
Surfer’s  Myelopathy 

Surfer's myelopathy is a rare nontraumatic paraparesis/paraplegia. [1] It is a spinal cord injury 
caused by hyperextension of the back. When the back is hyperextended, a blood vessel leading to 
the spine can become kinked, depriving the spinal cord of oxygen. For this reason, it is 
sometimes referred to as "a stroke of the spinal cord." The condition gets its name because the 
phenomenon is most often seen in those surfing for the first time, but it can be caused by any 
activity in which the back is hyperextended. The majority of patients suffering from surfer's 
myelopathy having a complete or near-complete recovery, though others suffer permanent 
damage. You can also read more about SM at www.smawareness.org    
 
 
 

        サーファーズサーファーズサーファーズサーファーズ    ミエロパチーミエロパチーミエロパチーミエロパチー 
 
 サーファーズミエロパチーとは、サーフィンによる『非外傷性』の脊髄障害です。 
これは、背中の過伸展（パドリング中に背中を反り過ぎる事）に起因する脊髄損傷で、

脊柱に至っている血管がねじられ圧迫されて脊髄から酸素が奪われます。これらの理由

から（脊髄の脳卒中）とも呼ばれ、始めてのサーファーに最も多いことからこの名が付

けられました。これはどんな背中を反るスポーツにおいても起因する事です。 
 詳しくはサーファーズ・ミエロパチー・ファンデーション www.smawareness.orgをご

覧ください。 

 
 
 
Although the probability of this occurring to one of our students has proven to 
be extremely small, we at Hawaiian Fire are committed to the utmost safety of our surfers. 
We would like to make as many people as possible aware of this condition in order to 
further reduce the likelihood of this happening. In order for us to achieve the goal of total 
prevention of SM, we have come up with a list of safety measures each surfer should 
abide by when taking a surfing lesson:   
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脊髄症脊髄症脊髄症脊髄症のののの安全策安全策安全策安全策 

1. Always stretch before entering into the water. 

海に入る前に必ずストレッチをする事。 

 
 2. When paddling, do not arch your back too much (hyperextend)   just lifting your head is 
sufficient 

パドリングをしている時、無理に胸を反らない事。ただ顔を上げ前を見るようにする。 

‘ 
3. Take a break from paddling every 10 minutes. You can get off of your board and rest by 
holding onto the side of the board if you do not want to get out of the water. 

１０分に一度はボードの上から降りて、ボードを抱えながら休む事。 

 
4. Sit up on your board while waiting for waves as much as possible 

波待ちはできるだけ、ボードので座って待つ事。 

 
5. If you feel any pain in your back get out of the water immediately and notify an instructor 

腰にすこしでも痛みを感じたら、海から上がりインストラクターに伝える事。 

 
6. Do not try and rush your pop up when attempting to stand. Remember, everything should be 
nice and smooth 

ボードの上に立つ時は、スムーズに。焦ったり、無理な体勢で体を起こさない事。 

 
7. Please know your own body and limits. We know surfing is fun but don't try and push past a 
feeling that is not normal for  yourself. 

自分の限界を知り、あまり無理をしない事。 


