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告〉

投球動作における肩関節水平外転動作と投球肩障害の関連について
村上

彰宏,,・櫻庭

景植

The relationship between shoulder horizontal abduction movement and
baseball shoulder injury during throwing motion
,
and Keishoku SAKURABA
Akihiro MURAKAMI,

.

側の可動域に比べ有意に増大していると報告してい

序

る．また勝木4)はコッキング期において肩関節外転

野球において投球肩障害の発生頻度は高く，大国

角度が小さいと水平外転の増大が起こりやすい事を

らは投球肩障害の発生は15, 16歳がピークであり高

報告している．投球フォームの動作解析では中原8)

校生では投手，捕手が圧倒的に多いと報告してい

は投球中の水平外転の増大は胸郭回旋角度の増大が

る9)．投球肩障害の発生要因は，量的要因としては

誘因であることを述べている．

投球数，質的要因としては投球フォームが深く関与

また，リハビリテーションの臨床現場においては

している．投球数制限に関しては高校生で 1 日100

投球動作中，コッキング期に過度な水平外転を呈す

球以内，週 500 球を超えないこと6) と提言されてい

る症例を多く経験した（資料 1）．そこで障害調査，

るが，個人差が大きい投球数に対する制限の指標化

静的・動的機能評価に加え投球動作中の動的関節可

は困難な問題である．投球動作に関しては 5 つの諸

動域評価を行なうことで投球動作の問題点を明確に

相に分類される．投球初動作から振り上げた膝が最

し，投球フォームと投球肩障害の関連について検討

高位に達する時点までをワインドアップ期，投球方

することを目的として以下の調査を行なった．

向への重心移動が開始され，踏み込んだ足が完全に

.

接地した状態までをコッキング期，投球側上肢を振

方

法

り上げた最高位であるトップポジションからボール

対象は K 高校硬式野球（甲子園春夏通算 40 回出

を離すまでをアクセラレーション期，ボールをリ

場実績）部員 99 名 198 肩（右投 89 名，左投 10 名） 1

リースするリリース期，リリース以降，投球動作終

年生40名，2 年生30名，3 年生29名（1 軍37名，2 軍

了までのフォロースルー期の 5

相である13)．先行研

62名）であった．ポジション別では投手15名，野手

究では亀山3)は投球肩障害を有する選手の投球側の

は捕手を含む84名であった．研究に先立って，順天

肩関節水平外転可動域（以下水平外転）は非投球

堂大学大学院スポーツ健康科学研究科倫理審査の承
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認（院2173号）を得た上で研究目的，手順，内容
について K 高等学校学校長，野球部監督，部長，
コーチ，生徒に対し，口頭および書面にて説明を行
い同意書に承諾を得た上で研究を開始した．
〈方法〉
1)

投球動作中の肩関節水平外転角度測定
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(資料 1)
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コッキング期における肩関節水平外転動作

水平外転角度の測定は 3 次元動作解析装置（アニ
マ社製 MA3000）を使用した．投球距離は投手板か

曲，伸展，外転，外旋，内旋，水平外転，水平内転
筋力を測定した．

ら捕手間と同じ距離である18.44 m に設定しデジタ

5)

ルカメラ 4 台で投球動作を計測した．個々の投球フ

ト）

肩関節外転位保持テスト（以下棘上筋テス

ォームの指示は全力投球することのみを指示し 5 球

棘上筋テストは三角筋の作用を可能な限り除外す

の計測を行なった．これは全対象が同条件で測定す

るため 2 kg の重垂バンドを両側上腕近位部に装着

ることを目的とし，投手，野手に関わらず自由なフ

し，肘関節伸展位，肩関節外転，内旋90度，水平内

ォームで投球するよう指示した．マーカーの装着は

転 45 度の肢位で保持し， 3 分を上限に上腕部の下

手関節尺骨茎状突起，肘頭，肩峰，肩甲骨上角，肩

降，代償動作等が出現するまでの時間を測定した．

甲骨下角の 5 か所とした．計測した画像は動作解析

6)

ソフト（MA3000）上でマーカー位置より肩峰と肩

 Wrist, ◯
 Elbow, ◯

全身関節弛緩性テストは◯

甲骨上縁を結ぶ線を基本軸，肩峰と肘頭を結ぶ線を

 Knee, ◯
 Ankle, ◯
 Spine, ◯
 Hip の 7 ヶ
Shoulder, ◯

移動軸として水平外転角度を計測し，5 球の最大値

所の関節に対して通常の方法にて測定した．下肢の

と平均値を算出した．

表記は投球側と同側を投球側と表記した．

2)

障害調査アンケート

全身関節弛緩性テスト10)

