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要約

はじめに

て 8 ヵ月以上トレーニングを行なうこ

ひとつの競技種目に特化した練

今日、若年アスリートの競技環境に

と、主要な 1 種目の競技に集中するこ

習やトレーニングは、オーバーユー

おいては、より若い年齢で競技種目を

と、その競技を極めるために他のすべ

ス障害と燃え尽き症候群のリスク

特化するだけでなく、多量で高強度の

ての競技を止めること、である（14）。

を高める。しかし、このテーマに関

練習や試合を行なう場合がある。この

この 3 つの要素すべてを満たしている

するデータは若い男子アスリート

傾向は、若い年齢での成功や潜在的に

若いアスリートは競技種目の特化度が

に偏り、女子に関する公表された

より長期にわたる成功をめざし、親や

高いといえる。3 つの要素のうち 2 つ

データは少ない。本稿の目的は、特

コーチ、青少年スポーツリーグの存在

に該当するアスリートは特化度が中程

に女子アスリートの競技種目特化

など、周囲の大人たちによって、若い

度であり、1 つだけに該当するアスリー

に重点を置いて、思春期のアスリー

年齢から 1 種目の練習に特化すること

（14）
。
トは特化度が低いといえる

トが抱える潜在的なリスクと競技

に関連がある。競技種目の特化に関す

最近まで、各競技別または男女別に

にみられる特異的な傾向を概説す

る唯一の定義はないが、他のスポーツ

アスリート集団の特化度を調査したエ

ることである。女子アスリートにお

を排除し、年間を通して 1 種目の競技

ビデンスはほとんどなかった。近年、

いては、競技種目の特化度に関連し

だけを集中的に行なうことと考えられ

女性アスリートの三主徴や前十字靭

て傷害とオーバーユース障害が増

るだろう
（13,14）
。単一種目への早期の

帯（ACL：anterior cruciate ligament）

加することを示すエビデンスが示

特化は、20 年以上前に比べると今日は

の損傷、脳震盪の潜在的リスクなど、

されている。思春期の女子アスリー

るかに広く普及しているように思われ

「女性特有」の問題が注目を集めるよう

トがひとつの競技種目に特化して

る。ただし、それを実証するデータは

になったが、競技種目の特化と性別と

いる場合や個人競技に参加してい

十分ではない。

の関係はまだ完全に探究されてはい

る場合は、危険性が高くなるオー

競技種目の特化に関する記述には、

ない。通常、若年アスリートにおいて

バーユース障害をモニタリングす

思春期のアスリートにみられる多数の

は、どちらかの性別に特化した練習や

る必要がある。

パターンが含まれ、特化度（degree of

トレーニングの形式は確認されていな

specialization）によって最もよく把握

い。また、オーバーユース障害のリス

できることが明確にされている
（14）
。

クとその性別や競技種目との関係に関

具体的には、特化度には 3 つの重要な

するエビデンスもきわめて少ない。野

要素が含まれる。それは、1 年を通し

球など男性優位のスポーツにおける練
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習様式については、オーバーユース障

