
原著論文|原著論文：
日本カイロプラクティック徒手医学会誌Vol.4(2003)

スポーツコンディショニングとマニュアルセラピー窯

一身体バランスと仙腸関節機能からの考察一
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Abstract

Igraspthecauseofthefunctionaldisorderin,theconditioningofthesportsplayerand

thinktheadaptationande任ectofthehandtechniqueandneedtoselectefficient

evaluationandconditioningapproach.Indoingconditioningtheviewpointthatcatches

thewholebodyisnecessaryandneedtogoingtomakeupthetreatmentconceptmoreover.

Abouttheloadbalancethattherelationmaybedeepdirectlyasthefactorofsportsinjury

thistime,thetensionnatureofthesacroiliacjointandalsomusclemembranefromit

studiedit.Asaresult,thesacroiliacjointfunctiondeficiencyandloadbalancethereare

closerelationandtheimprovementoftheloadbalancewasadmittedalongwiththe

functionimprovement.IamgoingtointroduceNeutralizationandalsoBodymappingas

thetreatmentconceptneededforthesportsperformance,inthereportinthistime.
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1．緒言

1．1目的

コンデイションとは、日本語で「調子・健康

状態」のことであり、スポーツにおけるコン

ディショニングとは、選手が競技力を発揮しや

すい状態を手助けするということになる。よっ

て、スポーツにおけるコンディショニングは、

パフォーマンスの妨げとなる要因を取り除くた

めのアプローチが求められる。その意味におい
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に

て、フィジカルな面だけでなくメンタリティー

な側面も持ち合わせているが、フイジカルな面

に着目すれば、疲労回復やｿ迄痛緩解、可動性・

柔軟性の回復などであり、関節運動が円滑に行

われる状態といえる(')。言い換えれば、対象は

身体全体であり、アプローチの目的は全身調整

である。

コンディショニングを必要とする場面は、①

試合前の身体調整、②運動後の疲労回復、③治

療的アプローチ（嬉痛緩解・関節運動の改善）、

などが挙げられる(2)。スポーツ現場においては、

誰が見ても「動きが良くなった」といった、パ

フォーマンスに直結する結果が求められている。

このように、全身調整の最終目的は、選手のス

ポーツ・パフォーマンスの|句上である。もちろ



ん、その選手の競技力を短期間に向上させるの

ではなく、本人の持っている能力を最大|眼に発

揮できる身体状態に導くことである。このよう

な観点から、スポーツ現場での選手への関わり

は、医療機関におけるスポーツ障害とは違った

観点が必要となる。なぜなら、選手の主訴は、

「身体が重い、キレがない、力が入りにくい、

このあたりが凝っている・・・」など、およそ

診'断名がつかないようなものが多いからである

(3)。今回、身体バランスと仙腸関節という観点

から、徒手療法の治療コンセプトがスポーツパ

フォーマンスに直結するような展開をしていき

たい。

12理学療法におけるスポーツリハビリ

テーションとコンディショニング

理学療法においてスポーツリハビリテーショ

ンが注目され始めたのは、20数年前からであ

る。理学療法におけるスポーツに関する文献も-

1980年代から散見できるようになる。

当初は、前十字靭帯損傷に代表される外傷

後のリハビリテーションが着目されており、関

節や靭帯のバイオメカニクスや筋力強化理論の

確立が急がれていた。また、パフォーマンスと

いった観点から、スポーツ障害と動きとの関連

I性を分析し、その発生機序と予防法がスポーツ

リハビリテーションの中心であった(4)～(7)。現

在も、その流れは大きく変わっていないが、理

学療法士のスポーツ現場への進出、および選手

や現場のニーズにより、必然的にコンディショ

ニングに対する意識も高まってきている。これ

らの全身調整およびコンディショニングとして‐

まずj思いつくのはマッサージやストレッチング

である。

理学療法の定義のなかでも、マッサージが

治療手法として挙げられているが、現状は運動

療法が中心であり、マッサージは慰安的なもの

として位置付けされている(8)。スポーツリハビ

リテーションのなかでも、スポーツ現場のト

レーナーがマッサージを汎用しているのが現状

である。よって、リハビリテーションにおいて

は理論的な発展をみることはなかった。

むしろ、理学療法の徒手療法の発祥におい

ては、可動j性や関節運動学的な観点からのモビ

ライゼーション、関節運動学的アプローチ、ス

トレッチングおよび神経筋促通法が主流である。
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しかし、ここ数年来、筋そのものへのアプロー

