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巻頭言

Beside Athletes 創刊50号を迎えて

（社）アスリートケア 代表理事 小柳 磨毅
（大阪電気通信大学医療福祉工学部）

本会は1995年にスポーツ傷害の治療と予防に

る競技大会の支援は、その活動範囲を少年野球

関心をもつ20名程の理学療法士によって「スポ

や様々なスポーツ種目にも広げていく予定で

ーツ傷害理学療法研究会」として設立され、そ

す。いずれの支援も”for the athlete”の精

の後「アスリートケア研究会」に改組し、会員

神に基づき、質の高いサービスを提供出来るよ

の皆様とともにスポーツ活動支援の実践とスポ

う、医療機関やスポーツ現場での研修制度を充

ーツ傷害と理学療法に関する学術および技術の

実させていきたいと考えています。
最新の知識と技術についての情報発信は、引

交流、発展に努めてきました。2011年に「一般
社団法人アスリートケア」として再出発し、ス

き続き中核事業に位置づけています。既刊の

ポーツ傷害の治療と予防、これより波及する知

「ストレッチング」「テーピング」に続き、ア

識や技術を共有する会員を全国的に募り、活動

スリートケアマニュアルの続刊を準備していま

の輪を広げています。会員数も600名を越え、

す。また「ACL再建術とリハビリテーション

2014年には設立から20年目の節目を迎えようと

（仮題）」（ジャパンライム社）のDVDも収録

しています。設立当初から会報として郵送し、

を終え、近々発売の予定です。2013年11月30日

2010年からは電子媒体として配信してきた

に行われたワークショップでは、初めての試み

Beside Athletesも創刊50号を迎え、改めて歴

として外国人講師であるSusan Falsone氏（Los

史の重みを感じています。

Angels Dodgers, Head Trainer,理学療法士）

理学療法士が学校クラブ活動や地域スポーツ

を招聘し、知識や技術の国際交流を行いまし

の現場へ定期的に出向き、スポーツ傷害に関す

た。この模様はインターネット、テレビ会議シ

る相談と指導（縦断的支援）を実施する事業

ステムを通じて北海道から九州までの各地の会

は、運動器の10年日本協会から、スクールトレ

員にも配信し、地域による利益享受の格差を是

ーナーの確立に向けた先進的な取り組みとして

正する試みを始動しました。

表彰（奨励賞）を受けました。さらに多くのス

創立から20周年を迎える法人組織として、設

ポーツ傷害の予防と安全な競技復帰、競技力向

立目的の達成に向けてこれまで以上に一致団結

上などの成果を示し、この分野での理学療法士

して努力していく所存です。皆様の益々のご協

の認知度を高め、職域拡大にもつなげたいと考

力をお願い申し上げます。

えています。高校野球甲子園大会をはじめとす
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表１
試合前

テーピング

その他処置

物理療法

アロマ

インソール

合計

8

3

8

0

0

19

試合中
試合後

コンディショニング

【はじめに】
第26回IBAF 18U baseball world cupが台湾の台中
で開催され、メディカルスタッフとして帯同したの
で報告致します。大会期間は平成25年8月30日から
9月8日の10日間で、出国前の4日間（8月24日〜8
月27日）で国内合宿を行い、8月28日〜9月9日まで
台中に滞在しました。大会初日から2日間、台風の
影響にて雨天順延となり、予選ラウンドと二次ラウ
ンドの間の休養日がなくなったため、8日間で9試合
（1日ダブルヘッダー）の強行スケジュールで行わ
れました。初戦は地元台湾戦で完全アウェーの中で
の試合を勝利し、勢いそのままに二次ラウンドに進
みました。二次ラウンド初戦は宿敵韓国、2戦目は
世界ランキング1位のキューバ戦でしたが2戦ともコ
ールド勝ちで決勝進出を決めました。決勝はアメリ
カと対戦し、辛くも1点差で敗れ、準優勝および銀
メダルを獲得しました。
帯同メディカルスタッフとして大会に参加し、多
くの貴重な経験を得ることができました。海外とい
う厳しい環境、世界大会という短期決戦の中での選
手の心と体のケア、選手・首脳陣とのコミュニケー
ションなど多くのことを悩み考えました。サポート
件数の報告に加えて、特に記憶に残ったことについ
て簡単に紹介させていただきます。

合計

サポート件数

107
0

14

129

33

6

0

52

238

142

0

27

76

202

0

27

0
0
3
3

146
52

322

539

・件数は、1部位へ1アプローチ実施にて1件とカウント
・その他処置は、マッサージ、
ストレッチングなど徒手による介入
・投球後のアイシングは、物理療法に含む
超音波

高周波

アイシング

【サポート件数】
今回、「1部位1アプローチ実施を1件」として計
算した結果、総件数は539件でした（表1）。サポー
トは疲労回復が主な目的でした。腰部痛や肩・肘痛
など治療的な介入が必要な選手もおり、超音波治療
器など物理療法（図1）は非常に有用で実施件数は
142件にのぼりました。テーピング実施件数は、上
肢が多く全体では129件でした。テーピングによる
筋のサポート効果や関節制動効果などを経験したこ
とがない選手もおり、より高い効果を引き出せるよ
う意見交換しながら行いました（図2）。
大会がはじまり、選手とのコミュニケーション機
会が増え、距離が縮まるのにつれてサポート件数も
増加しました。決勝戦の後は、翌日に試合がないに
も関わらず、「最後にもう一度コンディショニング

