監修に
当たって

もうかなり昔の話にはなるが，わが国では，プロ野球の選手が肩や肘を故障すると，
多くは米国に渡り手術を受けて帰ってくる，という時代があった．その大きな理由と
して，手術技術の差ではなく，むしろリハビリテーションのきめの細かさにおいて彼
我の差が大きいことが挙げられていたのを覚えている．ことほど左様に，当時はスポ
ーツ外傷・障害の治療におけるリハビリテーションの位置づけは低かったのである．
しかし，現在ではリハビリテーションの重要性に関する認識は一変している．スポ
ーツ外傷・障害に対して，リハビリテーションなくしては十分な治療効果を挙げられ
ない，といっても過言ではないほど，その重要性は認識されている．
スポーツ外傷・障害のリハビリテーションといった場合，大きく分けて，①発症直
後，あるいは手術後（術前も当然あり得る）から始めるいわゆる医学的リハビリテー
ション，次いで ②スポーツ活動復帰に向けた一般的アスレティック・リハビリテー
ションへ，そしてさらに進んで ③種目特性に合わせた種目特異的リハビリテーショ
ンという 3 段階があるとされている．
横浜市スポーツ医科学センターは，昨年 2018 年 4 月で開設 20 周年を迎えたが，こ
の間，これらリハビリテーションの 3 段階を一貫して行ってきた単一の施設としては
数少ないものの一つであると自負している．
当センターの特色を挙げるとすれば，訪れる患者さんが，男女，年齢を問わず，ま
たその目的も健康スポーツから，競技スポーツまで，さまざまであることである．こ
のように多種多様な背景をもち，したがってその目的もさまざまである患者さんに
対しては，同一診断であっても，一辺倒なリハビリテーション・プログラムでは対応
できないのは当然である．つまり，個々の事例に合せたリハビリテーションを行うと
いう工夫が求められるのである．
本書は，当センターが 20 周年を迎えたのを機会に，リハビリテーション科の理学
療法士が長年に渡って積み重ねてきたスポーツ（アスレティック）・リハビリテーシ
ョンの分野における病態把握の考え方や，機能診断法，治療手技を部位別，種目別に
分けて集大成したものである．
ただし，リハビリテーションの経験を集大成したものである，といっても，当セン
ター独自の経験則や考えに基づいた内容ではない．
解剖学，神経・筋生理学，運動機能学などの医学的根拠，そして外傷や障害の病態
について，当センターが永年実施してきた前向き研究やスポーツ現場への介入調査
によって得られた知見などを根拠にして行ってきたものであることを強調したい．
もちろん，当センターが行ってきたリハビリテーション治療を集大成したもので
ある以上，すべての分野を万遍なく網羅することは難しい．経験が充分でないために
治療成績について，自信をもって訴えるものがないような部分についても述べると
なると，結局は教科書的な記述になり，本書をまとめた意図が不明確になる．したが
って，疾患，種目に若干の偏りがみられる点はご容赦いただきたい．
本書によって，当センターがいかなる方針でスポーツ（アスレティック）・リハビ
リテーションに取り組んできたか，をご理解いただければ幸いである．
令和元年（2019 年）8 月

監修者を代表して

青木 治人

公益財団法人横浜市体育協会
横浜市スポーツ医科学センター長
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序

