
from Strength and Conditioning Journal

6 Volume 11, Number 8, 2004

Feature

Can Resistance Training Reduce Injuries in Youth Sports?

レジスタンストレーニングによって子ども
のスポーツ傷害を減らすことができるか？

要約

　先行研究において、レジスタンス

トレーニングを含む広範囲なトレー

ニング・プログラムへの定期的な参

加によって、若年者におけるスポー

ツに関連した傷害が有意に減少する

ことが示唆されている。しかしなが

ら、競技スポーツおよび競技性の低

い身体活動における傷害発生率の減

少に対する異なるレジスタンスト

レーニング・プロトコルおよび介入

の有効性を検討するためには追跡研

究がさらに要求される。また、コー

チング教育、プレシーズンのフィッ

トネス評価、および回復手順の選択

を含むその他の戦略が、若年スポー

ツ選手における傷害発生率の減少に

及ぼす影響を検討するさらなる研究

が必要となるであろう。

在では、このトレーニングの安全性お

よび有効性は多くの文献で認められて

おり、また、医学およびフィットネス

団体による若年者のストレングスト

レーニングの受け入れは、ほぼ普遍的

なものとなっている（１-３,１０）。レジス

タンストレーニング・プログラムへの

定期的な参加は、筋力の向上に加え

て、骨格を強くし、ウェイトコント

ロールを促進し、心理社会的な健全性

を高め、心臓血管系のリスクプロ

フィールを改善する可能性を有してい

る（６,９）。最近の報告では、筋骨格系

を高度にトレーニングすることによ

り、さらに傷害に対する抵抗性を高

め、捻挫、挫傷および骨折から回復す

る選手の能力を改善するかもしれない

ことを示唆している（２５,２８）。

この論文は、若年期のレジスタンス

トレーニングの健康に関連する潜在的

な利点、特に傷害を減少させるうえで

レジスタンストレーニングの役割を検

討するものである。傷害を完全になく

すというのは非現実的な目標であるの

で、若年選手における傷害発生の可能

性の減少に対するレジスタンストレー

ニングの役割が議論されることにな

る。若年期のレジスタンストレーニン

グが傷害を減少させる可能性を支持す

る科学的論証について検討する。ま

た、若年選手の傷害に対する抵抗性を

高めるために重要なプログラムデザイ

ン変数が議論される。何百万もの子ど

も、および青少年が毎年スポーツに関

連する傷害のために、病院の緊急処置

室およびスポーツクリニックを訪れて

いることから、この情報は特に適切な

ものである。この治療実態は、著しい

医療コスト、および健康に関連する他

の問題に結びつく可能性がある（２１）。

さらに、多くの学校、クリニックおよ

びコミュニティーセンターにおいて健

康増進に対して新たな関心が寄せられ

ている。

この論文の目的において、レジスタ

ンストレーニング（あるいはストレン

グストレーニング）という用語は、筋

力、筋パワー、局所筋持久力および固

有感覚（位置感覚）を維持または向上

することを目指した、広範囲の抵抗負

荷（軽い徒手抵抗から高強度のプライ

オメトリックスまで）の漸進的な使用

を含む、身体的コンディショニングの

方法として広く定義されている。レジ

スタンストレーニングは、自体重、フ

リーウェイト（バーベルおよびダンベ

ル）、マシーンウェイト、弾性チュー

ブ、メディシンボール、およびバラン
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過去１０年にわたり、レジスタンスト

レーニングは子どもと青少年のための

フィットネスプログラムの重要な要素

として発展してきた。レジスタンスト

レーニングが若年スポーツ選手にとっ

て不適当あるいは危険であるという昔

からの主張があるにもかかわらず、現
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スボードなどといったトレーニング形