んでいたが、一流以下のバイオリン奏

むことなどが含まれている（7）。同様

害のリスクを高めがちなピッチング様

者の練習時間はそれより少なかった。

にCôtéら（2）も、限界的練習（1）または

式が概説されたり、また男子に限られ

Ericssonの 研 究 はMalcolm Gladwellの

限界的プレー（16）のどちらかを満たす

るが、若い投手のためのガイドライン

ベストセラー『天才：成功する人々の法

集中的なトレーニングについて説明し

が発表されるなど、男子は女子よりも

則
（Outliers: The story of success）
（
』8）

た。またSoberlak＆Côtéは、上級の少

研究者から多くの注目を集めている

の中で強調され、この「 1 万時間の法則

年ホッケー選手の評価
（22）において、

（25）。ところが若い女性アスリートに

（ 10,000 hours rule）」が一般に広く知

競 技 種 目 の 特 化 へ の 3 段 階 を、 ま ず

関する同様のデータ、特に、女子が圧

られるようになった。だが最近になっ

色々試してみる（ 6 ～ 12 歳）、次に特化

倒的に多い体操、ダンス、バレーボー

てEpsteinの『ス ポ ー ツ 遺 伝 子 は 勝 者

する（ 13 ～ 15 歳）
、そして投資する
（≧

ルなどに参加している女子に関する

を決めるか？：アスリートの科学（The

16 歳）と説明した。

データは、いまだに男子ほど調査され

Sports Gene: Inside the science of

てはいない。したがって我々は、競技

extraordinary athletic performance）』

DiFioriら（3）は、カリフォルニア大
学ロサンゼルス校
（UCLA）のアスリー

種目の特化とそれが上級レベルの練習

（5）で は、 こ の 考 え 方 は 疑 問 視 さ れ

トとアスリート以外の学生において競

やトレーニングに及ぼす影響、および

て い る。Ericssonは「限 界 的 練 習

技種目の特化が果たす役割を評価し、

オーバーユース障害も含めた傷害リス

（deliberate practice）」を「厳 し い 練 習

競技種目を特化した年齢に差がないこ

クとの関係など、女性アスリートに関

（hard work）」に取り組む能力と定義し

とを明らかにした。実際、大学で運動

連のある問題を疫学的に再検討する。

（6）
、のちにこの理論は、若いアスリー

競技に参加した理由としては、一親等

トが一流レベルに到達する可能性を高

の近親者がカレッジレベルまたはプロ

競技種目の特化と成功との疫学的関係

めるために応用された。しかしEpstein

レベルのスポーツに参加していたこと

早期に専門的なトレーニングを行

（5）
は、アスリートにはそれぞれ特有の

など、家庭環境的要因が最も多かった。

なうことに利益があるかを解明する

遺伝的素質があり、アスリートは自分

Malinaら（17）は、ある大規模な大学か

ために、エビデンスに基づく若年アス

の能力の限界まで鍛えることはできて

らの報告として、大学生アスリートは、

リートのカウンセリングと競技種目

も、与えられた遺伝的能力を超えるこ

技術的な個人競技に参加しているアス

の特化に関して、包括的なレビューが

とはできないと強く主張している。そ

リートを別とすれば、大学入学前には

行なわれた
（13）
。レビューの実施時点

の意味では、早期に 1 種目の集中的な

多種多様なスポーツを行なっている場

（ 2013 年）
では、リズム体操のアスリー

トレーニングを始めるほうが、様々な

合が多いと報告した。

トだけは 12 歳になる以前から集中的

競技経験を積むことよりもパフォーマ

最近まで、競技種目の特化がどの程

な専門的トレーニングを始めていた

ンスに有利であるとはいえない。この

度広まっているかを具体的に調査した

が、その他のすべての競技では、上級

Epsteinの理論は、若いアスリートにお

研究はほとんどなかった。さらに、現

レベルのアスリートがそのような集中

いてこれまで十分に確認されたことも

在の増加傾向を説明するために必要

的な練習やトレーニングを開始したの

なければ研究されたこともない。しか

な、過去の特化の割合に関するエビデ

は 12 歳以降であった。早期の専門的な

し、実際多くのアスリートは、はるか

ンスもほとんど存在しない。競技種目

練習やトレーニング様式がパフォーマ

に少ない「限界的練習」で、一流レベル

の特化が従来より一般的となっている

ンスに有益であるとの見解を支持する

に到達している（11）。

こと、コーチがその傾向に最も影響を

専門的なアスリートになりうる様々

及ぼしていることを示唆したアスレ

Ericssonらによる音楽家
（バイオリ

な異なる道筋を説明するために、競技

ティックディレクターの調査がかつ

ン奏者）に関する先行研究
（7）による

種目の特化に関する諸理論が登場し

てあったが
（10）
、それを別とすれば、

と、スポーツ関連の成果はおそらく練

た。例えば、Ericssonは超一流になる

そのような特化傾向が生じるとの予

習やトレーニングの負荷と才能レベル

ための複数の段階を説明したが、その

測はなかった。最近実施された、平均

に対して用量依存的反応があること

中には、若い年齢で開始すること、練

年 齢 14 歳 の ア ス リ ー ト 1,191 名 を 対

が示唆された。具体的には、超一流の

習の専門性を高め量を増やすこと、そ

象とした横断的調査では、前述の 3 つ

バイオリン奏者は 1 万時間の練習を積

して全時間をひたむきに練習に打ち込

の特化基準をすべて満たし、高度に特

エビデンスはほとんどない。
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化していると考えられるアスリート