図１物理療法

低周波

図２ テーピング
をしてほしい」と多くの選手が部屋に集まってくれ
ました。
【コミュニケーション】
我々メディカルスタッフの部屋のひとつをコンデ
ィショニングルームとして使用して、選手のケアを
実施しました。我々のコンディショニングを選手に
利用してもらうために工夫したことがあります。ひ
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とつは、無線LAN（Wi-Fi）を使用できるインターネ
ット環境を作りました。日本の仲間達からの応援メ
ールや家族との電話も無料で行えます。海外という
慣れない環境でのストレスや不安の軽減につながっ
たのではないかと思います。次に、食文化の違いや
飲食物の制限（食中毒のリスク）などによる食のス
トレスを少しでも解消するために、昔懐かしの駄菓
子を準備しました。疲労回復やリフレッシュの効能
を期待して乾燥梅干しなども含まれています。これ
らの工夫が功を奏したのか、選手たちがコンディシ
ョニングルームに顔を出し始め、早々にコミュニケ
ーションをとる機会を得ることができ、国内合宿で
は訴えのなかった身体・精神的不安などを聞くこと
ができました（図3）。コミュニケーションは、選
手のパーソナリティを早期に把握し、訴えを引き出
すために重要であると考えました。この短期間で信
頼関係を築くことは簡単ではなく、選手の表情や動
きから変化を見抜き、問いかけていくことが大切で
あり、選手一人ひとりとのコミュニケーションの取
り方へも配慮した結果、良好な関係を築くことがで
きたのではないかと思います。また、選手が集まる
「憩いの場」となったことで選手同士もコミュニケ
ーションを図り、世界一を目指す急造チームの更な
るチームワークの強化にもつながったと思います。

図3

混雑するコンディショニングルーム

て心身ともに安心感を与え、全身のリラクゼーショ
ンを図ることで質の良い睡眠や疲労回復などに効果
的であると言われています。心身の緊張緩和、良
眠、集中力の向上など選手の使用目的によって各種
精油を選択し、マッサージや芳香浴法、吸入法など
いろいろな方法で実施します。今回は、疲労回復や
リラクゼーションに効果があると言われているサン
ダルウッドやオレンジ・スイート、ラベンダー、ロ
ーズマリーなど準備し、選手に好みの香りを選択し
てもらい実施しました。結果、実施中には香りによ
る心理面のリラクゼーションが促され、実施直後に
は筋疲労による疼痛の軽減が得られ、翌日には身体
が軽くなるという声を聞くことができ、多くの選手
に受け入れてもらうことができました（図4）。

【心身のコンディショニング〜アロママッサージ〜 】
選手の「疲労回復」と「精神面のケア」に対して
有用なツールとして、「アロマテラピー」を試みま
した。海外遠征を行うプロスポーツ選手で、アロマ
を使って宿泊先のホテルをリラックスできる環境に
整え、心身ともにベストなコンディションを作って
いると知ったからです。アロマが心身に作用する経
路として、嗅覚から脳に伝わるものと皮膚や粘膜を
介して血液循環により全身に伝わるものがありま
す。香りにより大脳辺縁系を刺激し、タッチングに

図4 アロマテラピー
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【暑さ対策と食事】
台湾の気候は高温多湿であり、選手たちは積極的
に水分を摂取していました。今回、熱中症症状を訴
える選手はほとんどなく、選手の表情や顔色を観察
し、少しでも気になれば口頭にて直接確認をしまし
た。ドリンク用のプラスチックカップには背番号を
記入し、さらにカップホルダーは甲子園で使用して
いるものにラベルライターで背番号を付けて使用す
ることで、個人使用を徹底し衛生面に配慮しまし
た。ラベルライターのテープは水洗いしても取れる
ことがなく、大会期間を通して使用することが出来
ました。また、日中の試合は大変暑く、風のない日
がありました。更衣室に用意されている大型扇風機
をベンチに移動して風に当たるようにしました。
食事は、ホテルではビュッフェ形式で摂ることが
基本です。世界中から集まる選手のために各国のメ
ニューは用意されてはいますが、どの国の高校生達
も好んで選ぶものはナゲットとポテト。日本選手も
同様でした。同じような食事が3食、そして何日も
続くと、選手の多くが偏った食事になりがちでし
た。大会も終盤、決勝の前日、対アメリカ戦で負け
た後の夕食の出来事です。ナイターでの試合後はホ
テルに帰ると22時を過ぎます。次の日の事も考慮
し、ホテルに着くと直ぐに食事となりました。普段
通り慣れた料理を食べていると、大皿に山盛りのそ
うめんが出てきたのです。何気ない会話の中で、あ
る選手が「そうめんが食べたい」と言うと、皆が食
べたいと盛り上がったことがありました。アシスタ
ントコーチのサプライズでした。火照った身体に冷
たいそうめんののどごしが心地よく、美味しいこと
はもちろん、心も体もホッとした瞬間でした。

うことが出来ればもっとよいと思われました。
帯同することで試合前からの様子を確認すること
が出来ます。そして、試合中の変化に気づくことが
でき、「念のため」の早めの対応が可能でした。実
際に代表選手の多くが何かしら問題を抱えており、
それを覆い隠しながらプレイしていました。熱中症
の予防、怪我への早期対応などをより確実なものに
するためには「選手との距離を縮める」ことが必要
です。甲子園大会は過酷な環境下での試合になりま
す。「理学療法士のチーム担当制」を検討してもよ
いと思われました。試合前の室内練習から試合後の
クーリングダウンまでを担当し、試合中はベンチ裏
に控え、選手のケアに集中します。試合前の練習か
ら選手の様子を観察し、チームからも情報収集し、
声かけをすることで試合中も早期対応が可能です。
「選手のため」を第一に考え、甲子園のメディカル
サポートがよりいいものになることを願い、意見・
提案を積極的に提示していきたいと思います。
【最後に】
今回の帯同では、救急車への同乗を含め、本当に
多くの貴重な経験をさせて頂きました。チームに必
要な存在になるためには何が必要で、今何をすべき
か。選手や監督・コーチの立場に立って自分がどう
動くべきであったか、何を求められていたのか。理
学療法士が選手やチームに貢献するためにはどうす
べきであるのかを考え、これからの甲子園でのメデ
ィカルサポートをはじめ、地域支援事業や学校保健
事業、日々の臨床業務にも活かしていかなければい
けないと改めて感じることができました。そして、
表彰式では表彰台に上げて頂きました。（社）アス
リートケアを代表して表彰台に上がりました。銀メ
ダルを首にしたとき、諸先輩方の努力が信頼となり
このような機会に繋がったのだと実感しました。
最後になりましたが、このような貴重な機会を与
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、そして高校野球日本代表
チームスタッフおよび関係者の皆様に厚く御礼を申
し上げます。