デ ー タ 分 析 に は 4Steps エ ク セ ル 統 計 （ 第 2 版

アンケートは質問紙形式にて行った．質問内容は

Statcel2 ）を使用した．また有痛群，非疼痛群の群

身体基礎情報，練習内容等，現状に関する質問，既

間比較には対応のない t 検定，投球側，非投球側の

往歴，通院歴等障害に関する質問，指導内容等につ

比較には対応のある t 検定を行ない，危険率は 5

いて，選択および自由記載形式にて回答を求めた．

とした．

3)

肩関節可動域テスト（ Range of motion 以

下 ROM）
ROM テストは両側肩関節に対し，肩関節屈曲，

伸展，外転，外旋，内旋，水平外転，水平内転角度
を自動的および他動的に測定した．
4)

徒手筋力テスト1)（Manual Muscle Testing

以下 MMT）
MMT は両側肩関節周囲筋力に対し，肩関節屈

.

結

果

投球動作中の肩関節水平外転角度（表 1）
（ Mean ±
最大値の平均比較で有痛群 62.4 ± 6.1 °
と有痛群で有意に水平外
SD），非疼痛群48.3±23.8°
転の増大がみられた（P＜0.05）．平均値の比較では
，非疼痛群 44.8 ± 23.1 °
と最大値
有痛群 59.0 ± 15.8 °
と同様に有痛群で有意に水平外転の増大がみられた
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有痛群/非疼痛群，投球側/非投球側における関節角度，筋力，投球数測定・比較結果
有痛群（38名)

非疼痛群（61名)
P値

投球側

非投球側

投球側

非投球側

肩関節外旋（度）P

50.1±13.0

47.9±10.4

39.2±19.0

42.0±13.0

肩関節外旋（度）A

46.4±11.3

37.6±16.5

44.6±11.5

39.6±15.3

肩関節内旋（度）P

50.3±14.0

58.1±17.7

54.5±13.8

54.8±13.7

肩関節内旋（度）A

48.4±13.5

55.0±17.0

53.2±13.8

51.2±15.1

棘上筋テスト（秒）

88.1±39.0

109.1±53.8

0.041

水平外転平均（度）

59.0±15.8

44.8±23.1

0.0013

水平外転最大値の平均（度）

62.4±16.1

48.3±23.8

0.0019

全力投球数（球）

74.2±40.9

54.6±26.0

0.0044

156.0±88.2

108.2±44.0

0.0005

総投球数（球）
AActive ROM PPassive ROM
水平外転肩関節水平外転 ROM
棘上筋テスト肩関節外転位保持テスト

（P＜0.05）
．
障害調査アンケート
アンケートの回収率は100であった．肩関節に

た投球再開後の再発経験を持つ選手は 4 人に 1 人の
割合であった．
ROM テスト（表 1）

現在，安静時痛および投球時痛がある者を有痛群

ROM テストをみると，他動的肩関節外旋可動域

（38名）とし，それ以外を非疼痛群（61名）に分類

では投球側において，非疼痛群に比べ有痛群で有意

した．競技レベルの分類では有痛群は 1 軍（37名）
51，2 軍（62名）30であった．

総投球数の平均は有痛群で 156.0 ± 88.2 球，非疼
痛群では 108.2 ± 44.0 球と有痛群で有意に総投球数
の増加がみられた（P＜0.01）
（表 1）
．

に外旋角度の増大がみられた（P＜0.01）．
肩関節内旋角度では自動的，他動的とも有痛群に
おいて，非投球側に比べ投球側で有意に可動域の減
少がみられた（P＜0.05）．
MMT

全力投球数の平均では有痛群で74.2±40.9球，非

肩関節周囲筋 MMT では正常（5＝Normal）とそ

疼痛群54.6±26.0球と有痛群で有意に全力投球数の

れ以下を筋力低下群と分類し，肩関節外旋筋の筋力

増加がみられた（P＜0.01）
（表 1）
．

低下群は有痛群では54，非疼痛群では62と半数

疼痛部位についてみると，肩関節前方42，後方
21 ，外側 16 ，以下内部，記述なしの順となっ

以上にみられた．また肩関節外転筋では有痛群の
29.7，非疼痛群の29に筋力低下がみられた．

た．疼痛発生時期の比較ではリリース期35，アク

棘上筋テスト（表 1）

セラレーション期24，フォロースルー期11，以

棘上筋テストでは有痛群 88.1 ± 39.0 sec ，非疼痛

下投球後，日常生活上，コッキング期，記述なしの

群109.1±53.8 secであり，有痛群で有意に筋力低下

順となった．医療機関の受診経験者は約半数で，利

がみられた（P＜0.05）．

用した医療機関は整形外科38，スポーツクリニッ

全身関節弛緩性テスト

ク25，接骨院17，以下トレーナー，はり・きゅ

Wrist においては有痛群で投球側，非投球側とも

う，整体の順となった．医療機関からの投球中止期

陽性率は 86.4 と高値を示し，続いて Elbow, Hip,

間の指示は 1 カ月～2 カ月間が約 4 割であった．ま

Shoulder, Spine, Knee, Ankle の 順 で 陽 性 結 果 を 示
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した．Shoulder については有痛群投球側35.1，有

