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１. 緒言 

前十字靭帯損傷（以下 ACL 損傷）は、代表的な膝の

スポーツ外傷の１つであり、スポーツ選手にとって致

命的な外傷である。また、損傷した ACL を再建する手

術を行うと復帰するまでに 1年以上かかってしまうこ

ともあり、選手は肉体的にも精神的にも苦しい時期を

過ごすことになる。この致命的な外傷を予防する為に、

受傷機転の把握はその損傷要因を検討する上で大変重

要である。また、受傷後について把握することが、受

傷者だけではなく、受傷者に対する指導の向上にもつ

ながると考えられる。 

 ハンドボール競技は、1 試合で１万メートルを 2 本

走破するのと同程度の有酸素運動であると同時に、無

酸素性パワーも要求される。その多大な運動量とスピ

ーディーな動きの中で、激しい身体接触を伴いながら

展開していく為、障害の発生率が高い球技の 1 つに挙

げられている１）。また、ハンドボールでは「走・跳・

投」の基本動作の中にステップワークとターン、フェ

イント等が混在し、時にはそれに加えて接触やアンバ

ランスな体勢も出現する為、特に下肢関節部にかかる

負担が大きいと言われている。森口１）によると、女子

ハンドボール選手の、障害部位は下肢関節部に集中し

ており、膝関節で 32 件（22.7％）、うち靭帯損傷は 17

件だった。また、橋本４）がバスケットボールなどの競

技において女性は男性よりも 2～10 倍の高率で ACL 損

傷していると報告した。しかし、ハンドボール選手に

おける ACL 損傷の高い受傷率が報告されているにも関

わらず、その受傷機転・予後については十分に把握さ

れていない１）２）。 

そこで本研究は、女子ハンドボール選手における

ACL 損傷の受傷機転・予後の実態を明らかにするため、

アンケート調査を実施し、これらの調査結果から ACL

損傷要因について検討することにより、指導者・選手

の双方が、ACL 損傷要因の実態を把握し ACL 損傷予防

への意識を高めるための基礎資料を得ることを目的と

した。 

 

２. 研究方法 

２－１．研究対象 

全国 17 大学の中で、ハンドボール競技中に ACL 損傷

経験がある女子大学生 46 足を対象とした。 

２－２．研究方法 

 質問紙法による選択法と自由記述を用いた ACL 損傷 

に関するアンケート調査を行った。 

２－３．質問紙の内容について 

（１） 個人のプロフィールについての質問 8項目 

（２） 受傷機転に関しての質問 13 項目 

（３） 受傷後に関しての質問 7項目 

２－４ 分析方法 

 回収した質問紙をデータ入力し、統計パッケージ

(SPSS for Windows ver.11.0J）を用いて単純集計、ク

ロス集計（χ2検定）を、復帰期間の平均値の比較には

t検定を行った。 

３. 結果と考察 

３－１「受傷した時の状況」と「受傷膝」について 

「受傷した時の状況」でみると「フェイント」が最も

多く、次いで「速攻」、「シュート」、「DF・その他」の

順であった。森口ら１）は、ACL 損傷での受傷状況は、

「着地、フェイント」が特徴的であったと報告してい

るように、本研究でも「フェイント」、「シュート（着

地）」、それに加えて「速攻」での受傷が多い傾向が見

られた。これらの状況は、内的要因（筋力・ボディバ

ランス）及び外的要因（接触）によりバランスを崩し、

膝に過度の負担がかかることから受傷が多いと考えら

れる。また、吉田４）の報告と同様、DF に比べ OF（フ

ェイント・シュート・速攻）の受傷が圧倒的に多かっ

た(図 1)。 

 「フェイント」では右にフェイントをかけ、左に抜

く時に右膝が内側に入る「ニーイン・トゥーアウト」

がアンケート集計の結果多く見られた。右利きプレー

ヤーの多くは左にフェイントをかけ、右に抜くことを

得意としている。逆に右から左に抜くフェイントでは、

逆姿勢になる為、体勢を崩しやすく、右膝を受傷した

と考えられる。一方「速攻」と「シュート」では左膝

の受傷率が高かった（図 1）。岩噌２）は、バレーボール

では左足でジャンプし左足で着地することが多いので、

左足の受傷率が高いと報告しているように、ハンドボ

ールでも右利きのジャンプシュートのほとんどは、左

足着地であることから、左足での受傷率が高いと考え

られる。また、速攻はシュート場面が多いことから、

シュート時と同じ要因で受傷したと考えられる。 
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図 1 「受傷した時の状況」と「受傷膝」の関係 