【帯同メディカルスタッフとして思ったこと】
国内合宿でアンチ・ドーピングについて選手に話
をする機会がありました。高校日本代表に選ばれる
選手は、今後スポーツ選手として、ドーピング、そ
してドーピング検査について知っておく必要があり
ます。日本の選手が犯す失敗は、知らずに禁止薬物
を使ってしまう「うっかりドーピング」です。ある
特定の効力を求めるために、不適切な摂取を行うこ
とにより命を落とすことになり、これが問題となり
ます。したがって、「アンチ・ドーピング」として
の選手教育が必要となります。今回、知り合いのス
ポーツファーマシストにご厚意で協力を頂くことが
できました。選手から使用薬物の可否について問わ
れた薬品は随時確認を取る事ができました。スポー
ツファーマシストは薬剤師の認定資格です。アン
チ・ドーピングについては薬剤師から話をしてもら

1)〒569-8686
2)〒560-0003
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大阪府高槻市大学町2-7
大阪府豊中市東豊中町5-35-3

（週刊ベースボール 2013年9月23日号掲載）

18U world cup高校日本代表を陰で支えるスタッフを紹介する記事の中で、高校日本
代表理学療法士として太田、伊佐地、両氏の活躍が掲載されました。本年の予選ラウンド
を終えると、次回の18U world cupは日本開催です。各国の代表選手をサポートする機会
となります。チーム・アスリートケアとして一丸となって国際大会をサポートしましょう。
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助成研究報告①

～第68回日本体力医学会発表～

Half sittingで体幹を前屈させる閉運動連鎖トレーニングの解析
大阪大学医学部附属病院

【背景と目的】
半月板損傷や軟骨損傷の修復術後は、荷重
位での膝の屈伸運動が長期間制限されること
が多い。我々は、荷重位で膝の運動を抑制し
つつ下肢筋を強化するため、half sittingで
の体幹前屈運動を実施している。本研究で
は、本運動における膝関節の運動力学的特性
を分析した。
【対象と方法】
対象は健常成人11名とし、片側殿部を着座
して前後に開脚した肢位で体幹を前屈させる
運動（HS）と両脚Squat（SQ）の2課題を実施
した（図1）。運動計測には三次元動作解析装
置、床反力計、表面筋電計を用い、下肢の関
節角度、関節モーメントと下肢筋の随意最大
等尺性収縮に対する割合（%MVC）を算出し
た。両課題の比較には対応のあるt検定を有意
水準5%未満で用いた。
【結果】
HSにおける膝屈伸の範囲は全例で2度未満で
あった。HSはSQに比べて膝伸展モーメント

多田周平,他6名

（HS：0.4±0.2Nm/kg、SQ：0.6±0.2Nm/kg）
と膝内反モーメント（HS:0.1±0.09Nm/kg、
SQ:0.2±0.01Nm/kg）が有意に小さく、床反力
後方成分（HS:54.3±12.1N、SQ:11.1±5.2N）
は有意に大きかった（図2）。両群の内側広筋
の活動（HS:56.5±30.6%MVC、SQ:59.4±50.4
%MVC）には有意差がなかった。
【考 察】
HSは膝関節の運動が抑制され、膝伸展・内
反モーメントも小さいことから、SQに比べて
膝関節への圧縮力や剪断力が小さく安全と推
察された。HSの内側広筋の活動は、SQと差が
なく、これは支持脚が床を前方に押す力（床
反力後方成分）を内側広筋による膝伸展力に
よって発揮したためと推察した。また、内側
広筋への負荷は、荷重量の増加によって容易
に増減できると考えられた。以上のことか
ら、HSは半月板損傷や軟骨損傷の修復術後の
リハビリテーションにおける荷重トレーニン
グの導入時期から適用できると考えられた。

HS

a．Squat（SQ）

b．HS
図2．膝関節内外反モーメント(標準偏差付き平均

図1．運動課題
運動指示：a. 膝屈曲90°まで下降、体幹前傾は自由

グラフ)と床反力ベクトル（代表例）
HSは膝関節内反モーメントの最大値が有意に低値

b. 前脚が1/2PWBになるまで体幹前屈して戻る
運動速度：メトロノームで規定 66bpm

（p＜0.05）

下降・前傾 4拍、上昇・後傾 4拍

(〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-15)
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助成研究報告②

～第22回日本臨床スポーツ医学会学術集会発表～

高校男子サッカー選手における体幹筋機能と股関節可動域が運動時腰痛に及ぼす影響
洛和会音羽病院

【目的】
高校男子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、体幹筋
トレーニング、コンディショニング指導を行
っている。しかし、指導後も運動時腰痛が残
存した者が認められた。そこでトレーニン
グ、コンディショニング指導後も残存した運
動時腰痛に影響している要因を統計学的に調
査した。
【方法】
2年間で計5回のメディカルチェックに参加
した某高校男子サッカー部員のべ105名を調
査対象とした。体幹筋機能評価は
Kraus-Weberテスト大阪市大変法(以下、KW
図1)、side-bridge test(図2)とし、
tightness-testはFFD、SLR、HBD、股関節可
動域測定は屈曲、内旋・外旋、股関節屈曲
0°位内旋・外旋と外転、股関節屈曲90°位
内転・外転、伸展を軸脚と利き脚に分けて行
った。問診にて運動時腰痛を調査し、腰痛群
と非腰痛群に分類し、両群における各項目を
比較し、単変量解析、多変量解析を用いて検
討した。

