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2013年2月発行

　ロンドンオリンピックの興奮も覚めやらない

まま、全日本選抜高校野球チームは、2012年8

月30日～9月8日にかけて韓国(ソウル)で開催さ

れた第25回IBAF18U世界野球選手権大会に出場

しました。それに先駆け、8月24日～28日に行

われた国内合宿と併せて、我々2名が帯同理学

療法士として貴重な経験をさせて頂きましたの

で報告致します。

【国内合宿での役割】

　第84回全国高等学校野球選手権大会決勝戦後

に、全日本選抜チーム20名が選出され、国内合

宿が行われました。まず我々は、国内合宿を迎

えるにあたって合宿時のスタッフの確保、必要

物品の確保、過去に遠征を経験された先生方か

ら遠征時の注意事項等の情報収集を行いまし

た。

　今回の合宿では、2日前まで決勝戦を戦って

いた為に疲労を認める選手や選手権大会前後か

らの痛みを抱える選手も存在しました。その対

応としては、医師による検診結果や理学療法士

による可動域等の測定結果をもとにした健康管

理や環境による体調の変化を見逃さないよう

に、体重や睡眠時間などのチェックも実施し、

状態把握やコンディショニングに努めました。

また、グラウンドでのサポートとしてウォーミ

ングアップやクーリングダウンの指導、テーピ

ング等の処置とアイシング、アクシデントの対

応やドリンクの作製等を実施し、合宿所に帰る

と物理療法を併用したコンディショニングを実

施するなど多岐にわたりました。これらの活動

は、我々2名だけでは十分なサポートが困難な

ため、のべ16名の経験豊富なスタッフに御支援

をいただきました。

【遠征先、大会での役割】

　台風が猛威を振るうさなか韓国に着いた後、

先ずは翌日の試合に備えて選手達のコンディシ

ョンの把握に努めました。今大会は13日間のホ

テル滞在であり、食事はバイキング形式で毎食

同じメニューであった為、偏食や生ものの摂取

による食あたりに注意が必要でした。

　大会中は国内合宿同様に、朝の体重測定、睡

眠時間の把握、試合前のテーピング、ドリンク

の作製から始まり、練習および試合中のアクシ

デントに対応し、試合終了後はアイシングやク

ーリングダウンを実施しました。ホテルに戻っ

てからは、疲労した選手や故障のある選手達の

コンディショニングが主な仕事でした。

　今大会は、台風の影響で初日のチェコ戦が延

期になった為、9連戦という過酷なスケジュー

ルとなりました。また、日によって試合開始時

間も大幅に異なり、早朝に出発する日もあれば

帰宿が深夜になる日もあるなどの生活リズムの

変化や、一時間以上もかかる球場までの過酷な

バス移動、天然芝と人工芝というグラウンド環

境の変化、木製バットへの道具の変化、ウォー

ミングアップ時間が十分に確保できないことに

よる身体へのダメージなど、日本では考えられ

ない悪条件が加わり、疲労の蓄積された選手が

目立ちました。

　我々スタッフは、ナイターの後となると選手

達のケアが夜中を過ぎる事が多々あり、その後

にクーラーボックスやジャグの洗浄、我々の衣

服の洗濯等を行うといったことが多くありまし

た。

　また、大会8日目の決勝戦進出をかけたアメ

リカ戦では、相手の激しい攻撃により選手が病

院に搬送される事故もありました。通訳は同行

したものの、慣れないハングル語や英語が飛び

交う中、選手の病状を把握するため、医師に説

明を聞き、明日からの試合出場の許可を含めた

対応を確認しました。

　今回のサポートで甲子園大会と最も異なると

ころは、両チームに中立なサポートではなくチ

ームの一員として参加していることでした。監

督からは、痛みのある選手の回復状況だけでな

く、前日の試合の疲労状況や連投の可否につい

て、意見を求められたので、我々もそれに応え

られるように評価と疲労回復に努めました。ま

た、ハイスピードカメラを活用した、選手の投

球や打撃フォームのチェックと分析は、高い評

価を頂き、パフォーマンス面のサポートも経験

出来ました。

　大会最終日の夜は、選手同士で楽しく過ごす

