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〈学内共同研究要約〉

運動による中枢性疲労の機序を解明するための基礎研究

〇和気秀文，山中
【研究の学術的背景】
競技パフォーマンスを規定する疲労の原因を明らかにす

航，木藤友規，山田泰行，鈴木大地

【方法―ヒトを用いた実験】
低強度および高強度運動（エアロバイク）に対する心拍

ることはスポーツ科学分野における重要研究課題の一つで

応答をユニオンツール社製心拍計（ myBeat ）を用いて計

ある．運動性疲労の機序は，中枢性と末梢性に分類され

測した． R R 間隔データより RRI Anlyzer （心拍変動解

る．末梢性疲労（筋疲労）については，これまでに多くの

析 ツ ー ル ） を 用 い て 心 拍 変 動 解 析 に よ り deceleration

研究がなされており，その機序の一部も明らかになった．

capacity （ DC ）と acceleration capacity （ AC ）を求め，そ

一方，特に持久性種目に見られる中枢性疲労に着目した研

れぞれ心臓副交感神経および交感神経活動の指標とした．

究報告は少なくその機序の多くは不明である．中枢性疲労
は「運動中に運動神経出力が低下し運動パフォーマンスの

【ラットを用いた実験の成果】



オールアウトに至る高強度運動を行うことにより，

維持が困難である状態」と定義されるが，「息苦しい」や

扁桃体（中心核ならびにその周囲の亜核群），島皮質，視

「苦痛である」といった一過性の“負情動”を伴う現象で

床下部結節乳頭核，視床下部室傍核，延髄孤束核などにお

あることに疑いはない．そこで運動による負情動がもたら
す一連の神経科学的応答を調べることが，中枢性疲労の実
体解明に繋がると考えた．
【本研究の目的】
本研究は，上記仮説を検証するための大型研究費の取得
 高強度運動により
を目指し，以下の基礎実験を行った．
 賦活化した脳部位の生理
賦活化する脳領域を同定する，

いて cFos 発現が観察された．



生理機能実験により結節乳頭核および扁桃体中心核

は昇圧・頻脈作用を，島皮質は降圧作用を有することが示
された．逆行性トレーサーを用いた実験により，これら循
環応答の一部は延髄孤束核を介した反応であることが示唆
された．



オペラント学習を利用した頭部固定ラットの前肢運

機能について，特に自律神経性循環調節作用の有無を確認

動では，血圧が上昇した．結節乳頭核への薬物微量注入に

 運動時の脳機能を詳細に調べるための覚醒動物実
する，

より，運動性循環応答の一部は結節乳頭核を介する可能性

験モデルを構築する，そして得られた成果をヒトへ応用す
 ヒトの運動時の自律神経活動
るための基礎研究として，
 から
 は実験動物を用い
水準について明らかにする．尚

て行った．
【方法―ラットを用いた実験】



ラットをトレッドミル走でオールアウトさせた後，

が示唆された．
【ヒトを用いた実験の成果】
心拍変動解析により，特に高強度運動時には副交感神経
活動の減弱および交感神経の賦活化が引き起こされる可能
性が示唆された．
【まとめ】

扁桃体中心核およびその周辺領域や視床下部および脳幹循

以上の結果およびこれまでの研究報告を踏まえ，運動に

環調節中枢などの cfos 発現を観察し，長時間運動により

よる昇圧・頻脈応答のフィードフォワード系制御の一部は

興奮する脳内部位を同定した．

結節乳頭核―孤束核系によるものと考えられる．また，運

 で同定された部位（扁桃体や結節乳頭核など）に


動強度が増加し負情動が生じるようになると，血圧がさら

ついて麻酔下ラットを用いた生理機能実験（電気刺激や薬

に上昇するがその機序の一部は扁桃体中心核による交感神

物微量注入）を行った．また神経連絡を確認するための組

経活動の亢進によるものと考えられる．今後これらの知見

織学的実験も行った．

を覚醒頭部固定ラットのオペラント学習（前肢運動）を用




運動時の循環動態やその調節機序について調べるた

いて検証していくことが重要である．また，運動強度に依

めには覚醒実験が不可欠である．本研究では頭部固定下で

存した交感神経活動の賦活化はヒトにおいても観察され

ラットに運動させながら循環動態などの生理パラメーター

た．高強度運動による交感神経の賦活化が骨格筋血流量低

を取得し，脳へのアプローチを可能にする実験系を構築し

下（疲労物質の蓄積亢進）や痛み閾値の低下を引き起こし，

た．

情動系が一層賦活化することにより中枢疲労が起こるとい




う新たな仮説を立てた．今後この仮説を検証していきたい．
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柔道の受け身に関するバイオメカニクス的研究

○廣瀬伸良，吉田
【背景】
2014年度より，武道は中学校保健体育の教育現場におい
て，必修化された．また，全国の国公私立中学校のうち
64.0は，柔道の授業を実施すると回答している5) ．一方
で，柔道は他のスポーツと比べ，重篤な事故が多いことや
死亡確率が高いことも必修化以前から注目されてい
る12)6)7)．
内田（2011）は，柔道の事故発生原因の特徴として大外
刈りで投げられた際に後頭部を打撲するケースが最も多
く，死に至るケースもあることを示している．宮崎
（2008）
は，柔道による頭部外傷は柔道を始めたばかり頃に発生す
ることが多いことを示している．このことから，柔道の死
亡事故は主に大外刈りに注目するべきであるといえる．
柔道では，事故防止のために投げることよりも先に投げ
られる練習を行う．大外刈りは後ろ方向に投げる技であ
り，後ろ方向に投げられる時の基本の受け身練習は，後ろ
受け身である．つまり，受け身練習で習得した後ろ受け身
が大外刈りで投げられた時に生かされていない可能性が考
えられる．したがって，大外刈りにおける事故を未然に防
ぐためにも，これらの受け身の方法や技術による衝撃の相
違を明らかにする研究が求められると考える．
本研究では，大外刈りの受け身と後ろ受け身における，
頭部の加速度を定量化し比較することを目的とした．大外
刈り時の受け身と後ろ受け身について，頭部への衝撃の相
違を明らかにすることは，学校現場を含めた柔道の指導現
場において有効かつ確実な指導を行う為のみならず，事故
を予防して授業を安全に実施するためにも重要な知見とな
ると考える．
【方法】
被検者は，体育系大学の柔道部に所属する部員 6 名であ
った（年齢 20.7 ± 0.5 歳，身長 1.66 ± 0.41 m ，体重 72.9 ±
．
3.2 kg，経験年数14±3 年）
また，被検者と同じ大学の柔道部に所属する部員 1 名
が，大外刈りをかける“取り”を務めた（年齢20.0歳，身
長1.74 m，体重70.2 kg，および経験年数16.0年）
．
試技は，大外刈りの受け身，後ろ受け身，横受け身を行
った．試技回数は，それぞれ 6 回とした．
被検者の右前頭部，左前頭部，右後頭部，左後頭部の 4
点に反射マーカーを貼付し，光学式 3 次元自動動作分析装
置（ Vicon Motion Systems 社製， VICON MX ，カメラ 8
台， 250 Hz ）を用いて，各マーカーの 3 次元座標を計測
した．
頭部の定義は，頭部 4 点に貼付したマーカーの中点を頭
部座標として，大外刈りに伴う頭部座標の変化をもとに，
頭部に作用する衝撃を計算により推定した．
頭部の加速度は，頭部の座標値を平滑化した上でその中
点の座標値を求め，それを 2 回微分して求めた．データの
平滑化は，4 次のバターワース型ローパスフィルタにより
遮断周波数15 Hz で行った．
頭部の合成加速度と座標毎の加速度は，全て絶対値で示
し，各試技開始から受け身の動作が終了し静止するまでの
時系列における最大値を頭部加速度の指標として採用し
た．各実験課題のうちの 6 試技における最大値および最小
値を除いた 4 試技の平均値を求め，分析対象とした．
各変数を平均値±標準偏差で示した．各試技における頭
部のキネマティクス変数について一元配置の分散分析を行
った．主効果が示された場合には多重比較（Tukey 法）を
行い，比較した．統計的有意水準は 5未満とした．全て
の統計分析は統計分析ソフト R を用いて実施した．
【結果】
合成加速度は後ろ受け身，横受け身および大外刈りの受

平，柳谷登志雄

図各受け身の合成加速度
け身で，それぞれ後ろ受け身 18.0 ± 1.9 m / s2 ，横受け身
25.2 ± 3.6 m / s2 ， 大 外 刈 り の 受 け 身 36.7 ± 4.9 m / s2 で あ
り，大外刈りの受け身の頭部加速度は後ろ受け身および横
受け身のそれぞれ 2.0倍および 1.5倍の値であった．また，
大外刈りの受け身では後ろ受け身および横受け身との間お
よび後ろ受け身と横受け身の間に有意差が示された（P＜
．
0.05）
【考察】
後ろ受け身と比べ，大外刈りの受け身は高い加速度を示
した．このことから，大外刈りが事故の原因の一つである
可能性が示された．また，横受け身と比べても大外刈りの
受け身は高い加速度を示した．すなわち，大外刈りの受け
身は，練習の受け身より衝撃が強く，事故の要因の一つで
はないかと考える．これは，後ろ受け身と横受け身とは異
なり，真下方向に力が加わるような受け身であることが考
えられる．
受け身の頭部の加速度について解析した研究はいくつか
ある．藤田ら（2013）は，熟練者と初心者の後ろ受け身の
頭部加速度を比較し，熟練者が有意に低い値を示したと報
告した．Hitosugi et al（2014）の加速度の値は，本研究の
加速度の値と比較して高い値であり，頭部を打撲した場合
の大外刈りの危険性を示している．しかし，この値は，受
け身をとることのできないダミー人形を使用しているた
め，単純に比較することができない．本研究では，熟練者
が受け身を取り，受け身を正しくとることができており，
正しい受け身によって頭部に加わる衝撃を減少させること
ができていることが考えられる．
本研究の結果から，柔道の指導現場では一般的に，後ろ
受け身を習得すれば大外刈りで投げられた場合でも受け身
をとることが可能であると言われているが，今までの一般
的な考えは危険であり検討の余地があると考えられる．本
実験で得られた加速度は並進加速度であるが，大外刈りの
受け身は後ろ受け身の 2.0倍であり，先行研究と同様の傾
向を示している．柔道の指導を行う上で，後ろ受け身と大
外刈りの受け身の中間位となる受け身練習が必要であると
考える．本実験では受けと取りはともに熟練者であり，重
篤な事故が多く発生しているのは，初心者である．この習
熟度の違いが衝撃の大きさに影響しているのではないかと
推測する．
【結論】
受け身の加速度は，後ろ受け身 18.0± 1.9 m/ s2 ，大外刈
りの受け身36.7± 4.9 m/s2 であり，大外刈りの受け身は後
ろ受け身と比べ 2 倍の衝撃であった．
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スポーツにおける予測スキルに関わる神経基盤の解明fMRI 研究

○川田裕次郎，広沢正孝
【目的】

サッカー選手 2 名を対象に，上記の他者のフェイントを予

他者の動き（例えばフェイントなど）を予測することが

測する課題を fMRI (functional Magnetic Resonance Imag-

求められるスポーツでは優れた予測スキルを獲得すること

ing ）の中で実施し，課題を遂行している間の被験者の

が高いパフォーマンスを発揮する上で重要となる．そこで

BOLD (Blood-Oxygen-Level-Dependent）信号を収集した．

本研究は，スポーツ場面の予測スキルを測定する課題を作

分析には SPM12 (Statistical Parametric Mapping 12）を用

成し，スポーツ場面の予測スキルに関連する脳領域を明ら

いて fMRI データの前処理と分析を実施し，他者のフェイ

かにすることを目的とした．本研究を通して，競技レベル

ントを予測している時に賦活する脳領域を同定した．

の高いアスリートがどのように他者の行動の予測を実現し
ているのかを心理学と神経科学の学際的な視点から解明す
ることが期待できる．
【方法】

【結果と考察】
行動データを分析した結果，競技レベルと閉塞時間の交
互作用が示され，高競技レベルの選手が他の選手よりも他
者のフェイントを短時間で正確に予測できることが示され

対象者は男性の男子サッカー選手（高競技レベル群 5

た．このことから，優れたパフォーマンスの発揮に予測ス

名，低競技レベル群 5 名），男性のサッカー未経験者 5 名

キルが一定の貢献をしている可能性があるといえる．次に

であった．課題としてサッカー場面で他者のフェイントを

fMRI データを分析した結果，他者のフェイントを予測す

予測する課題（オフェンスのフェイント後の左右方向転換

るスキルに関連する脳領域として，前頭葉の脳領域が同定

をディフェンスが予測する課題）とフェイントを予測しな

された．

い課題を作成した．課題は経時的閉塞パラダイム（オフェ

【結論】

ンスの左右方向転換時から－160 msec, －80 msec, 0 msec,

本研究から，競技レベルの高い選手の他者のフェイント

＋80 msec, ＋160 msec までの映像を呈示する手法）を用い

を予測するスキルは競技レベルの低いものと比較して優れ

て呈示された．分析には，競技レベル，閉塞時間，フェイ

ていることが示された．また，スポーツ場面の他者のフェ

ント有無の 3 要因で反応時間と予測の正答率を分散分析に

イント予測には，少なくとも左上前頭回，左下前頭回とい

より比較した．分析には SPSS25.0を用いた．次に，男子

った脳領域が関連する可能性が明らかとなった．
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野球競技者の肩関節および肘関節周囲の筋や腱の形態および硬度に関する調査

