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これからの整形外科におけるトレーナーの
役割と地位～みどりクリニックにおける
システムの紹介と提言～

瀬戸口 芳正　医療法人 MSMC みどりクリニック

1. 医療とトレーニングの融合施設
　私、三重県で整形外科のクリニック
をやっております。十数年前、NSCA
ジャパンの理事を務めまして、その頃
からトレーニングの話について色々興
味をもっていました。1997 年くらい
にCSCSを取得しまして、当時、岡田
純一先生、石井直方先生、福永哲夫先
生などの研究者の先生方や事務局長の
尾山末雄氏にトレーニングに関して教
えていただきました。
　当時、まだトレーニングについて知
識がなかったころ、整形外科の医者と
して私が考えていたのは、診察室で単
に患者さんを待って治療するだけでは
なくて、もっと患者さんがどんな運動
を今やっているのか、その人がけがを
しないために、けがから復帰するため
には、どういうリハビリテーションや
トレーニングをしなければいけないの
か、よりリハビリから現場に近いもの

を提供できるようにするにはどうした
らよいかといったことでした。現場の
方々とトレーニングの話をしていて
も、我々にトレーニングの知識がない
となかなか噛み合わない、つまり“共
通の言語”がないから話が通じ合わな
い。であれば私がトレーニングの勉強
すればいいのではないか、ということ
で、当時、名古屋大学の矢部京之助先
生に相談をしたところ、「NSCAジャ
パンというのができた」と聞いて、早
速、入会して勉強しました。
　その後は我々が外来で患者さんを診
るときには、トレーニングの話や運動
のメカニクスの話とかを色々して、そ
こから患者さんに、単に注射をする、
薬を飲むだけじゃなくて「あなたの普
段のこういう動きが問題になっている
からけがをするんだよ」ということを
伝えるようにしました。このような経
緯があって、現在私のクリニックでは

トレーナーも所属し、活動しています。
その中でトレーナーがどういう役割で
活動しているのか、ご紹介したいと思
います。
　選手のサポートには、コーチの戦術・
技術・メンタルのサポートも必要であ
れば、メディカル、つまり我々のけが
に対するサポートも必要ですし、コン
ディショニングコーチ、アスレティッ
クトレーナー、栄養士のサポートも必
要です。どれが抜けても選手のサポー
トというのはうまくいかないし、選手
の力を発揮するためには必要なもので
す。
　医療機関で働くトレーナーは全国に
たくさんいると思います。様々な病院
でトレーナーが働いていると思うの
ですが、アスレティックトレーナーや
ストレングスコーチは、ともに病院の
中ではリハビリの従事者という立場
になることがほとんどです。なぜなら
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両者は医療資格ではないので、病院で
仕事をするにしても、医療保険という
保険制度の中でやっている以上は、そ
の業務が報酬に反映されないからで
す。ですから、あくまで従事者、つま
り「お手伝い」という形になってしまっ
て、残念ながら雑用、雑務係になって
いるケースもかなり多いです。理学療
法士が実施するリハビリの手伝いでス
トレッチの指導をしたり、筋力トレー
ニングをしたり、テーピングをした
り、電気治療を行なうクリニックなど
になると電極を外すのがトレーナーの
仕事になってしまっていたり。専門家
としての力を全然発揮できない状況
が、今の病院の中にはあるかもしれま
せん。それを何とかしなきゃいけない
のではないかということで、もっと患
者さんにも、トレーナーにも、我々に
も良いものを作ることはできないか
ということを考え、私たちの施設の
中に医療法 42 条施設というのを作っ
て、健康増進施設の認可を取り、医療
法人が経営できるフィットネスクラ
ブとして我々が運営しています。そ
の中で様々なサービスを提供するこ
とによって「Win･Win」というよりも

「Win･Win･Win」、近江商人じゃない
ですけど「三方良し」ですね、そのよう
な環境を作ることができました。

医療法 42 条施設
　選手・患者さんにとっては、現在の
医療の中でのリハビリテーションとい
うのは、20 分 1 単位といって 1,600 円、
1,800 円くらいなのですが、時間に制
限があり、保険診療ではそれ以上でき
ません。やりたくてもそれ以上は診療
報酬にならない。つまり 1,800 円以上
は医療機関はお金を貰えない仕組みに
なっているので、1 時間、2 時間やっ
たとしても、それは全部無償サービス