1998 年に開設された横浜市スポーツ医科学センターは，
「市民の健康づくりの推進」
・
「スポーツの振興」
・
「競技選手の競技力向上」を設置意義とした施設である．当センター
のスポーツクリニックは開設当初より内科・整形外科・リハビリテーション科を標榜し，
保険診療を行ってきた．当科は 2018 年 3 月 31 日までの 20 年間，総新患数 125,379 名のア
スリートに対するリハビリテーションを担当し，国内に数少ない専門施設として多くの
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ティックリハビリテーションが必須であるが，種目に特化した内容も多い．どの範囲を
保険診療で行い，選手自身やトレーナーを含むチームスタッフにどの部分を引き継ぐか
は難しい課題であり，個別性も高い．
これまで幸いなことにいくつかの著書や雑誌などに当科の実施内容を部分的に掲載する
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実際の診療に応用可能な多くの知見を引用した
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総
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部位別 の章では各疾患の発生メカニズムに沿った評価や治療の考え方を記載した
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いたします．また，過去に当科に在籍し，多くの知見を残してくれたすべてのスタッフ
にお礼を申し上げます．そして，企画の段階からわれわれのコンセプトをすべて受け入
れ，支援してくださった株式会社メディカル・サイエンス・インターナショナル編集部
の後藤亮弘氏には感謝の念に堪えません．
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当科スタッフに感謝したい．
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三角線維軟骨複合体（TFCC）損傷，尺側手根伸筋（ECU）腱損傷

部位別

1

第

章

股関節・骨盤

グローインペイン症候群，
股関節インピンジメント
1

発生メカニズム（図 1 ）

股関節周囲の疼痛が生じる疾患として，グローインペイン症候群と股関節イン
ピンジメントが好発する．グローインペイン症候群は，股関節内転筋付着部に
由来する鼠径部痛と腹直筋痛に分けられる．股関節インピンジメントは，関節
内のインピンジメントが主要因となる．これらはいずれも胸郭・骨盤のアライ
メント不良と動作時の特定筋の過使用や動的マルアライメントに起因する．
図 1 に，具体的な発生メカニズムを示す．鼠径部痛は，寛骨（恥骨）のマルア
ライメント（図 1 ①）によって股関節内転筋（屈筋含む）の走行変化が生じるこ
◉ 文献
1）Omar IM, et al : Athletic
pubalgia and “sports hernia” :
optimal MR imaging technique and findings. Radiographics 2008 ; 28 : 1415‑
1438.
2）仁賀定雄：鼠径部痛症候群：
治療の変遷と展望を語る．
SportsMedicine 2014 ; 157 :
2‑15．

1）

とに加えて ，体幹筋機能が低下し，ランニング動作時の recovery phase にて
股関節外旋位でスイング（swing）すること（図 1 ④）で股関節内転筋（屈筋）が
過使用状態となり発生する．また，腹直筋痛は付着部である恥骨のマルアライ
メント（図 1 ①）と，マルアライメントによる腹横筋・腹斜筋機能不全によって，
動作中（図 1 ③④）の腹直筋過使用が生じることに起因する．関節内インピンジ
メントは，股関節臼蓋側の寛骨アライメント不良（図 1 ①）と，股関節運動時の
大腿骨頭の求心位の逸脱（図 1 ②）によって特定の関節部へのストレスが集中
し疼痛が生じる．
理学療法評価時には，まず疼痛部位（組織）を特定し，その後，疼痛減弱テス
トを用いて起因となる骨盤のマルアライメントや機能を抽出する．また，疼痛
組織へのストレスを増大させる可能性のあるダイナミックアライメントや機能
2）

の評価へと進める ．

2

主訴

疼痛発生場面
疼痛の急性発症／慢性発症および疼痛が出現する動作場面を聴取する．具体的
には，ランニングやキック時の急性発症なのか慢性発症なのかを聴取し，急性

24

グローインペイン症候群：groin pain syndrome（GPS）
股関節インピンジメント：femoroacetabular impingement（FAI）