◯窪田敦之，尾崎隼朗，大城卓也，湊柊一郎
【背景】投球動作の繰り返しによる投球側の肩関節内外旋

実験では， 100球の全力投球において，僧帽筋上部の筋

可動域の過度な低下が，投球障害発生につながる一要因と

硬度が投球前（2.6±0.8）と比較して投球 1 時間後（2.2±

言われている．このような可動域低下には，肩関節後部の

0.6 ）に有意に低値を示したことから，筋が硬くなること

筋硬度増加に伴う伸張性低下が関与していると考えられて

が示された（ p ＜ 0.05 ）．握力は投球前（ 48.8 ± 6.9 kg ）と

いるが，投球動作の繰り返しによる肩関節および肩甲骨周

比較して，投球後（ 44.5 ± 5.1 kg ）および投球 1 時間後

囲筋の筋硬度変化については十分に検証されていない．そ

（42.5±6.8 kg）と有意に減少した（p＜0.05）．

こで本研究では，大学野球競技者の肩関節および肩甲骨周

【考察】実験において，投球側と非投球側における筋硬

囲の筋硬度や関節可動域を調査し，さらに投球を繰り返す

度に差はみられなかった．筋硬度を変化させる要因として

ことでそれらがどのような変化を示すのか明らかにするこ

運動直後の血流量増大等による量的な変化と，筋にかかる

ととした．

テンションの変化等による構造的な変化の 2 つが考えられ

【方法】実験の対象者は大学硬式野球部に所属する男子

ている．本調査では，脱力状態で測定を行ったため，投球

学生 18 名（年齢 19.0 ± 3.0 歳）であった．超音波診断装

側と非投球側で差がみられなかったのではないかと考え

置を用いて棘上筋・棘下筋・僧帽筋・菱形筋の筋硬度を測

た．また，肩関節可動域と Shoulder Mobility Test におい

定し，肩関節可動域の測定と Shoulder Mobility Test も実

て投球側と非投球側において有意な差がみられたことか

施した．これらを投球側と非投球側で比較し，さらに各種

ら，これらの差は長期間におよぶ投球動作の繰り返しによ

測定項目間の関係をみた．実験の対象者は大学硬式野球

る負荷の蓄積の影響であると考えた．しかし， Shoulder

部に所属する投手 7 名（年齢 20.9 ± 1.4 歳）であった．

Mobility Test と肩関節の各可動域の間に関係はみられな

50球もしくは100球の全力投球を行わせ，投球前と直後，1

かったことから，野球選手の肩関節機能の評価法としてこ

時間後に握力と肩関節内外旋可動域，棘上筋・棘下筋・小

れら 2 つは異なることが考えられた．次に実験の50球お

円筋・僧帽筋・菱形筋の筋硬度を測定した．

よび 100球の全力投球において，投球前と投球直後では肩

【結果】実験では，棘上筋（投球側3.12±4.9，非投球

関節および肩甲骨周囲筋の筋硬度に明らかな変化がみられ

側3.24±3.5），棘下筋（投球側1.05±0.7，非投球側

なかった．このことから，少なくとも 100球以内であれば

1.20 ± 1.0 ）をはじめ僧帽筋や菱形筋において，投球側と

投球数が増加しても，投球終了後 1 時間以内の肩関節およ

非投球側の間に有意差はみられなかった．肩関節内旋可動

び肩甲骨周囲筋の筋硬度変化に大きな影響はないことが示

域では（投球側29.6±9.9度，非投球側51.4±14.3度，

された．しかし， 100球投球 1 時間後に僧帽筋の筋硬度増

p＜ 0.05）で，投球側に対して非投球側が有意に高値を示

加がみられたことから，時間の経過とともに筋硬度が変化

した．肩関節外旋可動域では（投球側 109.5 ± 27.5 度，

していく可能性がある．今後，投球による翌日への影響

非投球側 97.4 ± 19.5 度， p ＜ 0.05 ）で，非投球側に対し

や，回復に必要な期間を明らかにしていく上で，投球24時

て投球側が有意に高値を示した． Shoulder Mobility Test

間後や48時間後といった，より長時間での変化を調査する

による左右の拳の距離は（投球側 9.7 ± 5.7 cm ，非投球

必要がある．また，投球数の増加に伴う制球の乱れは，肩

側 17.9 ± 7.5 cm ， p ＜ 0.01 ）で，非投球側に対して投球

関節および肩甲骨周囲筋の筋硬度や可動域変化よりも，握

側が有意に高値を示した．また， Shoulder Mobility Test

力低下による影響が大きいと考えた．

と肩関節の各可動域との間に相関関係はみられなかった．
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アメリカ合衆国プロサッカーリーグで日本人大学卒業サッカー選手が活躍できる
可能性に関する研究
A study of skills required for Japanese graduates to join the US professional football league
and what opportunities are open to them.

○吉村雅文，工藤康宏
Background:
昨今，アジア諸国を舞台に活躍する日本人サッカー選手
が増加している1)．その背景を垣間見ると，かつて J リー
グに所属していた選手が解雇後，プロのキャリアを継続す
る場としてサッカー発展途上のアジア諸国を選択している
場合，また，大学卒業後 J リーグからのオファーが無くプ
ロサッカー選手としてのキャリアをトライアウトやセレク
ションを経て得ようとしている場合が多いようである．そ
してその数を正式に把握することは困難であると言われて
いる2)．卒業後，彼らが，単に J リーグでのプロ契約だけ
でなく，諸外国にプレーの場を求めることは，今後の大学
サッカー選手の意欲向上ややりがいに繋がる可能性がある
とともに，大学サッカー選手が国際感覚や語学力の必要性
を感じながら学生生活を送り，彼ら自身のさらなる成長の
きっかけにもなり，大学でサッカーを行う価値を向上させ
ることにも繋がるのではないかと考えられる．
Aim:
本研究では，日本人サッカー選手が活躍していない，
USA プロサッカーリーグに焦点をあて，日本人サッカー
選手が活躍できる可能性について，アメリカ人指導者にア
ンケート調査を実施，さらに， USA プロサッカーリーグ
で活躍する日本人選手のプレー分析を行い，日本人選手に
何が求められているかを分析し，日本人大学卒業サッカー
選手が活躍できる可能性について検討することも目的とし
た．
Method:
インタビュー対象者 USA プロサッカーリーグの GM ，
テクニカルダイレクター，スカウトマン 約17名
ゲーム分析対象試合 USA プロサッカーリーグで活躍す
る日本人選手が出場している 4 試合．
Result・Analysis:
Conclusion:
USA 指導者によるアンケート調査結果より，USA で活躍
するためには，特に，精神的強さ，フィジカル能力の高さ
が指摘された．しかし，一方で日本人選手に求めること・

期待することは，前述したものではなく，早さを伴った技
術，局面での打開能力，落ち着き，戦術理解，ボールコン
トロール能力等々であることが示唆された（Table 1）．ま
た，実際に USA プロリーグで活躍する日本人選手が所属
するチームのゲーム分析から，以下のことが明らかになっ
た．
1) ミドルおよびアタッキングサードにおいて，ゲーム
中成功したパスのうち日本人選手が関与した割合は，10～
20 ，また，同チームの MF 選手の中で関与の割合は 19
～33であり，特に他の USA 選手と大きな傾向の違いは
見られなかった．（Fig 1，Fig 2）．
2) しかしながら，前方に出されるパスを受けている割
合が53～70であり，また，ミドルサードでのパス攻撃の
繋ぎの役割を担っている可能性が示唆された．さらに，サ
イドで起点となる役割も担っている可能性が示唆された
（Fig 41）．
3 ) また，そのパスの距離は，多くの割合で 10 m 前後
（Fig 42）であった．
つまり，日本人選手は，攻撃および繋ぎのプレーに関
し，適切なポジショニング，適切な距離から正確にボール
を引き出し，次の攻撃および得点のチャンスに結びつける
役割を期待されているのではないだろうか．このようなプ
レーは，大学のトップレベルで活躍している選手であれば
確立されているプレーであり， USA で活躍できる余地が
十分にあると思われる．今後サンプル数を増やしさらに分
析を重ね，アメリカで活躍するためのプレーについて追求
したいと考えている．
【引用・参考文献】
1) 高橋義雄日本人エリートサッカー選手のアジアへの
国際移籍とキャリア形成．生涯学習・キャリア教育研究
第10号．2534 (2014)
2 ) 日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一
覧http://ja.wikipedia.org/wiki/

Fig. 1

Table.1

Fig. 41
Fig. 2

Results of the Questionnaire

Pass direction and
distance

Fig. 42

Pass direction and
distance
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生物活性物質 DIF 誘導体を用いたヒスタミン生成抑制技術の開発

佐々木啓，山本菜々子，鈴木良雄，飯泉恭一，久保原禅
国内において，何らかのアレルギー疾患を有している人

そこで本研究では抗 1 型アレルギー薬のリード化合物を

は 3 人に 1 人の割合になり，その多くを占めるのが 1 型ア

検索する一環として，肥満細胞 RBL2H3 を用い，肥満細

レルギーになる．この発症には IgE 抗体，マスト細胞，

胞から放出されるヒスタミン量とそのときの細胞傷害性を

ヒスタミンなどが関与しており，抗ヒスタミン薬がこれら

指標に DIF 誘導体のスクリーニングを行うこととした．

の症状の軽減に用いられるが，副作用が多くあり，これま

DIF 誘導体を添加したときの肥満細胞からのヒスタミ

での治療薬の改善や異なる作用機序を持つ治療薬の開発が

ン放出割合（抜粋，図 A），TMDIF1 の濃度を変化させ

望まれる．

肥満細胞に添加したときのヒスタミン放出割合（図 B）な

細胞性 粘菌類（ D. discoideum ）の分 化誘導因 子として

らびにその際の細胞傷害性（図 C）を示した．

DIF が単離・同定されてきた．これまでの研究から，抗

多くの DIF 誘導体が肥満細胞からのヒスタミン放出を

腫瘍活性や抗トリパノソーマ原虫活性などの薬理活性が見

低減することが確認されたが，その中でも TMDIF1 が

出 されて きた ．また ，本 試験の 予備 試験と してマ ウス

とくにヒスタミン放出を抑制した（図 A ）．さらに TM 

RAW264.7 細胞を用いて試験した結果，多くの DIF 誘導

DIF 1 の濃度を段階的に変化させた場合， 30 mM におい

体が濃度依存的に細胞のヒスタミン生成を阻害することが

てコントロール比でおおよそ30のヒスタミン放出を抑制

確認された．これらのことから， DIF 誘導体にはヒスタ

することが観察された（図 B）．このときの，細胞傷害性

ミンの産生を阻害する作用があると考えられるが，現在50

は約30程度で，抗ヒスタミン薬のリード化合物となりえ

種 類ほ どの DIF 誘 導体 を作 製され てお り， いまだ スク

ることが示唆された．作用機序の解明や細胞傷害性の低減

リーニング系が確立されていない．

などが今後の課題であろう．
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大学病院における看護師のリテンション・マネジメントに関する研究

○水野基樹，中西唯公，鈴木美智子，今居恭子，芳地泰幸，庄司直人，岩浅
研究目的
本研究では，前向きで積極的なリテンション・マネジメ
ントに対する取組を検討することを目的として，首都圏の
大学総合病院（A 病院）に所属する管理職を含む看護師を
対象に，看護師の就業実態調査（生活環境，就業背景，離
職意向，職場環境）の現状と，看護師の職務満足・職務不
満足の要因を明らかにした．
2. 方法
本研究は予備調査および本調査の 2 回に分けて実施した．
【予備調査】看護スタッフ（男女各 5 人）を対象に，対象
病院の職場環境，職場風土，福利厚生施策，看護師の就業
状況，職務満足をもたらす要因・不満足をもたらす要因に
ついて，2017年11月28日に半構造化面接調査を行った．
 フェイスシート，
【本調査】予備調査の結果に基づき，◯
 職務満足，◯
 離職意向からなる質問紙を用いて，2018年
◯
1 月13日から17日にかけて留置き法による質問紙調査を実
施した．看護部長を除く対象病院の看護師692名に配布し，
661名の有効回答を得た（有効回答率95.5）．
3. 結果
1) 予備調査の結果
面接調査で得たナラティブデータを切片化した後，キー
ワードを抽出し，それらをグループ化する作業を行い，対
象病院における満足要因，不満足要因として25要因を抽出
した．その要因に対して，看護師・看護管理の専門家・経
営学の専門家らとディスカッションを行い，61項目からな
る質問紙項目を作成した．
2) 職務満足度調査の結果
同僚とのコミュニケーション，看護師であることの誇
り，患者と接することの喜び，上司からの指示，夜勤の回
数，尊敬できる上司や同僚，給与，職場の雰囲気，助け合
う風土などの項目に対する満足度は高い一方，医師からの
信頼，欠かせない自らの役割，適正な看護師数，クリニカ
ルラダー，看護師業務外の仕事，休憩室や建物設備，休憩
時間，残業時間などへの満足度が低い結果であった．
3) 職務満足に関する因子分析結果
次に， 61 項目について主因子法による因子分析を行っ
た．その結果，プロマックス回転で 4 因子を抽出し，因子
負荷量が .40 以上の項目だけを取り上げ，再度因子分析を
行った結果，9 因子構造が確認された．第 1 因子は「制度
と管理」，第 2 因子は「上司との関係」，第 3 因子は「同僚
との関係」，第 4 因子は「医師との関係」，第 5 因子は「残
業時間と仕事量」，第 6 因子は「施設と設備」，第 7 因子は
「給与」，第 8 因子は「承認」，第 9 因子は「誇り」と命名
した．それぞれの満足度は，同僚との関係，誇りが高く，
残業時間と仕事量，施設と設備，承認が低かった（図）．
4) 離職意向に関する結果
離職意向については，「今後も，今の部署で働き続けた
いと思う」，「今後も，今の病院で働き続けたいと思う」，
「今後も，看護師として働き続けたいと思う」という 3 つ
の設問について，「非常にそう思う＝5」～「全くそう思わ
ない＝ 1」の 5 件法で回答を求めた．結果は以下の通りで
あった．
「今の部署で働き続けたいと思う」は平均＝ 3.34, SD ＝

巧

1.

