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ている現場から女性 S&Cコーチの要請が
あるものの、それに対応できる女性 S&C
コーチがきわめて少ないのが現状であ
り、今後は育成を視野に入れた教育プロ
グラムを構築していきたいと思います。
　女性の S&Cコーチやパーソナルトレー
ナーに目を向けると、S&Cの専門職は
様々な能力を備えなくてはならず、クラ
イアントのスケジュールに左右されやす
い点で、結婚、妊娠、出産、育児、介護
など人生の様々なステージにおいて、ラ
イフワークバランスが保てずに、仕事か
ら離れるというケースが多く見受けられ
ます。実際、私も年子で 2 児を出産した
際は、その前後 2 年半の期間を休業しま
した。休業中に子どもを実家に預けて、
セミナーや研修に参加し、復帰後は子ど
もを保育園に入園させ、自身の身体を回
復させつつ、数年かけて仕事量を増やし
ていきました。ロールモデルがいない中、
多少の不安を抱きながら家族の理解を得
て歩んできた結果、そういったライフ
ワークバランスについて情報共有をする
ことによって、ロールモデルの存在を知
り、多くの若い女性に「私にもできる」と
思っていただくことが女性指導者増加に
つながると考えています。加えて、環境
サポートとして、託児付きセミナーなど、
子どもをもつ方々の学びのサポートも行

なっていきたいと考えています。
　また、女性のS&Cコーチやパーソナル
トレーナーは女性らしさを生かし、子ど
もや思春期の女性アスリート、体型を気
にしている一般女性、中高年の男女、障
がい者など、様々な指導現場で活躍が期
待され、女性もS&Cの専門職を生涯の職
業とすることを応援していきたいと思い
ます。
　女性 S&C委員会は表のメンバーで構成
され、2017年6月17日に第 1 回委員会を
開催しました。多くの意見交換がされ、
様々な問題を認知し、工夫・対策の議論
がされました。新しい委員会ですので、
会員の皆様からの率直な意見をいただき
勉強しながら活動に生かしていきたいと
考えています。ゼロからの出発ではあり
ますが、私自身も非常に楽しみな活動が
行なえると多くの期待をしています。日
本 に お い て は、NSCAま た は S&Cは ま
だ認知・浸透されていない現実がありま
す。女性アスリートだけでなく、子ども
から高齢の方までの全ての人々にとっ
て S&C は有効であることを「女性」を切
り口に多くの方々にお伝えする活動をし
ていきたいと考えています。今後はセミ
ナーなども全国で行なっていきたいと考
えておりますので、皆様のご参加をお待
ちしています。◆

　今年度より、新たにNSCAジャパンに
おいて女性 S&C委員会が発足しました。
昨今、女性アスリートの活躍は華々し
く、昨年のリオデジャネイロオリンピッ
クでも女性アスリートは素晴らしい成績
を上げ、日本中を沸かせました。しかし、
女性アスリートにおけるストレングスト
レーニングやコンディショニングの実施
状況は男性に比べて遅れている印象があ
り、私が昨年参加した女性コーチアカデ
ミーという、日本トップレベルの女性（競
技）指導者の集まりでも、S&Cの認知は
ほぼないという現状を痛感しました。女
性は特に、ストレングストレーニングに
抵抗があり、近寄り難い印象をもってい
ます。また、審美系競技や陸上長距離競
技においては頭から必要ないという考え
の競技指導者が多いと感じます。そう
いった S&Cの普及が遅れている問題を何
とかしなくてはという思いが発足のきっ
かけとなりました。
　女性アスリートの指導においては、昨
今、国の方策とも相まって、各方面から
情報発信やサポートが行なわれるように
なってきました。S&C専門職は、女性特
有の問題である、月経周期、それに伴う
月経困難症、月経前症候群（PMS）、ウェ
イトコントロール、女性アスリートの三
主徴（FAT）、第二次性徴による女性ら
しい体つきへの成長、骨格の違いなどは
競技やトレーニング計画に影響を及ぼす
ため、これらを考慮した指導を行なわな
くてはなりません。これについては、女
性を指導する男性指導者との情報共有も
重要ですが、デリケートな問題となるた
めに、女性指導者が女性アスリートを指
導できる環境を整える必要があると考え
ています。現にそういった問題に直面し

