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1． 緒言 

人類が２本の下肢で起立し，歩行する生活をす

る限り，腰痛は宿命的なものであると言われてい

る．近年多くの人が腰痛に悩まされているが，ス

ポーツ選手もその例外ではない．バレーボール競

技においても腰痛は多発する障害の一つであり，

川鉄千葉病院スポーツ整形外科の岡崎の統計によ

ると，バレーボール選手の疾患別の割合は腰痛が

15.7％を占め第一位となっている１）．  
近年，中・高校生の間に，腰痛を訴える競技者

が増えている２）．その中でも高等学校の部活動で

は，中学校の部活動よりも練習の量や質が高くな

るため，腰痛の発生率も高くなると考えられる．

しかし，高等学校では，医学の専門的な知識を要

するスタッフを設けているところはほとんど無く，

腰痛発生後も指導者が休養を与えず，練習を継続

させたり，十分な治療を行わず，競技復帰する選

手が多い． 
そこで本研究では，高校バレーボール部員を対

象とし，バレーボール競技に伴う腰痛に焦点をあ

て，その実態を明らかにするとともに，予防対策

や今後の指導の一助とすることを目的とした． 
 
2．対象と方法 

対象は，茨城県水戸地区の高等学校バレーボー

ル部員，男子 160 名，女子 171 名，合計 331 名と

した． 
 平成 15 年 11 月 22，23 日に行われた茨城県高

等学校男女バレーボール新人大会水戸地区予選会

で，各校顧問に質問用紙を配布し生徒に記入して

もらい，後日郵送にて回収した．回収結果は，男

子 120 名，女子 144 名，合計 264 名(回収率 79.8％)
であった． 

質問紙は個人のプロフィール，競技力，練習の

実施状況，生活習慣，外傷・障害の経験，腰痛の

発生状況，腰痛発生後の治療・リハビリテーショ

ンの有無，障害予防のために心がけていることの

8 項目で構成した． 
 分析は，はじめに，それぞれの項目について単

純集計を行った．次に腰痛経験の有無，腰痛治療

の有無を従属変数，個人のプロフィール，競技力，

練習の実施状況，生活習慣，要因を独立変数とし，

ロジスティック回帰分析を行い，オッズ比とその

95％信頼区間を算出した．また，統計解析は，有

意水準を 5％とした． 
  
3．結果 

全対象者 264 名のうち障害があると答えた者

225 名（85.2％）であった．腰痛を経験したこと

がある者は 103 名(40.9％)であり，腰痛の治療を

行ったことがある者は 65 名(24.6％)であった．腰

痛の有無を性別，学年別に見ると，男子より女子

において，1，3 年生より 2 年生において高い値と

なった(図 1)．治療・リハビリテーションの有無に

ついても同様であった．腰部の障害は指(65.2％)，
足関節(49.6％)についで 3番目に多い 40.91％であ

った．腰痛の種類で最も多かったものは腰痛症で

29.17％であり，次いで腰椎分離症(6.4％)，椎間板

ヘルニア(2.3％)，腰部打撲(2.3％)，その他(0.4%)
の順であった．  
単変量ロジスティック回帰分析の結果，個人の

プロフィールでは，学年，経験年数が腰痛と有意

に関連していた(表 1)．最も強い関連が見られた項

目は経験年数で，3 年未満に比べ，5 年以上 7 年未

満のオッズ比は 3.61(95％信頼区間＝1.82，7.17)
であった．練習の実施状況では，1 週間あたりの

活動日数，筋力トレーニング実施の有無，1 週間

あたりの筋力トレーニングの実施日数，1 日あた

りの筋力トレーニングの実施時間，1 回あたりの

ストレッチの実施時間が腰痛と有意に関連してい

た．最も強い関連が見られた項目は 1 週間あたり

の筋力トレーニングの実施日数で，行っていない

者に比べ，3～4 日行っている者オッズ比は

3.40(95％信頼区間＝1.45，7.98)であった． 
治療の有無を独立変数とし分析した結果，経験

年数，チームの競技力，1 週間あたりの活動日数，

クーリングダウンの所要時間，1 週間あたりの筋

力トレーニング実施日数，1 回あたりのストレッ

チの実施時間の 6 項目が腰痛と有意に関連してい

た．最も強い関連が見られた項目は経験年数で，3
年未満に比べ，5 年以上 7 年未満のオッズ比は

4.80(95％信頼区間＝2.08，11.04)であった．  
 

4．考察 

腰痛経験の割合を性別で見ると，男子より女子

において高い傾向を示した．腰部は脊柱起立筋，

腰方形筋，腹直筋，外腹斜筋，内腹斜筋などによ

り構成され，腰痛はこれらの筋と関係が深いと言