式を含むものであり、また、それは

ウェイトルーム、スポーツパフォーマ

ンス・センター、アスレティックト

レーニング・ルームおよびリハビリ

テーション・クリニックにおいて実施

されるエクササイズに適用可能であ

る。我々は、フリーウェイトかマシー

ンウェイトだけを使用したレジスタン

ストレーニングの方法についてはウェ

イトトレーニングという用語を使用す

る。我々がこの論文で議論する対象者

は、思春期に達していない少年少女

（子ども）から１３～１８歳の間の少年

少女（青少年期）に及ぶ。議論のしや

すさという点において、「若年者」と

いう用語は、子どもと青少年を指すも

のとする。

若年者の傷害予防における科学的根

拠

スポーツで生じる傷害の多くが結合

組織に発生するものであることから、

結合組織の枠組みのサイズ、密度ある

いは力の作用に対する性質の変化が傷

害の危険性の減少を支援するだろうと

信じることは合理的である（２９,３０）。

組織構造におけるこれらの変化は、筋

骨格系の傷害のリハビリテーションの

基礎を整理し、さらに傷害の減少に役

立つ。限られた数ではあるが、若年者

を対象とした前向きな研究はレジスタ

ンストレーニングを含むコンディショ

ニングプログラムへの定期的な参加が

傷害の発生率を減少させることを示唆

している（表１）。臨床における論証

および実践は、子どもにおけるこの目

的のためのレジスタンストレーニング

の利用を支持していると思われるが

（１２）、幼年期におけるこの種の介入の

有効性は評価されていない。

スポーツ傷害に関するコンディショ

ニングプログラムの影響を検討するこ

とを目的とした、若年者を対象とした

初期の実験のうちの１つは、Cahillと

Griffith（５）によるものである。彼ら

は、プレシーズンのコンディショニン

グを実施した４年間と、プレシーズン

のコンディショニングを実施しなかっ

たそれ以前の４年間における高校生選

手の傷害のデータを比較した。そし

て、ウェイトトレーニング、心臓血管

系エクササイズ、ストレッチングおよ

びアジリティドリルを含む、５～６週

間の身体全体のコンディショニング

が、高校フットボール選手における膝

の傷害の数を減少させ、症状が緩和し

たことを実証した。これらの報告は、

レジスタンストレーニングを実施しな

かった選手では７２.４％（２９人中２０人）

の傷害発生率であったのと比較して、

多要素のコンディショニングプログラ

ムに定期的に参加した男女高校生選手

における傷害発生率は２６.２％（２３２人

中６１人）であったことに着目した

Hejnaら（１５）の報告によって支持され

ている。さらに、リハビリテーション

比率（１つのグループにおける選手数

対傷害からのリハビリテーションに費

やした時間の比率）は、レジスタンス

トレーニングに参加しなかった選手が

４.８２日であったのに対して、レジスタ

ンストレーニングを行った選手では２.

０２日であった。これらのデータは、若

年期においてレジスタンストレーニン

グを実施することによって、傷害を減

少させる可能性を支持するものである

が、トレーニング・プログラムに関す

る詳細は限定されている。また、介入

のどの要素が有効だったか、また、ど

れが不足していたかなどについても明

表1　若年者を対象とした前向き対照化実験：レジスタンストレーニングと傷害防止

文献 n数
被検者 レジスタンス 他の トレーニング

結果*
男／女 年齢 トレーニング トレーニング 期間

Heidt et al., EX=４２ F 14-28 WT、PY、SC CV、SA、FA 7週間 EX群はC群と比べて傷害
2000（14） C=258 が減少

Hewett et al., EX=366 F HS WT、PY FX 6週間 EX群はC群と比べて傷害
1999（16） C=463 F が減少

C=434 M

Wedderkopp et al., EX=111 F 16-18 PR、PY 10カ月 EX群はC群と比べて傷害
1999（31） C=126 が減少

Hejna et al., EX=232 MF 13-19 WT CV、SA、 1年以内 EX群はC群と比べて傷害
1982（15） C=29 が減少＋

Cahill and Griffith, EX=--- M HS WT CV、FX、SA 5～6週間 EX群はC群と比べて傷害
1978（5） C=--- が減少

＊例外を除いて、統計的に有意、＋記述的観察
EX=実験群、C＝対照群、F＝女性、M＝男性、HS＝高校生、WT＝ウェイトトレーニング、PY＝プライオメトリックス、SC＝コードドリル、CV＝心臓血管系エクササ
イズ、SA=スピード＆アジリティドリル、FX=柔軟性エクササイズ、PR＝固有受容トレーニング、---＝記載されず
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らかにされていない。