ず、思い出しバイアスと選択バイアス

明らかにした。しかし、個人競技と団

は全体の 28%であった
（14）
。また、さ

があり、具体的な傷害が集計表にまと

体競技どちらでも、傷害の発生率は男

らに以前、アメリカ中西部のテニス

められていない、対照群が存在しない、

女間で差がなかった。例えば、団体競

選手 519 名を調査した研究では（15）
、

スポーツ全般には適用できないなどの

技の参加者の間では、男女とも約 31％

70％近いテニス選手がテニスだけに特

限界がある。

が急性外傷を経験したのに対し、個人

化していたこと、そして特化の平均年

負傷したアスリートを複数の医療機

競技では、急性外傷の診断を受けた

齢は約 10.4 歳であることが報告され

関で比較することにより、様々な競技

の は 男 子 で 18%、 女 子 で 16%で あ っ

た。そして 18 歳までに、95％以上の選

に参加する約 1,200 名の若いアスリー

た。総合的な傷害発生率はよく似てい

手がテニスだけに特化していた。しか

（ 7 ～ 18 歳）を評価した、前向き臨床
ト

る（個 人 73 ％ vs. 団 体 76 ％）に も か か

し、これら 2 件の研究からはっきりわ

研究が行なわれた。競技種目を特化し

わらず、個人競技の参加者はオーバー

かることは、この領域の研究が不足し

た若いアスリートは団体競技により多

ユース障害の発生率が高く（個人 43％

ていると考えられることである。

くの時間を費やすが、自由な運動やレ

vs. 団体 32％）、また、より重度のオー

クリエーション活動には短時間しか参

バーユース障害を負う割合が高かった

競技種目を特化した練習および

加しない傾向があり、アスリートが毎

（個人 17％ vs. 団体 11％）。一方、急性

トレーニングと傷害リスク

週団体競技に費やす時間は、自由な遊

外傷の発生率はほぼ半分であった（個

びや活動の時間のほぼ 2 倍であった。

人 17％ vs. 団体 30％）。

多 く の ス ポ ー ツ 医 学 関 連 団 体 が、
このような競技種目の特化が若いア

そして団体競技と自由な遊びとの時

これらデータは、以前に報告され

スリートのオーバーユース障害や燃

間比率が 2：1 を超えた若年アスリート

ている思春期女子のより高い傷害発

え尽き症候群のリスクを増加させる

は、傷害や重度のオーバーユース障害

生率とは対照的である。Schroederら

可能性が高いとの懸念を表明してい

を負う可能性がより高かった（14）。こ

（21）は、高校生アスリートの大規模コ

る（1,4,16）
。米 国 小 児 科 学 会
（AAP：

のような競技種目に特化したトレーニ

ホート研究において、思春期の女子

American Academy of Pediatrics）

ングは、傷害全体に対しても、また特

は同年代の男子に比べ総合的な傷害

や米国スポーツ医学会議
（AMSSM：

に、回復に最低 1 ヵ月を要する重度の

発 生 率 が 高 い こ と（ 1.88 件 vs. 1.26 件

American Medical Society for Sports

オーバーユース障害に対しても独立し

／ 10,000 回）を明らかにした。このと

Medicine）お よ び ア メ リ カ 整 形 外 科

た危険因子であり、年齢や 1 週間のト

き も、Jayanthiら の デ ー タ と 同 様 に、

ス ポ ー ツ 医 学 会（AOSSM：American

レーニング量の調整後も傷害リスクの

個人競技の参加者は団体競技の参加

Orthopedic Society for Sports

増加をもたらした（14）。

者 よ り も 傷 害 発 生 率 が 高 か っ た。例
えば女子の場合、傷害発生率が最も

Medicine）など、いずれの学会もこの
ような慣行を止めるよう勧告してい

競技のタイプと競技種目を特化した

高かったのは陸上競技選手
（ 3.82 件／

る。裏付けとなるデータが少ないこと

トレーニングおよび性別による違い

10,000 回）、これは女子バレーボール

は認めつつ、これらの学会は、思春期

Jayanthiら（14）は、大規模な多施設

の選手
（ 1.37 件／ 10,000 回）よりも高

前に単一の競技に特化しないよう提

共同研究により、少年少女の競技タイ

かった。しかしSchroederらによる研

言している
（1,4,16）
。Jayanthiらは、米

プ
（団体 vs. 個人）、トレーニング、お

究（21）では、Jayanthiらの研究
（14）と

国中西部の一流ジュニアテニス選手

よび特化度の関係をさらに詳しく調査

は異なり、思春期の女子は思春期の男

519 名（ 7 ～ 18 歳）のコホート
（集団）研

した。著者らは、この来院患者に基づ

子に比べ、オーバーユース障害の発生

究において、テニスに特化した選手に

くコホート研究において、圧倒的に多

率が 2 倍高いことが明確に示された

は潜在的な傷害リスクがあることを明

数の思春期の女子、すなわち 66%以上

（女子 13％ vs. 男子 6％）。この違いは、

らかにした。テニスに集中するために

が主に個人競技（テニスや体操など）

Schroederらによる研究では、急性外

他のすべてのスポーツを止めた選手の

に参加していたのに対し、思春期の男

傷や重度のオーバーユース障害の発生

ほうが、傷害の報告が多い傾向が認め

（サッカー、バス
子の 61％が団体競技

率を考察しなかったことや、競技種目

られた（12）
。この調査結果は一時点で

ケットボール、アメリカンフットボー

の特化と競技のタイプとの関係を考察

の横断的な関連性を示しているにすぎ

ルなど）の試合に出場していたことを

しなかったことを反映していると思わ
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れる。傷害のリスクと傷害の種類に対

