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第33回全国中学校軟式野球大会メディカルサポート参加報告

医療法人　晴心会　野上病院　高橋孝輔

　第33回全国中学校軟式野球大会のメディカルサポートに参加させて頂きましたので、御報告致しま

す。大会は8月17日～20日の間、紀三井寺球場をはじめとした和歌山県内の5球場で開催されました。

各球場に3名のスタッフを配置して、試合前、試合中、試合後の処置や、投手のアイシングと試合後

のクーリングダウンを行いました。私は19日の準々決勝、準決勝に参加させて頂き、試合前は数件の

テーピング等の処置をさせて頂きましたが、選手からは「痛みが減りました」「動きやすくなりまし

た」等のフィードバックを貰えました。試合中は球場医務室で待機し、選手に異常がないかチェック

をしていました。甲子園と違い球場には医師はおらず、緊急時の対応など、より適切かつ迅速な対応

が求められます。いかなる現場、状況においても冷静な対応ができるようシュミレーションしておく

必要性を感じました。

　試合後はクーリングダウンを行いました。そのなかで今回出場した中学生に話を聞いてみると、過

去に肩・肘のケガをしたことがある選手が多数おりました。私は、過去に甲子園でメディカルサポー

トでの検診に参加させて頂いた際に、小中学生の時期に何らかの障害を来した選手が存在することは

認識しておりましたが、実際に障害を来した選手が多くいることに驚かされ、かつその選手たちは障

害を予防するための方法は、あまり指導されていないことがほとんどであったということに気づきま

した。

　中学生は成長期にあたり、障害も発生しやすくこの時期の障害は、満足いくプレーができなくなる

だけでなく、今後の野球人生を縮めさせてしまう可能性もあります。障害予防をするためには必要な

知識を持ち、自己管理に努めなければならないと考えます。私は、障害予防のために知識はもちろ

ん、自己管理の方法について、小中学生の世代から選手だけでなく、指導者に対しても我々理学療法

士が積極的に関わり、障害予防に対する啓発活動を行う必要性を感じました。

　ここでプレーした選手たちが障害予防の必要性を学び、高校球児となって甲子園でまた会えること

を楽しみにし、そして何より大好きな野球をできるだけ長く続けていってもらえるよう今後もより良

いサポートを提供するため、日々研鑽を重ねていきたいと思いました。

　最後に今回このような機会を与えてくださった日本中学校体育連盟の皆様、ならびに（社）アスリ

ートケアに深く感謝致します。
（〒590-0521　大阪府泉南市樽井1丁目2番5号）



　2012年1月28日にグランキューブ大阪にて開催

されました第17回スポーツ傷害フォーラムに参加

しましたので、報告させていただきます。

　午前中は一般演題発表、午後からはランチョン

セミナーとして「投球障害のメカニズムと予防」、

さらに今回のテーマである"傷害予防"に関連した演

題発表とシンポジウムが開催されました。

　スポーツ傷害の予防がテーマということもあり

医療現場のみではなく、実際のスポーツ現場にて

傷害の予防、対策を行っている先生方の貴重な体

験・研究報告をお聞きすることができ、とても有

意義な時間を過ごすことができました。

　私自身も先輩方とともに大阪府下の某高校サッ

カー部のメディカルチェック・トレーニング指導

に参加しているのですが、学生に対しての指導方

法やスポーツ現場での迅速な対応に難しさを感じ

ておりました。また、定期的に学生に対して介入

していくにはどのようにすればよいのかを悩んで

いました。

　そんな中、シンポジウムで御講演いただいた日

本鋼管病院リハビリテーション科の大見頼一先生

の「ACL損傷予防プログラム」はとても参考になり

ました。具体的には“学生に対して講義を行い、

実際に受傷する場面を映像で提起する”“学生間

でのアライメントチェックをさせる際には学生へ

の意識づけだけではなく、監督・コーチに対して

も意識づけをしていただく”“定期的に練習現場

に赴き、指導した内容が実践されているかの確認

を行う”などがとても参考になりました。今後の

活動の参考にさせていただき、実践していきたい

と思いました。

　最後に、今回のスポーツ傷害フォーラムは歴代

最多の参加者数であったとお聞きしました。私自

身は今回初めて参加させて頂いたのですが、皆様

方の研究や現場での実践に対する熱意をこの会の

規模の大きさを通して実感し、改めて身が引き締

まる思いでした。今後も一層の研鑚に努めていき

たいと思います。

　