になってしまいます。結局、経営的
にも儲からないのでやろうとしませ
ん。しかし、じゃあ、それで制限され
た 20 分で何ができるんだという話に
なってくる。スポーツ選手のけがを治
すのに、20 分で何かできるかっていう
となかなか難しい。そこで 42 条施設
を作ることによって、自費の部分にな
りますが、これにより公的に、法律上
認められている我々医療法人が行なえ
るサービスとなります。よく医療法人
が自費で診療しちゃうと混合診療など
法律上問題になるのではないかという
ことを言われるのですが、42 条施設
ということであれば、しっかり法律に
則って運営することになり、混合診療
にはなりません。リハビリとトレーニ
ングをしっかり線引きして、リハビリ
を補完し、競技特性に合わせたトレー
ニング、ファンクショナルエクササイ
ズを実施したり、減量、予防医学を提
供します。当院は整形外科として運営
していますが、変形性膝関節症や、股
関節症、変形性脊椎症の患者さんとい
うのは、ほとんどが肥満です。なぜな
ら動きたくても動けないから、どんど
ん体重が増えていってしまうのです。

そういう人たちに 42 条施設フィット
ネスクラブにて半強制的に運動してい
ただくわけですね。その結果、10％
体重減ると痛み止めを飲まなくなる
といった成果が出てきます。外来で

「痛い痛い」で来て、痛み止めを処方し
ましょう、とするのではなくて、2 階
の 42 条施設としてのフィットネスク
ラブで運動してもらって体重を落とす
と、それで薬を飲まなくても良くなる。
当然、高血圧や糖尿病、高脂血症も良
くなってきますし、患者さん自身も筋
肉量が増え、活動量が増えて、動きや
すくなってきます。だから結果的に患
者さんにとっても良いし、選手にとっ
ても良いわけです。当院には毎年冬に
なると、多くのプロ野球選手に来てい
ただいていますが、だいたいプロ野球
選手は 6 ～ 8 時間程利用していきます。
そのほとんどがこの 42 条施設で、ファ
ンクショナルエクササイズやフォーム
チェックなど、様々なことをやってい
ます。一方のトレーナーにとっては、
働き場所を獲得することになるわけで
す。

みどりクリニックにおけるストレングススペース
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医療機関でのトレーナーの役割
　病院で働くことによって、けがの勉
強をし、運動生理学を勉強し、身体の
構造を勉強し、そして医療を勉強し
ながら、今度はトレーナーとしてスト
レングスであったり、色々なアスレ
ティックリハビリテーションの技術を
学んだりするなど、トレーナーにとっ
ても非常に幅広く知識を得ることがで
きるのが、メリットだと思います。そ
して病院の経営者からすれば、保険診
療以外の収益を確保できる。十分にご
飯は食べていけますが、保険だけの収
益に頼っていては、何かこう不完全燃
焼みたいなところがあって、それを払
拭するためには、こういう自費の部分
を法律に則って行ない、それを独自性
として、他にはないサービスを提供す
る医療機関として運営していくことが
ひとつの道なのではないかと考えてい
ます。
　当院でトレーナーとして働くために
必要な知識としては、パフォーマンス
向上のための方法論、リカバリーなど
のリコンディショニング、けがの予防
と治療についてが求められます。そし
て、そういう幅広い知識をもとに、そ
れぞれのストレングスコーチ、トレー
ナーとしての、より専門性を高めた知
識を身につけてもらって、各分野の専
門家と議論できる力を養ってほしいと
考えています。例えば、ACL、前十字
靭帯を切らないようにするにはどうし
たらいいのか、野球選手が肩を故障し
ないようにするにはどうしたらいいの
か、どういうトレーニングが必要なの
か、検査は何が必要なのか、そういう
ことをトレーナーがちゃんと全部理解
した上で自分の専門分野においてこう
すべきだということを主張できるよう
になってほしいです。病院に行った際
に、医者が言うことに関して全部「あ、

そうですか。わかりました。」と言っ
てしまうイエスマンではなくて、「い
や、そうじゃなくて、こうなんじゃな
いですか？」と対等に議論できるよう
な、そういったアスレティックトレー
ナーやストレングスコーチが増えてほ
しい、こういう思いをもって私は施設
を運営しています。

最新の機器が揃う医療機関
　2013 年、三重県津市にクリニック
を新規移転しました。ロビーには当院

で治療して良かったという多くのアス
リートたちからの記念のグッズが置か
れています。
　私一人でクリニックを経営してい
ますが、MRIやCTも置いています。
MRIは 1.5 テスラといいまして、軟
骨の病質をしっかりと判別できます。
T 2 マッピングといって、軟骨がある、
なしだけじゃなくて、軟骨が変成して
いるかしていないか、そこを見ること
ができます。さらにボリューム撮影と
いって、三次元的にデータを全部撮っ