吉川

晋矢

【結果】
腰痛群がのべ43名、非腰痛群がのべ62名で
あった。単変量解析の結果では軸足内旋(腰
痛群/非腰痛群)は32.4±7.3°/36±10.1°、
軸足0°位内旋は
39.9±8.2°/43.8±11.1°、利き脚外転は
39.6±7°/43.4±9.4°であり、有意に腰痛
群が低値を示した(p<0.05)。その他の項目で
は腰痛群と非腰痛群との間に有意差は認めら
れなかった。多変量解析の結果はKWのみが運
動時腰痛と有意な関連が認められた
(p<0.05)。
【考察】
今回の調査から高校男子サッカー選手の運
動時腰痛には、KWの点数、 股関節内旋、外
転可動域が影響していると考えられる。今後
は、KWの点数向上や、股関節内旋、股関節外
転などの股関節可動性の向上に着目し、トレ
ーニングやコンディショニング指導を行い運
動時腰痛の経時的変化を調査していく必要が
あると考えられる。

図2 Side-Bridge testの測定肢位

図1 Kraus-Weber test 大阪市大変法
(〒607-8062京都府京都市山科区名神京都東インター横)
- 7 -

2013年 アスリートケア研修会 参加報告 1
武部整形外科リハビリテーション

2013年 アスリートケア研修会 参加報告 2

森下 聖

社会医療法人純幸会 東豊中渡辺病院

平成25年10月20日に大阪電気通信大学にて開催

松本 和大

平成25年10月20日、2013年度アスリートケア研修

された研修会に参加し、西良浩一先生のご講演を

会に参加しましたので、講演「腰痛アプローチ

聴講させて頂きましたので報告します。

特異性腰痛に対するコアセラピー」について報告さ

一般の腰痛とは異なり、アスリートには非特異
性腰痛は少なく、原因は必ずあると述べられてい

せていただきます。講師は京都橘大学の横山茂樹先
生でした。
腰痛に関連するマルアライメントやコアスタビリ

ました。最近は経皮的内視鏡術（Percutaneous
Endoscopic Discectomy:PED）と言われる手術療
法が実施されており、局所麻酔にて8mmの切開で
実施できると述べられていました。アメリカンフ
ットボール選手が腰椎椎間板ヘルニアにてPEDを
施行した症例を提示していただき、術後3週間で

非

ティの評価やアプローチについて、具体的な評価方
法および治療手技を紹介していただきました。
横山先生は、腰痛患者を診る際に疼痛や運動障害
に注目しがちであるが、その原因因子であるマルア
ライメントとその要因を考えることが重要であると
述べられていました。講演の中で、寛骨や仙骨、恥

筋力が回復し、術後6週間でフィールド復帰した

骨結合を含む詳細なアライメントの評価や、動作で

と述べられていました。

のアライメントの左右差を評価することの重要性も

また、腰痛の原因を探るためには画像診断が重

ご提示いただきました。また、ストレッチポールを

要であると述べられていました。MRIとCT は必ず

用いたエクササイズである「ベーシック７」による

撮影し、特にCT については診断においては重要

評価やアプローチの方法を紹介いただき、アライメ

であると述べられていました。

ント評価の重要性を再認識することができ、明日か

最後には、ハムストリングス、大腿四頭筋、下
腿三頭筋、脊柱へのアプローチ方法について述べ

らの臨床に活かすことができる非常に有益な情報で
した。

られていました。特にハムストリングスのアプロ

スタビリティに関しては、自動的下肢伸展拳上

ーチとして、西良先生が考案された「ジャックナ

（ASLR）テストによる評価や強制呼気を用いたトレ

イフストレッチ」について述べられていました。
実際に診察で指導し、その場で効果を体感しても
らうこととホームエクササイズとして継続的に実
施できることが重要であると述べられていまし
た。

ーニングなどシンプルな課題を用いておられ、アス
リートに対してだけでなく、一般の方から高齢者ま
で応用できる内容でした。
横山先生は、「腰痛患者の85％で確定診断がつか
ず、非特異性腰痛と診断されている今、そのような
方への理学療法士の関わりがとても重要である」と

今回の研修会に参加して、普段の臨床では接す

おっしゃっていました。実際に自分自身もこのよう

ることのできないアスリートの腰痛に関して、症

な患者様を経験することがありましたが、今回の講

例を交えながら学ぶことができ、いい刺激になり

義を受け、原因が分からずに悩んでおられる患者様

ました。最後のホームエクササイズ指導について

に対して、しっかり評価を行った上で治療を提供で

は、理学療法士に対してのメッセージのようにも

きるように日々の臨床を見直していきたいと思いま

聞こえました。今回の講演を今後の臨床に活かせ

す。
今回の講演を受講したことで、腰痛に対する新た

るように、努めていきたいと感じました。
最後になりましたが、講師の西良浩一先生をは

な視点や手法に触れることができ、アスリートだけ

じめ、このような研修会を企画して頂いた（社）

でなく多くの患者様に活用できる大変貴重な情報収

アスリートケアに心より感謝致します。

集の場となりました。
（〒560-0003 大阪府豊中市東豊中町5-35-3）

（〒660-0062 兵庫県尼崎市浜田町5丁目28）
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2013 アスリートケア ワークショップ 参加報告②

