
スポーツ障害のお話



スポーツをすることで起こる障害
スポーツ外傷とは区別する

使い過ぎ障害、使い過ぎ症候群

スポーツ障害

長期的に同じスポーツを続けることなどにより、
体の一定の部位に負担がかかって起こる障害。
スポーツにおける体の使い過ぎ（オーバーユー
ズ）が原因



1, 骨の評価
各関節ともに，適切なレントゲン撮影を行い，
詳細な評価を行います

スポーツ障害の診察

2, 靭帯，軟部組織の評価
Carter指数などを用い，関節の柔らかさなどを
評価します

3, 筋肉の評価
一般的な評価に加え，専門のスポーツに適する
筋肉の評価を行います



肋骨 - ゴルフ、野球
肘頭 - 野球、やり投
鎖骨- 剣道、ラグビー
尺骨- ソフトボール
脛骨 - 疾走、ジャンプ
腓骨- 疾走、ジャンプ
大腿骨- 疾走、ジャンプ
骨盤- 疾走、ジャンプ
中足骨 - 疾走、ジャンプ
足根骨- 疾走、ジャンプ

疲労骨折

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Skelett-Mensch-drawing.jpg


SLAP損傷（上方肩関節唇損傷）：関節唇の
上腕二頭筋腱付着部の剥離や断裂

野球肩、水泳肩、
テニス肩 、ゴルフ肩
バレーボール肩、
バドミントン肩

肩のスポーツ障害

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Gray328.png


離断性骨軟骨炎：１０代におこる骨端症
骨と軟骨が剥離して、遊離体となる事がある。

野球肘、
テニス肘、
ゴルフ肘、

肘のスポーツ障害

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:OCD_WalterReed_MRI-Sagital-T1.jpeg


１、膝の解剖

膝の障害

２、障害・外傷の種類と診断

３、障害・外傷の治療

クリニックにて詳細に



膝関節は４つの骨から構成されています

脛骨

大腿骨

膝蓋骨

腓骨

軟骨



日本人の下肢の骨の形状

欧米人と日本人では骨の形状が異なります

日本人はO脚が多い

逆にX脚も問題となります



1, O脚、 Ｘ脚、 neutral（中間アライメント）

膝周辺のアライメント（位置関係）のチェック

2, 反張膝 （Carter 指数）

3, Q角 (大腿骨長軸と膝蓋腱の角度)

4, 下腿の捻れ

膝伸展位と屈曲30度で評価

5, 膝蓋骨の位置

やぶにらみ、squinting、 frog eye、 中間位



Ｑ角と 膝外側角

膝蓋骨

膝蓋腱

Q角

膝外側角

大腿骨

脛骨

膝がX脚(膝外側角で評価)もしくは脛骨粗面が外側へ
位置する（Q角で評価）と膝蓋骨は脱臼しやすい



Type I

Type III：脱臼症例に多い

Type II

膝蓋骨の形態の分類



膝蓋骨の高さ

膝蓋骨

膝蓋腱

膝蓋腱の長さ（T）
÷

膝蓋骨の長さ（P)

正常 0.8 < T/P < 1.2

Patella baja T/P < 0.8

Patella alta 1.2 < T/P 
膝蓋骨が高い
膝蓋骨亜脱臼の症例に
多い



脛骨顆部の形状の評価

脛骨顆部の顆部の後方回転が大きいと前十字靭帯への
負担が大きくなる可能性があります

Angle AW (脛骨顆部後方回転角）



膝蓋骨の下の痛みの評価方法のひとつ

脛骨顆部前壁の傾きが小さいと，膝蓋腱との隙間が狭
くなり，脂肪体炎などが起こりやすくなると考えてい
ます

Angle IP (膝蓋下スペース角）



大腿骨膝蓋溝の評価 Sulcus angle

膝蓋溝の最底点から内外側顆最高点へ引いた線の
なす角

正常１３８度程度

外側顆の低形成があると本指標は小さくなり、膝
蓋骨は外側へ脱臼しやすい



膝蓋骨と膝蓋溝の評価

膝蓋骨の Wiberg 指数 膝蓋溝の Trochlea length ratio

膝蓋骨の 外側関節面距離を
膝蓋骨の幅で除した値

膝蓋溝の 外側関節面距離を
内側関節面距離で除した値



CT 像レントゲン像

反復性膝蓋骨脱臼



関節の柔らかさを示す指標
Carter index

指が背屈で
前腕と平行

拇指が掌屈で
前腕につく



足関節過背屈 膝過伸展

肘過伸展



膝蓋大腿関節障害(膝蓋骨亜脱臼障害)

主な膝の障害

分裂膝蓋骨

離断性骨軟骨炎

付着部炎

タナ（滑膜ヒダ）障害

脛骨疲労骨折

膝蓋下脂肪体炎



膝蓋骨の位置異常

正常
膝蓋骨
亜脱臼

膝蓋骨
脱臼



分裂膝蓋骨



分裂膝蓋骨



・１年程前から運動時の右膝痛が出現していたが、徐々に
疼痛が増強し歩行困難も出現

離断性骨軟骨炎



３D-CT

MRI

骨軟骨欠損部



付着部炎(ジャンパー膝)

大腿四頭筋の収縮により
膝蓋骨が上に引っ張られ，
膝蓋腱も上に引っ張られ，
膝蓋腱が脛骨についている
付着部で炎症が起こると
オスグッド病が発症する事が
あります

オスグッド (シュラッター) 病

シンディング
ラーセン・
ヨハンセン病



オスグッド (シュラッター) 病

右膝 左膝



オスグッド バンド



タナ（滑膜ヒダ）障害



脛骨疲労骨折



スポーツ外傷

スポーツ障害とは区別する

骨折、脱臼、捻挫、打撲、肉離れ 等

RICEが重要

捻挫は、治りにくい？



急性期の対応

RICE療法

Resting 
Icing 
Compression
Elevation 

あれやった

あっぱく
れいきゃく
やすむ
たかく上げる



半月板損傷

主な膝の外傷

十字靭帯損傷

側副靭帯損傷

膝蓋骨脱臼・亜脱臼

筋肉挫傷



円板状半月板



内側側副靭帯損傷



スポーツ選手の
障害，外傷

健常者

スポーツ復帰

スポーツ選手の身体能力

メディカル リハビリテーション

アスレチック
リハビリテーション

スポーツドクター

スポーツＰＴ

コーチ(AT)
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