チとして、マイオセラヒ°－や筋膜リリース・触

圧覚刺激法などが紹介されるようになり、理学

療法においても盛んに用いられるようになった

(9)～10。これらの治療法は、手技的にはマッ

サージのなかにある指圧や軽擦法などであり、

治療的アプローチとして紹介されたものである。

これらの治療手技は関節運動や嬉痛の改善

が目的であり、疲労回復や抗重力下での姿勢、

運動学的な関連性については展開されていない。

メデイカルリハビリテーションに従事する理学

療法士にとって、単一の関節機能障害や、局所

的な痛みに対するアプローチが日々の臨床に直

結することであり、全身調整を目的としたもの

ではない。

勿論、個々の機能障害のりコンディショニ

ングによってもパフォーマンスが左右されるこ

とは確かだが、その個々の問題が全身にどのよ

うに影響を及ぼしているかといった観点がコン

ディショニングには必要とされてくる。よって。

パフォーマンスに直結するような全身調整とい

う概念は､理学療法および徒手療法においても

また違った解釈と理論構築が必要といえる。

例えば、疲労回復などのコンディショニング

の代表的な方法としてマッサージが挙げられる

が、女子マラソン金メダルの高橋尚子選手を育

てた小出監督の著書の一節に、“マッサージの

やりすぎにご用心”として、以下のように述べ

られている。「マッサージというのは筋肉をほ

く、し疲労をとってくれます。しかし何ごとも良

いことばかりではありません。マッサージをし

た翌日はいい練習ができません。特に、スピー

ド練習をしようとすると脚に力がなくなって走

れません...J(11)。このような現場での声

は、競技によって違いはあるものの、我々が選

手に対してコンディショニングを行う上でのヒ

ントを与えてくれるものとなる。つまり、この

ような現場での事例を、既存の理学療法と関連

付けて体系付けしていくことが大切である。

1．3全身調整における“身体バランス”

ヒトは重力の影響を常に受けており、身体

に受ける影響は計り知れない。スポーツ動作に

おいては、身体に体重の数倍の負荷がかかって

おり、重力線からみた前後左右の姿勢バランス

は、パフォーマンスに対して重要な意味をもつ
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と考えられる。では、姿勢バランスが良いとい