図

職務満足度の因子分析結果

1.01
「今の病院で働き続けたいと思う」は平均＝ 3.25, SD ＝
0.91
「今後も，看護師として働き続けたいと思う」は平均＝
3.80, SD＝0.85
5) 職務満足度と離職意向の関係
離職意向に及ぼす要因を検討するために，職務満足度の
因子分析結果から得られた 9 因子と離職意向の関係をロジ
スティック回帰分析を用いて統計的に評価した．
「今の部署で働き続けたいと思う」→同僚との関係
（ OR3.16, 95  CI 1.94 5.12 ）， 承 認 （ OR2.63, 95  CI
1.674.14）
「今の病院で働き続けたいと思う」→誇り（ OR2.31, 95
CI 1.503.56），承認（OR2.23, 95CI 1.453.45）
「今後も，看護師として働き続けたいと思う」→承認
（ OR5.21, 95  CI 2.82 9.63 ）， 給 与 （ OR1.70, 95  CI
1.062.75）
4. 考察とまとめ
本研究のインプリケーションは以下の 2 点ある．1 点目
は，看護師の働き続けたいという気持ち（リテンション意
志）は，「看護師でいること（3.80)＞現部署に留まること
（ 3.34 )＞現病院に留まること（ 3.25 ）」という順で強いこ
と．2 点目は，リテンション意志に影響を及ぼす鍵要因は
「承認」であること．よって，リテンション意志と承認を
統合的にマネジメントする仕組みが求められる．
つまり，病院や部署へのリテンション意志は中程度であ
るものの，看護師であり続けたいという意志は高かったと
考えられる．このことは，看護組織内の人的資源のマネジ
メント・サイクル（PDCA）にリテンション・マネジメン
トの視点を組み込んだ，人的資源管理施策を行うことによ
って，看護師の部署や病院へのリテンション意志をより強
化できる可能性を示唆している．
リテンション意志を強化するためには，現場だけではな
く，適切な専門チーム（看護教育を担当するチームなど）
の主導による PDCA の各フェイズでのモニタリング（施
策の有効性を確認する仕組み）によって， PDCA を着実
に回転させる運用体制が必要であろう．同時に，各フェイ
ズでの人的資源管理施策は，看護師のリテンションの鍵要
因である「承認」に対する充足を高めるため，看護組織内
でのコミュニケーション活動を科学的（定量的）に評価す
る方法論の確立が重要だと考えられる．
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自体重及びゴムチューブを用いたレジスタンス運動時の生理学的応答

◯中潟

崇，深尾宏祐，涌井佐和子

【背景】フリーウェイトやマシーンを用いた高負荷レジス
タンス運動のエネルギー消費量 510 kcal/min1)，運動強度
は3.55.0メッツ2)と報告されているが，自体重のみを用い
た低負荷レジスタンス運動のエネルギー消費量は明らかに
されていない．本研究の目的は，自体重を用いた低負荷レ
ジスタンス運動をスロー（挙上 3 秒，降下 3 秒）に実施し
た際のエネルギー消費量を運動終了後の回復期を含めて種
目ごとに明らかにすることである．
【方法】若年男性14名（21.7±1.7歳，173.3±5.3 cm，65.8
±7.1 kg，平均値±SD）が本研究に参加し，彼らは 6 種目
の自体重レジスタンス運動（スクワット，ランジ，プッシ
ュアップ，ヒールレイズ，クランチ，ヒップリフト）をラ
ンダムに実施した．レジスタンス運動は 1 セットあたり10

ている3)．本研究は自体重を用いた低負荷レジスタンス運

回（60秒）とし，30秒のセット間休息をはさみ合計 3 セッ

動においても，運動終了後にエネルギー消費量の増加が見

ト実施した．呼気ガス分析器，フェイスマスクを用いて酸

られ，4.37.6 kcal/min であることを明らかにした．

素摂取量，二酸化炭素排出量を測定し，エネルギー消費量
は Weir 式を用いて算出した．

引用文献

【結果】 6 種目すべての種目において，運動終了後の回復
期エネルギー消費量は運動中より高く， 3 セット目終了 2

1)

分間は安静時よりも高い値であった．回復期を含めてエネ
ルギー消費量を計算した結果，大筋群を使用する 3 種目

and aerobic exercise. J Strength Cond Res. 2005
2)

（スクワット，プッシュアップ，ランジ）は 7.4 7.6 kcal /

【考察・結論】高強度かつ間欠的な運動様式であるレジス
タンス運動は，運動直後にエネルギー消費量の増加
（ EPOC）が見られることが先行研究により明らかにされ

Ainsworth et al. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. Med Sci

min で，小筋群または臥位で実施する 3 種目は4.35.4 kcal

/min であった．

Bloomer. Energy cost of moderate-duration resistance

Sports Exerc. 2011
3)

Scott et al. Modeling the Total Energy Costs of
Resistance Exercise: a Work in Progress. Central European
Journal of Sport Sciences and Medicine. 2016

順天堂スポーツ健康科学研究

第 9 巻 Supplement (2018)

9

地域保健分野における身体活動支援推進のための基礎的研究

○涌井佐和子，中西唯公
【目的】
地域や職域での身体活動支援のポピュレーション戦略に

表1

身体活動支援に対するセルフ・エフィカシー尺
度合計得点を目的変数とした重回帰分析結果
（ステップワイズ法）

ついては一部において「取組み」として始まったばかりで
あり，現状や課題については不明である．そこで，保健指
導者における身体活動支援能力について明らかにすること
を目的とした．
【方法】
対象と方法地域において運動・身体活動支援ならびに
指導に携わっている，全国の市町村保健センターに勤務す
る保健指導者1200名を対象とした無記名自記式質問紙調査
（郵送回収数373部（31）．「平成20年度版全国市町村保
健センター要覧」に記載されている保健センター3121施設
より300施設を抽出．回収数373部（31）．最終的に373
名（男性 23 名，女性 349 名，不明 1 名， 39.9 ± 10.0 歳）を
分析対象とした．調査項目基本情報，支援の情報収集手

Q4 の 3 項目が高得点であること，情報収集源項目 11項目

段，支援に関する自己効力感，自己効力感の情報源，課題

のうち，「 Q1 同じ職場の同職種者」「 Q10教育研究機関と

に関する自由記述

の連携」項目が高得点であること，座位時間の少ないこ

【主な結果】



身体活動支援のステージは無関心期 7.5 ，関心期

と，であった．
【総括】

27.7，準備期 26.3，実行・維持期 38.5．身体活動支

地域保健指導者における身体活動支援・指導に対するセ

援に関して実行・維持期ステージの保健指導者は 4 割弱．

ルフ・エフィカシーの高いことに関連する要因として，座




身体活動支援・指導に対する自己効力感尺度の15項目

位時間の少ないこと，「自身の支援，指導での効果を経験

の中で，「 Q3 運動・身体活動と生活習慣病の関連を説明

し（成功体験），他の保健師・栄養士の運動・身体活動支

することができる」「 Q5 運動・身体活動の効果，運動・

援，指導を見たり，聞いたりして，自分もできると感じ

身体活動不足の危険性を説明することができる」など「説

（モデリング），自分の行った運動・身体活動支援，指導に

明」に関する項目以外は総じて平均点は低かった．

ついて褒められるなどの自己効力感の情報源に関する経験




を有すること，同じ職場の同職種者からの情報が多いこ

座位時間の少ないほど自己効力尺度得点は高い傾向が

見られた．

と，や研究機関との連携による情報収集の機会を持つこ




と，が明らかとなった．

自己効力感尺度得点の高いことと関連していた項目

は，自己効力感の情報源尺度の 6 項目のうち， Q2, Q3,
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レジスタンストレーニングにおける負荷の違いが協働筋の筋肥大効果に及ぼす影響

○尾崎隼朗，窪田敦之，棗

寿喜

【目的】高負荷（最大挙上重量［1RM］の80）のみ，低
負荷（ 30  1RM ）のみ，もしくは高負荷から低負荷まで
を組み合わせたレジスタンストレーニングが主働筋と協働
筋の筋肥大及び最大筋力と筋持久力に与える効果を検討し
た．
【方法】定期的にレジスタンストレーニングを実施してい
ない若年者 9 名（年齢26±1 歳，身長172.6±2.4 cm，
体重 65.1 ± 3.1 kg ）を対象に 8 週間のダンベルカールの
トレーニングを実施した．被験者は片腕各々に対してラン
ダムに，以下の 3 条件のうちの 2 条件を振り分けられた
 高負荷条件（ 80  1RM: n ＝ 6 ），◯
 低負荷条件（ 30 
◯
 ドロップセット条件（80→301RM: n＝
1RM: n＝6），◯

図1

アームカールの 1RM のトレーニングによる変化

図2

30  1RM での最大反復回数のトレーニングに
よる変化

6 ）．高負荷及び低負荷条件では 3 セットのトレーニング

を，各セット挙上不可能になるまで実施した．セット間休
息は高負荷条件では 3 分間，低負荷条件では 90 秒間とし
た．一方，ドロップセット条件では80・65・50・40・30
1RM の順に連続で，各強度間に休息を挟まず，それぞれ

挙上不可能になるまで 1 セット実施した．
【結果】介入期間全体の総トレーニング量（挙上重量×レ
ップ数）は低負荷条件で高負荷条件及びドロップセット条
件と比較して有意（ p＜ 0.05）に大きかった．またセット
間休息時間も含めた 1 セッション当たりの平均トレーニン
グ時間はドロップセット条件で最も短く，高負荷条件，低
負荷条件の順に延長した．上腕屈筋群の筋横断面積には時
間の効果（p＜0.001）が認められたものの，その効果に群
間差はなかった（高負荷14.7，低負荷14.0，ドロ
ップセット14.8）．1RM 筋力には交互作用（p＜0.05）
が認められ，高負荷条件（22.4）でトレーニング効果が
最も大きく，低負荷条件（8.3）で小さい傾向にあった．

力に変化はなかったが，前腕部前面筋厚は増加した．

一方で，等尺性最大筋力にも交互作用（ p＜ 0.05）が認め

【結論】レジスタンストレーニングの主働筋に対する効果

られたが，低負荷条件（ 1.6 ）では有意な増加は観察さ

について，高負荷条件では最大筋力に，低負荷条件では筋

れず，高負荷（9.4）及びドロップセット条件（10.0）

持久力に対する効果が高く，これらを組み合わせたドロッ

で同程度の増加が観察された．さらに，30 1RM での最

プセット条件ではより短いトレーニング時間で筋力と筋持

大反復回数にも交互作用（ p＜ 0.01）が認められ，低負荷

久力を同時に向上させる．さらにいずれの条件において

（ 91.3 ）及びドロップセット条件（ 39.2 ）でのみ有意

も，主働筋と協働筋のいずれでも肥大を引き起こすことが

（p＜0.05）な増加が認められた．また全条件において，握

示唆された．
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円盤投における体幹の捻りと飛距離との関連性