オーバーユース障害のパターンと

する性別の影響は、競技のタイプに影

女性アスリート

若年アスリート 1,191 名を対象とし
た研究において、電子カルテを使って

響を受けている可能性がある。すなわ

Straccioliniら（23）は、2,133 名 の 子

診断を確認し、急性外傷か、オーバー

ち思春期の男子は接触／コンタクト競

ども（ 5 ～ 17 歳）の後ろ向きカルテ審

ユース障害か、重度のオーバーユー

技に参加する割合が高いと予想され、

査を用いて、様々なタイプの傷害の性

ス障害かをさらに調査した
（14）
。報

一方、思春期の女子は個人的、技術的

別による違いを調査し、思春期の女子

告 さ れ た 837 件 の 傷 害 の 中 で、 オ ー

な競技に参加する可能性がより高いと

はオーバーユース障害が多く、大きな

バーユース障害が全傷害のほぼ 3 分

思われる。

男女差がみられることを裏付けた。し

の 2 を 構 成 し て い た の に 対 し、 急 性

Jayanthiらは競技のタイプによる特

かし一般的に、団体競技やコンタクト

外傷は約 3 分の 1 であった
（14）。オー

化度を調査した。団体競技の参加者は、

スポーツに参加することの多い男子に

バーユース障害の中では、ほぼ 25%が

個人競技の参加者と比較すると、特化

比べると、女子の多くは個人種目に参

重度のオーバーユース障害で、医師の

の程度が低いか中程度に分類される割

加していることも報告された。負傷し

診断により、少なくとも 1 ヵ月間はス

合が高いのに対し（個人 55％ vs. 団体

た女子の間で、63％がオーバーユース

ポーツへの参加を休止するよう勧め

69%）
、個人競技の参加者は団体競技の

障害を、37％が外傷性障害を報告した

られた
（14）
。この種類の傷害には、腰

参加者に比べ、特化度が高いアスリー

のに対し、男子の間では、オーバーユー

椎または四肢の圧迫損傷、肘靭帯の損

トが多い
（個人 45％ vs. 団体 31％）
。こ

ス障害は 42％だけで、58％が急性外

傷、骨軟骨性傷害および高リスクの骨

のコホート研究においては、特化度が

傷を経験した。Jayanthiらによる研究

端軟骨
（成長板）損傷が含まれていた。

中程度および高度のアスリートは、競

（14）と同様、多くの女子が個人競技に

図 1 は性別による傷害の 3 つのレベル

技を特化していないアスリートと比べ

参加する傾向があり、その結果、オー

（急性、オーバーユース、重度のオー

ると、重度のオーバーユース障害にな

バーユース障害になる可能性がより高

バーユース）の発生頻度を示している。

る可能性が 2 倍も高かった。したがっ

かった。さらに、どちらの研究でも、

Stracclioniらによる研究と同様に、女

て、若い年齢でのスポーツ傷害の予防

オーバーユース障害の総数は急性外傷

子は急性外傷が比較的少なく、オー

対策に関しては、競技種目の特化度が

より多かった。

バーユース（と重度のオーバーユース）

高いアスリートが、容易に特定できる
高リスク群であることが示された。
年齢は、思春期の若者が参加する競

思春期の男子

技種目の特化度と傷害の発生率および

思春期の女子

競技のタイプの関係を調節するもうひ
とつの因子であると思われる。前述の
データと同様（21）、負傷した思春期の
発生頻度（％）

若者は負傷していない思春期の若者
に比べ年齢が 1.23 倍高い
（14）
。この最
近のデータや他のデータから
（21,23）
、
性別と年齢の影響が裏付けられる。す
なわち、年齢が上がるにつれて傷害リ
スクが増加し、そして女子は通常オー
バーユース障害を経験する可能性が男
子より高い。これらの年齢と性別によ
る違いから、高リスク群が再度強調さ
れる。この高リスク群は、
早期のスポー
ツ傷害の予防対策の目標に定めること
ができるだろう。
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傷害のタイプ
（急性、オーバーユ－ス、重度のオーバーユ－ス）
の発生頻度

急性：外傷性／単一イベント、オ－バーユース：非外傷性／単一イベントではない、重度のオーバー
ユース：医師の診断により、概ね 1 ヵ月以上の競技への参加停止を勧告されるオーバーユース障