最近、Wedderkoppら（３１）は、ヨー

ロッパの女性ハンドボール選手（１６～

１８歳）に対するレジスタンストレーニ

ングの影響を検討した。この無作為割

付け対照化調査では、介入グループの

選手が１０カ月のシーズンを通じて、１０

～１５分の足関節強化のためのディス

ク・トレーニングを行い、それから、

上肢および下肢のプライオメトリック

トレーニングを行うというプログラム

を実施した。その結果、これらの若年

選手において、レジスタンストレーニ

ング・プログラムがゲーム中や練習中

に発生する急性傷害、およびオーバー

ユースによって引き起こされる障害の

発生率を有意に減少させることを示し

た。コンディショニングプログラムに

参加しなかった選手は、トレーニン

グ・プログラムに参加した選手と比較

すると傷害を起こす危険性が５.９倍高

かったのである。

若年女性選手では膝の傷害発生率が

増加している（４）ことから、研究者

は、この選手群を対象とした傷害発生

率に対するレジスタンストレーニング

の影響に関して多くの研究を行なって

いる。Hewettら（１７）は、高校女子バ

レーボール選手を対象に６週間のジャ

ンプトレーニング・プログラムが着地

のメカニクスおよび下肢の筋力に及ぼ

す効果を評価した。トレーニング・プ

ログラムは３つのフェーズごとに漸進

させ、そこには適切なジャンプおよ

び着地のテクニックについての指導が

含まれていた。ストレッチングはジャ

ンプトレーニングの直前に実施させ、

ウェイトトレーニングをジャンプト

レーニングの直後に行わせた。選手が

トレーニング・プログラムを完了した

後では、身体のメカニクスの改善およ

びハムストリングスの筋パワーの増加

が原因となり、潜在的に危険性の高い

着地時の力が有意に減少したことが報

告されている。

１,２６３人の選手を対象とした追跡の

無作為対照化調査においてHewettら

（１６）は、女子選手における膝の傷害発

生率に対する６週間のトレーニングプ

ログラムの影響を評価した。プライオ

メトリックエクササイズ、ウェイトト

レーニングおよびストレッチングを含

む、週３回の構造的トレーニングプロ

グラムは、高校女子選手における重大

な膝の傷害発生率を有意に減少させ

た。トレーニングを実施しなかった女

子選手のうち１０名は重大な膝の傷害を

負った一方で、トレーニングを実施し

た選手では２名だけがそのような傷害

を発生させた。トレーニングを実施し

なかった女性における傷害発生率は、

トレーニングを実施していない男性と

比べて有意な差は認められなかった。

Hewettら（１６）によって指摘されている

ように、重大な膝の傷害発生率の減少

はおそらく、ジャンプの技術および下

肢筋力における改善を含む複合的な要

因によって引き起こされたとみられ

る。

もう１つの対照化調査において、

Heidtら（１４）は、高校女子サッカー選

手に関する７週間の多要素からなるプ

レシーズン・コンディショニングプロ

グラムの影響を検討した。トレーニン

グプログラムにはウェイトトレーニン

グ、プライオメトリックエクササイ

ズ、心臓血管系コンディショニング、

スピードドリルおよび柔軟性エクササ

イズで構成された。サッカーの試合期

後に、コンディショニングプログラム

に参加した選手は、非トレーニング群

と比較して、有意に傷害発生率が減少

していた（それぞれ１４.７％対３３.７

％）。さらに、この発見は統計的に有

意ではなかったが、トレーニング群は

非トレーニング群（３.１％）と比較し

て、前十字靭帯損傷の発生率がより低

かった（２.４％）。他の報告と同様に、

この研究からのデータもレジスタンス

トレーニングの保護効果に関する論証

の支持を示しているが、コンディショ

ニングプログラムの異なる特徴が全体

的な影響に対してどれくらい貢献した

かを評価することは困難である。

これらのデータを集約してみてみる

と、思春期にある選手におけるスポー

ツに関連した傷害は、レジスタンスト

レーニング、心臓血管系コンディショ

ニングおよび柔軟性エクササイズを含

む異なるタイプの予防戦略に対して比

較的容易に影響されることが示唆され

る。レジスタンストレーニングは傷害

予防プログラムの基盤であると思われ

るが、異なる様式のコンディショニン

グは各々、スポーツに関連した傷害を

全面的に減少させることに特異的な貢

献をするかもしれない。さらに、若年

選手における傷害を減らす要素として

のトレーニング強度あるいは量は確立

されていないが、週３日のトレーニン

グ頻度および少なくとも６週間のト

レーニング期間の継続が、求める結果

を引き出すのに必要であると思われ

る。しかしながら、フィールド条件、

規則施行、器材の調整、不適切な監督

および運動強度などを含むいくつかの

要因が、スポーツ競技における傷害を

引き起こす可能性があることから、エ

クササイズ介入の成果を注意深く解釈

する必要がある。

若年選手のための特別な考慮

いくつかの研究報告は、準備的な

フィットネスプログラムの必要性に疑

問を投げかけているが、以前よりも体

育教科に触れる機会がある選手はかな
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り少なく、ほとんどの若年者はテレビ