〇高梨雄太，上坂
目的
本研究は，日本の円盤投競技者の技術向上のための科学

のことは，バックスイング終了時から行われていた体幹の
捻り戻しを右足離地時には終えていることが競技力の高い

的エビデンスを得るため，国内の一流競技者から大学生ま

選手の特徴であることを示している．

での，円盤投における体幹の 3 次元運動を計測し，体幹の

3）左足離地時の飛距離と関連する体幹運動

3 次元運動と競技パフォーマンスである飛距離との関連性

を明らかにすることであった．
方法

学

左回旋角（ r＝－ .695），後屈角速度（r＝－ .824），側屈
角速度（ r ＝ .799 ）において有意な相関関係が示された
（図上段左，中段）．右回旋角が大きい選手ほど飛距離が長

日 本 にお け る 男 子 円盤 投 競 技 者 10 名 を 対 象 と し た ．

い傾向にあったことから離地時に体幹がバックスイング方

この対象者はいずれも，国内上位にランクインする競技者

向に捻られていることが高いパフォーマンスを発揮する上

であった．従来のビデオカメラを用いた 3 次元 DLT 法で

で重要であることが示唆された．また，前屈および右側屈

は困難であった体幹の三次元運動を慣性センサを用いるこ

の角速度が高いほど飛距離が長い傾向にあった．体幹角速

とで計測した．無線式の慣性センサ（Noraxon 社製，マイ

度は骨盤に対する胸郭の運動を表している．したがって，

オモーション）を殿部の中心にある仙骨の平坦部と胸部の

体幹に対する骨盤の運動としても解釈が可能である．左足

中心にある胸骨の平坦部に貼付し，骨盤に対する胸郭の回

離地時の胸郭は地面に対して前傾および側屈はほとんどし

旋角度を体幹の捻りとして計測した．得られたデータか

ていなかったことから，左脚のキック動作に伴う骨盤の左

ら，競技者の動作の特徴を検討した．

傾斜と右脚の引き上げ動作に伴う骨盤後傾運動の特徴を示

結果および考察

している可能性が考えられる．

慣性センサを用いて円盤投げにおける体幹の運動を 3 次
元計測した結果，飛距離と関連する体幹運動は以下の通り

4）右足接地時の飛距離と関連する体幹運動

体幹の左回旋角（r＝－.824），左回旋角速度（r＝.815）

であった．

において有意な相関関係があった（図上段右，図下段）．

1）バックスイング終了時の飛距離と関連する体幹運動

飛距離が長い選手は空中期で体幹の捻転を行っており，右

バックスイング終了時において，飛距離と回旋角速度
（左回旋を正）との間に有意な正の相関関係（r＝.692）が

足接地時には捻り戻す動作を行っていたことを示している．
5）左足接地時の飛距離と関連する体幹運動

示された（図下段）．飛距離の長い選手ほど，バックスイ

左足接地時において，飛距離と左回旋角速度との間に有

ング終了時点ですでに体幹の捻り戻しを開始しており，飛

意な相関関係（ r＝ .793 ）があった．飛距離の長い選手ほ

距離の低い選手はバックスイングが終了しているにもかか

ど，左足接地時に素早い体幹の捻り戻しを行っていた．左

わらず，バックスイング方向への体幹回旋運動を行ってい

足接地時はいわゆる「パワーポジション」であり，体幹を

る傾向にあった．このことは，バックスイング終盤で，体

捻転させることが重要であると考えられていた．本研究の

幹の捻り戻しを行うことの重要性を示唆している．

結果，パワーポジションにおける体幹の捻転角度は飛距離

2）右足離地時の飛距離と関連する体幹運動

と関連しなかった．

右足離地時において，飛距離と体幹回旋角速度との間に

本研究に参加した被験者は，国内の中でも特に競技力の

有意な負の相関関係（r＝－.709）が示された（図下段）．

高い選手であるため，得られた知見は日本国内における円

このとき飛距離の低い選手は体幹の右回旋角速度がほぼ 0

盤投の競技力向上に大きく貢献するものであると言える．

であり，飛距離の低い選手は右回旋角速度が高かった．こ
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日本並びに北米のパラリンピアンに対するデュアルキャリア支援に関する研究

○伊藤真紀，小笠原悦子
背景・目的
スポーツ界においてアスリートの人生は競技成績だけで
なく，キャリアの視点も重要である．平成24年策定の「ス
ポーツ基本計画」では，スポーツ指導者・スポーツ団体に
対して，トップアスリートとしてのアスリートライフ（パ
フォーマンスやトレーニング）に必要な環境を確保しなが
ら，現役引退後のキャリアに必要な教育や職業訓練を受
け，将来に備えるという，「デュアルキャリア」について
の意識啓発を行い，アスリートのキャリア形成支援行う政
策目標が掲げられた．Wylleman ら（ 2004）のアスリート
キャリア移行モデルでは，トップアスリートというキャリ
アを競技期間のみでなく，全人生・全人格という視点で分
析し，パフォーマンスだけでなく，精神発達，心理社会的
発達，学力向上・職業開発，財政基盤の各要素が複雑に影
響しながら，アスリート個人のキャリアが構成されている
と述べている．
健常アスリートについては研究が先行し，キャリアプロ
グラムが多く提示されている．一方で，パラリンピアンに
ついてはキャリア構築の初期過程から不明点が多い．パラ
リンピアンは「自立」を健常者と同等に有しており，職業
と競技の両キャリアを考慮できる段階に至る者は極めて少
ないという実情がある．本研究では，パラリンピアンに注
目し，パラリンピアン自身のキャリアに対する意識等を明
らかにする．本研究では，国内，海外双方においてパラリ
ンピアンのキャリアに関する実態調査を実施した．
方法
課題把握のための聞き取り調査
調査方法インタビュー調査
調査対象現役・引退パラリンピアン
日本人パラリンピアン 男性 3 名・女性 7 名
アメリカ人パラリンピアン男性 1 名・女性 3 名
調査期間日本人2016年 2 月3 月（2 ヶ月間）
アメリカ人2017年 1 月3 月（継続中）
分析方法内容分析
内容
 現在に至るまでの経験，現状（問題点や障害となる要
◯
因，課題）
 ニーズの聞き取り，要望するサポート等
◯
半構造インタビュー調査項目は，日本の現役並びに引退
したパラリンピアンへ現在のキャリアに関するインタビ
ュー調査を行った伊藤・新井・小笠原（2016）の調査項目
を参照とする．
パラリンピアンが引退後に直面している様々な心理・社
会的な阻害要因，今後のキャリアアップを目指す際の資質
向上のために必要な支援等について聞き取り調査を実施す
る．
結果
結果 1
パラリンピックムーブメントに対する社会的アイデンティ

ティー
パラリンピックムーブメントに貢献したいという強い主
張
願わくば，自分の携わる競技でフルタイムの仕事を得た
い
学生時代，現役時代から障害者スポーツに関わる仕事を
目指していた
本研究の参加者はパラリンピックムーブメントに対する
社会的アイデンティティーが高く，使命感をもち，パラリ
ンピックムーブメントに貢献したという強い主張を持つ参
加者が多くみられた．このパラリンピックムーブメントに
対する社会的アイデンティティーの高さは，伊藤ら（2017）
がパラリンピックスポーツ関連組織の女性リーダーに行っ
た先行研究でも同様の結果が見られた．
結果 2競技と仕事の両立を目指す
キャリアを決定する際に，競技との両立を重要視してい
る
引退年齢が比較的に遅いので，競技と仕事の両立は重要
な点である（会社の理解，休憩，資金等）
引退後もキャリア決定に関して，いかにパラリンピック
スポーツに携われるかを考慮している
パラリンピアンの競技引退年齢は他のアスリートに比較
すると遅く，それゆえに競技と仕事の両立が重要であると
考える人が多く，競技環境を優先にしたキャリア選択を行
ってきたという人がほとんどであった．
結果 3教育の重要性
教育そのものの重要性（ライフスキルの習得）
キャリア教育・トレーニングの重要性
全員がこれまでにキャリアトレーニングを受けたことが
ないと答えたが，現行のキャリアプログラムには肯定的で
あり，一般教育さらにはキャリア教育の重要性を感じてい
た．
考察および今後の展望
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを前にアス
リートの育成に力が入る中，育成した人材がオリンピッ
ク・パラリンピック以降も培ったユニークな職業技術を活
かし，長期的に社会に貢献すべきであるというオリンピッ
クレガシーの考えを反映した人材育成システムの構築が求
められている．スポーツ組織においてパラリンピアンが競
技に集中できる環境整備や引退後のキャリア支援を進める
プログラムの開発が必須である．さらに，パラリンピアン
がキャリア選択時に直面する課題の解決に向け，有益な情
報を積極的に発信・共有することができる場の整備が急務
である．パラリンピアンへのデュアルキャリア支援の現状
を学術的なアプローチを用いて明らかにし，質的調査行う
本調査研究の結果は，パラリンピアンへのデュアルキャリ
ア支援に関する課題を明確化・顕在化し，具体的な施策に
つなげることが可能となる．
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競技種目における大学生スポーツ競技者の歩行特性に関する研究

○大野達哉，中村

充，福尾

誠

【研究背景】
歩行は人間の最も基本的な動作の 1 つで，我々の日常生
活活動における移動手段の根幹をなす重要な動作である．
そして，歩行動作には身体重心の移動が密接に関連してい
るといわれている．また，スポーツにおける運動特徴と日
常生活活動との関連性は強く示唆されている．そのため，
長期に及ぶ特有のスポーツ継続は，運動調節機能により強
固な変化を与え，日常的な身体運動動作にその動作特性を
反映するのではないかと考えられる．
本研究は，各競技の熟練競技者を対象として，足の運び

図1

通常歩行における腰部上下変位量

方が異なる二つの歩行動作における重心部変位の特徴を明
らかにすること目的とした．
【方法】
本研究では，健常な男性スポーツ競技者102名を対象と
した．陸上競技（短距離走）11名，陸上競技（跳躍）8 名，
体操競技16名，バスケットボール16名，サッカー13名，剣
道20名，柔道18名とした．本実験では，通常歩行とすり足
歩行の 2 条件とし，裸足にて実施した．試技環境は全長22
m の直線試技コースを設け，スタートから 10 m 地点まで

を助走区間とし，その後の20 m 地点までの10 m を分析対
象区間とした．歩行中のデータの記録・収集は，三軸加速

図2

すり足歩行における腰部上下変位量

度センサー，携帯歩行分析計モーションレコーダー「ゲ
イト君 MG M1110 HW 」， LSI メディエンス社製を被験
者の腰前部に固定しデータを記録した．また，直線試技

と推察された．しかし，すり足歩行では有意な差が認めら

コースの両端にビデオカメラを設置し，それぞれの試技を

れ，特に剣道競技者の値は他競技者より有意に大きいとい

映像データとして記録した．取得したデータの分析は，専

う特徴が示された（図 2）．なお，剣道の競技場面で「歩

用解析ソフトウェアを取り込んだ PC にて行った．分析項

み足」による身体移動があり，素早く大きく間合いを詰め

目は，腰部の鉛直変位量，左右変位量および移動速度を分

る際に用いられる．また，上下変位量が大きな歩行は，大

析項目とした．なお，腰部の変化様相を時系列グラフにて

きな位置エネルギーを運動エネルギーに変換することによ

示した．競技間の比較には一元配置分散分析を行い，有意

り，大きな身体活動量の確保につながると指摘されてい

性の判定は危険率 5未満とした．

る．つまり，剣道競技者のすり足歩行は，競技の長期継続

【結果及び考察】

により，剣道の動きの中心となるすり足の中でも競技場面

通常歩行の腰部上下変位量では，有意な差が認められな

における「歩み足」による身体移動の特徴が出現し，上下

かった（図 1 ）．したがって，通常歩行ではスポーツの長

動をすることによって大きな運動エネルギーが発揮される

期的継続による腰部上下変位量への影響はみられないもの

ことが示唆された．
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女子剣道選手の心理特性―DIPCA.3 とバウムテストを用いて―