グローインペイン症候群，股関節インピンジメント

股関節インピンジメント

付着部のマルアライメント／
過使用による

①②③

①

マルアライメント

寛骨前傾
寛骨後傾
（恥骨下制） （恥骨挙上）
腰椎／仙骨シフト
下位胸郭閉鎖

異常な関節運動

② ・大腿骨頭の前方偏位
（股関節屈曲時）
・大腿骨頭の後方偏位
（股関節開排時）

滑走不全・タイトネス
患部
内転筋，鼠径靱帯，腹直筋
その他
大腿筋膜張筋，
ハムストリングス，
腰背部筋など

図1

1

グローインペイン症候群

大腿骨頭の求心位逸脱
による

付着部のマルアライメント
による

鼠径部痛
①④

部
位
別

腹直筋痛

股
関
節
・
骨
盤

①③④

ダイナミックアライメント
（ランニング）

③

support phase
・骨盤帯傾斜，体幹側屈

④

recovery phase
・股関節外旋位での swing
・骨盤帯回旋不良

その他（環境因子・既往など）
スポーツ特性
・キック動作の反復
蹴り脚：股関節／体幹部前面
の過使用
軸脚：股関節後外側の筋群過
使用
姿勢
・円背，側弯，骨盤帯後傾位など
既往歴
・足関節，膝関節傷害など

筋機能不全
深部腹筋群，多裂筋
股関節外旋筋，腸腰筋

グローインペイン症候群（鼠径部痛，腹直筋痛），股関節インピンジメントの発生メカニズム

発症であれば筋損傷を疑う．また，ランニングの recovery phase で痛いか support phase で痛いか，キック時の蹴り脚の疼痛なのか軸脚の疼痛なのかを聴取
する．recovery phase・蹴り脚の疼痛であれば遊脚側機能に，support phase・
軸脚の疼痛であれば支持側機能に着目して機能評価を行う．

疼痛の種類
受傷後の症状の種類を聴取し，患部の状態を推定する．鋭い痛みは筋損傷を疑
うべきであり，鈍い痛みは慢性痛の場合が多い．また，股関節インピンジメント
など関節内病変の場合，引っかかり感やつまり感，安静時痛を訴えることが多い．
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大腿部

図 13 スプリットスクワット時の収縮
確認
スプリットスクワット時に大殿筋とハムスト
リングが十分に収縮できているか触知する．
異常がなければ健側（左脚）を離地し，負荷
を高めた状態で同様に確認する．

動作分析
評価項目
□ 片脚立位/片脚スクワット
□ 歩行
片脚立位，片脚スクワット，歩行を観察し，骨盤のダイナミックアライメント
の不良を確認する．ベッド上での静的アライメントが改善されていても，不良
動作が残存している場合はマルアライメントが再度形成される可能性が高いた
め，マルアライメントに関連する不良動作を注意深く分析する．片脚立位では，
矢状面上の寛骨の前後傾，前額面上の骨盤帯（寛骨・仙骨）の傾斜とそれに伴う
腰椎の側屈，体幹部の側屈を評価する．
次に，片脚スクワットの評価を行い，片脚立位でみられた異常運動が増強し
ないかを確認するとともに，水平面での骨盤帯の回旋増大を確認する．骨盤帯
の過度な内旋がみられる場合は大腿二頭筋の，過度な外旋がみられる場合は半
腱様筋，半膜様筋の伸張ストレス増大が生じる．
歩行では，上述した立脚相での骨盤異常運動に加え，遊脚相での骨盤運動も
評価する．遊脚側骨盤帯の前方への回旋が過剰に生じている場合，遊脚側の骨
盤帯固定性低下と股関節屈曲の機能不全，もしくは立脚側の股関節伸展不足な
どが影響する．また腕振りの左右差が生じている場合，胸郭可動性の低下を疑う．

5 リハビリテーションと予防
（図 14）
ゴール設定（スポーツ動作開始まで）
◉ 文献
3）奥脇 徹：トップアスリート
における肉離れの実態．日本
臨床スポーツ医学会誌 2010；
17：497‑504.
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奥脇らによる MR 重症度分類では，競技復帰までにⅠ度は 1 〜 2 週，Ⅱ度（筋腱
移行部損傷）は 3 〜 8 週，Ⅲ度（断裂）は数か月以上要することが報告されてい
3）