Number 3

１：急性外傷

2：オーバーユース障害

3：重大なオーバ－ユース障害

が男子に比べて多かった
（ P < 0.012 ）
。

研究結果と一致する。Myerら（18）も

Jaegerなど）
。女子プロツアーに参加

図 2 は、競技種目の特化度を加味した

また、膝蓋大腿疼痛の有病率が女性ア

する若い選手のキャリアの行く手に

図である。すなわち、特化度を低レベ

スリート 100 名 あ た り 16.3 名 で あ る

立ちはだかる不安に対応するために、

ル（= 3 つの質問中 1 つに該当）、中レ

ことを明らかにした。これらの症状の

WTAは、適切な年齢資格と時期尚早

ベル（= 3 つの質問中 2 つに該当）、そ

あるアスリートは将来的にACLの損

な試合参加に関する助言を求めて、独

して高レベル
（= 3 つの質問中 3 つとも

傷リスクが高いことを示唆するエビデ

立調査機関である選手育成医学諮問委

該当）の 3 段階に分けて傷害を分類し

ンスがあるため、膝蓋大腿疼痛を有す

員会を設置した。その結果、年齢制限

た。重度のスポーツ関連傷害を負った

る女子のリスクはいっそう深刻である

規則（Age Eligibility Rule）が採用され

女子、具体的には重度となるオーバー

（19）
。

た。このルールでは基本的に、14 歳か
ら 18 歳までの女子選手には、プロの

ユース障害を負い、その結果少なくと
も 1 ヵ月の回復期間を必要とした女子

女子テニス協会の

テニストーナメントに段階的に参加す

の割合は、競技種目の特化度が高くな

年齢制限規則から学ぶ

ることを求め、また、若い選手をプロ

体操を除くほとんどのスポーツで

テニスの環境の厳しい挑戦に徐々に慣

同研究における男子のサンプルでは認

は、早期の専門的なトレーニングパ

らすことを目標とした選手育成プログ

められない。実際男子では、競技種目

ターンに関して綿密な調査が実施さ

ラムを採用した。10 年後の検証結果

の特化度が高くなると重度のオーバー

れることはなかった。1980 年代およ

は、23 歳以前の早すぎる引退は 7%か

ユース障害の割合は低下している。こ

び 1990 年代初頭の女子プロテニスも

ら 1％に減少し、選手生命も長くなっ

れらの研究からは、個人的で技術的な

同様である。女子テニス協会
（WTA：

た（20）。これは組織的なプロスポーツ

競技種目に参加している、特化度の高

women's tennis association）では、多く

における年齢資格介入に関する、数

い若年の女子アスリートは、オーバー

の
「天才少女」が登場し、中には 13 歳に

少ない長期的な評価のひとつである。

ユース障害と重度のオーバーユース障

して早くも世界ランクを駆け上がった

WTAの選手育成モデルは、その後も

害を起こす可能性が男子の同等サンプ

選手がいたが、彼らの選手生命は短く、

引き続き若手選手のキャリアの維持に

ルより高いことが示唆される。

のちに燃え尽き症候群や大きな傷害を

客観的な成功を収めているため、他の

経験した
（Jennifer CapriatiやAndrea

競技団体のモデルとして役立つと思わ

るに連れて増加している。この関係は、

高校のサッカー、バレーボール、バ
スケットボールの女子選手 546 名を調
査した別の研究では、競技種目の特化
と膝蓋大腿疼痛との間に相関が認めら

思春期の男子

思春期の女子

れた
（9）。この割合を膝前部痛の他の
原因
（膝蓋腱炎、骨端炎など）について
みると、1 種目への参加を報告した女
の差はさらに広がり、4 倍にも達する。
これは女子アスリートを対象とした研
究であり、また暴露量を説明していな
いため、同様の競技における男子高校

発生頻度（％）

子と多種目への参加を報告した女子と

生アスリートと比較することはできな
い。それにもかかわらず、女性を主な
参加者とするスポーツや女性だけの
スポーツに限らず、他のスポーツにお
いても、女子高校生アスリートのオー
バーユース障害のリスクが高いという
結果は、Stracclioni らやJayanthiらの

低

中

高

急性外傷

低

中

高

オーバーユース
障害

図2

低

中

高

重度のオーバー
ユース障害

低

中

高

急性外傷

低

中

高

オーバーユース
障害

低

中

高

重度のオーバー
ユース障害
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し、推奨強度の分類（SORT：Strength