○鷹見由紀子，中島郁子，大野達哉，岩本貴光，中村
【背景】

充

【結果および考察】

競技を行う上で，「心技体」のバランスが整った時に最

まず，DIPCA.3 において，「自己実現意欲」，「リラック

大限の力を発揮すると言われている．日本古来の武道であ

ス能力」，「自己コントロール能力」，「自信」，「決断力」の

る剣道は，「心技体」の「心」である「精神鍛錬」にも重

5 尺度と総合得点において，トップ選手群が有意に高い数

きを置いている競技のひとつである．したがって，心理特

値を示した．また，有意差はみられなかったが，「勝利意

性を探る研究は数多く行われており，その多くが質問紙を

欲」の尺度のみ，大学生群が高い数値を示した．トップ選

用いた研究である．しかしながら，剣道選手の心理特性は

手群が高い数値を示した，「自己コントロール」，「リラッ

質問紙だけでは測りきれない部分があると考えられる．質

クス能力」の尺度については，トップ選手群は大舞台での

問紙だけでは測りきれない，パーソナリティ全体を分析す

多くの経験によるものと考えられ，「自信」の尺度におい

る方法のひとつに投影法がある．投影法は，昨今，競技者

ては，世界大会や全国大会での実績が「自信」を生んでい

の心理サポートや心理アセスメントとしても広く利用され

ると考えられる．

ている．剣道競技において，投影法を用いた研究を概観す

さらに本研究では，バウムテストにおいて，「自信」の

ると，剣道選手を対象に投影法を用いた研究は非常に少な

表れとされる「幹の太さ」，「幹の線引き」，「短い幹・大き

く，女子剣道選手を対象とした心理特性に関する研究は数

な冠部」，「自己コントロール」の表れとされる「上縁はみ

少ない．そこで，本研究では女子剣道選手を対象に，質問

出し」，「幹下縁立」，「現実性」の表れとされる「枝あり」

紙（ DIPCA.3 ）と投影法（バウムテスト）を用いて，二

の計 6 項目について分析検討した．トップ選手群と大学生

種類の調査から，女子剣道選手の心理特性を検討すること

群の両群間において，「幹の線引き」，「短い幹・大きな冠

を目的とした．

部」の項目において有意差がみられ，トップ選手群は大学

【方法】

生群より，描かれたバウムに「自信」のある様子が表現と

対象者は，日本女子剣道トップ選手 8 名（以下，トップ

して表れていたことが示唆された．また，「上縁はみ出

選手），女子大学生剣道選手 41名（以下，大学生）の計49

し」，「幹下縁立」の項目においては，トップ選手群には見

名とした．調査内容は， DIPCA.3 およびバウムテストの

られず，大学生群においても少数しか見られなかった．剣

2 種類の心理調査を実施した．バウムテストについては，

道は枠の中で自己をコントロールすることが求められる競

4B 鉛筆と A4 判画用紙を配付後，「一本の実のなる木を描

技であり，特に試合においては，明確なルールが決められ

い て く だ さ い 」 と 教 示 し た ． 調 査 期 間 は ， 20XX 年 ～

ていない中で，決められたコートの中で十分理解し行わな

20YY 年の期間で，いずれも主要な大会が終了した段階で

ければならない．本研究で描かれたバウムからは剣道の競

実施した．分析方法は，DIPCA.3 は独立したサンプルの t

技特性として枠の中で自己をコントロールしようとする姿

検定により有意水準 5未満を統計学的有意と判断した．

が見られた．本研究で描かれたバウムから，特にトップ選

バ ウ ム テ ス ト は ， 独 立 し た サ ン プ ル の t 検 定 と Fisher's

手群のバウムは画用紙いっぱいに描かれ，堂々たる印象が

Exact Test により有意水準 5未満を統計学的有意と判断

強くあった．

した．
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柔道選手の急速減量期における体水分量変化は遺伝的要因によって規定されているのか

○位駿夫・町田修一・上水研一朗
．背景

量，細胞内水分量，細胞外水分量を用い，体重で補正した

筋力や筋量に影響する a アクチニン 3 （ ACTN3 ）やイ

体水分率等を算出して分析した．計量日と試合当日の体組

ンスリン様成長因子 2 （ IGF2 ）などの遺伝子多型が柔道

成の変化を対応のある t 検定を用いて統計解析を実施し

の競技力や競技時間，体力に影響することが報告されてい

た．有意水準は 5未満とした．今後，体水分量の測定結

る1,2) ．柔道選手が試合で高いパフォーマンスを発揮する

果を AQP1 遺伝子型別に一元配置分散分析を行う．

には日常的な練習やトレーニング以外にも試合前に行う減

．結果及び考察

量の成功が不可欠である．階級制の柔道競技において，前

現在，AQP1 遺伝子多型の解析中であり，遺伝子型別の

日に実施される計量日に規定の体重でなければ試合に出場

結果は明らかにできていない．しかしながら，計量日及び

することすらできない．多くの柔道選手は計量日の数日前

試合当日に行った体組成測定は，軽量級を中心としたいく

から水分などの摂取量を減らして行う急速減量を実施す

つかの体水分量に関する項目に有意な差が認められた．し

る．しかし，実際に同一の運動を実施しても体水分量の減

かしながら，重量級では有意な差が認められない項目が多

少には個人差が認められ，長距離選手の体水分の減少量は

かった．本研究の結果には，階級別のサンプルサイズが十

アクアポリン 1（ AQP1 ）遺伝子多型の影響を受けている

分でないこと，さらに校内予選のため 1 kg の余裕があっ

ことが報告されている3)．この報告では一過性の運動時の

たことも影響していると考えられる．
本研究成果は，柔道選手個人に応じた減量方法の開発に

変化を検討しているが，減量期間中の体水分量の変化と遺
伝的な要因については検討されていない．
本研究では，柔道選手の減量期における体水分量の変化

役立つことが期待される．さらに，日本人の体水分量に影
響する遺伝子多型の同定は，夏場の水分補給方法の検討や

には AQP1 遺伝子多型の影響があると仮説を立て，AQP1

高齢者の熱中症予防などにも活用が期待される．

遺伝子多型が柔道選手の急速減量期における体水分量変化

関連文献

と関連しているかどうかを明らかにすることを目的とした．

1)

．方法

of the IGF2 ApaI polymorphism is associated with judo sta-

対象者は T 大学柔道部に所属する男性 41 名とした（ 60

tus. Journal of Strength and Conditioning Research, 30(7),

kg 級3 名・66 kg 級7 名・73 kg 級11名・81 kg 級9

名・ 90 kg 級 6 名・ 100 kg 級 5 名）．唾液から DNA 抽
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20432048, 2016.
2)

Itaka T, Tomizawa Y, Inoue K, Agemizu K, Aruga S,

出 を 行 い ， PCR RFLP 法 を 用 い て ， AQP1 遺 伝 子 多 型

Machida S. ACTN3 R577X gene polymorphism may play

（ rs1049305 ・ G ＞ C ）を同定した．体水分量の測定は，本

a role to determine the duration of judo matches. Trends in

柔道部における校内予選の前日18時に行われる計量日と試
合当日のウォーミングアップ前の 2 回，体成分分析装置

Sports Sciences, 2(24), 6771, 2017
3)

Rivera MA, Martáƒnez JL, Carrion A, Fahey TD. AQP1

（ InBody770 ）を用いて実施した．試合前のため，減量の

association with body ‰uid loss in 10-km runners. Interna-

方法は選手に一任した．なお，本校内予選は 1 kg までの

tional Journal of Sports Medicine, 32(3), 229233, 2011.

超過は認められていた．得られたデータの体重，体水分
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難治性自己免疫疾患における IL26の新規生物活性の解明

○伊藤

匠，波多野

良

【緒言】
IL26は様々な自己免疫疾患で発現の増加が報告されて

いるが，炎症病態における標的細胞や作用の詳細はまだ未
解明な点が多い．これまでに申請者らは，ヒト免疫化マウ
スを用いて慢性移植片対宿主病モデルを作製し（ J Immunol. 2015），皮膚擦過病変において IL26発現 T 細胞が

多数浸潤している予備データを得ている．また，病態への
関与は不明ながら乾癬の皮膚病変部位においても IL26が

図1

高発現していることが報告されており，IL26は慢性皮膚
炎症の病態に重要な役割を担っている可能性がある．
【目的】
IL26が乾癬における皮膚炎症反応を重症化させる機構

ヒトケラチノサイトに対する IL26刺激，乾癬
関連サイトカインとの共刺激
ケラチノサイトを乾癬関連サイトカインと IL
26 で そ れ ぞ れ 刺 激 後 に ， RT PCR に よ っ て
FGF の mRNA 発現レベルを調査した．乾癬関
連サイトカインとの共刺激によって IL 26 の
FGF 産生促進効果はさらに増強される．

を明らかにするため，ケラチノサイトおよび線維芽細胞へ
の IL 26 特異的な作用の解明と in vivo 疾患モデルにおけ

共刺激は FGF1 と FGF2 の mRNA 発現レベルをさらに亢

る IL26の役割を解明する．

進させた（図 1）．

【方法】

また，マウスの乾癬様皮膚病変部位において hIL26Tg

IL26がケラチノサイトおよび線維芽細胞に与える影響

マウスでは FGF1, FGF2, FGF7 の mRNA 発現が増加し，

を解析するために，ヒトケラチノサイト（NHEK）を IL

免疫蛍光染色によって hIL26Tg マウスとヒト乾癬患者皮

26刺激した後，定量リアルタイム RTPCR によって血管

膚検体では共通して FGF1, FGF2, FGF7 の発現が増加し

新生促進因子の発現を解析し， Th17 産生サイトカインや

ていることが確認され， FGF1 はケラチノサイト， FGF2

その他の乾癬病態関連サイトカイン（IL1b,

はケラチノサイトと血管周囲，FGF7 は血管周囲に主に発

IL6,

IL

17A, IL21, IL22, IL23, TNFa, IFNa, IFNg, LL37）

との共刺激と比較して IL26特異的に亢進される因子を調

現していることが示された．
【考察】

査した． in vivo では hIL26Tg マウスを用いたイミキモド

申請者らは，イミキモド誘導性乾癬モデルの hIL26Tg

誘 導性乾 癬モ デルマ ウス から皮 膚組 織を連 日採取 し，

マウスにおいて強力な血管新生誘導および病態の悪化を確

mRNA サンプルと皮膚組織切片を調製して血管新生促進

認しており，IL26が血管内皮細胞に対して直接的な活性

因子や好中球の遊走促進因子の発現変化を RTPCR なら

化を誘導するデータを既に得ている．

びに蛍光免疫染色で解析した．また，環境医学研究所の高

本研究では IL26がケラチノサイトの FGF1 と FGF2 の

森健二教授から提供して頂いた乾癬患者の皮膚組織切片を

産生を亢進させることが明らかとなり，これらの血管新生

蛍光免疫染色し，乾癬モデルと乾癬患者献体の類似性を比

因子は IL 26Tg マウスで以前より観察された皮膚の血管

較した．

新生 誘導に 関与 してい る可能 性が 示唆さ れた ．ま た，

【結果】

FGF1, 2, 7 それぞれの血管新生因子の局在および IL26発

in vitro で NHEK に IL26刺激をおこなったところ，血

現局在はマウスとヒトの乾癬病変部とで共通しており，

管新生因子である FGF1 と FGF2 の mRNA 発現レベルが

IL26がヒトの乾癬においても治療標的として有効な分子

NHEK で増加し，乾癬病態関連サイトカインと IL 26 の

である可能性が示唆された．
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看護師のフォルトラインと離職意向の関係に関する研究

○岩浅
はじめに
企業組織において，多様性を活かすダイバーシティ・マ
ネジメントが実践されて久しい．看護組織においても，男
性看護師や潜在看護師の復職は増加傾向にあり，ダイバー
シティが進展しているといえる．しかし，ダイバーシティ
の効果が必ずしも一貫しないことが先行研究で指摘されて
いる（e.g., Milliken & Martins, 1996; Williams & O' Reilly,
1998; Horwitz & Irwin, 2007）．その理由の一つとしてダイ
バーシティ・フォルトライン（diversity faultlines以下，
「成員の年齢，性別，
DFL）という概念が注目されている．
職歴などの多様性によって形成されるサブグループ間の境
界線」である（Lau & Murnighan, 1988, 2005）．
組織内に DFL が生じると，個人や組織にさまざまな影
響を及ぼすことが明らかになっている．たとえば，負の影
響としてコンフリクトの発生（谷口， 2009），職業性スト
レスの増大（Iwaasa et al., 2017），一方，正の影響として
サブグループ内での知の共有の深化などである
（Hutzschenreuter & Horstkotte, 2013）．
本研究では，総合大学病院の看護師が知覚する DFL の
実態を明らかにするとともに， DFL と就業継続意向の関
係を明らかにすることを目的とした．
2. 方法
2017年 1 月に留置法を用いて，看護部長を除く対象病院
の看護師692名に質問紙を配布し，有効回答は661名であっ
た（有効回答率 95.5 ）．予備調査で開発した看護版
DFL 尺度の28項目について，「1まったくない」～「5大
いにある」の 5 件法で回答を求めた．また，就業継続意向
については，「今後も，今の部署で働き続けたいと思う」
「今後も，今の病院で働き続けたいと思う」「今後も，看護
師として働き続けたいと思う」の項目について，「1まっ
たくそう思わない」～「5非常にそう思う」の 5 件法で回
答を求めた．
3. 結果
有効回答者661名のうち，女性は620名，男性は41名であ
った．平均年齢は29.99歳（SD＝8.00）であった．
対象の大学総合病院の看護師全体に対して DFL の発生
状況を問うた結果，「部署」，「入職時期」，「年齢」の違い
による DFL を知覚していることが明らかになった．一方
で，「性的指向」，「外見」，「出身地」の違いによる DFL
の知覚は低かった（図）．
就業継続意向については，「今後も，今の部署で働き続
けたいと思う」は平均＝ 3.34，SD＝1.01，「今後も，今の
病院で働き続けたいと思う」は平均＝ 3.25 ， SD ＝ 0.91 ，
「今後も，看護師として働き続けたいと思う」は平均＝
3.80，SD＝0.85であった．
上述の DFL28項目の平均値を求め，上位25を DFL 高
知覚群，その他を対照群とし， DFL 高知覚群と対照群の
就業継続意向の差を検討するために t 検定を行った．その
結果，「今後も，今の部署で働き続けたいと思う」（ t ＝
2.95, df＝659, p＜.001），「今後も，今の病院で働き続けた
いと思う」（t＝2.24, df＝659, p＜.05），「今後も，看護師と
して働き続けたいと思う」（t＝2.15, df＝659, p＜.05）につ
いて，いずれも対照群よりも DFL 高知覚群のほうが有意
に低いスコアを示していた（表）．

巧，朴

明姫，高田亮子，富樫恵美子，水野基樹

1.