アスリートがトレーニングに取り組む様子

リハビリテーション指導の様子
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てあるので、後からある部分の角度を
変えて見たいなと思ったら、そのスラ
イスを作り直して再構成することがで
きます。さらに 3 DのCT、超音波、体
外衝撃波というのもありまして、骨折
が非常に早く治ります。アキレス腱炎、
膝蓋腱炎、腱板炎などにも、かなりの
効果を発揮しています。
　手術を行なう場合、大学病院の手術
室をお借りして今でも関節鏡の手術を
中心にやっています。リハビリは先ほ
どお話しした 42 条施設として 160 平
米のスペースでトレーナーが 11 名ほ
ど所属しており、選手の復帰のために
スタッフ全員で頑張ってくれていま
す。現在、だいたい、登録の会員数
で 1,500 名くらいです。私が診察をし
て、「あなたはトレーニングやったほ
うがいいよ」と伝えて実施してもらっ
たり、けがでギブスした高校生に、
フィットネスクラブで動くところは動
かしてください、と伝えたりします。
あるオートバイライダーは、かかとの
骨が粉砕骨折で手術ができないくらい
バラバラになってしまっていたケース
があったのですが、ギブスしたまま
フィットネスクラブに上がってもらっ
て、可能な範囲でトレーニングを実施
してもらいました。その後、腫れが引
いたら、より追い込みつつ、低酸素室
でもトレーニングしてもらって、粉
砕したかかとの骨が 2 ヵ月で歩行でき
るくらいまでになって、オートバイの
レースにもさらに 2 ヵ月で復帰したと
いうかなり早いケースがありました。
骨折の治癒もかなり早いです。安静を
とってじーっとして治るまで待つので
はなく、攻めるようにアプローチしま
す。壊れたところは仕方がないから、
壊れていないところを攻めたらいいの
です。すると血行が改善しますし、身
体の中からホルモンなどが分泌されま

すので、それが骨の治りを早くしてく
れるんですね。
　また、常圧低酸素トレーニング室と
いうものも作っております。部屋の中
に、酸素をある膜で分離した酸素の少
ない空気を充填することによって、圧
力をそのままにした低酸素室です。だ
いたい標高 4,000 m相当まで設定でき
ます。常圧ですので、圧力隔壁を作る
必要がなくて、普通のアルミサッシ
のドア 1 枚で出入りできる状態になっ
ています。一方で抜いた酸素はひとつ
の部屋に集めて、高酸素室にしていま
す。低酸素室と高酸素室があるわけで
すね。低酸素室というのはいわゆる“高
地トレーニング”みたいなものなもの
ですが、この環境でトレーニングする
と有酸素性の能力が改善します。これ
はもう皆さんご存じのとおりです。ま
た、低酸素室で無酸素性のダッシュと
いったトレーニングをすると、無酸素
性能力も改善します。200 m走、400 m
走が酸素が少ない状態でも走れるよう

になります。血中の酸素飽和度を測定
しながらダッシュしてもらうと、酸素
飽和度が下がる人は 70％を切ります。
65％を切ってくるとブラックアウト、
つまり意識を失うくらい血中酸素濃度
が下がるのですが、常酸素環境でどれ
だけ追い込んでも、なかなかその状態
というのは作れません。なぜなら常酸
素では呼吸性の代償が入るので、血中
酸素濃度が下がることはまずないから
です。低酸素環境でダッシュすると、
そもそもの酸素飽和度が下がりますの
で 70％を切るくらいにでき、このよう
なトレーニングをすると、酸素借が改
善することにより有酸素性能力だけで
はなくて無酸素性能力も向上するとい
うことがわかっています。
　さらに、当院ではKEISER社に協力
いただいて、低酸素トレーニング室の
中でウェイトトレーニングをできるよ
うなラックを取り入れました。低酸素
室でトレーニングをすると、いわゆる
加圧トレーニングと同じような効果