ものだと思っていましたが、多くの選手がコン

ディショニングに訪れてくれたことや、合宿と

遠征を通じてテーピング等の処置134件、コン

ディショニング100件等の数多くのサポートの

要望を頂けたこと、また、選手の起用を考える

際に、監督より幾度となく選手のコンディショ

ンについて質問を受け、我々の考えを選手起用

にも反映させて頂けたこと、思い返すと数え切

れないほどの充実感に包まれた大変光栄な遠征

でした。

【おわりに】

　前述しましたが、台風で初日のチェコ戦が延

期となり、9連戦という過酷な中、初戦のカナ

ダ戦でタイブレーク方式の末、サヨナラ負けを

して一時はどうなるかと思いました。その後の

台湾戦で勝利し、韓国戦では相手の大応援団が

ある完全アウェーの中で勝利して、順調に勝ち

進んでいきました。しかしその後のアメリカ戦

の敗北からリズムが崩れてしまい、ただ結果だ

けを見れば、6位という順位となりましたが、

選手達にとっても我々にとっても誰にも経験出

来ない、熱くて貴重な12日間でした。

　今回の遠征では、監督のご理解もあり、我々

の考えうる目一杯のサポートをさせて頂く事が

出来ました。今回のような要望を頂ける事は非

常に稀かとは思いますが、このように充実感に

満ちたサポートを行えたのは、甲子園大会や学

校支援、ワークショップ等での経験の積み重ね

により実現できたのだと感じています。最初は

甲子園でのドリンク作りしか出来なかった我々

ですが、十数年のサポート活動の経験を経て、

このような名誉ある仕事を任せて頂けました。

諸先輩方に育てて頂けた事に感謝の気持ちでい

っぱいです。今回の貴重な経験を若く向上心に

満ち溢れた先生方にも経験して頂けるよう、

我々もますます頑張って行きたいと思います。

謝辞：今回、このような機会を与えてくださっ

た（財）日本高等学校野球連盟、ならびに(社)

アスリートケアに厚く御礼を申し上げます。
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会員参加報告

　平成24年10月5～6日、京王プラザホテル
（東京）にて開催された第9回肩の運動機能
研究会・第39回肩関節学会に参加しましたの
で、ご報告させて頂きます。
　私自身、本学会への参加と発表は初めての
経験で大変勉強になり、とても刺激的な２日
間となりました。
　最も印象に残っているのは、拘縮肩の治療
についての医師と理学療法士のコンバインセ
ッションにて『理学療法士として治療に対す
る自分自身の切り口を持てているのか』と問
いかけられたことです。医師から「あなたな
らどう診るのか、各々が考える切り口で述べ
てほしい」と独自の考えや手技を求められて
いました。心の中で自分の回答を考えるも、
これだといえる自分自身の切り口が見つから
ず、悔しく感じたことを覚えています。肩甲
骨に関する議論が中心で、上腕骨に対してい

かに肩甲骨を追従させられるかがポイントだ
ということを学びました。このセッションを
通じ、医師からの理学療法士に対する期待が
高いことを嬉しく感じた反面、理学療法士と
して認めて頂けるように更なる努力をしなけ
ればならないと強く感じました。
　また私の研究発表は、臨床で実施している
投球動作評価方法の精度検証について行いま
した。発表形式はポスター発表で、フロアは
満員電車内のような混み具合で熱気と活気溢
れる状況でした。質疑応答や発表後に多くの
先生方からご質問を頂き、関心を示して頂け
ました。次なる課題が明確になり、次回は更
に成長した姿で挑戦したいと思っています。
　本学会は医師と理学療法士の学会が併催さ
れる数少ない学会です。平成25年度は京都開
催ですので、興味があれば是非ご参加頂けれ
ばと思います。
　最後になりましたが、共同研究者の先生方
をはじめ、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。

すずき接骨院
wise sports 鈴木　啓佑

（〒444-1154　愛知県安城市桜井町大役田34番地19）

第9回肩の運動機能研究会
第39回肩関節学会参加報告
医療法人純幸会　
豊中渡辺病院 来田 晃幸

(〒561-0858　大阪府豊中市服部西町3-1-8)