図
表

DFL の知覚状況

DFL 高知覚群と対照群の比較

考察
本研究では，おもに 2 つの成果を出した．まず，看護組
織における DFL の実態を明らかにしたことである．しか
し，この結果は，企業に勤める就労者を対象にした先行研
究（Iwaasa et al., 2017）によって示された「職種」や「役
職」の違いによる DFL 知覚が高かったとする結果と異な
るものであった．また，本研究は大学総合病院の一病院を
対象に調査を行ったものである．今後，一般病院も対象に
するなどの検討が必要である．
つぎに， DFL と就業継続意向に関する関係を明らかに
できたことである．今日まで緊張感，不快感，敵対意識と
いった感情（Jehn, 1995）や，生産性や収益性（van Knippenberg et al., 2011）と DFL のネガティブな関係が示され
てきた．本研究によって，就業継続意向との関係が新たに
確認できた．今後，年齢，役職，勤続年数，ストレス状況
などの交絡因子を含めた分析を進め，両者の関係性をより
慎重に検討する必要がある．
4.
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アンプティサッカーにおける競技中の移動特性と生理学的応答

〇前鼻啓史，宮本
背景

彩，吉村雅文

加えて， Borg's Scale を用いて自覚的運動強度を測定し

主に下肢切断障害者によって行われるアンプティサッ

た．統計学的分析においては SPSS

( statistical

version;

カーは，義足を装着せずにロフストランド・クラッチを用

IBM ）を使用した．前半と後半の比較においては，対応

いて片足でボールを扱う競技である．これまで競技者の残

のある t-test を用いて統計学的有意水準は危険率 5未満

存能力に関する臨床的評価をはじめ，身体組成および無酸

とした．

素性パフォーマンスに焦点を当てた研究があるものの，未

結果

だ試合中の競技パフォーマンスを評価した研究は我々の知

本研究の結果，アンプティサッカーにおける 1 試合での

る限り行われていない．そこで本研究は，アンプティサッ

総移動距離は，2984.2±56.1 m であり，後半は前半に比べ

カーにおける競技中の移動特性および生理学的応答を明ら

て有意に短かった（p＜0.05）．高強度レベルでの総移動距

かにすることを目的とした．

離は205.3±100.5 m であり前後半に有意な差はなかった．

方法

また，1 試合あたりの平均心拍数は176.8±7.9 beats･min－1

被験者は，アンプティサッカー競技者12名が本研究に参

であり，これは最大心拍数の96.3に相当した．試合終了

加した（片側大腿切断者 5 名，片側下腿切断者 7 名）．被

直 後 の 平 均 血 中 乳 酸 濃 度 は 8.9 ± 1.3 mmol, RPE は 15 ±

験者の年齢，競技歴，身長，体重そして BMI は順に 37.0

1.3point の値を示した．

± 6.4 歳， 7.0 ± 4.9 年， 173.9± 5.7 cm ， 65.7 ± 6.3 kg ， 21.7

結論

kg ･ m－2

であった．測定対象試合は公式戦と練習試

本研究の目的はアンプティサッカーにおける競技中の移

合からなる 4 試合とした． 4 試合のうち 1 度も交代せず

動特性および生理学的応答を明らかにすることであった．

に，試合に出場した競技者のデータとして20本を得ること

本研究の結果において注目すべき点は，心拍数の高さであ

が出来た．試合中の移動距離や活動量に関するデータの取

り， 1 試合中の平均心拍数は 176.8 ± 7.9 beats ･ min－1 であ

得は15 Hz の GPS (SPIPro X2; GPSports）を用いた．心

り，最大心拍数の96.3に至ることを示した．これは，ア

拍応答の測定には胸部心拍ベルト（polar T34; Polar Elec-

ンプティサッカーの試合における運動強度が高いことを示

tro ） を 用 い た ． 前 後 半 終 了 後 に 簡 易 血 中 乳 酸 測 定 器

しており，アンプティサッカー独自のルールや上肢と下肢

± 2.2

（ Lactate Pro; Arkray ）を用いて血中乳酸濃度を測定し，

が連動する運動様式の影響があるものと考えられる．
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身体活動量と腰痛の関連首都圏に勤務する日本人男性を対象にした横断研究

○橋本有子，澤田

亨，丸藤祐子，川上諒子，松平

浩，

絹川千尋，岡本隆史，塚本浩二，宮地元彦，内藤久士
【背景】我が国の平成26年の国民生活基礎調査では，入院
者を含まない病気やけが等の有訴者のうち，腰痛は男性で
一位，女性では肩こりに続く第二位となっている。腰痛は
身体活動量の低下を導く可能性がある一方で，身体活動の
不足が腰痛の原因になる可能性も考えられる。これまで
に，腰痛と身体活動量の関係を調査した研究は数が限られ
ており，両者の関係性は未だ明確でない。また，身体活動
量の調査方法は質問紙，加速度計，歩数計などが混在して
おり，中でも主観的指標である質問紙を用いたものが多
い。そこで本研究では，日本人男性労働者 4,022 人を対象
に，身体活動量と慢性腰痛有病有無との間に関係があるか
どうか，身体活動量を客観的に測定する加速度計を使用し
て横断的に評価した。

変量調整オッズ比（95信頼区間）は，歩数において1.01
(0.761.33),

【方法】対象者は，2009年から2010年に職場での定期健康

0.98(0.741.29)，0.74(0.550.99）であった

（ P ＝ 0.072 ）。 3 メッツ以上の身体活動時間においては，

診断を受診し，加速度計（ライフコーダ PLUS）を用いて

0.93( 0.701.22) , 0.97 ( 0.741.28) ,

身体活動量を測定した男性社員 4,022 人（ 18～ 66歳，平均

り，有意な負の関係が認められた（ P＝0.012表）。

0.67( 0.500.90）とな

47±10歳）であった。身体活動量の指標として，7 日以上

測定した「歩数」，「3 メッツ以上の身体活動時間」を用い

【考察】

た。また，自記式質問紙を用いて生活習慣，現病歴等の健

本研究では，日本人男性労働者 4,022 人を対象に腰痛

康状態に加えて，「腰痛」の有無（なし，時々，いつも）

（いつも）有病有無と加速度計を使用し客観的に評価した

を把握した。歩数，身体活動時間のいずれの指標において

身体活動量との関係を横断的に調査した。その結果，非腰

も各分位の人数が同等となるようそれぞれ四分位に分類

痛（なし・ときどき）有病者と比較して腰痛（いつも）有

し，ロジスティック回帰モデルを用いて，目的変数に腰痛

病者は身体活動量が少なかった。また，この関係はロジス

の有無（なし・時々/いつも）を，説明変数に身体活動量

ティック回帰モデルを使用して共変量を調整しても同じだ

の指標を投入するとともに，共変量として年齢， BMI ，

った。さらに，腰痛（いつも）有病有無と中強度以上の身

喫煙習慣，飲酒習慣，生活習慣病（2 型糖尿病，高血圧，

体活動量の間には統計的に有意な負の関係が認められた。

脂質異常症）の有無を投入し，多変量調整オッズ比および
95信頼区間を求めた。

【結論】本研究により，首都圏に勤務する日本人男性にお
いて，3 メッツ以上の身体活動時間と腰痛との間に有意な

【結果】参加者 4,022 人（平均年齢 47± 10歳）のうち，「腰

負の関連が認められ，身体不活動と腰痛との間に関係があ

痛（いつも）」の有訴者数は428人であった。腰痛（いつも）

ることが示唆された。今後，両者の間にどのような因果関

の人々は，年齢， BMI が高い傾向にあり，身体活動量は

係があるのかを明らかにするために，身体活動量と腰痛の

低い傾向にあった。飲酒および生活習慣病有病の割合も高

関係を縦断的に検討していく予定である。

かった。身体活動量が最も低い分位に対する他の分位の多
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女子サッカーにおける試合中の高強度走に関する研究

〇井口祐貴，吉村雅文， 葉幸洋，石原美彦
【背景】サッカーで優れたパフォーマンスを発揮するため

表1

対象者の試合中における走行距離

の最も重要な体力要素の一つとして，「高強度で運動を行
う能力」があげられる（ Bangsbo ら， 2015 ）．その中でも
試合中に際して，高強度で移動を行う「高強度走」はサッ
カー選手の身体的なパフォーマンスを評価する指標として
用いられている．サッカー選手の体力を評価するために
は，競技特性を理解した上でその評価を行うことが必須で
あることが言われているものの（吉村ら，2008），国内ト
ップレベルも含む日本人女子サッカー選手を対象として，
実際の試合中から選手に要求される高強度での移動距離の
定量を試みた研究はなく，女子選手の指導現場において体
力評価およびトレーニングに反映させるためにも，科学的
根拠の伴ったデータを蓄積することは緊要の課題である．
【目的】本研究は，女子サッカー選手が実際の試合中にお
図1

いて要求される高強度走を明らかにすることを目的とした．

ポジション別高強度走行距離

【方法】本研究の対象者は，日本女子サッカーリーグ（通
称なでしこリーグ）所属選手も含む国内トップレベルの

異なるものの，選手各々の試合中における各走行距離の値

日本人女子サッカー選手 40 名（なでしこリーグ選手 20

にカテゴリ間での有意差は見られなかった．また，ポジシ

名，大学生選手20名）であった．尚，対象試合は，前後

ョン間比較においては，センターバック（CB）が，896.1

半45分の90分間で行われる公式戦とし，ゴールキーパーは

±133.6 m，サイドバック（FB）が，1169.7±126.6 m，セ

分析対象から除外した．計測には，10 Hz の GNSS デバイ

ントラルミッドフィールダー（CM）が，1109.4±229.4 m，

ス（Optimeye S5, Catapult sports 社製）を用いた．本デバ

サイドミッドフィールダー（WM）が，1734.0±305.3 m，

イスは，専用のノースリーブインナーベストの上背部に縫

フォワード（ A ）が， 1283.8 ± 296.4 m であり， WM が最

い付けられているポケットの内側に装着し，ユニフォーム

も高い値を示した（図 1）．

の下に着用することで統一した．また，本研究における

【結語】日本人女子サッカー選手を対象として実際の試合

デ ー タ 抽 出 お よ び 分 析 に は 専 用 ソ フ ト ウ ェ ア （ Open

中に出現する現象について定量化を行なった研究は極めて

Field, Version 1.15.0）を用いた．本研究では，高強度走の

少ないのが現状である．国内トップレベルの女子サッカー

定 義 と し て ， 15 km / h 以 上 を High-intensity

running

選手を対象としてデータ収集を行なった本研究の結果は，

(HIR), 21 km/h 以上を Sprinting として，データを抽出し

今後データ数の増加，トレーニング効果の検討など更なる

た．

データ蓄積および比較検討を行うことで，国内女子サッ

【結果】表 1 に，試合中の Total, HIR, Sprinting それぞれ
の走行距離を示した．今回対象とした国内トップレベルの
女子サッカー選手においては，所属リーグのカテゴリこそ

カー選手の指導現場における一つの指標となりうるもので
ある．
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日本人男性における全身持久力と non-HDL コレステロールの関係

◯渡邊夏海，澤田

亨，内藤久士，島田和典，丸藤祐子，塚本浩二

【背景】日本人における脂質異常症（高脂血症）の患者数

は，自転車エルゴメータを用いて実施した．2006年までの

は，2011年は年間約188.6万人，2014年は年間約206.4万人

追跡期間中に測定した空腹時の non-HDL コレステロール

と依然として増加傾向である（厚生労働省， 2014）．一方

値が170 mg/dL 以上の場合に non-HDL コレステロール高

で，全身持久力が低いことが脂質異常症のリスクであるこ

値と 判定し た． 比例ハ ザード モデ ルを使 用し ，年 齢，

とが報告されている（Park YM et al., 2015）．

BMI，喫煙習慣，飲酒習慣を調整した non-HDL コレステ

そこで，本研究では健常な日本人男性を対象にして，身

ロール高値発生のハザード比および95信頼区間を求めた．

体活動量の客観的な指標である全身持久力と non-HDL-C

【結果】観察期間中に 1,664名が non-HDL コレステロール

の関係を評価した．
【方法】本研究は， non-HDL コレステロール高値（ 170

高値を示した．最も低い全身持久力グループ（第 1 四分位
群）を基準とした第 2 から第 4 四分位群の多変量調整ハ

mg/ dL ）でない日本人男性 6,548 人（中央値 36歳，四分

ザード比（95信頼区間）は1.44(0.941.39),

位範囲3044歳）を対象とした．対象者は，1986年にベー

1.16), 0.71(0.570.90であった（トレンド検定＜0.002）．

スライン調査として最大下運動負荷テスト，健康診断およ

【結論】全身持久力と non-HDL コレステロール高値発生

び自記式質問紙調査を実施した．最大下運動負荷テスト

Table 1.

