある患者さん・妊娠中の女性・12歳未満の
お子さんによる使用を意図していません。

とがった物で触ったり引っ掻いたりしないでください。

ScolioEase™牽引ベルトは腰部にのみお使いください。

直接熱または日光にさらさないでください。

食事中または食後1時間以内にこのベルトを装着しないでください。

非活動性萎縮を防ぎ、脊柱の強化を促進するため、積極的リハビリテーション
プログラムの中に背中のエクササイズを取り入れることが大切です。

程度を問わず痛みを感じた場合は、本ベルトの使用をただちに中止し、医師
の診察を受けてください。

ScolioEase™牽引ベルトをご使用になる前に、本マニュアルをよくお読みくだ
さい。

本ベルトの汚れを落とすには、少し湿らせた布をご使用ください。タオルを使
って乾かしてください。乾かすために直射日光にさらさないでください。

重傷や脊柱損傷を負っている方、骨粗しょう症の方、最近脊柱に損傷を受けた
方、またはその他の急性もしくは慢性疾患を患っている方は、先にかかりつけ
の医師に相談することなくScolioEase™牽引ベルトをご使用にならないでくだ
さい。

1

2

腰痛のための推奨される使用方法
最良の結果は立ち姿勢のときに得られます。

2〜3時間続けて装着したら、最低2時間はずします。これを1日に数回繰り返し
てください。

ScolioEase™牽引ベルトは、腰に圧力がかかる通常の作業を行うあいだ、腰痛
を防ぐために装着することができます。

ScolioEase™牽引ベルトを使用する前に患部を温めることで筋肉の弛緩を促
すことがあります。しかし急性の炎症がある場合には氷が役立ちます。本ベル
ト使用前に冷やすまたは温めることが必要かどうかは、かかりつけの医師に
ご相談ください。

最大の牽引を達成するには、ScolioEase™牽引ベルトを2カ所の固定点（胸郭
と腸骨翼）のあいだに装着することが大切です。しかし体形によって、高めまた
は低めに調整できます。

ScolioEase™牽引ベルトを直接肌に接触させたくない場合は、薄いコットンの
Tシャツをベルトの下に着用できます。程度にかかわらずアレルギーの兆候が
続く場合は、かかりつけの医師にご相談ください。

1
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ScolioEase™牽引ベルトのユニークな特長

今では個々の患者さんが、安全かつ装着・利用が簡単で非常に効果のあ
る牽引を、自宅や職場または娯楽の場で手軽に行えるようになりました。

立っているとき、よりよい姿勢とサポートを提供します。ScolioEase™牽引
ベルトは圧力と痛みを軽減します。

軽量で使いやすく、仕事中・旅行中・運動中に痛みを緩和できます。

いつでも、どこででも予防・維持・ウェルネスを可能にします。

1

2

3

4

脊柱側弯症のための推奨される使用方法
カーブが20度未満の患者さんで、痛みやその他の症状があり、進行する傾向があ
る方（思春期のお子さんなど）は、痛みが治まるまで、1日に1〜2回、1回につき30分
間、ScolioEase™牽引ベルトで側弯症を手当することが推奨されています。

カーブが20度以上の患者さんで側弯症が進行性の場合は、痛みが治まるまで1日に1
〜2回、1回につき1時間の治療を毎日行うことが推奨されています。これはもちろん、
それぞれの患者さんの年齢および体質によって異なる可能性があります。

カーブが40度以上または痛みがひどい患者さんの場合は、1日に2〜3回、1回につき
最高2時間のScolioEase™牽引ベルトによる治療をただちに開始します。

ただし、ScolioEase™牽引ベルトが有益であることは証明されていますが、他のあら
ゆるエクササイズと同様に、ゆっくり始め、頻度と強度を徐々に上げていくのが最善
であることを忘れないでください。

サイズ               胴囲の寸法 

   S          28” - 36”      70cm - 90cm
   M        36” - 40”      90cm - 100cm
    L         40” - 47”     100cm - 120cm
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腰椎部分の平均的長さは10cmです。これはいっぱいに開いたときの親指と
人差し指間の距離に匹敵します。膨張式気柱が強力な「ボディ・ジャッキ」とし
て縦方向に牽引し、重力のマイナスの影響を相殺します。ScolioEase™牽引ベ
ルトは機械的減圧現象に基づいています（膨らんだときの持ち上げは21cm）
。

特許取得済みの製造工程および独自の設計が、人体の形と輪郭を持ち上げ
ます。

完全に拡張されたScolioEase™牽引ベルトの気柱が、腰椎に強力な持ち上げ
牽引効果を生み出します。

それぞれのベルトは、空気保持力と耐久性を保証するため品質検査済みで
す。

空気ポンブは、本ベルト内の気圧が0.15MPAに達すると自動的に停止します。

科学的デザイン

13cm
21cm

素材

外側：PU（ポリウレタン）
内側素材：木綿生地
エアブラダー（空気袋）: TPU（熱可塑性ポリウレタン）
ベルト開閉部に使用されている素材：ベルクロ
空気ポンプの素材：PA6（ポリアミド6）

1

2

3

4

5







最新の健康アドバイス、ニュース、情報を以下のサイトでチェックして
ください。 Facebookではケビン・ラウ先生に本やiPhoneアプリ、エク
ササイズDVDに関する質問を直接問い合わせるチャンスがあります。

最新情報をチェック

www.DrKevinLau.blogspot.com

www.twitter.com/DrKevinLau

www.youtube.com/DrKevinLau

http://sg.linkedin.com/in/DrKevinLau

www.instagram.com/drkevinlau

www.facebook.com/HealthInYourHands