2013 アスリートケア ワークショップ 参加報告①
姫路赤十字病院 リハビリテーション科

岡田 祥弥

平成25年11月30日に大阪電気通信大学で開催され
た大阪電気通信大学スキルアップ講座・（社）アス
リートケア共催2013年ワークショップに参加し、野
球の最高峰である米国メジャーリーグにおける史上
初の女性PTのヘッドトレーナーであるSusan A
Falsone氏の講演を聴講しましたので、報告させてい
ただきます。
今回の講演ではトレーニングのコンセプトとして
「投球障害に対しては肩・肘だけでなく関連する全
身のトレーニングが必要」ということで、肩甲骨周
囲のトレーニング、股関節のトレーニングを中心に
予定の2時間を超過し、熱く語っていただきました。
具体例を挙げると、肩甲骨周囲のトレーニングの
際、肩外旋運動に対する肩甲骨の引き上げによる代
償が出現する場合に、立位で壁に向かって肘を着く
ことで脊柱を固定し、セラバンドを使用して外旋運
動を行うという方法を紹介されました。また、股関
節のmobilityに対するトレーニングとしてブリッジ
運動を紹介されました。純粋な股関節伸展運動を促
すためには、片脚を屈曲し腰椎屈曲した状態で膝を
前方に押し出すイメージで行うことで、ハムストリ
ングスの収縮を抑制しながら臀筋の収縮を促すこと
ができます。そのほか、トレーニングにヨガの要素
を加えて行うものなど多数のトレーニング方法も紹
介していただきました。最後に「creativeにトレー
ニングを考えることが重要」という事を強調され、
自分に特に欠けている部分を言及されたことがより
印象深く心に残りました。
私は臨床場面において投球障害に接することがあ
りませんが、日常の臨床にも繋がるトレーニングの
考え方として、障害部位だけではなく、全身の機能
が関連して障害が発生するということを再認識で
き、また実際にスポーツチームのトレーナーとして
活動されるFalsone氏の講演を聴講したことで、今後
のPTとしてスポーツ場面に関わっていくことへの意
欲向上に繋がり、より一層の努力を重ねていこうと
思いました。
最後になりましたが、米国から来日し、講演して
下さったFalsone氏、このような貴重な機会を与えて
下さった(社)アスリートケアに深く感謝申し上げま
す。
（〒670-8540

兵庫県姫路市下手野1丁目12番１号）

医療法人ガラシア会 ガラシア病院

福田 裕之

平成25年11月30日、大阪電気通信大学にて2013年
第3回ワークショップが開催されました。今回は、メ
ジャーリーグ球団ロサンゼルスドジャースの現役ヘ
ッドトレーナーであるSusan A Falsone氏を特別講師
としてお迎えし、「メジャーリーグ選手に対するア
プローチ」について講演して頂きました。また、当
法人を代表して豊中渡辺病院の元脇周也氏と行岡病
院の福田明雄氏による「投球障害に対するアプロー
チ」の講演が行なわれ、日米間の理学療法士による
情報、技術交換の場が設けられました。
Falsone氏の講義は、機能解剖から始まり、次にス
トレッチングとトレーニングについて実技や動画を
用いた内容で、大変興味深いものでした。選手に対
するアプローチは、「疼痛部位やその周辺だけでは
なく、全身でのパフォーマンスを考えることが重要
であり、特に姿勢矯正や、可動域と筋力のバランス
が重要である」とお話頂きました。これらは、スポ
ーツ選手だけでなく、私が臨床で経験することの多
い高齢者においても、共通することだと感じまし
た。
次に元脇氏は、投球動作の各位相におけるストレ
ッチングやトレーニング方法についてお話されてい
ました。また、投球動作練習を行なう際、肩のゼロ
ポジションから体幹、下肢と動作を連動していく指
導方法は、大変勉強になりました。
続いて福田氏は、プロ野球選手のコンディショニ
ングについてお話されていました。フォームの改善
については、「本人の良いイメージを具体的な形と
し、結果に反映させなければならない」という点に
難しさとやりがいのある印象を受けました。
聴講を終えた感想としては、講師三者の講義内容
は共通している部分も多く、互いに共感している姿
から、日米の理学療法の考え方に大きな差異はない
と感じました。
最後になりましたが、講師として米国より来日し
貴重な講演を行なって頂いたSusan A Falsone氏と元
脇周也氏、福田明雄氏、このような貴重な機会を与
えて頂きました谷一郎氏、（社）アスリートケア、
大阪電気通信大学の皆様に心より感謝申し上げま
す。
（〒562-8567 大阪府箕面市粟生間谷西6丁目14-1）
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※メディカルサポート研修会の説明です

保健医療学学会 第4回学術集会
参加報告
関西福祉科学大学

メディカルサポート研修会について

三谷 保弘

平成25年12月1日に藍野大学藍野ホール（大
阪）にて開催されました「保健医療学学会第4回
学術集会」に参加しましたので報告いたします。
本学会は、リハビリテーションにとどまらず、保
健、医療、福祉、教育に関係する多くの専門領域
の研究者や実践者が学術的に交流することを目的
としています。
午前中の一般演題では、リハビリテーション関
連を中心とした幅広い内容の発表と積極的な質疑
がなされました。普段、自分自身の専門領域に関
連した情報のみを得ようとしがちですが、今回の
学術集会では保健、医療に関する各専門領域間の
連携ならびに情報交換がなされ、多くの知見を得
ることができました。このように多くの専門領域
の研究者や実践者が集い、分け隔て無く意見を交
換することはとても素晴らしいことだと思いま
す。
午後からは、ロサンゼルスドジャースのヘッド
トレーナーであるSusan A Falsone氏の講演
「米国におけるアスリート支援」を聞くことがで
きました。Falsone氏は女性理学療法士として初
めてメジャーリーグのヘッドトレーナーに就任し
ており、メジャーリーガーは勿論のこと多くのト
ップアスリートのコンディショニングに従事され
ております。今回の講演を聞く前は、米国のトッ
プアスリートを対象としたコンディショニングは
特別なものであり、我々が容易に実践し難いもの
と思っていました。しかし、基本的な考え方とし
ては姿勢や動作を注意深く観察することから始ま
っており、我々が普段実践していることと類似し
ている点も多くあったことには少し自信を持つこ
とができました。今回得た知識は、トップアスリ
ートのみならず我々が関わることの多い成長期の
スポーツ選手のコンディショニング指導にも役立
つものでした。
今回の学術集会に参加し、国内外を含めて多く
の情報を得ることは重要であり、併せて情報を発
信していく必要性を感じました。今後もこのよう
な学会を通じて多くの方々との意見交換をしたい
と思います。
（〒582-0026 大阪府柏原市旭ヶ丘3-11-1）