　2012年3月11日に大阪保健医療大学にて開催さ

れました第1回ワークッショップは、上肢障害に

対するアプローチについての総論と各論および事

例検討の順で行われました。

　総論は当法人理事の堀口幸二先生から、主に投

球動作の各相がどのような運動様式のもとで起こ

っているのかを教えて頂きました。投球動作は並

進運動から回旋運動への要素が重要であり、体幹

と下肢および足部の動き方により、上肢の動きが

変化するということを教えて頂きました。

　各論は具体的事例を提示しながら、肩・肘・手

関節に対する評価とアプローチ方法を教えて頂

き、病態評価としての圧痛部位の確認は、実際に

触診することで一つ一つ理解しながら行うことが

できました。また、「原テスト」を用いた評価方

法や「正座投げ」と呼ばれる方法で、下肢の影響

を除いて投球動作を観察して行う評価方法を学び

ました。一通りの病態と評価方法を教えて頂き、

テーピングによるアプローチ方法を実際に行いま

した。しかし、十分に運動を制動することが難し

く、講師の先生方からは「テーピングテープを巻

く際には、長めに巻くことがコツであり、それに

より、レバーアームが長くなり、より制動しやす

くなる」と教えて頂きました。今後は実際の選手

や患者さんに巻けるように、練習していきたいと

思いました。

　事例検討では、実際に甲子園大会であった事例

の検査結果のみが提示され、どのようにアプロー

チするのかを話し合う機会がありました。総論と

各論で学んだことを応用し、理解度を再確認する

ことができました。そして今回学んだことが、選

手へのコンディショニングに即座につながること

を実感しました。

　今回のワークショップは応用編ということもあ

り、なかなか難しい内容でしたが、講師の先生方

に細かな指導をして頂けましたので、一日で十分

満足できるほどの知識と技術を吸収できたと思っ

ています。

　最後になりましたが、ご指導頂きました先生方

とこのような貴重な機会を与えて頂きました(社)

アスリートケアに心より感謝致します。

（〒562-8567 大阪府箕面市粟生間谷西6丁目14-1）

（〒577-0805　大阪府東大阪市宝持1-9-28）
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第17回　スポーツ傷害フォーラム参加報告

医療法人　宝持会　池田病院 髙本　晴輝

2012年第1回ワークショップ参加報告
  「上肢障害に対するアプローチ」

医療法人ガラシア会　ガラシア病院 北浦　佑樹
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第84回選抜高等学校野球大会