る ．機能不全の観点からの段階的リハビリテーションとしては，ストレッチ

2.1

ハムストリングス肉離れ

部
位
別

ングは筋の伸張痛が消失しだい開始する．筋収縮に関しては，受傷直後に伴う
疼痛と筋緊張低下の改善後，等尺性収縮から開始する．収縮改善に合わせて
徐々に求心性，遠心性収縮の順に変更していく．一般的に，伸張痛消失よりも
軽負荷の収縮痛消失のほうが早いことが多いため，筋収縮は可及的早期に開始
する．膝深屈曲位でのヒップリフトなどは比較的早期に開始することができる．
ジョギングは伸張痛（SLR）消失，抵抗時痛（股関節屈曲位，遠心性）消失，また
動作としては降段動作，片脚スクワットが疼痛なく可能，かつ体幹固定筋機能

2
大
腿
部

が改善されていることを基準として開始する．開始初期に関してはハムストリ
ングスへの負荷を考慮し，オーバーストライドにならないよう（上体の真下で
足部接地）指導する．高負荷のジョギング，アジリティトレーニングで疼痛，違
和感がみられず，収縮機能の改善（伸張・短縮位，内 外側間の収縮バランス，

Step 1
炎症所見の消失，
ハムストリングス
のコンディション
改善，アライメン
トの修正

炎症所見の消失

腫脹・熱感
発赤・疼痛
滑走性

筋間ストレッチ（図 15）
，物理療法，ストレッチ（図 16）
ハムストリングスの
コンディション改善

硬結
萎縮
収縮不全

アライメントの
修正

Step 2
股関節運動正常
化，筋収縮バラン
ス改善，体幹・骨
盤帯固定筋機能改
善

Step 3
ダイナミックアラ
イメントの改善

RICE 処置

股関節運動の
正常化

坐骨挙上
（寛骨前傾）
腰椎側方シフト

腰背部滑走性改善，大腿直筋ストレッチ，
鼠径部滑走性改善，TFLストレッチ
腰背部滑走性改善，多裂筋・腸腰筋 ex.
大転子後下方ストレッチ，ハムストリングスストレッチ

伸展

大腿直筋ストレッチ，鼠径部ストレッチ，TFL ストレッチ

大殿筋

体幹・骨盤帯固定
筋機能改善

股関節運動

片脚スクワット

隣接関節のアライメント修正

屈曲

筋収縮バランスの
改善

片脚立位

筋力トレーニング（図 17，18）

股関節伸展位での膝屈曲（腹臥位，四つ這い位）
デッドバグ，バードドック，サイドベンチ
＋股関節屈伸など
デッドリフト（図 19，20）

ヒップヒンジ，バードドック（同側挙上）など
サイドベンチ＋ヒップフレクション，立ち上がり ex.（多裂筋意識）など

図 14 ハムストリングス肉離れのリハビリテーションのツリーダイアグラム

RICE：rest, icing, compression, elevation
大腿筋膜張筋：tensor fasciae latae（TFL）
傍脊椎筋：paravertebral muscle（PVM）
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12

第

章

サッカー

1 はじめに
サッカーの競技特性として，90 〜 120 m の長さ（タッチライン）と 45 〜 90 m の
幅（ゴールライン）のフィールド上を 90 分間（前半 45 分，後半 45 分）
，ボールコ
ントロールおよびキックを行い，相手選手に対応しながらランニング，ダッシ
ュ，方向転換，ジャンプ，スライディングといったさまざまな動きを行うとい
うことが挙げられる．
サッカーの最大の特徴はボールを足で扱う点であるが，1 試合のなかで 1 人
の選手がボールに触れてプレーしている時間は約 2 分程度といわれており，ボ
ールを扱う技術・戦術と同様に持久力，筋力，敏捷性などのフィジカル面もサ
ッカーにおいて非常に重要である．競技時間が 90 分間と長いため，基盤となる
体力要素は高い有酸素能力であり，1 試合に消費する全エネルギーの 90％ 以上
が有酸素性エネルギーによって支えられているが，サッカー選手の体力要素と
してはスピード，筋力，パワー，持久力といった身体的能力と併せて，巧緻性や
反応スピード，変換能力，連結能力，識別能力，定位能力，リズム能力，および
バランス能力といったコーディネーション能力や認知的能力などの多種多様な
体力要素が重要であり，競技レベルを決定する因子となっている．
また，唯一キーパーに関しては自陣ゴール前のペナルティエリアにおいて手
を使ってボールを扱うことができる．瞬時の判断が必要とされるため，特に反
射神経，判断力などが必要となる．