うことは、身体が左右対称であることかと問わ

れると、対称であるほうが良いといえる。身体

の前額面における左右差は視覚的にも容易に確

認可能である。正中重力線から離れることは、

正中線からの挺子が長くなり、筋緊張のアンバ

ランスにつながる。さらに、競技年齢を重ねる

ことで、軟部組織の硬結や短縮へと発展し、障

害発生や円滑な動きへの妨げとなってくると考

えられる。矢状面においても同様であり、重心

線の偏向は脊柱の簿曲やダイナミックアライメ

ント、下肢筋活動にも大きな影響を与える('2)～
(ID

○

しかし、正中重力線からみたバランスは大

切だが、それだけでは不十分である。なぜなら‐

スポーツ動作そのものが偏った動作であり、直

立姿勢そのものはスポーツ特性を反映していな

いからである。つまり、直立姿勢そのものが、

そのヒトのバランスのとれた筋緊張とは異なる

のである。筋緊張は、最も使用頻度の高いポジ

ションに適応していることが多い。使用頻度の

高い肢位で固定化されることで、筋緊張にアン

バランスが生じ、関節機能障害にもつながるこ

とになる。

よって、よりスポーツ特'性を反|決した評価

方法では、使用頻度の高い肢位を評価する必要

がある。またコンディショニングにおいても、

姿勢バランスとともに、内在する筋緊張を整え

ていく作業が大切となってくる。

アル・セラヒ．－（以下MT)による荷重バラン

スの変化を、体重分割計を用いて比較検討を

行った。

22対象および方法

被験者は下肢に重篤な既往のない、健常成

人15名（男性3名、女性12名)、平均年齢27.9

±50歳、平均体重56.2±7.5kgであった。測定

機器は、体重を前後左右に分配・計測可能な4

分割バランスモニターソフトFourBOS(東京

歯材社製・写真1）を用い、MT前後の変化を

比較検討した。測定肢位は前方を注視させた自

然立位とし、FourBOSによって算出された左

右の体重比(%BW)により、荷重が大きい側

を荷重側、荷重が少ない側を非荷重側とした。

仙腸関節機能不全の評価は、Dejungの方法

に||頂じ、片脚立位における左右の上後腸骨疎

(PSIS)の上下降をパルペーションにて確認

し、下降がみられない固定側を仙腸関節機能不

全側（以下SIJD・写真2とした。

2．仙腸関節機能からみたバランス

21仙腸関節と運動機能

ヒトが重力下において起立歩行などを行う

上で、身体重心が及ぼす影響ははかり知れない。

その身体重心はI曹下とされており、隣接する骨

盤帯のアライメントが多分に影響をおよぼすこ

とが考えられる。その骨盤は仙腸関節・恥骨結

合にて左右結合しており、僅かながら可動'性を

有している。しかし、その僅かな可動‘性が、時

として、全身のあらゆる関節に影響を及ぼして

いることが臨床においても確認できる。

しかし、そのメカニズムにおいては、推察

の域を出ていないのが現状であり、立位などの

荷重下における影響を報告したものはみられな

い。

姿勢コントロールという観点から、マニュ

写真l解析装置FourBOS(上〉

4分割バランサー（下）
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写真2仙腸関節機能不全の判定
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MTはSIJD側を上にした側臥位にてモビライ

ゼーションアプ ロー チを し、 片足 起立時の

PSIS動態の改善が得られてから再度測定を

行った。測定値は左右の体重比(%BW)で比

較し、統計処理にはt検定を用いた。
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“2 3結果

MS前の荷重バランス測定において、右荷重

2名（133％)、左荷重は13名（867％）であ

り、右仙腸関節に機能不全がみられたものは4

名（26.7％)、左側11名（73.3％）であった。

荷重側にSIJDがみられたものは4名(26.7%).

非荷重側にSIJDがみられたものは11名

（73.3％）であり、統計学的にも有意差がみら

れた(p<0.01)(図1。

MS前の%BWの平均値は、荷重側51.5%BW.

非荷重側48.1%BW、MS後は荷重側49.5%、

非荷重側50.5%BWであり、左右体重バランス

が正規化する傾向がみられた。また、統計学に

は、荷重・非荷重間には有意差はなかったが、

MS前後の荷重・非荷重側それぞれにおいて有

意差(p<0.05)がみられた（図2)。
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写真3仙腸関節機能不全に対する徒手療法

p<0.05

|濡幾"｜｜摺蹴、I
口荷重側

口非荷重側

図1仙腸関節機能不全と荷重バランス

24仙腸関節と身体バランスの考察

仙腸関節は、二足直立において下肢への体重

分配のための模としての構造的特長をもってお

り、仙腸関節機能不全を起こすことによって立

位体重バランスに何らかの影響を及ぼすことが

考えられる。また、仙腸関節機能不全側が非荷

重となる傾向（733％）がみられた。つまり、

仙腸関節が固定され、可動性が低下している側

には荷重しにくいことがうかがえる。臨床にお

いても、仙腸関節機能不全側は歩行時に骨盤の

swayがみられにくいこともあり、動的にも非

荷重となりやすいものと考えられる。

また、仙腸関節への徒手的アプローチにて

体重バランスが正規化される傾向がみられたが

臨床においても起立時の荷重感覚や歩容の改善

などの変化が認められる。仙腸関節は可動性と

しては小さいが、末梢にいくにしたがい大きな

偏差となるものと考えられ、障害発生要因に関

連していることが考えられ、仙腸関節を補正す

ることで荷重バランスの改善とともに荷重下で

の運動に好影響を与えるものと,思われる。特に

ランニングなどのperformanceにおいては、僅

かな荷重の変化がオーバーユースを引き起こし

*p<0.Of
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図2仙腸関節への徒手療法(MT)