ワークショップ参加報告
～体幹機能障害に対するアプローチ～

　平成24年11月18日（日）、大阪保健医療大学に

て行われた平成24年度第3回ワークショップ『体

幹機能障害に対するアプローチ』に参加させてい

ただいたので、報告いたします。

　今回の『体幹機能障害』は、よく現場で遭遇す

る障害であり、実践的な思考・技術の強化を図

り、すぐに現場で応用できることを目標に掲げて

受講しました。

　今年度は応用編となり、講義もより実践的な内

容でした。実技では、問診、疼痛出現動作の確

認、姿勢アライメント、可動域評価から疼痛回避

肢位を考察して貼付したテーピングの効果を確認

しました。

　事例検討では、腰痛のためフルスイングが出来

ない野球選手や、満足に走ることができない陸上

選手を例に具体的なアプローチ方法を検討しまし

た。野球選手は、体幹伸展・左回旋時痛があり、

前屈位にて疼痛部位を中心に左回旋を制限するテ

ーピングをすることで腰痛が消失しました。陸上

選手は試合直前の短距離選手で、左腰方形筋にス

パズム、体幹伸展・右回旋時痛があります。疼痛

のみを考慮すると、腰方形筋部に局部テープ、伸

展・右回旋制限テープを貼付しますが、片側の回

旋を制限すれば左右のバランスが悪くなり真っ直

ぐ走れなくなることが予想されます。また、伸展

を極度に制限してしまえば、加速期にかけて上体

を起こすことが制限されるので、左右のバランス

を考えた回旋、伸展制限テープを貼付しました。

このように、ただ疼痛を緩和すればいいわけでは

なく、選手の細かい訴えや競技特性、パフォーマ

ンスの維持などを考慮しながらテーピングをする

難しさと、テーピングの方法は多種多様あり経験

が必要であることを実感しました。現場では即効

性が求められます。結果を出すことで選手を含め

たチーム全体から信頼が得られると考えているの

で、今回学んだ思考を基に、技術により磨きをか

け、現場に臨みたいと思います。

 最後になりましたが、ご指導頂きました講師の

先生ならびに、このような貴重な場を提供してい

ただいた（社）アスリートケアに心より感謝致し

ます。



　2012年10月28日に大阪医療保健大学にて開催さ
れた研修会に参加し、川上泰雄先生（早稲田大学
スポーツ科学学術院教授）の講演「身体の『バ
ネ』能力ーパフォーマンスレベル向上の要因につ
いてー」を聴講させて頂きましたので報告しま
す。
　講演では、ジャンプやランニング動作を例に、
筋や腱などにかかる負担の大きさを、物理学、運
動学、解剖学などにより解析した研究結果を元
に、「バネ能力」について解説されました。バネ
能力とは、「関節の屈伸運動を生じさせる弾性エ
ネルギーを、蓄積、放出する能力であり、骨格筋
を適切なタイミングで作用させることが出来る能
力」と述べられていました。陸上競技の短距離を
例に挙げ、「ピッチが速く、ストライドが長い選
手が『バネ』能力が高
い選手であり、通常で
はピッチ、もしくはス
トライドの一方に突出
している選手が多い
が、ウサイン・ボルト
選手は両者を兼ね備え
たバネ能力が高い選手
である」と述べられて
いたのが印象的でした。
　またバネ能力を高めるトレーニングとしては、
等尺性収縮が効果的であるとのことでした。その
理由としては、「身体重心の上下変化が大きい動
作は、歩行に比べてより大きな骨格筋の筋長の変
化が生じる。骨格筋は筋腱複合体であり、腱組織
は速度、筋線維は力に関与するといった機能の細
分化が出来る。腱組織は数mm伸張させる為に１ト
ンの負荷が必要であるが、臨床において1トンも
の負荷をかけることは困難である。しかし筋線維
は収縮様式、回数、負荷量の設定が可能である」
と述べられていました。
　今回の講演では、普段の臨床では接する機会が
少ないスポーツ選手のパフォーマンス向上につい
て学び、大変刺激になりました。適切な動作指導
やトレーニングが傷害予防、競技レベルの向上に
つながることに加えて、選手が持つ自分自身の体
への関心が高まることでボディーイメージの向上
にもつながると感じました。
　最後になりましたが、今回の研修会を企画して
頂いた（社）アスリートケアの先生方、川上泰雄
先生に心より感謝致すと同時に自分自身の一層の
研鑽に努めていこうと感じました。