女性ストレングス＆コンディショニング委員会
発足について

岡田千詠子　NSCA-CPT,*D, フリーランス, NSCAジャパン女性S&C委員会委員長

報告：～女性S&C委員会より～

表　女性S&C委員会

委員長 岡田千詠子：NSCA-CPT,*D（フリーランス）
委員 石堂ルミ子：CSCS（フリーランス）

右近直子：NSCA-CPT（京都文教短期大学）
河南こころ：CSCS（フリーランス）
木村　繁：CSCS, NSCA-CPT（合同会社ユニバーサルストレングス）
鈴木真代：CSCS, NSCA-CPT（フリーランス）
与那城亜紀子：CSCS, NSCA-CPT（ヒューマンアカデミー那覇校）



11Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan

「女性におけるS&Cの意義」
岡田千詠子　NSCA-CPT,*D

　2017年6月17日（土）、NSCAジャパ
ンHuman Performance Center に て、

「女性のためのS&Cセミナー」を開催
しました。このセミナーは同委員会活
動の女性指導における教育プログラム
の一環となっています。また、NSCA
ジャパン初の託児付きセミナーという
ことで、会場内に託児所を設け、無料
託児（事前予約制）を実施しました。こ
れもこの委員会活動の一環であり、子
どもをもつ指導者への環境サポートと
いう意義をもっています。
　セミナーの第 1 部では、私が「女性
におけるS&Cの意義」というテーマで
講義を行ないました。その内容を以下
に紹介します。
　まず、指導者が女性に対しトレーニ
ングを導入するにあたっては、色々な
ハードルを感じることがあります。例
えば、女性はトレーニングに対するモ
チベーションが低かったり、中長距離
や審美系の競技などは、○○競技だか
らトレーニングは必要ないと考える競
技者がいたりするなど、トレーニング
に対する誤解も多く存在します。その
ため、動機付けとして男性以上にS&C
についてオリエンテーションをする必
要があります。なぜなら、女性は「筋
肉やストレングストレーニングは男性
的なものである」という潜在的な意識
が未だに強くあり、トレーニングする
ことを避けたがる傾向があるからです

（11.13）。「何のためにトレーニングを
するのか？」を改めて認識させること
によって、指導者は、男女問わず、全
ての競技者に対しS&Cは必要なもの
であるということを理解してもらうこ
とができます。
　次に、女性を指導する際には、女性
特有の問題を把握し、思春期あたりか
らタイミングに応じた教育をしていく

必要がある（4）と考えます。具体的に
は、成長スパート前の時期では、正し
いストレッチングや基本的なエクササ
イズの習得を行ない、この時期は積極
的に柔軟性や筋力を向上させるのでは
なく、後の高校生年代ぐらいから本
格的なS&Cトレーニングを導入する
準備をする時期ととらえるとよいで
しょう（17）。成長スパート中は練習量
やトレーニング量を調整する必要が
あるかもしれないことは男女共通事
項ですが、女性アスリートにおいて
は、「利用可能なエネルギー不足」に
よる成長阻害や女性アスリートの三
主徴（FAT）、貧血などに陥らないた
めの栄養教育も特に必要であること

（3.4.6.7.8）も認識しておく必要がある
かと思います。
　また、月経周期の理解については、
まだ月経の経験が浅い、または未経験
のアスリートに対する月経の知識とし
て、個別の月経周期や月経困難症（生
理痛）、月経前症候群（PMS）の症状を
知ることの必要性、またそれらの症状
が競技に与える影響およびその対応方
法といった内容を講義しました。日本
では未だにピルの使用率は低いです
が、ピルによって月経周期をコント
ロールでき、月経前症候群（PMS）な
どの緩和にも役立つ（8）という知識も
アスリートとして必要なものであると
考えます。
　FATについては、その予防に際し、
S&Cトレーニングには大きな役割が
あります（4）。未だ減量でパフォーマ
ンス向上をさせようとする誤った思考
を改め、減量ではなく、S&Cトレーニ
ングを行なうことで各々に必要な体力
要素を向上させ、パフォーマンスの向
上を図るという健全な思考を浸透させ
る役目を我々指導者が担っていかなく
てはならないという説明をしました。
　また、女性の第二次性徴期において
は、女性らしい体つきとなる大きな変

化が起こりますが、これをアスリート
として上手く受け止め、トレーニング
面、栄養面からの対応をしなくてはな
らないでしょう。女性らしい体つきと
は、特に体脂肪量の増加と子宮の発達
による、骨盤の広がりです。広い骨
盤によりQ角が増大し膝の傷害リスク
が増大する（2.7.16）という観点などか
ら、予防のためのトレーニングを導入
する必要があるといえます。体脂肪量
増加に関して、適切なトレーニングを
導入することは非常に有効であり、自
体重を扱えるまたはそれ以上の筋力の
獲得、除脂肪体重の増加は体重をコン
トロールしやすくする（13.15）など結
果的に傷害予防と筋力パワー系のパ
フォーマンス向上に大きな役割があり
ます（13）。これに加えて、骨密度向上