われている３）．また，思春期を過ぎると，テスト

ステロンの作用によって，男子の筋量が女子より

も多くなることが報告されている４）．以上のこと

から女子は男子より腰部周辺の筋量が少なく，腰

部への衝撃に対する筋力が弱いため腰痛の発生率

が高くなると推測できる．  
表 1 に腰痛と関連する要因について示した．学

年，経験年数，活動・実施日数について見ると，

年数・日数・時間が短いものより長いものにおい

て腰痛の割合が高かった．このことより，バレー

ボールの継続年数や日数，時間などの長さが腰痛

と大きく関係しており，時間に伴い，腰部への負

担も大きくなると考えられる．したがって適度な

休養をとることや，オーバーユースにならないこ

と，疲労を長時間蓄積させないことが腰痛を予防

する手段として有効であると言えるだろう． 
腰痛経験の割合を筋力トレーニング実施の有無，

で見ると，行っていない者より行っている者にお

いて高い値を示した．一般的に，筋力トレーニン



グを行うことにより筋力が強化され，外傷・障害

の予防になるものと考えられるが，手段を誤ると

怪我の原因にもなると報告されている５）．本研究

は後者を裏付ける結果となった．一方，腰痛を持

つ選手が再発防止のために，筋力トレーニングを

導入しているために，このような結果が出た可能

性も考えられる．しかし，障害予防のために筋力

トレーニングを行っていると回答したものの割合

は腰痛のある群とない群では差異がなかった．こ

れより，筋力トレーニングが原因である可能性が

高いと考えられる．したがって，筋力トレーニン

グを実施する際には，正しい手段で行うよう留意

する必要があると思われる．しかし，本研究は横

断的データによる分析であり、これについては追

跡調査によって明らかにする必要がある．  
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図 1 性別，学年別に見た腰痛に関する症状， 
治療，リハビリテーション経験者の割合

 

表 1  腰痛と関連する要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ｐ<0.05  

要因 腰痛あり(％）／腰痛なし(％) OR (95％CI）

学年   

  1 年 39(37.9)  ／ 85(52.8) 1.00  

  2 年 59(57.3)  ／  65(40.4) 1.98 (1.18，3.32) 

  3 年 5(4.9)  ／  8(5.0) 1.37 (0.42，4.43) 

欠損値 ‐    ／  3(1.9)     -   -   - 

経験年数   

  3 年未満 19(18.4) ／ 60(37.3) 1.00  

  3 年以上 5 年未満 34(33.0) ／ 55(34.2) 1.95  (1.00，3.82) 

  5 年以上 7 年未満 40(38.8) ／ 35(21.7) 3.61 (1.82，7.17) 

  7 年以上 8(7.8) ／ 9(5.6) 2.81 (0.95，8.29) 

  欠損値 2(1.9) ／ 2(1.2) 3.16 (0.42，23.97) 

1 週間あたりの活動日数   

  5 日以下 12(11.7) ／ 35(21.7) 1.00  

  6 日 43(41.7) ／ 72(44.7) 1.72 (0.82，3.71) 

  7 日 46(44.7) ／ 52(32.3) 2.58 (1.20，5.55) 

  欠損値 2(1.9) ／ 2(1.2) 2.92 (0.37，23.04) 

筋力トレーニング実施の有無  

  行っていない 12(11.7) ／ 35(21.7) 1.00  

  行っている 91(88.3) ／ 124(77.0) 2.14 (1.05，4.35) 

  欠損値 ‐    ／ 2(1.2)     -   -   - 

1 回あたりの筋力トレーニング  

の実施時間   

  行っていない 12(11.7) ／ 35(21.7) 1.00  

  15 分未満 37(35.9) ／ 49(24.2) 2.20 (1.01，4.82) 

  15 分以上 30 分未満 19(18.4) ／ 39(24.2) 1.42 (0.60，3.34) 

  30 分以上 45 分未満 12(11.7) ／ 12(7.5) 2.92 (1.04，8.21) 

  45 分以上 22(21.4) ／ 21(13.0) 3.06 (1.26，7.42) 

  欠損値 1(1.0) ／ 5(3.1) 0.58 (0.06，5.51) 

 

 



 