2 競技動作のバイオメカニクス
◉ 文献
1）広瀬統一：スポーツ動作の観
察・分析⑦蹴る．アスリート
のリハビリテーションとリコ
ンディショニング上巻，外傷
学総論／検査・測定と評価．文
光堂，2010 : 202‑210.
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キック動作は上肢・体幹・下肢の連動性が求められる全身運動である．連動性
に加えて，ボールへと力を伝達する下肢・体幹の筋活動の理解も重要となる．

キック動作の位相
1）

サッカーのキック動作は以下の 6 つの相に分けられる（図 1） ．

競
技
別

① approach 相：ボールに対してアプローチし軸足を踏み込むまでの位相．
ボールに対して斜めに走ることで，骨盤帯の回旋力を使って効率よくボ
ールに力を伝達することができる（図 2）
．
② take back 相：蹴り脚が地面から離れ，股関節の伸展が最大になるまで
の位相．蹴り脚と対側の上肢で適切な tension arc が形成されることが重
要である（図 3）
．軸脚の接地時は軽度骨盤帯前傾位であり，床反力により
体幹が動揺しないように股関節で衝撃を吸収する．

12

③ cocking 相：蹴り脚のスイングが後方から前方に変わる相．膝関節最大

サ
ッ
カ
ー

屈曲．蹴り脚での股関節の伸展と膝関節屈曲が十分になされることで，そ
の後の膝関節伸展角速度が増加し，軸足では接地時に膝関節軽度屈曲位
を保つことで効率のよいキックが可能となる．cocking 相から腹斜筋の収
縮増大が認められ，骨盤帯の安定・回旋運動に貢献する．
④ acceleration 相：下腿〜足部の角速度が増加し，膝関節最大屈曲位から
ボールインパクトまでの位相．骨盤帯の回旋運動が股関節，膝関節，足関
節運動へと連動し，順序性の運動が発生することでボールへと力を伝達
する．
A

B

C

D

E

F

図 1 キック動作の位相
A：approach 相，B：take back 相，C：cocking 相，D：acceleration 相，E：impact 相，F：follow‑through 相．
A

図 2 助走のとり方

B

図 3 適切な tension arc

蹴り脚と対側上肢を協調的に使用するクロスモーション運動によって，左上肢〜体
幹〜右脚が円弧状になっている．
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ラグビー

A

B

図 2 コンタクト時の上肢の軌道
A：上肢の軌道が水平面となり，肩の水平内転でコンタクトを行っている．B：上肢の軌道が矢状面となり，肩の屈曲でコンタク
トを行っている．

骨・肩関節周囲筋の同時収縮による上肢固定が重要といえる．
③ 下肢：前述のとおり，相手に近づく動きのあと，インパクトの直前に，相
手の支持基底面の中に強く踏み込む動きが重要となる．加えて，post
impact 相でも足を止めずに前方への推進力を維持する．筋電図による解
◉ 文献
6）Kawasaki T, et al : Kinematics of rugby tackling: A pilot
study with 3‑dimensional
motion analysis. Am J
Sports Med 2018 ; 46（10）:
2514‑2520.