低酸素室とトレーニング機器
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で、成長ホルモンの分泌を刺激するこ
とが期待できるので、筋肥大効果が高
まります。こうした効果が得られると
いうことは、パフォーマンス向上だけ
ではなく、けがをした後の効果的なリ
ハビリにも非常にアドバンテージがあ
るということです。低酸素環境を応用
したリハビリテーションというのはお
そらく今後主流になってくるでしょ
う。アメリカでの文献を調べたところ、
低酸素環境を応用したリハビリテー
ションというのは、研究ベースではま
だみられません。ですから、おそらく
当院が世界で最初だと思います。今後
データを蓄積して、皆さんにデータを
示すことができるようになるといいな
と思っています。
　それから、最大酸素摂取量も測れる
ようにしてあります。もちろん病院で
すので、血液検査もすぐできますから、
尿酸値だったり血液データや様々なも
のを取りながらトレーニングを実施で
きます。こうした複合的なデータも将
来公表していきたいと思います。
　当院の施設を活用すれば、リハビリ
に応用することによって患部以外の能
力を維持するだけではなく、廃用性筋
委縮の早期回復の効果も望めます。そ
して、低負荷で行なうことで、より効
果を上げることができる。つまり、常
酸素ほど追い込まなくても、軽いト
レーニングでも常酸素と同じくらいの
効果が得ることができるというわけで
す。このことは、高齢者にも非常に有
効です。高齢者の方々に低負荷でト
レーニングしていただくことで、より
心肺系に負荷をかけることができるよ
うになり、高齢者におけるリハビリ
テーションにも応用可能である我々は
考えています。
　 当 院 に お い て は、Extracorporeal 
Shockwave Therapyという体外衝撃

波を用いた治療法も行なっています。
まだ日本に入ってきて間もないのです
が、今まで腎臓の結石を衝撃波で割っ
て砕いて、尿から出すという治療法が
あって、それを整形外科用に変えたも
のです。これを患部に実施することに
よって、骨の中に小さな骨折を作るこ
とができます。すると、疲労骨折など
なかなか治らなかった骨折などが、み
るみる良くなっていきます。また、ア
キレス腱炎とか膝蓋腱炎などの腱の腫
脹に対して体外衝撃波を実施すると、
ぐっと腫れが引いてきて治りが早いの
です。今後おそらく、この体外衝撃波
が我々スポーツのリハビリテーション
の中では、大きな柱になる可能性を
秘めていると考えています。まだま
だ、細かい正確な根拠が明らかになっ
ていないのですが、これから非常に期
待できると思います。具体的な症例を
紹介しますと、内果の疲労骨折を起こ
した 17 歳、三段跳びの選手で、発症
して 2 週間で当院を受診した時点で完
全に折れていました。とりあえず固定
して免荷しました。その後、体外衝撃
波を最初の 3 日目、2 週目、4 週目…と
実施しました。最初にやって 2 週経っ
たところで、痛みが 10 分の 7 に、2 回
目に実施して初診から 4 週経ったとこ
ろで痛みがほぼ消えました。骨が 6 週
経った時点でほぼくっついていまし
た。1 ヵ月半で、この疲労骨折がほぼ
治り、この人はもう 2 週目でギブスを
外して、4 週、6 週目には普通に歩行
していました。そして 8 週後にはラン
ニングを開始しました。通常の回復過
程と比べれば格段に早い治りだと思い
ます。患者にとってより有効な治療と、
これと合わせたトレーニングを適切な
タイミングで実施していくことが当院
の考え方です。