前後の荷重バランス

ていくことが予想され、仙腸関節の詳細な評価

とアプローチは、全身調整における重要なポイ

ントであることが示唆される。

3関節と軟部組織調整の関係

31仙腸関節から骨盤全体へ

仙腸関節そのものの調整により左右荷重バラ

ンスが正されることは示されたが、果たして、

全 身調 整と いっ た点 から 、ま たス ポーツバ
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フォーマンスの発揮という観点から充分といえ

るであろうか。

おそらく、仙骨の微妙な副運動が重心に重要

な役割を果たしていることは明らかであるが、

腸骨に焦点を合わせてみると、多くの二関節筋

群が付着しており、歩行などの動作において重

要な役割を果たしている。よって、より動作に

つなげていくには、仙腸関節へのアプローチだ

けでなく、腸骨の調整が不可欠であろう。その

腸骨の調整においても、動作遂行において重要

な役割を果たす筋群の調整をすることが大事で

あると考えられる。

3．2軟部組織への治療アプローチ

頚部を例に挙げる。左右両側に同質|司圧に

て触擦し、円を描くように軽く皮層の可動性を

みることから始める。すると、左右の緊張感の

違い、緊張の方向性と深さが感じられる。仮に

頚部右側の筋緊張が高く、皮層の可動性が下方

に大きいとすると、可動制限の原因は末梢にあ

ることを意味している('5)。治療は、皮層を介

して筋膜の頭部方向への誘導ということになる

が、反対側頚部の皮層の可動性についても評価、

アプローチをすることが重要である。

4．多関節機能と筋緊張の

同時評価とアプローチ

41多関節機能評価方法:Neutralization

多関節の機能評価は、関節運動にともなう

筋膜・筋肉の緊張が釣り合うポイント（以下

一ユートラルポジション）を探し出す。この方

法より、多関節の関連性を評価できる。ニュー

トラルポジションの特定は、セラヒ｡ストが関節

を他動的に動かしていくなかでの引っ掛かり感・

伸張感などを手がかりとし、緊張バランスがと

れたリラックスできる肢位とする。ニュートラ

ルポジションは、その選手が最も使用頻度の高

い関節肢位であることが多く、パフォーマンス

に必要な可動性から逸脱していれば障害を引き

起す可能性が高くなる。

治療アプローチは、関節の整合性を高め、

円滑な関節運動を促していくことを目的とする。

不整合性がある関節は、筋緊張のアンバランス

が背 景 に あ る こ とが多く、その状態にてスト

レッチングを行うと、伸張反射､などにて痛みを

誘発しやすい。下肢は股関節の回旋運動に個体

(原著論文)山本尚司

差がみられやすい。股関節の回旋可動‘性の左右

差は、パフォーマンスを反映していることが多

い。例えば、バスケットボールやバレーボール

において、左下肢を前方屈曲位にてう°レーする

選手では、右に比べ左股関節の外旋可動域が大

きく、内旋可動域が小さくなる傾向がある。こ

の場合、股関節のニュートラルポジションは回

旋可動範囲のほぼ中間位の外旋域であり、パ

フォーマンスを反映している。さらに、膝関節

や仙)l易関節のニュートラルポジションを評価し

ていくと、股関節の回旋角度を代償した対応を

していることが多い。

例えば、動作分析上は膝が内側に入り、股

関節も内旋位になっているようにみえても、実

情は股関節外旋域にてプレーしており、足・

膝・骨盤帯などで補正していることがある。ま

た膝関節のニュートラルポジションは、内外反

位それぞれに内外旗がみられ、ハムストリング

スや|俳腹筋の筋緊張も関節肢位への対応がみら

れる。

足関節のニュートラルポジションは下肢荷

重連鎖のなかで重要な役割を担っている。例え

ば、膝関節内側にAnteriorkneepainsyndnr

meがある場合、ニュートラルポジションは膝

関節屈曲・外反・外旋位にて、力学的にも膝関

節内側に伸張ストレスがかかりやすい状況に

なっているが、足部は底屈・内反位で補正する

ように対応していることがある。実際のプレー