甲子園サポート部 部長 社会医療法人純幸会 東豊中渡辺病院

伊佐地 弘基

【はじめに】
当研修会は、甲子園メディカルサポートに初参加お
よび経験の浅い会員を対象にした研修会です。初めて
でも安心してサポートに参加できるよう映像による説
明や実技による研修を企画しています。
【メディカルサポートのビデオ説明】
投手検診、クーリングダウン、コンディショニン
グ、1・3塁側のスタッフ待機室での業務（ドリンク・
アイスパックの作成方法など）の映像を見ながら説明
を加え、サポート業務の概要を把握してもらいます。
【投手検診】担当：検診班
これまでの大会前・大会中投手検診の経緯と現在実
施している内容や目的、検診当日の役割分担や集合時
間、注意事項等について説明します。また、実技とし
て選手に実施するアンケート類の聴取方法やストレッ
チ（必須2項目）、コンディショニング方法の練習を行
います。はじめて参加される方に少しでも業務内容を
イメージして頂く事、選手に対するストレッチ指導の
質の向上を目的に研修します。
【クーリングダウン】担当：コンディショニング班
クーリングダウン（以下CD）について初参加と参加2
回以上のスタッフに分かれて研修を行います。初参加
のスタッフには、試合後からCDまでの流れや投手・野
手それぞれのCD内容の説明を行い、甲子園での現場を
イメージできるよう実施します。サポート参加が2回目
以上のスタッフは、実際に野手のCDを模擬体験しなが
ら、初参加からさらに一歩踏み込んだ形で研修しま
す。参加者がそれぞれ交代でPT役と選手役を務め、現
場を見立てた雰囲気の中、そこで起こりうるアクシデ
ントの対応策なども学んでいきます。
【最後に】
これまで各大会サポートに申し込みをした会員のみ
を対象としてきましたが、今後は会員の方であればど
なたでも参加していただけるようになりました。今
後、甲子園メディカルサポートに参加したい、まずは
研修会だけでも参加したいなど興味をお持ちの会員の
方は是非ご参加ください。
「選手が全力を出し最高のプレイができるようサポー
トすること」を目標に、甲子園という大舞台で共に選
手のために汗を流しましょう。
（〒560-0003 豊中市東豊中町5－35－3）
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西日本学童軟式野球大会メディカルサポート
参加報告 1
医療法人 行岡医学研究会 行岡病院 本井

西日本学童軟式野球大会メディカルサポート
参加報告 2

智

のがみ泉州リハビリテーションクリニック

平成25年8月24日に、舞洲ベースボールスタジ
アムで行われた西日本学童軟式野球大会にメディ
カルサポートスタッフとして参加しました。甲子
園のメディカルサポートには数回参加したことが
ありましたが、小学生のサポートは初めてでし
た。天候はあいにくの雨でしたが、小学生の球児
たちがハツラツとしたプレーをみせてくれまし
た。我々スタッフは、バックネット裏で待機し、
何かアクシデントが起きた時は対応できるように
試合を観戦していました。
スタッフの仕事は、主に試合後のクーリングダ
ウンの指導でした。クーリングダウンはアイシン
グと集団でのストレッチを行いました。アイシン
グはその日に登板した投手の肩と肘に行いまし
た。ストレッチは甲子園でのメディカルサポート
のように、球場の中のロッカールームで整列させ
て集団で行いました。スタッフは甲子園同様に全
体に指示するメインと個別に指導をするサブに分
かれて選手たちにストレッチを指導しました。
小学生はストレッチをする機会が少ないのか、
正しいフォームでできる選手が少なく、指導する
のに苦労しました。フォームのマネはできるので
すが、伸張されている筋を意識してもらうのが難
しかったです。今後は、小学生にも正しいストレ
ッチを指導できるように日々の臨床などで、自分
のスキルを高めていくことが必要だと感じました。
小学生の場合は指導者や親にも教えることも大事
だと思いました。本人達よりも親や指導者の方が
熱心な場合もあり、私達に質問する方もおられま
した。親や指導者に教えることで、今後も継続し
てクールダウンを続けてもらえるので、大事なこ
とだと思いました。
今回の経験を通じて、小学生のうちから怪我を
予防するためにも、ケアの大切さを教えることは
重要だと思いました。一人でも多くの小学生が自
分の体のケアに興味を持ち、障害を予防してもら
えたらと思いました。
（〒530-0021 大阪府大阪市北区浮田2丁目2−3）

岡 賢良

この度、西日本学童軟式野球大会のメディカル
サポートスタッフとして参加させて頂きました。
今回のサポートは結果としては雨天の為中止にな
ったのですが、中止に至るまでに行った準備や実
際にサポートに入られた先生にお話を聞くことが
出来ましたので、ご報告いたします。
大会は参加チーム数と日程の関係から、一度に
複数の球場で同時に試合が進行します。メイン球
場から遠い球場では歩いて10分以上かかる場所も
あります。サポートスタッフはPT、学生それぞれ
５名程度の約10名です。試合中は各球場への巡回
は難しく、処置等は役員の方から要請があれば行
いました。試合中は学生スタッフにもアイシング
作成方法やクーリングダウン方法のレクチャー、
物品説明が行われ、試合後のクーリングダウン等
に参加できるよう準備をしていました。
試合後のクーリングダウンは複数チームを相手
に同時に行いました。部屋の大きさの都合から、
複数のチームが同時に来られると、クーリングダ
ウンを待ってもらうこともあり、役員の方と連携
をとり選手たちの誘導や整理をして頂くことが必
要でした。その中で、アイシングを行うスペース
を確保したり、処置の要請があった場合は別室に
て実施するなど配慮が必要でした。
甲子園では事前に講習会があり、ある程度サポ
ートの流れがわかっていますが、今回のように初
めての現場であれば確認や報告等のスタッフ同士
のコミュニケーションが何より重要になってくる
と実感しました。また、どのように行動したほう
が選手にとって良いサポートになるのかを考え、
スタッフで話し合い改善していくのは現場ならで
はであり、やいがいを感じました。
最後になりましたが、今回のサポート活動にご
一緒させて頂いた先生ならびに、このような機会
を与えてくださった（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1-4-11）
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2013北大阪スポーツ傷害研究会
参加報告 1
医療法人 同仁会(社団) 西京病院