（1.2.12.13）、自尊心の向上、自己のボ
ディイメージを向上させる（11）こと
で、さらにFATの予防へとつながる
ことが期待されます。
　女性を指導する際、月経周期を把握
し、それに伴う諸症状がどのようなも
のかを指導者が理解しておくことは、
トレーニングを安全で効率的に行なう
ために必要なことです。これらは個人
差が大きい事象であり、競技の特性（水
中、時間、動き）によっても、その影
響は様々であるといえます。デリケー
トな問題なだけに、男性指導者の理解
とともに、女性コーチの増加も重要だ
と考えます。女性は男性と違い、子ど
もを授かり産むという機能をもってい
るがゆえに、その機能を損なうことな
く健全な競技人生が送ることができる
環境を指導者が守っていきたいと考え
ます。そのために、S&C専門職は競技
コーチやアスレティックトレーナー、
栄養士などと選手の情報を共有し、こ
れらの事象に対応していかなくてはな
らないでしょう。◆
※「参考文献」は誌面等都合によりウェブサイ
トのみ掲載いたします。参照ご希望の方は、
会員専用ページにログインしご覧ください。
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「女性選手の三主徴と栄養管理につ
いて」
河南こころ　CSCS

　私は管理栄養士として、「女性選手
の三主徴と栄養管理について」と題し、
FAT（Female Athlete Triad：女性選
手の三主徴）」とそれにかかわる栄養サ
ポートのポイントをお話ししました。
　女性選手の三主徴は当初（1992年）、
摂食障害・視床下部性無月経・骨粗鬆
症としていましたが、2007年には摂
食障害の有無にかかわらず 「利用可能
エネルギーの低下」となりました。こ
の 「利用可能エネルギー」というのは

「Energy Availability」を訳したもので
（他にも「エネルギー有用性［有効性］」
などと訳されている場合もある）、総
エネルギー摂取量から運動によるエネ
ルギー消費量を差し引き、除脂肪体重
で割って算出されます。この利用可能
エネルギーが不足している状態が続く
と代謝や内分泌、心血管系などが正常
に働かなくなるだけでなく、月経機能
や骨の健康にも異常が生じてしまいま
す。そのため、「利用可能エネルギー
の低下」は無月経を引き起こし、骨粗
鬆症にもつながるのです（図 1）。
　選手に、引退後に結婚し、出産して
家庭をつくるためにも無月経は良くな
いことだと話をしても、「今」に人生を
かけるという気持ちが強いため、しっ

かりイメージできている選手は少ない
ように感じています。しかし、無月経
になると女性ホルモン（エストロゲン）
の分泌が著しく低下することにつなが
り、骨が弱くなってしまいます（骨粗
鬆症）。そうなると骨折のリスクは高
まり、もし骨折してしまうと試合も練
習もできなくなってしまい、選手生命
の危機に陥ってしまいます。アプロー
チの方法として、こういった観点から
話をすると選手もイメージしやすくな
り、選手生命の危機となることを防ぐ
ためにも無月経は避けなければいけな
いこと、そのためには必要量のエネル
ギーはとらなければならないことを理
解しやすくなるのではないかと思って
います。
　また、ウェイトコントロール時は目
標となる一日のエネルギー必要量を算
出しますが、減量となるとその数値は
少なくなってしまいます。ここでもア
プローチの方法になるのですが、私は
少ないエネルギー量を「これだけしか
とれない」という感じで伝えるのでは
なく、「これだけとってもよい（とる
必要がある）」と伝えるようにしていま
す。安易な減量で摂取エネルギー量を
可能な限り控える人がいますが、そう
するとますます食べることを我慢して
しまい、ストレスも溜まってしまいま
す。この状態では、必要なエネルギー
や栄養素がとれないことになり、最終

的には体調を崩してしまいます。食べ
ることに否定的な場合には、まず食
事の時間を楽しいものにしてもらいた
いと思っています。偏食せずにバラン
ス良く食べることはもちろんですが、
様々な色の食材を使ってカラフルなメ
ニューにするなど、見た目で楽しい雰
囲気をつくることも効果的だと思いま
す（図 2）。
　食事は栄養素をとるためだけでな
く、心も満たしてくれるものでもあり
ます。選手にも「食事は美味しく・楽
しく」が大切ということを今後も伝え
ていきたいと思っています。◆