 2012年春、第84回選抜高等学校野球大会のメデ

ィカルサポートに、初めて班長として参加しまし

た。甲子園でのサポートに入るようになり数年が

経ち、実務内容は理解しているつもりでしたが、

班長という責任ある仕事を任されると不安を感じ

ました。班長はスタッフと選手および高校野球連

盟との調整役であると認識していましたが、詳し

い業務については殆どわかっていませんでした。

まずサポート活動の一日の流れと起こりうる事象

について考え、その中で自分がすべきことのリス

トアップから準備を始めました。副班長とスタッ

フの配置を考えることや、前日の班長から申し送

りを受けることも含め、当日のスタッフがスムー

ズに働くことができるように、事前に連絡を取る

ことが大切な仕事だとわかりました。

　当日現場に入り、最初は指示を出すべき立場だ

と考えると変に緊張してしまい、簡単な判断もで

きない状態でした。しかし、副班長をはじめスタ

ッフの先生方が積極的に動いてくださり、必要な

際は指示を仰いでくれたため、次第に動き方がわ

かってきました。

　怪我の処置に関しては、前日までのサポート記

録や当日の試合内容から全スタッフで情報収集を

行い、得た情報を処置にあたるスタッフに伝達す

るようにしました。クーリングダウンは、サポー

ト参加経験などを参考にスタッフを配置し、各々

が経験したことを次に活かせるよう配慮しまし

た。スタッフが適所で自分の役割を発揮し、選手

に質の良いサポートを提供するために、事前準備

や情報収集、スタッフ間のコミュニケーションが

大切であると強く感じました。

　大会後には反省会があり、今後のサポートをよ

り良くするための検討が行われました。選手の傷

害予防のためにサポートに尽くす、その気持ちを

先輩方から改めて学び、自分は班長をこなすこと

に必死になっていただけだったと感じました。こ

れからもスポーツ選手に関わっていくにあたっ

て、先輩方が培ってきた責任感を自分も養ってい

きたいと思います。 

メディカルサポート参加報告

東豊中渡辺病院　リハビリテーション科 瓜生　玲子

（〒560-0003 大阪府豊中市東豊中町５丁目３５-３）

スポーツ関連学会の紹介
平成24年7月～11月に国内で行なわれる
スポーツ関連の学会を挙げてみました

学会 日　程 会　場 学会URL

第24回日本運動器科学会 2012.7.7(土) 東京 http://www.jsmr24.jp/

第20回日本運動生理学会大会 2012.7.28(土)～29(日) 茨城 http://seiri.taiiku.tsukuba.ac.jp/%7ejsesp/

第38回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 2012.9.14(金)～15(土) 神奈川 http://www.issjp.com/jossm2012/

第67回日本体力医学会大会 2012.9.14(金)～16(日) 岐阜

第21回整形外科リハビリテーション学術集会 2012.9.22(土)～23(日) 愛知 http://www.seikeireha.com/ 

第39回日本肩関節学会・第9回肩の運動機能研究会 2012.10.5(金)～6(土) 東京 http://www.congre.co.jp/shoulder2012/ 

第23回日本臨床スポーツ医学会学術集会

2012.11.9(金)～10(土) 千葉 http://www.jscb2012.com/

http://www.23rinspo-keio.jp/

第39回日本臨床バイオニクス学会

2012.11.3(土)～4(日) 神奈川

http://www2.convention.co.jp/tairyoku2012/

（学会URLをクリックするとHPが開きます）



高校生男子サッカー選手に対するコンディショニングサポートが

運動時腰痛に与える影響

古川　博章

【はじめに】我々は、高校サッカー選手における運動時腰痛の軽減を目的にメディカルチェックと

トレーニング・コンディショニング指導を行っている。今回コンディショニングサポートを1年間

継続することが運動時腰痛に与える影響について調査した。

【方法】某高校男子サッカー部員12名を対象に年3回のメディカルチェックを実施した。体幹筋機

能評価はKraus-Weberテスト大阪市大変法（以下、KW）とSide-Bridge test(以下、SB)、Tightness 

testはFFD、SLR、HHDとし、ROMは股関節屈曲、股関節屈曲90°位での内旋、外旋、腹臥位での股関

節内旋、外旋、股関節外転、股関節90度屈曲位での内転、外転、股関節伸展とした。問診にて運動

時腰痛を調査し、3回全てで腰痛を認めた者を持続群、1回以上腰痛を認めた者を経験群、腰痛を認

めなかった者を非腰痛群とし、それぞれ初回、介入後9ヶ月、介入後1年の経時的変化を比較した。

【結果】問診から持続群が2名、経験群が5名、非腰痛群が5名であった。KW（図1）では持続群が

20±4.2点、20±15.6点、26±5.7点、経験群が22.6±4.2点、29.6±5.2点、31.6±6.4点、非腰痛

群が20.8±4.8点、26.2±4.8点、30.6±2.8点と向上する傾向にあり、SB（図2）でも持続群が

5.5±0.7点、9.5±3.5点、9.5±3.5点、経験群が7.8±2.5点、9.4±3.6点、10.8±1.6点、非腰痛

群が6.0±2.3点、9.2±2.2点、10.4±2.6点と向上する傾向を認めた。Tightness testでは全ての

群において有意差が認められなかった。非腰痛群の股関節屈曲の軸足において有意な低下が認めら

れ、その他には有意な変化が認められなかった。

【考察】今回の調査から、我々が行ったトレーニング指導は体幹筋機能の向上に有用だったと考え

られたが、コンディショニング指導では腰痛の有無にかかわらずチーム全体の十分なROMの改善に

至らず、腰痛保有者が残存した。今後、コンディショニング指導の方法などを再考する必要がある

と考えられた。
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洛和会音羽病院

図1．KW  図2．SB

（〒607-8062　京都府京都市山科区名神京都東インター横）

助成研究報告
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Star excursion balance test中の支持脚膝関節の動き