鑑賞、ビデオゲーム、ネットサーフィ

ンなどに多くの時間を費やしている（８,

２２）。このような自由時間における身

体的活動の明白な減少が誘引となり、

少年少女の身体はスポーツのためのト

レーニングおよび競技における要求を

扱うには準備不足かもしれない。従っ

て、レジススタンストレーニングによ

るフィットネスコンディショニングの

最も明白な利点のうちの１つは、少年

少女に対してスポーツの練習および競

技における要求に対して準備をさせる

その能力かもしれない。Mediateによ

る予備実験（２０）では、一般的な運動競

技熱および自己効力感の増強により、

レジスタンストレーニングを含むコン

ディショニングプログラムが若年選手

に対して、より強くスポーツ参加の準

備をさせることを示唆している。

Smithら（２８）によれば、もしスポーツ

参加前における基本的なフィットネス

能力の発達に対してより重点が置かれ

れば、若年選手に発生するオーバー

ユースによる傷害発生率を５０％減少さ

せる可能性があるとされている。その

見解に従って、全米トレーナーズ協会

（NATA）は、スポーツの練習実施の

スタートに先立って、高校生選手は少

なくとも６週間前にコンディショニン

グ活動を行うことを提唱している（２

３）。

科学的根拠および臨床的成果に基づ

いて、傷害の減少が主要なトレーニン

グ目的である場合、若年者を指導する

専門職は、エクササイズの選択、およ

びトレーニングセッション間の休息お

よび回復の程度に特別の注意を払う必

要がある。要するに、レジスタンスト

レーニング・プログラムは、若年選手

の毎週のトレーニング・プログラムに

単純に加えられるだけではなく、もっ

と正確に言えば、レジスタンストレー

ニング・プログラムは、その年間を通

して変化する多因子コンディショニン

グプログラムに組み入れられるべきで

ある。場合によっては、若年選手は有

資格者から指示を仰ぐことのできる環

境でのフィットネスコンディショニン

グに対して時間を割くことができるよ

う、実施するスポーツ種目に特異的な

スキルのための練習に費やす時間数を

減少させる必要があるかもしれない。

スポーツ医学の専門家は、コンディ

ショニング不足、不適切なエクササイ

ズテクニック、あるいは不適切なト

レーニング負荷の進度などのために傷

害を負った若年選手の治療に追われて

いる（２４）。

エクササイズの選択

プライオメトリックエクササイズ

は、若年選手における傷害発生率を減

少させることを目的としてレジスタン

ストレーニング・プログラムに適切に

組み入れられてきている。適切な指

導、およびトレーニング強度と量を適

切に用いて進めることで、子どもと青

少年は、この種のコンディショニング

から利益を得ることができる（７,１９）。

プライオメトリックエクササイズはデ

プスジャンプ（つまり、箱からジャン

プして地面へ降りたら直ちに上方へ

ジャンプする）といった高強度ドリル

としばしば関連付けられるが、ジャン

プ、スキップ、ホップ、スローといっ

た一般的な身体活動も、プライオメト

リックスであると考えられる。実際、

ジャンピングジャックとホップスコッ

チは、筋パワーを高めるために筋の伸

張－短縮サイクルを利用することか

ら、プライオメトリックスであるとみ

なすことができる。

傷害予防のためのプログラムにプラ

イオメトリックトレーニングを組み入

れた研究者は、より低強度のドリルか

ら始め、時間をかけて徐々に高強度の

ドリルへと進度を進めた。適切なジャ

ンプテクニックを確認し、実践するた

めの２週間のテクニック養成のプロ

グラムに参加することを被検者全員に

要求したHewettら（１６）によって論証づ

けられたとおり、研究者もまた、より

適切なジャンプのテクニック養成に着

目した。これは任意のレベルの選手あ

るいは非選手のトレーニング、または

リハビリテーションにおいて配慮すべ

き重要な概念である。プライオメト

リックトレーニングに対する他の考慮

としては、適切なウォームアップと適

切なシューズ、十分なスペース、ト

レーニングセッション間の適切な回復

時間、および衝撃を吸収する接地面

（例えばレスリング・マット、吊り

床、天然芝）などが含まれている。ト

レーニングルームとクリニックの床

は、典型的にはコンクリートの床張り

材料でつくられ、その上にカーペット

が敷かれる。この種のサーフェスはプ

ライオメトリックトレーニングにとっ

て理想的ではない。従って、関節への

ストレスおよび増加した傷害の危険性

を減少させるために修正がなされるべ

きである。

休息と回復

どのようにスポーツのトレーニング

および競技から最もいい状態に回復す

るかということよりもむしろ、若年選

手においてはスポーツの準備をさせる

方法について、はるかにより多くの

データが公表されている。しかしなが

ら、傷害を有意に減少させたレジスタ

ンストレーニングを用いた最も前向き

な実験において、日を連続させずに週

３日のトレーニング頻度で実施させた
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という点は注目すべきである。若年者