当院でのトレーナーの働き方
　当院でのトレーナーの業務ですが、
前述のような治療とトレーニングを実
施するクリニックですので、そこで働
くトレーナーの業務というのは診察介
助、つまり診察を手伝ったり、トレー
ナーとしての会員さんの体力評価、ア
スリートコンディショニング、健康教
室、栄養分析・指導、動作解析、院外
のトレーナー派遣や講師派遣といった
業務を担当しています。特徴的なのは、
私（医師）の診察の前に予診をとっても
らうことです。患者さんと話をして、
患者さんの所見をとったり色々やって
もらう中で、病気や傷害に対する知識
を得て、MRIやレントゲン、CT画像
が読めるようになり、血液検査のデー
タや薬の内容がわかるようになるな
ど、医学的な知識がどんどん身につい
ていきます。また、手術室にも立ち合っ
てもらっていますので、清潔操作を勉
強してもらいつつ、僕が手術するのを
目の前で見てもらって、半月板や軟骨
を触ってもらったり、前十字靭帯の再
建方法など、実際、目で見ることがで
きます。この過程を経た上でフィット
ネスのほうでアスレティックトレー
ナーにはプログラムを考えてもらうの
です。メディカルエクササイズ、アス
レティックリハビリテーション、スト
レッチ、テーピング、そして物理療法
の補助もやってもらいます。また施設
には、一般会員、クリニックの会員、
アスリート会員のほか、年齢制限を設
けていませんので、下は小学生から、
上は 80 歳を超えるおばあちゃんまで、
フィットネスクラブに来て運動してい
ます。こうした様々なクライアントに
プログラムをデザインして指導しま
す。
　また、クリニックで身につけた知識・
技術をもとに、院外の色々なチームに
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常勤のトレーナーとして派遣もしてい
ます。当院では今、hondaのラグビー
部にアスレティックトレーナーを派遣
しています。当院で身につけたものを
もとに、様々な事象を、それが重傷な
のか軽傷なのか、病院に行ったほうが
いいのかそれとも練習継続でいいの
か、自分で判断します。また、病院で
治療して戻ってきた選手を再度グラウ
ンドに戻すためには、どのようなアス
レティックトレーニングをしたら良い
のか、ファンクショナルエクササイズ
は何をしたら良いのか、テーピングは
どうやって巻いたら良いのか、という
ようにアスレティックトレーナーとし
てその職務範囲において活動します。
　中でも非常にいい成果が出たのが、
あるプロ野球チームです。3 年前から
チームのリハビリやリコンディショ
ニングに協力させていただくことに
なり、昨シーズンは 1 軍の投手が肩肘
の故障で降格することをゼロにでき、
チームも素晴らしい成果を上げること
ができました。もちろん、これは我々
だけの力ではなくチームの素晴らしい
スタッフの方々のご理解と尽力があっ
ての成果ですが、我々としてもとても
誇らしい成果でした。その中でもチー
ムに帯同させていただいたトレーナー
は、素晴らしい経験とトップの選手か
らの大切なフィードバックをいただき
ました。我々の方針が間違いないと確
信を得ることもできました。
　当院のある三重県には、鈴鹿サー
キットがありますので、色々なレース
の方々とのお付き合いも深いです。鈴
鹿サーキットで私が医師団長といっ
て、メディカルの責任者をやらせてい
ただいておりますので、その関係も
あって、当院のスタッフもレース時に
ライダーやドライバーのお世話をさせ
ていただいています。Ｆ 1 などのビッ

グレースのときに、選手の後ろに黄色
い回転灯を回して走っている車をドク
ターカーというのですが、以前私も
乗っていました。今は、若い先生に譲っ
て、私は乗っていませんが。Ｆ 1 の
ときはだいたい、事故が発生してか
ら 30 秒以内にファーストタッチしま
す。最初のドクターが、すぐに現場に
着けるようにということで、約 6 kmの
コースに 20 人のドクターが待機して
います。私たちはその 20 人のドクター
に「～先生行ってください」とコマンド
するのが仕事です。
　各種レースのときもトレーナーに帯
同してもらって、レーサーがどういう
ことをやっているのかというのを色々
経験してもらってます。
　こうした様々な活動を通して、我々
は所属するアスレティックトレーナー
をどのように育てていこうか、ストレ
ングスコーチをどうやって育てていこ
うかということを試行錯誤している状
態です。病院の経営としてもメリット
があり、トレーナーを育成するという
意味でも非常にメリットがある。ト
レーナーにきちんと医療現場の中にお
いても自分の働く場所、「城」を提供し
て、そこで、ここは自分たちがこのよ
うにやっていくんだという場面がある
ことが重要です。それが保険診療とは
異なる収入源になるところまで成長す
れば、病院としても助かります。そし
て何よりも、患者さんにとって、保険
診療で制限された医療ではなくて、前
述に紹介したような、色々なトレーニ
ングを通して、クオリティの高い、効
率的なサービスを受けることのでき
る 42 条施設を作っていくことが良い
のではないかと考えています。今後こ
ういう施設が、どんどん増えてくると
思います。実際、当院のやり方を聞い
て、全国から多くのドクターが見学に

来ます。そして私たちのやり方を参考
にして、病院の中に 42 条施設として
のフィットネスクラブやトレーニング
ジムを作っています。ですから、これ
からもっともっと、整形外科が中心に
なってやっていくメディカルフィット
ネスが、業界として増えていくと思い
ます。なかなか今まで 42 条施設で黒
字を出している施設はなかったと思う
のですが、これはドクター側が積極的
に運動するいうことに関して介入して
いかなかったからだと思います。しか
し、我々ドクターが介入して色々なア
プローチをすることによって黒字化す
ることは十分可能ですし、先ほど言い
ました「Win･Win･Win」の三方良しで、
我々経営者にも良い、選手や患者に
とっても良い、中で働くアスレティッ
クトレーナー、ストレングスコーチに
とっても良い環境が提供できると、そ
う信じてます。ただ、忙しいです。相当、
エネルギーをもって働かないと、くた
びれてしまいます。もっと余裕をもっ
て働ける環境ができるようにこれから
も色々また改善しながらやっていきた
いと思っています。◆