スメートとバレーボールやバスケッ

of Recommendation Taxonomy）に よ

トボールを 6 時間行なう場合、サッ

適切なカウンセリングによる

るエビデンスレベル
（Aが 高 くCが 低

カーチームに参加する時間は 10 時間

傷害予防

い）
を併記する。

までとする
（14）
（SORT B）

れる。

若いアスリートのトレーニングパ

・レギュラーシーズン前および／また

・団体競技の週ごとの合計時間（トレー

ターンおよびその後の傷害リスクに

はシーズン中の傷害予防に重点を置

ニング、練習、試合など）は、子ども

関するこれまでの評価を通して、将来

いたコンディショニング＆フィッ

の年齢と同じ時間数かそれより少

的に活用できる、エビデンスに基づ

ト ネ ス プ ロ グ ラ ム に 参 加 す る（24）

ない時間とする。例えば、12 歳の子

く助言による傷害予防のモデルを開

（SORT A）

どもがサッカーに参加する場合のト

・団 体 競 技 の 練 習 と 競 技 特 異 的 な ト

レーニングと練習と試合をすべて合

AMSSM
（4）やAAPの よ う な ス ポ ー

レーニングやコンディショニングお

わせた時間は、通常、1 週間に 10 時

ツ医学健康審議会
（Council on Sports

よび試合から、少なくとも週 1 回は休

間までとし 12 時間を超えてはならな

Medicine and Fitness）
（1）などの様々

（SORT C）
みをとる（24）

い
（14）
（SORT B）

発できる可能性がある。これまでに、

な学会や全米アスレティックトレー

・ひとつのシーズン中にはひとつの競

・団体競技の活動時間（競技＋ジム）は、

ナ ー 協 会（NATA：National Athletic

技種目に参加する。参加（練習＋試合）

（コン
週 16 時間を超えてはならない

Trainers Association）
（24）な ど が、

が週 5 日以上にわたるような様々な

ディショニング／トレーニング／練

オーバートレーニングの潜在的リス

種目や複数のチームに参加すること

習／試合など団体競技に関連するあ

ク、競技種目の特化、および予防可能

は避ける。例えば高校の部活の水泳

らゆる活動を含む）
（1,3,4）
（SORT B）

なオーバーユース障害に関していく

だけを行なう。同一シーズンに、部

つかの提案を行なった。これらの方策

活の水泳とクラブチームのバスケッ

には、オーバートレーニングの兆候を

ト ボ ー ル を 同 時 に 行 な わ な い（24）

認識すること、特にリスクの高いアス

（SORT C）

おわりに
思春期の女子アスリートにおける競
技種目の特化に関しては、エビデンス

リートのオーバーユース障害に注意を

・ある種目の試合からは、1 年を通じて

が総じて不足しているが、新たな収集

払うこと、思春期半ばまでは 1 種目の

少なくとも 3 ヵ月間の休養をとる（必

されたデータもある。競技種目の特化

競技に特化しないことなどが含まれ

ずしも連続して取る必要はない）
（24）

は、若いアスリートの燃え尽き症候群

る。大多数の団体が概ねこれらの提案

（SORT C）

や消耗のリスクと関連があると思われ

・ある種目に参加したシーズンの終了

る。しかし最近になって、1 種目に特

た、方策の成果を裏付けるエビデンス

後、少なくとも 1 ヵ月の休養をとる

化した競技練習やトレーニングに関

は強固ではない。さらに、これらが傷

（例えば、水泳のシーズンが 1 月に終

する、独立した傷害リスクがあること

害予防に成功したことを示唆するエビ

了した後、1 ヵ月の休みを取ってか

を示唆するエビデンスが得られた。こ

デンスもまだほとんどない
（1,4,24）
。一

ら春の野球シーズンに参加する）