のための多くのレジスタンストレーニ

ング・プログラムが失敗に終わってい

るが、これはワークアウト間における

適切な回復を考慮に入れていないため

である。多くの子どもおよび青少年

（コーチも同様に）が、休息と回復の

重要性を評価せず、スポーツのための

トレーニングにおいて「より多いほう

がより良い（more is better）」という哲

学を信じこんでいる。パフォーマンス

の減退および傷害の危険性の増加は、

セッション間に適切な休息および回復

時間のない頻繁なトレーニングセッ

ションによって引き起こされる筋緊張

が起因となる可能性がある（１３,１８）。

長期にわたるパフォーマンスの低下

およびトレーニング能力を悪くするこ

とによって特徴づけられる、高強度ト

レーニングによるオーバートレーニン

グを経験した成人のスポーツ選手は１０

～２０％であると報告されている（２

６）。子どもと青少年はまだ成長過程に

あることから、トレーニングセッショ

ン間の休息および回復のためには大人

よりもより多くの時間が必要となると

思われる。回復のための単純な方法

（例えばセルフマッサージ、コントラ

ストシャワー〔温、冷の交代浴〕、ま

た回復を促すドリンク）でさえ、フィ

ジカルトレーニングから回復し、傷害

を回避するための成人の能力に影響を

及ぼす可能性がある（２７,３２）。一方、

若年選手もこれらの方法から同様に利

点を得るかもしれない。リハビリテー

ションの必要性は不適当な回復が由来

する場合があることから、将来的な研

究として、トレーニングと競技から回

復するための若年選手の能力に対する

回復の手段の影響を検討するべきであ

る。

身体的・精神的な回復のための機会

を提供することは、傷害予防プログラ

ムの不可欠な要素であると考えるべき

である。トレーニング・プログラムの

強度および個々のニーズに依存して、

エクササイズセッション間で必要とさ

れる休息および回復の量は変わるかも

しれないが、適切な回復は身体トレー

ニングに適応する能力を促進し、それ

により、傷害の危険性を減少させるで

あろう。さらに、そのことは、セット

数、レップ数およびエクササイズの選

択といったレジスタンストレーニング

変数にのみに着目するように仕向ける

ものであるが、トレーニングセッショ

ン間で行われることが、トレーニング

セッション中に行われることに対して

重大な影響を及ぼす可能性があること

を認識することが重要である。適切な

栄養（適切な水分摂取をを含む）、適

切な回復および十分な睡眠などはすべ

て、以前より熱心に、より長時間ト

レーニングを実施している若年選手に

とっては特に重要である（１１,３３）。

若年者がレジスタンストレーニン

グ・プログラムに参加することによっ

て、傷害発生率を減少させることは可

能だろうか？　レジスタンストレーニ

ング・プログラムの効果はプログラム

デザインに依存すると思われることか

ら、その答えは条件つきではあるが

「はい」である。限られた数の対照化

調査は、レジスタンストレーニングを

含む広範囲のトレーニング・プログラ

ムへの定期的な参加によって、若年者

におけるスポーツに関連した傷害が有

意に減少することを示唆している。し

かしながら、競技性の高い活動（ス

ポーツ）および競争性の低い活動（レ

クリエーションおよびフィットネス）

における傷害発生率の減少に対する異

なったレジスタンストレーニング・プ

ロトコルおよび介入の有効性を検討す

るためには、追跡の無作為対照化調査

が必要となるだろう。

将来の重要な目標は、傷害の原因と

なるメカニズムの解明、および傷害の

危険性を縮小することを支持する最適

な複合的トレーニング活動の確立であ

る。さらに、コーチング教育、プレ

シーズンのフィットネス評価、および

回復手段の選択（適切な栄養およびス

トレス解消法）を含むその他の戦略

が、子どもおよび思春期のスポーツ選

手における傷害発生率の縮小に及ぼす

影響を検討するために要求される。若

年選手がトレーニングや競技に向けて

よりよい準備ができるように我々が継

続的に努力していけば、フラストレー

ション、当惑、失敗あるいは傷害が原

因となって運動競技プログラムからド

ロップアウトする若年者の割合は減少

するだろう。
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