2013北大阪スポーツ傷害研究会
参加報告 2

海江田 武

医療法人ガラシア会ガラシア病院

第2回北大阪スポーツ傷害研究会に参加しまし
たので、報告させて頂きます。講演は、堀部秀二
先生（大阪府立大学)の「半月板損傷の治療」、
史野根生先生（大阪行岡医療大学)、小柳磨毅先
生（大阪電気通信大学)の「ACL再建術2013」、の
2講演でした。中でも「ACL再建術2013」に関して
報告させて頂きます。
史野先生の講演では、ACL損傷膝に対する手術
についての知見をanatomical graftingの視点か
らお話しされていました。non-anatomical
graftingでの再建膝の関節内の画像を見せて頂
き、再建ACLがPCLと絡まっている様子や顆間隆起
に挟まる様子など理学療法士が普段見ることがで
きない関節内の様子を知ることができました。そ
の関節内の状況はnon-anatomical graftingと術
後療法に影響されるという事実から、改めて術後
療法の重要性が問われているのだと感じました。
また、ACL不全膝に対して手術も重要であるが、
同等にACL不全膝がcoper（良好な状態）なのか
Non-coper（良好でない状態）なのか判別ができ
ることが大切であると述べられていました。ACL
不全膝の機能的評価の重要性を再確認させて頂く
事ができました。
小柳先生の講演では、ACL不全のリハビリに関
する最新の研究内容や評価バッテリーなどを提示
して頂きました。体幹傾斜テスト・体幹前傾テス
ト・側屈テストは、臨床で用いられている非荷重
評価、荷重位評価の不足する点を補い、なおか
つ、安全にACL不全膝のanatomical functionを評
価できるとのことでした。紹介して頂いた体幹傾
斜テスト、体幹前傾テスト、体幹側屈テストは三
次元動作解析装置などの特別な機材が無くても実
施でき、病院はもとより、実際のスポーツ現場で
も利用することができるものでした。
今回、研究会に参加させて頂き、臨床の第一線
でご活躍される医師、理学療法士の先生方の熱意
を肌で感じ、最新の知見や技術を知ることができ
たことは非常に有意義でした。この場を提供頂き
ました諸先生方に改めて御礼申し上げます。

尾西 貴裕

平成25年11月9日に大阪行岡医療大学にて開催され
た、第2回北大阪スポーツ傷害研究会に参加させて頂
きました。堀部秀二先生の講演「半月板損傷の治
療」を聴講させて頂きましたので、ご報告致しま
す。講演は主に、半月板損傷の基礎から手術、損傷
後の問題点等についての内容でした。
まず半月板損傷は、ACL損傷の合併型と単独損傷に
分けられます。膝関節の構造上ACL損傷の合併型が多
く、ほとんどがACL再建術が行われます。単独損傷
は、外傷や半月板の変性による中・後節部の縦断裂
が主体です。半月板には痛覚受容器が存在しないた
め、単独損傷による痛みはあまり無く、痛みの訴え
が強い場合は、ほとんどがACL損傷による痛みである
という事実は興味深い内容でした。
半月板損傷の問題点として、①切除成績が悪い②
円板状半月が多い③若年層に多い④様々な損傷タイ
プがある事の4点を挙げられました。これらに加え、
半月板治療の術式も容易ではないため、保存療法も
有効ではないかと述べられていました。しかし、半
月板損傷の保存療法は、半月板の損傷過程と機能予
後の評価が難しく、エビデンスが確立されていない
ので、今後は半月板損傷の保存療法が注目される可
能性があることを説明されました。したがって、リ
ハビリでは最低限十分な筋力を維持しておく事が重
要と述べられました。
講演の締め括りとして、半月板損傷に対する治療
の現状と展望について述べられました。スポーツ選
手が半月板損傷を起こした場合、膝関節を長く持た
せるには現場復帰を勧めない方が良いという考え方
もあるとの内容でした。しかし、実際には半月板損
傷後に手術を行い、現場復帰を果たし、結果を残し
ている人もいます。今後は保存療法も含め、半月板
損傷の治療のさらなる向上が必要であると考えられ
ました。
最後になりましたが、貴重な講演をして頂いた堀
部秀二先生、ならびに北大阪スポーツ傷害研究会の
役員皆様に厚く御礼を申し上げます。

（〒615-0026 京都府京都市右京区西院北矢掛町39-1）

- 12 -

（〒562-8567 大阪府箕面市粟生間谷西6丁目14-1）

縦断的地域支援事業

三島高校クラブ活動支援事業に参加して
医療法人行岡医学研究会 行岡病院 吉田 誠
【概要】
クラブ活動支援事業では月に1回、各校を
訪問し選手１人に対して30分間のサポートを
実施しています。サポート内容は、ケア、ト
レーニング、パフォーマンス向上となってお
ります。クラブ活動の種類は、サッカー、バ
スケットボール、硬式野球、ラグビー、テニ
ス、陸上競技、水泳、ジャズダンス、バレー