において、荷重下での下肢伸展運動で股関節内

旋運動が伴い、knee-in強制され、痛みの要因

となっている。

このようにして、下肢全体のニュートラルポ

ジションをみると、各々の関節の回旋｣性や内外

反の組み合わせが様々であり、障害の発生要因

を分析するうえで重要な情報を与えてくれる(9)富：

4.2BodyMapping

関節のニュートラルポジションを探し出す

ことで、他関節の因果関係が評価できるが、そ

の関節間の関係を作り出しているのは軟部組織

である。特に、筋膜や筋肉は重要な役割を果た

しており、その筋連結および緊張の方向性は身

体全体のバランスを教えてくれる。機能障害の

起きている関節部位は、この緊張性の方向が桔

抗しているポイントであることが多い。また、

反対側の下肢からアプローチしていったほうが



良い場合もある。このように、身体は単一関節

であっても、全体の中でバランスをとっている

ことがわかる。

軟部組織の緊張分布は､まず表層の皮膚の

歪みを引き起こし、その歪みが皮下組織・筋

膜・筋肉へと波及することにより、関節機能障

害につながってくるものと考えられる('6)。

よって、触擦による軟部組織の評価が、身体の

緊張分布を判断するうえで重要である。具体的

には、筋緊張が冗進しているか抑制されている

か、または、拘縮やトリガーポイントなど組織

学的変化を伴っているのか、急性なのか慢性症

状なのか、などである。実践的なのは皮層の可

動性と筋膜の緊張状態、さらに、関節のニュー

トラルな位置関係を併せてみていく方法である

軟部組織の機能評価は、まず表層である皮層へ

の触擦から始める。皮層への触擦は同時に筋膜

の評価にもつながる。アプローチは、緊張のリ

リースとともに暁動感が掌に感じられ、有機的

に全身が波うつような感覚が得られることを

もって終了する(17)～(18)。このような観点でみ

ると、身体の一部分の引きつれであっても全体

に波及することが想像できる('9)。

5．コンディショニング効果の持続

バランスの観点からコンデイショニング方法

について述べてきたが、スポーツ・パフォーマ

ンスの向上といった観点からみると、これだけ

では十分とはいえない。動きというのは、長年

培ってきた結果として身についたものであるた

め、運動学的に不合理な部分があっても、身体

各部位にて補償しあってバランスを保っている、

よって、選手によっては、新しい身体感覚、特

に正中重力線からの偏向の是正が大きな感覚的

変化として捉えられる場合がある。実際にス

ポーツを行うと、新たに獲得された運動域と、

以前使っていた運動域との違いに違和感を感じ

る場合がある。よって、身体環境としてのバラ

ンスを整えるだけでなく、新たな運動域での関

節運動の再学習が必要である。また、コンディ

ショニングによって改善されたバランスや運動

機能を、実際のプレーにおいて関連づけていく

ことも大切である。一つの方法としては、起こ

りうる身体感覚の変化を選手に具体的に伝達し≦

新たな身体環境を生かすための学習ポイントを

教示することが効果的である(20)。

(原著論文)山本尚司

フィジカルなコンディショング方法としては

ウエイトトレーニングやセルフストレッチなど

も効果的であり、スポーツ・パフォーマンスの

向上といった観点から、その選手に対して徒手

療法がどのような位置付けにあるかを考えなが

ら、他の方法とバランスをとっていくことが必

要である。

6°まとめ

選手の調子がいい時というのは、概して身体

的な問題などには関与しないことが多いが、バ

ランスといった身体感をもってみることで、現

在辿っている身体的な経過を把握し、今後、障

害へと発展する危険性を予測できる。つまり、

怪我やコンディショニングを崩す前に、事前に

予防対処でき、単に競技成績に振り回されない

コンディショニングの必要性の判断ができてく

るものと思われる。
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