　　　　(〒567-0011 大阪府茨木市高田町11-18)

　水泳選手のトレーナーとして数々の国際大会に
帯同し、ロンドンオリンピックでも水泳日本代表
トレーナーを務められた小泉圭介先生が、現場で
の経験を踏まえて最新のコアトレーニングについ
てご講演下さいました。イラストやMRI画像、実
際の選手の写真や動画などを使ってわかりやすく
説明して頂き、またなかなか聞くことのできない
オリンピックでのお話も聞け、とても貴重で興味
深い内容でした。
　まず、体幹トレーニングを行う上で大切なこと
として『腹圧』を挙げられました。腹横筋などの
腹部深層筋が働くこと
で、腹腔内圧メカニズ
ム(intra-abdominal 
pressure; IAP)といわ
れる圧力による抗重力
作用が得られます。こ
れがいわゆる腹圧（お
腹の凹まし運動：
Draw-in）ということで
した。
　先生の講演の中で印象的であったことに、「体
幹の構造をよく見てみると・・・、胸郭・股関節
は明らかに構造的に固い、腹部は明らかに構造的
に弱そう。だから胸郭は柔らかく、腹筋は締め
て、股関節は柔らかく。」というお話がありまし
た。インナーユニットによる固定が第一である
が、胸郭と股関節がうまく使えないとインナーユ
ニットも働きにくいようです。その機能をどのよ
うにして獲得していけばよいのかと疑問を感じて
いましたが、講演では多くのストレッチやスタビ
ライゼーションの方法を紹介され、また段階的な
トレーニングの展開についても説明があり、疑問
を解決することが出来ました。
　今回の研修会に参加し、コアトレーニングにつ
いて多くのことを学ぶことが出来ました。講演を
聞くまでは、アスリートに対して行われているト
レーニングであるため、日常の臨床でアスリート
以外の人に生かすことは難しいと思っていまし
た。しかし、実際に講演を聞いてみると臨床に生
かせる内容はたくさんあり、今後取り入れていき
たいと感じました。
　最後になりましたが、丁寧にわかりやすい内容
でご講演下さった講師の先生をはじめ、このよう
な研修会を開催して下さった（社）アスリートケ
アに心より感謝致します。

　　　　(〒591-8025　堺市北区長曽根町1179-3)

川上　泰雄　先生

小泉　圭介　先生
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アスリートケア研修会参加報告①

医療法人恒昭会 藍野病院 中島　悠 独立行政法人　大阪労災病院　 箕岡　尚利

「身体の『バネ』能力
　　　ーパフォーマンスレベル向上の要因についてー」 「最新のコアトレーニングについて」

アスリートケア研修会参加報告②
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テーピング講座 　第5回 　腰部体幹
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『腰部の疼痛に対するテーピング』

第二東和会病院　加来　敬宏

はじめに

１． 腰背部の疼痛と筋スパズムの評価

　本稿では、腰部体幹に対する評価とテーピングについて解説する。

　腰痛はさまざまな疾患にて出現し、明らかな器質的変化がないにも関わらず、腰部

から背部もしくは腰部から臀部に急性もしくは慢性の疼痛を生じる場合がある。テー

ピングを貼付する際は、疼痛出現動作、疼痛回避動作を確認して、貼付するテープの

目的を明確にし、種類を選ぶ必要がある。また、貼付の前後で評価をして、疼痛の変

化を確認することが大切である。

①　腰背部の筋スパズムの評価：

　腰背部の筋を触察し、筋の膨隆や圧痛などにて腰

痛の原因筋を確認する。

②　体幹の自動運動による疼痛の評価：

　立位姿勢から屈曲‐伸展や側屈、回旋運動を行わ

せ疼痛の有無を確認する。徒手的に腰椎の動きを制

限し、同様の運動にて疼痛の軽減の有無を確認す

る。 また弾性包帯などで腹部を圧迫し（図１）腹

圧をあげた状態で同様の運動をして疼痛の程度の変

化を確認する。

２． 評価結果と選択テープ

１）筋のスパズムが認められ筋性の疼痛がある場合

　　　⇒テープ①、②

２）体幹の自動運動時に痛みがあり、弾性包帯により腹圧あけることで疼痛が軽減す

　　る場合

　　　⇒テープ③

図1　疼痛の評価
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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．

