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1.緒言 

 近年スポーツを行っている多くの人が腰痛に悩

まされている。様々なスポーツ動作において腰仙

部は動作の中心となるため、腰仙部への負荷は大

きくなる。このような負荷の蓄積や年齢、練習量

などが腰痛の原因になると考えられる１）。また、ほ

とんどの競技は立って行われるため、抗重力筋で

ある脊柱起立筋群は自然と強化され、腰椎の前弯

が強まることによって椎間板への内圧が高まり、

腰痛になりやすいと考えられている２）。 

 これらの原因に加え、近年腰痛と下肢の筋バラ

ンスにおいて関連があるのではないかと考えられ

るようになった。陸上選手における腰痛と下肢の

筋バランスの関係について調べた笠次の研究３）に

よると、腰痛のある選手とない選手の下肢の筋力

と筋バランス、筋柔軟性を測定し、比較したとこ

ろ、腰痛のある選手は膝屈筋群と伸筋群の筋力比

(以下 H/Q 比とする)が低く、ハムストリング・大

腿四頭筋共にタイトネスが見られた。このことか

ら、笠次は下肢筋群の筋バランスや筋柔軟性が腰

痛と関連している可能性があると述べている。 

 次にサッカー選手に着目する。サッカー選手は

走る・飛ぶ・蹴るという動作の中で大腿四頭筋は

自然と鍛えられているが、ハムストリングは比較

的弱いことが多く、タイトネスが見られることも

多い４）。更にキックやターンなどの動作中にひねり

やねじりの動作が多く見られ、腰部への負荷も大

きい。市川５）は、サッカー選手における腰痛症状

の発生頻度は 56.25％であると述べており、約 2人

に 1人が腰痛を抱えていることになる。 

 これらのことから、サッカー選手の腰痛は自分

自身の筋バランスや筋柔軟性を認識し、トレーニ

ングやストレッチを実施して能力を向上させるこ

とで症状を改善できるのではないか、また現在症

状のない人も、足りない部分を補うことで予防で

きるのではないかと考えた。 

 本研究は、下肢の筋肉を中心とした筋力トレー

ニングと体幹の強化や安定性向上を目的としたマ

ットトレーニング前後の H/Q 比、及びトレーニン

グと並行して行うストレッチ前後の体幹と膝屈筋

群・伸筋群の筋柔軟性テストの結果を比較し、こ

れらのトレーニングやストレッチが、腰痛の症状

改善や予防に対して与える効果について検討する

ことを目的とした。 

 

2.研究方法 

2-1 対象 
 測定は茨城大学の男女サッカー部員19名(男子7

名、女子 12 名)を対象として行った。19 名の被験

者をランダムに、部活動に加えて筋力トレーニン

グとストレッチを行ったトレーニング群8名(男子

4名・女子 4名)と、対照群 11 名(男子 3名・女子

8名)に分けた。トレーニング群 8名の中で現在腰

痛症状のある者は 2名、以前あったが現在は症状

がない者が 3名、全くない者は 3名であった。 

2-2 トレーニング内容 

 トレーニング群は、体幹と下肢の筋力の向上と

安定性向上を目的とした筋力トレーニングとマッ

トトレーニング、及び体幹及び下肢の柔軟性と可

動域の向上を目的としたストレッチを 8週間行っ

た。トレーニングは週 4回以上、ストレッチは毎

日行うように指導した。 

2-3 測定 

 測定はトレーニング期間の前に 1回と後に 1回

行った。膝屈曲伸展筋力の測定には、CYBEXJAPAN

製 CYBEX770-NORM を用い、角速度 60deg/sec の条

件でピークトルク値を求めた。また測定したピー

クトルク値から H/Q 比を求めた。筋柔軟性は長座

体前屈、SLR、大腿四頭筋のテストによって測定し

た。SLR は 90 度以下、大腿四頭筋のテストは指 4

本分以上のひらきのある者を陽性とした。 

 腰痛症状の変化はトレーニング後の測定時にア

ンケートを行い、変化を調べた。 

2-4 統計処理 
 トレーニング前後の測定結果に対応のあるｔ検

定、被験者群間について対応のないｔ検定を行い

平均値の差の検定を行った。 

 