図①〜④

ボール、ソフトボールがあります。
今回、サッカー部を担当させて頂いたので

していたと考えました。

報告させて頂きます。

アプローチ内容としては、内側への荷重を
目的に実施した。サイドブリッジ（内側）

【事例紹介】

（図③）を指導し、また、軸足の靴に内側縦

基本情報は男性、16歳(高校1年生)、競技

アーチパッド（図④）を施しました。結果、

歴8年、ポジションDF（サイド）、既往歴は

impactで軸足は安定し、膝関節軽度屈曲位と

特になし。主訴はキック力をあげたい。問診

なりました（図①-b）。

によると、シュート性のキック力ではなく、
飛距離（クリアボール）、コントロール（サ

【所感】

イドチェンジ、前線FWへのパス）を向上させ

クラブ活動支援事業に参加して、選手たち

たいとのことです。動作分析はキックフォー

が何を求めているのかを的確に把握しアプロ

ムを行いました。impactで軸足は外側荷重、

ーチに繋げていくために、問診のスキルが必

膝関節伸展位となり、follow-throughで外側

要である事、サポートをする競技が経験した

への崩れが著名でした（図①-a・②）。これ

競技に偏ってしまう事で、選手たちを評価、

よりキック時の軸足に対する評価を中心に実

アプローチをしていく際の視野（考え方）が

施しました。片脚立位アライメントが左片脚

狭くなってしまう事に気づかされたことから

立位外側荷重（対側下肢運動により左片脚立

学ぶことが多くありました。

位保持困難）でした。また、足部アライメン
トは左偏平足（内側縦アーチ低下）を呈して

【最後に】

いました。

高校クラブ活動支援事業に興味がある方
は、経験年数1年目の方でも参加可能です。

【考察】
軸足の足部機能低下がキック時軸足の外側
荷重、膝関節伸展位を導くことで、impactの

ベテランセラピストによるアドバイスも随時
あり、スキルアップをお考えの人は、継続的
な参加をお勧め致します。

ポイントがインフロントとなり、ボールにカ

(〒530-0021 大阪市北区浮田2丁目2番3号)

ーブがかかることよりキックの正確性が低下
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書籍紹介

「野球ひじ」を治す・防ぐ・鍛える

山本 智章 著（マキノ出版）

『「野球ひじ」を治す・防ぐ・鍛える』（山本智章著、マキノ出版）を
読む機会がありましたので紹介させて頂きます。
本書では、世界保健機関（WHO）承認の「運動器の10年・日本賞」を受
賞した新潟での野球肘検診（2007年）の取り組みについて述べられていま
した。検診では、546名中53％にあたる290名が何らかの痛みありと回答
し、痛みのある290名中、肘に痛みを感じている選手は40％にものぼると
述べられていました。
また、小学生と高校生の時速1キロあたりにおける肘・肩への負担を調
査しており、小学生の方がより負担の高い結果となっていました。
本書では、「日本臨床スポーツ医学学術委員会の提言」が下記のように
紹介されておりました。
①野球肘の発生頻度は投手と捕手が圧倒的に高く、チームで投手と捕手を2名以上育成しておくのが
望ましい
②小学生の練習日数は週3日以内で1日2時間を超えない
③小学生の全力投球は1日50球以内で、試合を含め週200球を超えない。1日2試合登板は禁止すべき
また、アメリカでの投球数の目安が紹介されていました。そして、野球肘の早期発見・治療に役
立てるため、全国的な野球肘検診の紹介と「野球肘検診マップ」を掲載し、野球肘検診が受けられ
る医療機関を調べることができるようになっております。
（『野球共有塾』http://www.baseball-seminar.com/index.html）
今回本書をレビューさせていただいて、医療機関にかからずに肘の障害を抱えている選手が多数
いることを知りました。現在、当法人の活動である甲子園や地方大会、健康相談事業などのサポー
トを通じて、1人でも肘の障害で悩む球児が少なくなるよう障害予防に寄与できればと存じます。
豊中渡辺病院

スポーツ関連学会の紹介
※URLをクリックすると各学会HPが開きます

大西寛之（〒561-0858 豊中市服部西町3-1-8）

平成26年2月〜平成26年7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

第24回臨床スポーツ医学会学術集会 2014.2.1（土） 東京
http://www.rinspo.jp/symposium.html

第12回日本フットケア学会年次学術集会 2014.3.7（金）〜8日
（土） 奈良
http://12footcare.jtbcom.co.jp/outline.html
第37回日本体育・スポーツ経営学会
http://www.jsmpes.jp/cat3/

2014.3.19（水）〜21（金） 新潟

第1回アジア太平洋関節胸・膝・スポーツ整形外科学会
http://www2.convention.co.jp/apkass/
第49回日本理学療法学術大会
http://pt49-kanagawa.jp

2014.4.14（月）〜15（火） 奈良

2014.5.30（金）〜6.1（日） 横浜

第1回日本スポーツ栄養学会 2014.7.11（金）〜13（日） 東京
http://www.jsna.org/modules/news/article.php?storyid=86
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新聞記事

何故かこういったハイテク機器に対し、アレルギーみたいに拒否反応を示す人がいる。実際に使用し
てみると、客観的なデータをもとに患者へのフィードバックとして非常に有用であることがわかる。
タブレットはハイテク機器の中でも画面をタッチすることで操作ができるので感覚的で分かりやすい。
我々アスリートケアでも高校生のクラブ活動に対する縦断的支援活動において積極的に利用している。
対象者の反応は良好であり、やはり若い世代はこういった機器への抵抗はほとんどみられない。ハイテ
ク機器を使いこなすことが、より患者のためになる時代がやってきた。

2014.7.3 朝日新聞

編集後記

甲子園を目指していた高校球児達に一踏ん張りの季節がやってきました。そう、受験です。
これからも白球を追い続けることを選ぶ者、全く違う人生を歩みだす者、様々な選択があります。
そんな私H.Nも、今号で会誌編集部を卒業することとなりました。今まで原稿の校正をして頂いたり、
美味しいご飯をご馳走になったり、たくさんの方々にお世話になりました。今後も勉学に励み、
ここで得た経験を糧に新天地で頑張っていこうと思います。本当にありがとうございました。
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