0.95(0.77

の間に負の量反応関係が認められた．

Hazard Ratios for Incidence of hyper-non-HDL cholesterolemia According to Cardiorespiratory Fitness levels
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登山実施者における骨密度および骨代謝

〇中丸信吾，櫻庭景植，藤田真平
成優位な状況は，登山の頻度の増加によるものと考えられ

【目的】
中高年男女の登山実施者における骨密度と骨代謝につい

た．一方，男性では骨形成（図 1, 2）および骨吸収いずれ

て，冬山シーズン中と夏山シーズン終盤での比較から明ら

も変化はみられなかった．著者の先行研究（投稿中）にお

かにすることを目的とした．

いて，男性の中高年登山実施者の骨代謝は活性化している

【方法】

ことが示されている．本研究において，男性の月あたりの

対象者は，定期的に登山を実施している中高年の男性 5

平均山行日数（表 2）が冬山シーズン中も夏山シーズン終

名（ 64.8± 5.5歳），女性（閉経後）8 名（62.0±5.6歳）で

盤も相違がないことから，シーズンを通して骨代謝回転が

あった．被験者の除外基準は，1 日 20本以上の喫煙，1 日

活性化していることが考えられた．以上のことから，中高

3 単位以上の飲酒，低骨量になりやすい疾患，骨代謝に影

年男女において登山は骨強度の低下を抑制する運動として

響のある服薬とした．測定時期は，冬山シーズン中の 2 月

提案することができる．

上旬，および夏山シーズン終盤の10月上旬とした．測定項
目は，音響的骨評価値（OSI），骨代謝マーカー（骨形成
骨型アルカリフォスファターゼ（ BAP），型プロコラー
ゲンNプロペプチド（P1NP），骨吸収骨型酒石酸抵抗

本研究課題は，第28回日本臨床スポーツ医学会学術集会
（2017年11月，国立オリンピック記念青少年総合センター）
にて成果発表を行った．

性 酸 性 フ ォ ス フ ァ タ ー ゼ 5b ( TRACP-5b ）， 血 清  型 コ
ラーゲン架橋 N テロペプチド（ sNTX））であった．各測
定項目において冬山シーズン中および夏山シーズン終盤の
比較を行った．
【結果・考察】
OSI は男女ともにシーズン間で有意な差がみられなか

ったものの，同年代を基準とした Z スコアでは男性（冬
山117.6±14.3，夏山118.8±16.9），女性（冬山
107.8 ± 8.1 ，夏山 107.7 ± 7.6 ）であり，男女ともに

図1

BAP 変化率

図2

P1NP 変化率

シーズンを通して高く，骨密度の低下を抑制していること
が考えられた．骨代謝では，冬山シーズン中を基準とした
変化率でみてみると，女性において冬山シーズン中に比べ
夏山シーズン終盤に骨形成の BAP が有意（p＜0.05）に高
く， P1NP も高い傾向（ p ＜ 0.1 ）を示した（図 1, 2 ）．骨
吸収には変化はみられなかった．女性の月あたりの平均山
行日数（表 1）は冬山シーズン中（ 0.8± 0.8回）に比べ，
夏山シーズン終盤（1.6±0.8回）の増加傾向（ p＜0.1）を
示したことから，女性における夏山シーズン終盤での骨形
表1

登山状況の変化
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大学生アスリート用ハーディネス尺度改訂版の作成

○山口慎史，広沢正孝，川田裕次郎
各適合度指標は，GFI, AGFI, CFI, RMSEA を用いた．

【背景】
高い競技パフォーマンスを求められる選手には，ストレ

【結果】

スに強靭な選手とストレスに負けてしまう選手がいる．ス

因子分析の結果，3 因子各 4 項目ずつ，計12項目が抽出

トレスに対して強靭な選手には，心理的な特徴としてハー

された．尺度の内的整合性を確認する為に， Cronbach の

ディネス（ Hardiness ）があると考える．ハーディネスと

a 係数を算出したところ，a＝.7580.の値を示し，安定し

は，「ストレス対処法を支える姿勢，スキル」と定義され

た内的整合性が示された．

ている（中島・服部・丹野，2015）．Maddi & Khoshaba

併存的妥当性の検討として，本研究で作成された尺度と

(2005）よると，安定した競技パフォーマンスを発揮する

ストレッサー尺度における Pearson の積率相関係数を算出

ためには，ハーディネスが競技中のメンタルヘルスを維持

した結果，各合計得点の相関は，.33であり負の相関が確

する手助けになることを報告している．

認された．因子的妥当性の検討として，確証的因子分析を

筆者は，大学生運動部員用ハーディネス尺度を作成し，

行った．その結果，モデルの適合度指標を示す指標は，

研究を進めているが，作成した尺度（山口・上野・鈴木，

GFI＝.95, AGFI＝.92, CFI＝.93, RMSEA＝.06 であり，す

2016）は，項目内容（内容的妥当性）と心理統計的な点で

べて許容範囲であった．
【考察】

課題があった．
そこで本研究の目的は，山口・上野・鈴木（2016）で作

山口・上野・鈴木（2016）の大学生運動部員用ハーディ

成された大学生運動部員用ハーディネス尺度の項目の精選

ネス尺度では，3 因子15項目で構成されていたが，本研究

を行い改良し，信頼性および妥当性を検討する．

課題で改訂された改訂版大学生アスリート用ハーディネス

【方法】

尺度は，3 因子12項目と，既存の尺度と比べると 1 因子ご

調査時期・対象者

調査は，2016年10月であり，対象者

とに 1 項目ずつ減っている．これは，実際の現場で使用す

は，大学の体育会運動部に所属している学生 511名（男性

る際に，選手の心理的な負担を減らし，調査の時間短縮に

305名，女性206名，平均年齢19.9，SD＝1.21）とした．

もつながると考える．ストレスフルな環境下にいる選手の

調査内容

1）フェイスシート

ト用ハーディネス尺度の原案

2）改訂版大学生アスリー

心理的な側面を理解することは重要であると考える．その

3）日常・競技ストレッサー

ため今回，改訂された尺度を今後，用いることで，より選

尺度（岡・竹中・松尾・堤，1998）を用いた．
分析方法

尺度の因子構造を把握するため，探索的因子

手のメンタルヘルスの把握につながると思われる．
【結論】

分析（最尤法・Promax 回転）を行った．尺度の信頼性は，

山口・上野・鈴木（2016）によって作成された尺度は，

信頼性係数（Cronbach's a ）を算出し，各下位尺度の内的

内容的妥当性と心理統計の面で課題点があった。本研究で

整合性を確認した．尺度の妥当性は，ストレッサーとの相

は，改訂版尺度の作成を試み，3 因子12項目から構成され

関関係にて併存的妥当性を確認した．さらに，尺度の因子

る十分な信頼性と妥当性を有する改訂版大学生アスリート

的妥当性を検討するために，検証的因子分析を実施した．

用ハーディネス尺度が作成された．
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ジャパンラグビートップリーグのチームと選手の評価に関する国際比較

◯木内
【背景】

誠，廣津信義，前鼻啓史

イルに分類した．各クラスターにおけるポジションの人数

ラグビー日本代表は W 杯においてベスト 8 を目標に強
化を進めており，日本代表の強化のためには Japan Rugby

（表 2）には，各クラスターに例外となる選手が分類され

Top League (JRTL）の競技レベルを把握する必要がある
と考えられる．本研究は国際的にトップレベルにあるチー

1 に分類される選手は主に FL と NO8 であり，突進を多
く行う役割がある．しかし，このクラスターにパスとキッ

ム・選手と比較し，JRTL のチームと選手の評価をするこ

クを行う SO が分類されたことから，この SO は突進する

とで，JRTL の競技レベルを把握することを目的とする．
【方法】

特徴があると考えられる．この SO は外国人であり，突進

JRTL から80試合のデータを取得した．チームの比較対
象となるのは Six Nations ( SN ）とした． SN は 60 試合の
データを取得した．分析は21項目を使用した．

る．また，突進と突破を行なう選手は日本人選手よりも外

選手のデータは，近年 JRTL に所属する外国人選手が
増加しているため，JRTL の内で日本人選手と外国人選手
の比較を行った．対象となった選手は 172名とした．分析
は19項目を使用した．
チ ー ム の 評 価 は ， Mann-Whitney U test を 用 い て 勝 利
チーム（ WT ）と敗戦チーム（ LT ）の相違を求めた．選

ている．例えば，クラスター 1 の SO である．クラスター

をすることがチームの中の役割になっていると考えられ
国人選手が多いことから（表 2 ），突進と突破のプレーに
おいて日本人選手は外国人選手よりも劣っていると考えら
れる．
【結論】
チームと選手の評価から JRTL は強化のために，日本
人選手のタックル，ボール関与，ボール争奪を強化し，突
進と突破を行なう選手を育成する必要があると示唆された．

手の評価は，主成分分析とクラスター分析を用いて選手を

表1

プレースタイル別に分別した．

主成分得点の上位10名

【結果と考察】
チーム評価
JRTL と SN のチームを比較した結果，トライ数とタッ
クルミスは，JRTL の方が SN よりも WT と LT 共に高い
数値となった．一方で PG とタックル成功率は，JRTL の

方が SN よりも WT と LT 共に低い値となったことから，
JRTL は SN に比べてディフェンス力が弱いと考えられ
る．相手チームのディフェンス力が強ければ，PG による

得点が増加し，トライによる得点が減少すると考えられ
る．また，JRTL は SN に比べてタックルミスが多く，タ
ックル成功率の値が少なかったことからも JRTL はディ
フェンス力が弱いと考えられる．
選手評価
本研究では第 4 主成分までにデータを縮約した．各主成
分を「ボール関与」，「争奪」，「タックル」，「パス」と称し
た．各主成分の各主成分得点の上位10名を表 1 に示した．
「ボール関与」と「争奪」の上位10名は，外国人選手が多
く，「タックル」と「パス」の上位は日本人選手が多くな
った．この結果から JRTL でボール関与と争奪戦を行う
選手は外国人選手で，タックル，パスについては日本人選
手から選出していると考えられる．さらに，4 つの主成分
得点を基にクラスター分析を用いて選手を 6 つプレースタ

表2

各クラスターにおけるポジションの人数
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雇用不安と主観的 well-being の関係
―韓国自動車部品メーカの労働者を対象にして―

○朴
1.

明姫，広津信義，広沢正孝，水野基樹，金キョンジャ

目的
本研究では自動車部品メーカの労働者を対象に，職務ス

Table 1

職務ストレス要因と主観的 Well-being との
関係

トレスと主観的 well-being を調査し，職務ストレス要因と
主観的 well-being との関係を明らかにすることと，雇用不
安ストレスと主観的 well-being との関係を明らかにするこ
とを目的とした．
2.

方法
韓国の自動車部品メーカ 4 社の労働者 300を対象に質問

紙調査を実施した．回答を得150名のうち有効回答者127名
（男性106名，女性21名）を最終的に分析対象とした（有効
回答 84.6 ）．尺度は，職務ストレスは韓国版職務ストレ
ススケール（KOSS43）43項目，精神健康尺度（GHQ）
12項目，生活満足尺度（SWLS）5 項目を使用した．また，

性別，年齢，教育年数，婚姻状況，勤務時間，勤続年数，
職種，収入で構成されたフェイスシートを使用した．分析
方法は，属性の偏りを調べるため x2 テストを実施し，属
性と職務ストレス要因を独立変数，精神的健康と生活満足
を従属変数とし，重回帰分析を行った．
3.