を繰り返し強いられるため上腕骨頭の関節窩前方へ

痛群非投球側70.2，非疼痛群投球側22.5，非疼

の滑動を起こしやすくなることが考えられた．

痛群非投球側59.6と有痛群，非疼痛群ともに投球
側は明らかに関節可動域が低下していた．

.

考

察

肩関節周囲筋力についてみてみると有痛群，非疼
痛群ともに肩関節外旋筋力の低下が明らかであっ
た．これはアクセラレーション期からフォロース
ルー期への移行時に遠心性収縮を行うことになる外

投球動作中の肩関節水平外転角度では平均値，最

旋筋が多用されることによる疲労に起因すると考え

大値ともに有痛群で有意に水平外転の増大がみられ

られる．肩関節外転筋力の低下についてもフォロー

た．先行研究でも3)4)8)水平外転角度の増大は触れら

スルー期においては肩関節内旋，内転強制のブレー

れているが，今回の結果よりおおよそ50度を超える

キ効果として補助的に働くことも誘因のひとつとし

と疼痛発症の可能性が高くなることが推察された．

て考えられる．

（資料 1）

また肩関節外旋筋の筋力が低下している者は有痛

障害調査アンケート結果をみると，2 軍よりも 1

群で 54 ，非疼痛群は 62 と，両群とも高率であ

軍にて有痛者が多い傾向がみられた．肩関節痛と投

り，投球動作をおこなうこと自体が外旋筋に何らか

球数の関係をみると総投球数，全力投球数とも有痛

の悪影響を及ぼしていることが考えられる．

群で投球数が多い傾向が示された．

また棘上筋は有痛群で有意に筋力が低下してい

疼痛部位と疼痛発生時期についてみる．肩関節前

た．この原因としては，投球動作中に骨頭が回旋す

方に痛みを訴える選手が多く，リリース期とアクセ

る際に棘上筋は最もストレスを受ける場所であり，

ラレーション期で約 6 割の選手が痛みを訴えている

筋の部分断裂や炎症が生じやすいため疼痛や疲労に

ことから，関節の動きが加速される時に肩関節前方

より筋力が低下すると考えられる9)10)11)．

の筋腱や軟部組織に強い摩擦や衝突が繰り返し生じ

全身関節弛緩性テスト結果より Shoulder では有

ていることが考えられた5)12)．なお，今回の調査で

痛群，非疼痛群ともに投球側は明らかに関節可動域

は医療機関での実際の傷害名については調査が不十

が低下していた．

分であった．医療機関からの投球中止期間の指示で

これらの結果より，投球肩障害の発症機序とし

多くみられたのは 1 ヶ月間であったがこの期間中の

て，投球数の増加が関節機能不全を引き起こし，内

治療，リハビリテーションにもばらつきがあり，投

旋制限や外転筋の筋力低下がコッキング期において

球再開後の再発経験者は 4 人に 1 人の割合でみられ

過剰な水平外転方向への代償動作を誘発している可

た．

能性が高いことが考えられた．この代償動作が生じ

肩関節可動域結果をみると有痛群において投球側

る元の原因が筋力なのか，関節可動域制限からなの

の肩関節内旋角度が低下していた．この原因として

か，これらを評価することは大切であり11)13)，リハ

小円筋，棘下筋のスパズム，肩関節後方成分の拘縮

ビリテーション現場においても再発防止や障害予防

などが考えられる．これはアクセラレーション期に

に役立つものと考える．

肩関節は最大外旋位をとり小円筋，棘下筋は求心性

.

収縮を呈すが，リリース期からフォロースルー期に

結

論

かけては遠心性収縮へと変わる．この動作が繰り返

投球動作中の過度な水平外転動作は投球肩障害を

されることによって結果的に内旋制限が起こるもの

発症する可能性が高いことが示唆され，これらの関

と考えられる．肩関節外旋角度では，有痛群で投球

連因子として肩関節内旋角度，外転筋力の低下が考

側の角度が増大する傾向がみられた．この原因とし

えられた．

て，投球側はアクセラレーション期で強制外旋肢位

（当論文は，平成21年度順天堂大学大学院スポーツ
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