「女性特有の傷害とその予防～基礎
知識～」
鈴木真代　CSCS, NSCA-CPT

1. 女性と男性の特性
　成熟期以降、男女の身体パフォーマ
ンスには大きな差が出てきます。それ
が一般的にいわれる「男性は足が速い、
ジャンプ力がある、身体能力が高い」
といった表現となるのだと考えます。
では、なぜ男性のほうが身体を動かす
のが得意なのでしょうか。まず考えら
れることは、男性の身体組成が運動を
行なう上で相対的に有利であると言え
ます。また、筋力やパワーに関しても
女性と比べて相対的に高く、運動に適

しているということで
す。
　次に、思春期頃から
発現する二次性徴で女
性は初潮の開始や丸み
を帯びた体形への変化
が起こります。この時
期に不安定だった月経
周期は次第に安定した
ものとなり、その後の
成熟期へと突入しま
す。体脂肪率は男性に図 1　FAT概念図 図 2　バランスの良い食事
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写真 1　パワーポジション 写真 2　トリプルエクステンション
写 真 3　 体 幹 垂 直 お よ び

Knee-in&toe-out

比べて多く、関節が柔らかい、反り腰
気味、内股傾向となるだけでなく、妊
娠出産機能が備わることで、骨盤幅が
広くなり、性ホルモン差も大きくなり
ます。
　この骨盤の広がりは性差を考える際
に注目すべき点となります。成熟期以
降、女性の骨盤は男性と比べ、恥骨下
角が大きく、そして左右の上前腸骨棘

（ASIS）の幅が広くなり、その結果と
してQ角がより大きいものとなります

（図）。このことは、下肢に影響をも
たらし、（正常範囲内ではあるものの、
男性と比べ）大腿部の筋が弱まり、膝
関節は外反傾向が強まっていきます

（1,6）。Q角が大きくなった場合、大腿
骨の傾きが増し、大腿骨周囲筋の力の
一部が推進力として機能しないことに
つながります（4,11）。女性のパワーや
筋力発揮に乏しいのはこういったとこ
ろにも原因があるといえます。
　その他、セミナーにおいては、女
性の特徴的なアライメントとして、
Knee-in&toe-outを 取 り 上 げ ま し た。
これに関しても、Q角増大の影響が考
えられます。アライメント不良が認め
られる選手には、過度なストレスが繰
り返し加わることとなり、それも傷害
発生の一因となりうるでしょう（6）。

2. 女性に多い傷害および予防について
　女性特有のアライメントから、下肢
に多発するスポーツ傷害として、疲労

骨折・足首捻挫、膝の靭帯損傷・膝痛・
大腿前面の肉離れなどがあります。ま
た、その原因として、月経周期の乱れ・
月経周期による関節の弛緩性・Q角・
トレーニングの過負荷・不十分なカロ
リー摂取などが関連づけられます。
　セミナーでは、筆者の競技経験およ
びS&Cトレーニングの指導経験より
ハンドボール競技を例に傷害について
紹介しました。ハンドボール競技にお
ける傷害の半数以上は下肢で発生し、
捻挫や膝の前十字靭帯（ACL）の損傷
が頻発しています。ACL損傷は性差
もあり、福林らは女性のほうが男性よ
り1.5～7.0倍の発生率を報告していま
す（1,9）。このリスクファクターとし
て、前述のQ角や大腿骨の前捻角、顆
間窩幅の狭さ、脛骨後傾角などが挙げ
られています。加えて、女性の生理周
期とも関係するとのデータにも目を向
けなければならないでしょう（1,8）。
　様々なスポーツ傷害を予防するに
は、まずその選手の状態を評価する必
要があります。本セミナーではウェイ
トルームで可能な簡易評価項目の一例
として、スクワットジャンプを取り上
げました（写真 1, 2）。
　女性選手は写真 3 のように体幹部を
直立させたまま着地する傾向にあり、
これは股関節伸展筋群が弱く、膝関節
伸展筋群を優位に用いることが要因と
されています（3）。S&Cの視点から股
関節伸展筋群の強化トレーニングを導

入し、傷害予防およびパフォーマンス
向上につなげていく必要があると考え
ます。
　最後に、NSCAが 「女性アスリート
のためのストレングストレーニング」
というポジションステイトメントを
出していることについて言及します。
これは、NSCAジャパンの公式ホーム
ページよりダウンロード可能となって
いるので、ぜひご一読いただき、S&C
トレーニングが女性アスリートにとっ
ていかに有益か、あるいは注意すべき
点なども含め確認していただきたいと
思います。◆
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