～関節角度と関節動揺に着目して～

山田めぐみ

【はじめに】神経筋協調訓練が膝前十字靭帯(以下ACL) 損傷後のトレーニングとして注目されて久

しい。Star excursion balance test(以下SEBT) は一側下肢を８方向（前方・前内側・内側・後内

側・後方・後外側・外側・前外側）それぞれリーチさせる動的バランステストで、筋力、柔軟性や

proprioceptionが必要とされる。先行研究によりBackward leg reach , Lateral leg reach, 

Forward lungeのバイオメカニクスは明らかとなっている。しかしSEBTのような８方向の中には支

持脚膝関節が屈曲や回旋を同時に起こす方向があり、ACL再建後早期に安全に用いるには議論の余

地がある。そこで今回、膝関節角度と膝関節動揺からSEBT中の支持側膝関節への影響を検討した。

【対象と方法】対象は運動部所属の健常大学生11名(男５名, 女６名) である。開始肢位まで戻る

ことを条件とした遂行可能な８方向下肢最大リーチを行い、３次元動作解析装置を用いて膝関節角

度と、膝関節裂隙に貼付した３軸加速度計から得た加速度波形の最大振幅を算出した。それぞれ一

元配置分散分析を行い、膝関節角度と加速度最大振幅の関係をPearsonの相関係数を求めて明らか

にした。なお、本研究は所属機関の研究倫理審査委員会の承認(H22-22) を得て行った。

【結果】支持脚を基準とした外側方向への下肢リーチ動作において、支持側膝関節屈曲角度

(8.04±4.98°) と膝関節動揺(0.06±0.02m/s2) に強い負の相関が認められた(p=0.02, 

r=-0.70) 。

【考察】外側方向への下肢リーチ動作において、膝関節屈曲角度の減少は膝関節動揺を増加させる

結果となった。この動作中の平均膝関節屈曲角度は8.04°であった。膝関節屈曲10°以下の範囲で

のACL張力は単純屈曲時の約1.5倍と報告がある。よってACL再建後に外側方向SEBTを行う際、膝関

節屈曲角度の減少は膝関節動揺を増加させ、再建靭帯への張力を増加させる危険性があると示唆さ

れた。
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大阪府済生会中津病院

   

 

（〒530-0012  大阪市北区芝田2-10-39）

助成研究報告 ～第38回日本臨床バイオメカニクス学会～

図1　SEBTのリーチ方向
図2　SEBT開始肢位
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加来　敬宏

クラブ活動の支援事業
一般社団法人アスリートケア　社会局縦断的地域支援部　部長

医療法人東和会第二東和会病院リハビリテーション科

　