3.結果・考察 

3-1 H/Q 比 
 トレーニング前のトレーニング群のＨ/Ｑ比は

26.0～72.6％(平均 52.9％)で、トレーニング後は

38.9～71.5％(平均 52.7％)だった。トレーニング

前後の H/Q 比に対応のあるｔ検定を行ったところ

有意な差は見られなかった。また、対照群の結果

と対応のないｔ検定を行ったところ、有意な差は

見られなかった(図 1)。 

 H/Q 比においては、トレーニング後の測定前にオ

フ期間があったことが影響してしまい、両群共に

同じような結果が得られたと考えられる。 

3-2 長座体前屈 
 トレーニング前のトレーニング群における長座

体前屈の値は 40～54cm(平均 49.25cm)で、トレー

ニング後の値は 49～59cm(平均 56.4cm)だった。ト

レーニング前後の値に対応のあるｔ検定を行った

ところ、有意な差が見られた(p<0.05)。またトレ

ーニング群と対照群の 2回目の値について対応の

ないｔ検定を行ったところ、有意な差が見られた

(p<0.05)[図 2]。これはストレッチによって柔軟性

が向上したためと考えられる。 

3-3 SLR 

 トレーニング前のトレーニング群における SLR



の数値は 80～120 度(平均 100.6 度)で、トレーニ

ング後の数値は 95～130 度(平均 110.9 度)だった。

トレーニング前後の平均に対応のあるｔ検定を行

ったところ有意な差が見られた(p<0.05)。またト

レーニング群と対照群の 2回目の数値について対

応のないｔ検定を行ったところ、有意な差が見ら

れる(p<0.01)[図 3]。 

 また、トレーニング前に陽性と判断された 8脚

(トレーニング群 6脚・対照群 2脚)のうちトレー

ニング群の 6脚は、トレーニング後の測定では全

員陰性となったが、対照群の 2脚は改善されず、

更に陰性だった 3脚が陽性と判断された。トレー

ニング群において有意な変化が見られたのは、ス

トレッチによってハムストリングの柔軟性が向

上・維持されたと考えられる。 

3-4 大腿四頭筋の柔軟性テスト 

 トレーニング前の測定時にトレーニング群 2名

と、対照群 3名が陽性と判断された。トレーニン

グ後の測定ではトレーニング群の 2名は陰性とな

ったが、対照群の 3名は改善されず、更に陰性だ

った 1名が陽性と判断された。トレーニング群に

おいて有意な変化が見られたのは、ストレッチに

よって大腿四頭筋の柔軟性が向上したためと考え

られる。 
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図 1 H/Q 比の平均値の変化 
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  図 2 長座体前屈の平均値の変化 ＊p<0.05 
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    図 3 SLR の平均値の変化 ＊p<0.05 
                   ＊＊p<0.01           

3-5 腰痛症状 

 トレーニング後のアンケートより、トレーニン

グ群で以前から腰痛症状のあった者 2名のうち 1

名は症状に変化がなかったが、もう 1名は腰痛症

状が出なかった。以前は症状があったが、今はな

い者 3名と、腰痛症状はない者 3名は、症状が出

なかった。これは、柔軟性が向上したことにより

動作がスムーズになり、腰部にかかる負担が減少

したためではないかと考えられる。 

 

4.まとめ 

 筋バランスと柔軟性の向上を目的として、8週間

トレーニングとストレッチを行い、それらの効果

を検討した結果、次のことが分かった。 

1）H/Q 比はトレーニング前後で変化が見られず、

また各群間においても差が見られなかったことか

ら、筋力トレーニングの効果は得られなかった。 

2）長座体前屈・SLR の値ではトレーニング前後に

おいても、各群間においても有意な差が得られた

ことから、ストレッチは柔軟性向上に効果があっ

た。 

3）SLR・大腿四頭筋の柔軟性テストで陽性だった

トレーニング群の被験者が全員陰性になったこと

から、ストレッチはタイトネス改善に効果があっ

た。 

さらにアンケートから、トレーニング群の被験

者 8名中 7名に腰痛症状の改善や予防に効果が見

られた。このことから、体幹や下肢の筋柔軟性の

向上が腰痛予防やリハビリに効果があると考えら

れる。 
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