結果
対象者は，男性が106名（83.5），女性が21名，平均年

齢は43.29歳，教育水準は大学卒が71名（55.9），高卒が
50名，大学院卒が 6 名だった．家族構成は105名（82.7）

が扶養家族あり，勤務時間は40時間以下（週当たり）が87
名（ 91.3 ），平均勤続年数は 17.4 年（ SD＝ 10.60 年），月
収は 30 万円から 50 万円が 60 名（ 47.2 ），正社員は 123 名
（ 96.9  ）， 事 務 職 が 80 名 （ 63  ）， 組 合 加 入 者 は 55 名

事の負担がメンタルヘルスと生活満足において有意な関係

（ 43.3 ）だった．回帰分析モデルでのメンタルヘルスに

を示し，多くの先行研究の知見を支持しており，過労死な

対する職務ストレス要因の説明力は29.5で，属性の中メ

ど最近の労働現場の現状を表していると推察される．仕事

ンタルヘルスと生活満足に影響する要因はなかった．職務

のコントロールは職務に対する意思決定の権限があるか，

ストレスとメンタルヘルスとの関係は，職務負担，仕事の

専門知識または技術の活用ができるのかなど，作業の生産

コントロール，組織システムが有意であり，生活満足に対

性と密接に関連している．本結果では，メンタルヘルスと

する職務ストレス要因の説明力は 19.3 であり，職務負

は有意な関係が示され，生活満足との関係は有意ではなか

担，組織システムが有意だった雇用不安ストレスとメンタ

ったが，生産性と経営成果との密接な関係は重要である．

ル ヘルス およ び生活 満足 との関 連性 は有意 でなか った

次に，組織システムは精神的健康および生活満足と有意な

（Table 1.）．

関係を示し，さらに仕事の負担と仕事のコントロールより

考察

生活満足とは強い関係を示していて，より広い職場生活領

4.

本研究は，韓国の自動車部品メーカ労働者における職務
ストレスと主観的 well-being 把握し，関係を検討した．仕

域にかけて影響を及ぼしていることが考えられる．
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中国地域スポーツ健身クラブに関する研究
―上海市 SP クラブの事例―

○趙
はじめに

1.

現在，中国は地域スポーツクラブの取り組みを加速させ

倩穎，北村

薫，河野

洋

ては，スポーツ活動への参加を住民に呼びかけること，公
共体育・スポーツ施設の正しい使用方法の指導，住民の家

てきている．国家体育総局により，地域スポーツの振興の

庭訪問指導である．

重要施策として，「地域スポーツ健身クラブの創設試策に

3)

地域網羅型の管理

関する通知（2004年）」が公布され，モデル事業がスター

23の町内会を東，南，中，西，北の五つに分割して 5 人

トした．その後，各省ごとにクラブを展開している．
（趙，

を副駅長，1 人を駅長として任命し，23の町内会を掌握し

2016 ）．中国の先行研究ではこれらの地域クラブに関し

ている．

て，単なる貸し館業務しかしていないクラブがあるなど，

4)

施設および活動内容

課題や問題点が指摘されている．地域に密着し，網羅的に

現在，クラブの中心的な活動場所は1500平方メートルの

スポーツ活動や運動指導を実践している非常にユニークな

地域文化体育活動センター（クラブハウス）である．体力

クラブがあることも指摘されており，上海 SP クラブはそ

テスト室，トレーニングルーム，事務所などが備えられて

の先進事例とされている．しかし，このクラブについて，

いる．それぞれの開放時間は異なっているが，ほぼ朝 8 時

その詳細はまだほとんど紹介されていない．

30分から20時30分までである．

研究の目的

2.

SP クラブでは，会員は無料で参加できるスポーツ・運

本研究では，日中の地域スポーツクラブの比較研究に向

動系の活動が提供されている．また，有料プログラム（少

け，上海 SP クラブの設立から現在の運営状況を中心に，

年ヨガ，少年武術など），非定期のイベントや行事なども

スポーツ施設，活動内容，財源，指導者の資格，ボランテ

行い，例えば，訪問期間の 8 月 2 日，区からの委託事業

ィア指導者の確保手法，会員のニーズや満足度などの詳細

「夏休みの九子試合」 5 種目が開催され，朝 9 時から 10 時

を明らかにし，日本の総合型地域スポーツクラブとの比較

まで，1 時間で，参加延べ人数は196名であった．

研究にむけての基礎資料を収集することを目的とした．

5)

主な収入は，トレーニングルーム，教室プログラムなど

研究の方法

3.

財源

平成28年 7 月に，上海 SP クラブを訪問し，観察調査，

の事業収入，地域政府や企業からの受託事業収入である．

また，クラブマネジャーや事務員，指導者，会員などへの

主な支出は，ボランティアへの労務費，有料指導者への謝

インタビューを通して情報の収集を行った．

金，スポーツ施設維持・管理費用，学校などの施設賃借料

結果

4.

金，スポーツ種目別の協会参加費，活動・イベント開催

上海市 SP 地域スポーツクラブの概要など

費，活動・イベント参加費などである．

1)

6)

設立 SP クラブは 2006年に設立し， 2007年には上海

市地域スポーツ健身クラブに指定され，また，2008年には

会員のニーズ，満足度
会員のニーズについては，「新たなトレーニングルーム

第 3 弾の国家級地域スポーツクラブに指定された．

の施設が欲しい」，「卓球台は 2 台しかないので足りない」

2)

などが指摘された．

人材の規模
設立当初の会員数は300人未満であったが，その後，順

クラブに関する会員の満足度については，クラブ会員へ

調に会員数を伸ばし，現時点（2015年）で4255人であり，

のインタビュー調査結果によると，ほとんどの会員が満足

会員構成からみると，退職した会員の割合が多い．社会体

していることがわかった．「朝から晩までいつでも利用で

育指導員としてのボランティア人数は 293人である．その

きるから」などの理由が挙げられた．

中に105人の家庭健身指導員を含めており，主な役割とし
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武道高齢実践者の健康関連 QOL，ストレス対処能力 SOC と実践の継続性との関連性

○小崎亮輔，菅波盛雄，川田裕次郎
【背景】
現代においては医療技術の発展などにより人々の寿命が
延伸している．その中で昨今では単なる寿命だけでなく，
身体的な問題がなく過ごせる期間である健康寿命を延伸さ
せることが社会的な課題とされている．そして健康寿命を
延伸させるために，スポーツや運動の長期的な実践が効果
的であることは周知のとおりであるといえよう．そこで本
研究では柔道の長期的な実践者を対象に，健康に関する認
知と評価を調査することとした．
【方法】
本研究では健康を測る指標として 3 つの概念とそれに準
ずる質問尺度を用いて質問紙調査を実施した．質問尺度は
 自身の健康を測る指標として健康
次の 3 種を使用した．

関連 QOL を測る尺度である SF12v2（福原ら，2015）
精 神 的 健 康 度 を 測 る 概 念 で あ る SOC （ Sense Of Coherenceストレス対処能力）を測る日本語版 SOC 尺度（山
 心の強さを測る概念であるレジリエンス尺度
崎，2009）
（小塩ら，2002）以上の質問尺度に加え，年齢や経験年数
を尋ねたフェイスシートを付した質問紙を使用した．調査
を実施する際は大会を主催する機関と密な連絡を取り，了
承を得た上で実施した．柔道の長期実践者向けの大会にて
3 度の調査を実施した結果，合計で 199通の質問紙を回収
した（回収率 39.1）．その中から欠損値が含まれる標本
を除外した結果，有効回答は 196通となった．統計解析に
ついては，t 検定と一元配置分散分析，多重指標モデルを
用いた共分散構造分析を実施した．
【結果】
回収されたサンプルについては，年齢が平均 52.3 （±
12.5）歳，経験年数が平均 36.3（±13.4 ）年，稽古頻度が
平均 2.6 （± 1.4 ）回/週となった．分析の結果，健康関連

QOL と SOC について年齢であれば高い方が，経験年数
であれば長い方が下位因子得点は有意に高いことが確認さ
れた．特に年齢と SOC については全因子で年齢との有意
差があった．本標本の健康関連 QOL を国民標準値と比較
した結果，本標本の方が有意に高い部分がそれぞれ散見さ
れたが，「体の痛み」と「活力」の因子についてはほぼ一
貫してサンプルの得点が有意に高いことが確認された（表
1）．共分散構造分析では，適合度指標を充分に満たすモデ
ルの探索を数度実施した結果， SOC が年齢から有意な影
響を受け，その SOC が健康関連 QOL に有意な影響を与
えるモデルが採択された．
【考察】
本研究では年齢が高く，経験年数が長い方が健康関連
QOL と SOC が良好であることが示唆された． SOC が運
動習慣と年齢に関連しているという報告は数件あり，本研
究の結果はそれらを支持していると考えられる．本研究で
得られた健康関連 QOL のスコアと国民標準値の比較で
は，柔道長期実践者が日常生活に関する QOL が低いもの
の，主観的な健康状態が良く，活力も有意に高いことがわ
かった．この結果より，柔道の長期実践者は身体の痛みを
感じているものの，主観的な健康評価は高いことが示唆さ
れた．さらに，共分散構造分析によって採択されたモデル
では「柔道の長期実践者における HRQOL は SOC，年齢
と関連性がある．HRQOL は SOC から影響を受け，SOC
は年齢から影響を受けている．」ことが確認され，仮説の
一部が支持，一部が棄却された．以上の結果と考察を通じ
て，柔道長期実践者の高齢層は高い SOC を有しており，
それが良好な QOL に関連していることが示唆された．こ
れは柔道の「道」の概念に通じており，非常に有意義な結
果であるといえよう．

表健康関連 QOL の各年代の平均スコアと相当する国民標準値との比較（t 検定)
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スカッシュにおけるプレーヤーの競技レベル関係がコート内のフットワーク
および心拍変動に及ぼす影響

○柳谷登志雄，大野達也，上坂

学，土田博史，中川慶之

スカッシュは四方を壁に囲まれたコートの中で，二人の

両日のトレーニング中に各心拍強度の占める累計時間お

プレーヤーが交互にボールを打ち合うラケット競技の一種

よびトレーニング時間の割合を求めた．心拍強度は，各被

である．この競技で高いパフォーマンスを発揮するために

験者の年齢から推定した最大心拍数の割合毎で示した．心

は，球を正確かつ力強く打つためのラケットワークに加え

拍強度は， 60  HRmax 以下， 61 70  HRmax ， 71 80 

て，コート内を移動するための素早いフットワークが持続

HRmax および 81  HRmax 以上に分類した．同様に，各

的に行われることが求められる．そこで，本研究では，ス

加速度の占める累計時間およびトレーニング時間に占める

カッシュにおける競技レベル関係がコート内のフットワー

割合を示した．加速度は， 1G 以下（＜ 1G ）， 1G から 2G

クおよび心拍数に及ぼす影響を検討した．
被験者は，大学スカッシュ部に所属し，全日本学生スカ

（12G），3G から 4G（34G），4G 以上（4G＜）に分類し
た．

ッシュ選手権に出場経験のある選手10名（男子 5 名，女子

その結果，フィジカルトレーニング時における各加速度

5 名）であり，うち 5 名（男子 3 名および女子 2 名）は日

の占める持続時間の割合は，いずれの群も＜1G が最も多

本代表経験のある者であった．本研究では，代表経験のあ

かったが（ RP 群と CP でそれぞれ74.4および77.5），

るものを RP 群，それ以外のものを CP 群とした．

RP 群の方が僅かに多かったのに対して， CP 群は 1 2G

被験者の練習中の身体の加速度および心拍数をウェアラ
ブルセンサー（ hitoe, NTT Com 製）を用いて記録した．

の占める割合が RP 群よりも多かった（RP 群17.7，CP
群20.5）．

hitoe は，被験者が着用する専用のアンダーウェアの胸部

また，各心拍強度の占める時間の割合は，いずれの群も

に装着することで，加速度と心拍数を継続的に記録するこ

＜ 60が最も多かったが， RP 群は CP 群と比較して＜ 60

とができる装置である．加速度と心拍数は200ミリ秒間隔

が高く（ RP 群 56.2 ， CP 群 41.8 ），また 81＜が低

で記録し，装置から Bluetooth により被験者が所有する携

い（RP 群6.4，CP 群19.0）のが特徴であった．

帯電話へとデータを送信し，携帯電話を経由して，リアル

一方，コートでの練習における各割合も，両群とも＜

タイムでサーバー上へとデータをアップロードするシステ

1G が最も多く，その値は RP の方が僅かに高かったが

ムである．本研究では，このシステムを用いて，被験者の

（CP 群と RP 群でそれぞれ72.7および77.7），12G で

鉛直方向の加速度と心拍数を取得した．
データを取得したのは，全被験者がスカッシュコートに

は CP の方が僅かに高かった（ CP 群と RP 群でそれぞれ
21.9および17.3）．

おける技術練習を実施した 1 日，および全被験者が体育館

コート練習における各心拍強度が練習時間に占める割合

のアリーナにてフィジカルトレーニングを実施した 1 日で

を見ると，両群とも＜ 60が最も多く（ CP 群と RP 群で

あった．実験実施日の技術練習とフィジカルトレーニング

それぞれ 49.0 および 45.8 ），強度が高くなるほど割合

の練習時間は， RP 群がそれぞれ平均で 194.5 ± 44.53 分お

が少なくなったが，最も高い強度の81＜の時間の占める

よび 186.3 ± 42.60 分であった．また， CP 群がそれぞれ平

割合は，RP が CP よりも高値を示した（CP 群と RP 群で

均で212.8±61.90分および123.5±64.54分であった．

それぞれ3.6および9.7）．