３－２「ポジション」と「受傷したのはハンドボール 

を始めて何年目か」について 

 ポジションの種類別で見た場合、「フローター（左

45°・センター・右 45°）」の受傷率が最も多く、次

いで「ポスト・GK・その他（ほとんどがポスト）」、「サ

2.8 倍 



イド（左サイド・右サイド）」であった。これらは、接

触頻度・強度が強い順に受傷率が高くなると思われる。

また、受傷した場所を見てみると（図３）Ｄ２を含む

Ａ２～Ｅ２のエリア（以下「2」）での受傷率が高かっ

た。「2」での受傷が多いのは、OF での場面において「2」

でのプレーが多くなる為、必然的に DF との接触頻度が

高くなると考えられる。よって、どのポジションでも

「2」での受傷率が高いと言える。 

「フローター」の受傷率は、6 年目以降が 36.4％で

あるのに対し、5 年目までが 63.6％と高い傾向（1.75

倍）が見られた。その原因として、「フローター」は攻

撃の起点であり軸であることから、必然的に接触頻度

が高く、その為自分のボディバランスが未成熟な段階

での接触は、内・外的要因双方から受傷する確率が高

くなると考えられる。 

「ポスト・GK・その他（ほとんどがポスト）」の受傷

率は、5年目までが 12.5％に対し、6年目以降は 87.5％

と高い傾向（7倍）が見られた。「ポスト」は、DF の中

でプレーしているため常に DF と接触していることや、

DF を見て攻めるのではなく背中で感じながらプレー

をするため他のポジションとは視野が違ってくる。ま

た、競技歴が長くなり、競技レベルがあがるとフリー

でシュートを打つチャンスが少ない為、DF の隙間を狙

ってゴールに向かうことが要求される。その為、6 年

目以降に受傷率が高くなっている原因の 1 つと思われ

る。 

「サイド」の受傷率は、6 年目以降が 25.0％である

のに対し、5 年目までのほうが 75.0％と高い傾向（3

倍）が見られた。「サイド」は「A2」・「E2」（図 3）の

ゴール側面方向からのシュートや、速攻でのシュート

（サイドは速攻で得点をいれるケースが多い）が多い。

ボディバランスや筋力が未熟だと、ジャンプシュート

時にバランスを崩したまま着地し、受傷しやすいと考

えられる。また、「サイド」の受傷率を比べると、右サ

イドが左サイドに比べ高かった。右サイドは本来、左

利きプレーヤーのポジションなので、右利きプレーヤ

ーにとっては逆姿勢でのプレーが多く、自分のボディ

バランスや筋力が未熟な 5年目までの方が受傷率が高

くなったと考えられる。 
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図２「ポジション」と「受傷年」の関係 

 

 
図３ 受傷場所 

３－３「受傷した時の心理状況」について 

「受傷した時の心理状況」は、「焦り・精神的に追い

込まれていた」が最も多く、次いで「モチベーション

が高かった」「集中力が途切れてしまった・気が緩んで

しまった」、「その他・無回答」の順であった。この「焦

り・精神的に追い込まれていた」と「モチベーション

が高かった」は精神的には対称的だが、緊張状態とい

う面では一致する。これは松田ら３）がいう逆 U字型理

論の“あがり” という状況にあると思われる。従って、

この“あがり”の状況が受傷を高める要因の 1 つと考

えられる。 

 

４. まとめ 

１）「受傷した時の状況」は「フェイント」が最も多く、

右膝が左膝に比べ 2.8 倍の受傷率だった。右利きプレ

ーヤーの多くは左にフェイントをかけ右に抜くことを

得意としている為、逆にかけたフェイントでは右膝が

不安定になり、体勢を崩しやすくなったと考えられる。 

２）「ポジション」と「受傷年」については、「フロー

ター」・「サイド」の受傷率は 5 年目までの方が高い傾

向が見られ、「ポスト・GK・その他」の受傷率は 6年目

以降の方が高い傾向が見られた。 

３）「受傷したときの心理状況」については、逆 U字型

理論の“あがり” という状況が重なったときに受傷が

多くなると考えられる。 
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