（〒569-0034　高槻市大塚町5-20-3）

　一般社団法人アスリートケアでは、2010年か

ら「クラブ活動の支援事業」を立ち上げ、成長

期におけるスポーツ外傷・障害に対する縦断的

（日常的）な予防事業を展開していますので、

その事業内容を報告いたします。

　クラブ活動の支援事業は毎月1回の頻度で、放

課後に開催しています。一年を通したその内容

は、４月の新入生ガイダンスからはじまり、７

月には全校生徒を対象に熱中症予防の講義を行

います。また、毎月の個別相談と指導やクラブ

単位での身体計測、各種競技特性を考慮したス

ポーツ外傷・障害予防の講義とパフォーマンス

やコンディショニングに関する指導などを実施

しています。

　新入生ガイダンスでは新入生を対象に、年間

を通しての我々の活動を紹介した後に、競技特

性により起こりやすい外傷と障害を提示し、そ

れに対する予防や救急処置などを指導していま

す。

　個別相談では理学療法士が２人１組の班にな

り、生徒ひとりひとり個別に指導しています。

相談内容は過用症候群による疼痛の緩和が主で

すが、全校生徒を対象にしていますので、運動

部の生徒だけではなく文化部の生徒も相談に来

ることがあり、その相談内容は多岐にわたりま

す。また判断やアプローチの方法に困ったケー

スでは、経験豊富な班長や理事に相談しながら

直接指導をしてもらえますので、経験年数の少

ない理学療法士でも安心して参加できる体制を

整えています。指導の内容は、主にストレッチ

やコアトレーニングの指導および動作指導が多

いですが、テーピングの指導やインソールへの

パッド貼付なども行っています。また、症状の

程度によっては医療機関の受診を促すこともあ

ります。実際に受診を促した生徒の中で、疲労

骨折が判明したという事例もあり、医療機関受

診の必要性を判断する重要な役割も担っていま

す。

　クラブ活動単位のサポートは、障害の有無に関

わらず部員全員を対象におこなっています。種目

別にその競技特性から障害を受けやすい箇所や運

動パターンなどを講義し、簡単なスクリーニング

テストを行います。その後コンディショニングの

維持改善に必要な運動方法を指導し、再度、最初

に実施したスクリーニングテストを行い、指導前

後の即時効果を判定しています。また、3か月か

ら6か月の期間をあけてから同様の内容でスクリ

ーニングテストを行い、運動指導内容の持続効果

に関して検討しています。

　この「クラブ活動の支援事業」には、平成23年

度で年間のべ138名の会員の参加がありました。

平成24年度もすでにサポートの予定日が決定して

いますので、興味を持たれた理学療法士の方は是

非、当法人のホームページ

（http://athlete-care.jp/admission/）からご

入会頂き、入会後配信されるMLに沿って、クラブ

活動の支援事業に参加して頂きたいと思います。

　前述しましたように縦断的な支援活動を行っ

ていますが、その介入効果を検証していくこと

が重要であり、一つ一つの検証結果から理学療

法士の必要性が社会から認識され、成長期にお

ける縦断的な外傷・障害予防活動がさらに広が

っていくことを期待しています。
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テーピング講座 　第３回 　膝関節

 

 
『膝内側不安定性に対する評価とテーピング：前編』

大阪大学医学部附属病院　木村　佳記

ははじめに

本稿では、膝関節の内側不安定性に対する評価とテーピングについて前編と後編の2回に

分けて解説する。今回は非荷重と荷重位における膝関節の不安定性および疼痛の評価と、

評価結果に対応するテーピングの一部を解説する。

１．膝関節の不安定性と疼痛の評価

①非荷重位（図1） ： 完全伸展位と30度屈曲位で膝関節内側の安定性を評価する。大腿

骨が回旋しないように注意しつつ外反負荷を加える。この際、内側側副靱帯の緊張、疼痛

および内側裂隙の拡大による不安定性を確認する。

②荷重位 ： 患側を前脚とした前後開脚立位をとり、前脚に荷重させる際に膝関節を外

反・外旋方向（図2）および内反・内旋方向（図3）に誘導し、疼痛の有無と増減および関節不

安性を確認する。

図1 膝内側の安定性評価 図2 膝外反・外旋の誘導 図3 膝内反・内旋の誘導
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図4膝の外反誘導1 図5膝の外反誘導2 図6 3方向の外反誘導

おわりに

本稿で紹介したテーピングの詳細やその他のテーピングについて

は『 テーピングアスリートケアマニュアル 』に掲載されておりますの

で是非ご一読下さい。

出典：アスリートケアマニュアル テーピング．小柳磨毅（監修）
骨盤帯・股関節・膝関節（木村佳記、加来敬宏、森藤武、今高康詞）
文光堂，2010．

２．評価結果と選択テープ

①荷重位と非荷重位の両方で外反･外旋にて不安定性と疼痛がある場合

⇒テープ①

②荷重位でのみ外反･外旋にて不安定性と疼痛があり、内反・内旋にて症状が軽減する場合

⇒テープ②

③荷重下の外反・外旋に加えて内反・内旋でも疼痛あり ⇒テープ③（後編で解説）

④膝伸展位での外反不安定性あり ⇒テープ④（後編で解説）

３．テーピングの方法

テープ①・②： 膝関節外反・外旋の制動テープ （①は固定性高め、②は固定性低め）

下腿の内側前方からテープを開始し、膝関節部分でテープを最大限に引張ながら膝関節

軸の直上あるいはわずかに後方を通過し、大腿部へ貼付する（図4・図5）。3本のテープを

交差させる。テープ①（固定性大）では図6のようにアンダーラップとアンカーを貼付した後、

伸張性テープを貼付する。
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　今号の「クラブ活動の支援事業」の編集を担当させて頂きました。2年前の特集記事を見返

しながら、現在は年間で138名の理学療法士の参加があることに驚きました。会員の先生方

の熱意によって実現されている事業であり、社会貢献活動としても重要な取り組みです。さら

なる活動の輪の広がりが期待されます。

編集後記

　ストレッチは、我々理学療法士が患者様を診る上で最も代表的な治療手技の一つです。筋の柔軟性を
改善することで疼痛軽減や、運動パフォーマンスの向上に繋がることは臨床上よく経験されると思いま
す。
　ただしこの記事でも紹介されているように、静的ストレッチを運動前に行いすぎるとパフォーマ
ンスが低下することを十分に理解しておく必要があります。運動前のウォームアップには動的スト
レッチを取り入れ、筋に適度な刺激を与え体を動かしやすくすることが重要だと感じています。

ひとこと

新聞記事紹介

（出典：「朝日新聞」2012年2月24日）
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