（24）

の傷害リスクは、競技種目の特化度に

に賛同しているが、これまでに得られ

方で、リトルリーグ野球における投球

（SORT C）

数制限など、よく知られた方策が実際

・思 春 期 の 中 期 ま た は 後 期 ま で、 ひ

には守られていないことを裏付ける若

とつの競技種目だけに特化しない
（1,4,14,16）
（SORT B）

干のエビデンスがある
（26）
。

基づき、オーバーユース障害と重度の
オーバーユース障害にさらに階層化さ
れる。
思春期の女子アスリートはオーバー

すでに公表され、継続的なエビデン

・団体競技
（トレーニング、練習、試合

ユース障害を起こす傾向がきわめて強

スを提供している方策が若干あるた

など）の週ごとの合計時間が、娯楽と

い。この関係は、競技種目の選択とそ

め、若年アスリートを対象として現に

してのスポーツを行なう時間
（休み

の結果としての傷害のタイプに最大の

実施している介入カウンセリングの一

時間や放課後の友人とのバスケット

原因がある。通常、体操、テニス、ダン

部として、我々は、忠実に守れば傷害

ボールなど「自由な遊び」とみなされ

スなどの技術的な個人競技では、特化

を抑制できる可能性がある方策を提案

るスポーツ）の 2 倍を超えてはならな

度がより高くなると考えられる。これ

する。以下に、これら方策の一部を示

い。例えば、休み時間や放課後にクラ

らの多くは、女子アスリートの比率が
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高い競技である。したがって、
オーバー
ユース障害と重度のオーバーユース障
害のリスクが高いアスリートとは、女
性で技術的な個人種目に特化したアス
リートということになるだろう。
技術練習やトレーニングへの参加に
関して、競技種目の特化や多種目への
参加、週ごとのトレーニング量や自由
遊びの割合の増加などに関する提言は
あるが、今のところ、それらを守るこ

1993.
8. Gladwell M. Outliers: The Story of Success . New
York, NY: Little, Brown and Company, 2008.
9. Hall R, Barber Foss K, Hewett TE, Myer
GD. Sport specialization's association with an
increased risk of developing anterior knee pain
in adolescent female athletes. J Sport Rehabil
24: 31–35, 2015.
10. Hill G, Simons J. A study of the sport
specialization of high school athletics. J Sport

Social Iss 13: 1–13, 1989.

Hollings S. Predictors of attainment in rhythmic
sportics gymnastics. J Sport Med Phys Fit 33:
367–377, 1993.
12. Jayanthi N, Dechert A, Durazo-Arvizu R,

に効果的であることを裏付けるデータ

Luke A. Training and specialization risks in
junior elite tennis players. J Med Sci Tennis 16:

び将来実施される研究において、その
ようなリスク軽減対策に、とりわけ思
春期の女子アスリートのような高リス
ク集団のリスク対策に狙いを定めるべ
きである。◆
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