析によると，タックルと反対側の脊柱起立筋および大殿筋の活動がタッ
5）

クル前より高まるとされており ，骨盤固定下での股関節伸展筋発揮の重
要性が示唆される．また，体幹の側屈は，コンタクト側と反対側下肢を踏
6）

み込んだ際に増大するとの報告があり ，コンタクト側の踏み込みによる
タックルを行うことが推奨される．

3 競技動作と外傷・障害
疫学
ラグビー競技の試合における外傷の 8 割はコンタクトの場面で起こり，その 4
◉ 文献
7）Roberts SP, et al : Epidemiology of time‑loss injuries in
English community‑level
rugby union. BMJ Open
2013 ; 3（11）: e003998.
8）Kawasaki T, et al : Incidence of and risk factors for
traumatic anterior shoulder
dislocation: an epidemiologic
study in high‑school rugby
players. J Shoulder Elbow
Surg 2014 ; 23（11）: 1624‑
1630.
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7）

割は頭頚部・肩の外傷であるとされる ．高校生における肩関節脱臼後（保存）
8）

の再脱臼率は 54.3％ と報告されており，非常に高い ．初期治療の選択時の重
要性に加え，タックル時の身体の使い方の修正が重要であるといえる．

典型的な不良動作の特徴
コンタクト動作では，そのほとんどがインパクトの瞬間に外傷が生じる．その
ため動作を観察する際には，はじめにインパクト時の姿勢や，接触部位および
その面積を評価することが重要となる．次に impact 相から post impact 相にか
けての体幹軸の乱れと身体の運動方向を確認する．最後にアプローチについて

競
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確認をし，その姿勢や上肢の軌道，踏み込み足の位置とタイミング，相手との
距離について確認する．
インパクト時の不良動作の特徴
① ヘッドダウン：インパクト時あるいはその直前に頚部の伸展が減少し，頭
が下がった状態でタックルをする動作を指す（図 3）
．頚部や肩甲骨の固定
力が低下することで，頚部や肩の外傷発生リスクが増大する．また，非利
き腕でのタックルで頭が下がりやすいとの報告もあり，両側のタックル
5）

動作を評価する必要がある ．

◉ 文献

② 逆ヘッド：相手の進行方向に対し，頚部が入った状態でインパクトを迎え
9）

る動作を指す（図 4）
．頚部の外傷リスクが増大するほか ，頚部と上肢の
距離が離れることで肩甲骨の固定ができず，肩の外傷発生リスクも高ま
10）

る．逆ヘッドでのタックルでは，ヘッドダウンも起こるとの報告もあり ，
頚部や肩甲骨の固定性がさらに低下する可能性が高い．
③アームタックル：耳や頚部，肩が相手と接触せず，より遠位の上腕や前腕
11）

のみで接触してしまう動作を指す（図 5） ．肩関節よりも遠位で接触する
12）

ことで肩関節に対し強大な外力が生じ，肩関節脱臼などの原因となる ．
インパクト時の上肢の軌道が肩水平内外転を伴う水平面上の運動となる
と，アームタックルを助長しやすい．
④ 肩甲骨前突でのインパクト：肩甲骨が前傾・外転し，前方突出した状態で
インパクトすると（図 6）
，肩峰付近の狭い範囲での接触となり，肩鎖関節
での脱臼を生じる原因となる．また，肩関節は相対的に水平外転位となり，
脱臼のリスクも高まる．

9）Sobue S, et al : Tacklerʼs
head position relative to the
ball carrier is highly correlated with head and neck injuries in rugby. Br J Sports
Med 2018 ; 52（6）: 353‑358.
10）Tanabe Y, et al : The kinematics of 1‑on‑1 rugby
tackling: a study using 3‑dimensional motion analysis. J
Shoulder Elbow Surg 2019 ;
28（1）: 149‑157.
11）Burger N, et al : Mechanisms and factors associated
with tackle‑related injuries
in South African Youth
Rugby Union players. Am J
Sports Med 2017 ; 45（2）:
278‑285.
12）Maki N, et al : Video analysis of primary shoulder dislocations in rugby tackles.
Orthop J Sports Med 2017 ;
5（6）: 2325967117712951.

15
向

方

行

進

図 3 ヘッドダウン

図 4 逆ヘッド

トを迎えている．

インパクトを迎えている．

体幹のラインよりも 頭部の位置が下がり，インパク

ラ
グ
ビ
ー

相手の進行方向に対し，頚部が入り，
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