３． テーピングの方法

筋のサポートテープ①②：

　対象筋の走行に沿って伸縮性のテープを貼付する。疼痛部位を中心に数本のテー

プが交差するように貼付する（図２）。疼痛が強い場合は更に、損傷した筋全体を

サポートするような感じで編み込みながら貼付する（図３）。

腹部の圧迫テープ③：

　両上肢を挙上して、腹部をへこませる。体幹の前額面正中線上にテープが合わさ

るように事前にテープの長さを確認する。肋骨の下端から腸骨までテープの半分を

重ね合わせるように貼付する（図４）。

図 2 図 3

図 4
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　去年はオリンピックや金環日食など金にまつわることが多い年でした。年末には政権

が交代しお金の事が気になります。これから高齢化社会など日本は一体どうなるのか、考え

ていかないといけない年齢にもなってきました。そして今後の理学療法はどう変わっていか

ないといけないのか、今年の干支にちなんで蛇足にならないように地に足を付けて頑張りま

す。

編集後記

　『いつべん』は、当法人が企画・運営しているスポーツ＆整形外科リハビリテーションの

定例勉強会で、『いつでも、だれでも参加できる勉強会』として、アスリートケアの会員に

限らず多くの先生方と意見交換をできる場を共有するというコンセプトから始まりました。

　当初、会員による症例報告や検討会から始まった身内の勉強会でしたが、近年では、「投

球障害」や「ACL術後リハビリテーション」、「足部機能」、「学校支援」といった多岐にわ

たる分野での研究発表や活動報告など、当法人が有する最先端の情報を皆様に発信できるよ

うになってきました。

　例年4月、5月、6月、9月の原則として第３土曜日の15時～18時に大阪保健医療大学や大阪

電気通信大学駅前キャンパスにて開催され、2012年度は以下に記すような理学療法士に限ら

ずスポーツの分野に造詣の深い講師の先生方に御講演を頂きました。

   （社）アスリートケア主催月例勉強会
『（通称）いつべん』に関する報告とお知らせ

　4月：『プロ野球トレーナーの役割～阪神の歴史』　　猿木忠男氏（元阪神タイガース）

　5月：『投球動作のバイオメカニクス』　　　　　松尾知之氏（大阪大学医学系研究科）

　6月：『理学療法士によるプロ野球トレーナー活動の現実』　　荒木和樹氏（阪堺病院）

　9月：『ビデオ解析による膝前十字靱帯損傷のメカニズムと予防戦略』　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　小笠原一生氏（武庫川女子大学）

　4月は、日本に投球後のアイシングを導入された経緯やキャンプ中、シーズン中におけるト

レーナーの役割など猿木氏の40年来の経験に基づいて御講演して頂きました。5月は、松尾氏

のバイオメカニクス研究をご紹介頂くとともに、我々会員が日ごろ臨床で感じている投球障

害の印象を活発に討論することができました。6月は、プロ野球世界で活躍された荒木氏なら

ではの理学療法士として感じたチームトレーナーの役割の難しさについて、シーズン中の選

手のケアや傷害の把握、そして回復までの期間などを具体的な事例を交えてお話しいただき

ました。その中でも、選手の現在だけでなく未来も考えてプレー出来るかどうかを判断し、

監督とコミュニケーションをとることが特に難しかったということが、非常に印象的でした。

9月は、小笠原氏の御講演だけでなく、札幌、新潟をネット回線でつなぎ、新潟県健康づくり

・スポーツ医科学センターの田中正栄氏、新潟医療センターの渡辺博史氏、梨本智史氏らに

より『膝伸展筋力に関する研究報告』も御講演頂きました。

　2013年度も4月13日、5月18日、6月15日、9月21日の土曜日を予定しております。各日とも

に15時～18時に講師をお招きして、現場で活かせる知識・技術を伝達できる企画をしていき

たいと思います。

　『いつべん』は、当法人に所属されていない方でもご参加いただけます。お近くに興味を

持った方がいらっしゃれば、お誘い合わせの上ご参加ください。多くのスポーツのリハビリ

テーションに関わる方とより活発な討論をできることを楽しみにしております。
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