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1. 緒言 
肉離れとは，ダッシュやジャンプなどのスポー

ツ動作中に，筋膜や筋線維の一部が損傷され，そ

の結果，急激な痛みを感じ，プレーの継続が困難

となる状態 1)，と定義されている。スポーツ活動の

現場では肉離れは比較的良く見かける外傷であり，

特にハムストリング，腓腹筋で好発すると言われ

ている。持久的な運動よりはダッシュやジャンプ

などの，瞬発的なスプリント動作で発生する代表

的なスポーツ外傷の一つである。 
肉離れの発生にはさまざまな要因が報告されて

いるが 1,2,3)，未だ十分に解明されていない。その中

でもハムストリングの肉離れは，大腿部の筋力の

前後比・左右比のアンバランス，ハムストリング

の柔軟性の低下などが発生要因に挙げられており，

これらに関する先行研究は多く見られる。しかし

様々な下肢機能の左右差に注目し，肉離れとの関

係性について検討した研究は少ない。そこで本研

究では，様々な下肢機能の左右差とハムストリン

グの肉離れとの関係について調べるため，左右脚

の，股関節と膝関節の伸展・屈曲筋力，片脚ジャ

ンプ力，股関節可動域・膝関節可動域の柔軟性，

脚長との関係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 
 茨城大学体育会系部活動に所属する学生の中で，

過去ハムストリングの肉離れを経験しているもの

(経験者群)10 名，経験していないもの(未経験者

群)10 名，計 20 名を対象とした。経験者群の選別

の基準は，過去 3 年以内に受傷を経験し，かつ現

在は完治しておりその他ケガ等の無いもの，とし

た。また，受傷の基準は，部活動等の運動を 2 日

間以上休まざるを得ない程度とした。 
2-2 測定方法 
2-2-1 筋力の測定 

Cybex770－NORM（サイベックスジャパン社製）

を用いて 60 及び 180deg/sec の角速度で，左右の等

速性股関節及び膝関節伸展・屈曲筋力を測定した。 
2-2-2 ジャンプ力の測定 
片脚での垂直跳びを両脚とも行い，壁面接触法

により高さを測定した。 
2-2-3 柔軟性の測定 
ハムストリングの柔軟性を評価するため，仰臥

位にて膝関節伸展位での股関節の可動域を，SLR
法を用いて両脚とも測定した。また，大腿四頭筋

の柔軟性を評価するため，腹臥位にて膝を屈曲さ

せ臀部と踵との距離を両脚とも測定した。補助者

は対象者の足首を持って押し，「踵が臀部に難なく

つく」を 4 点「踵が臀部に何とかつく」を 3 点「踵

と臀部との間に指が二本入る」を 2 点「踵と臀部

との間に指四本以上入る」を 1 点とし，4 段階で評

価した。 
2-2-4 脚長の測定 

上前腸骨棘から脛骨内果までの長さを測る，

SMD 法を用いて測定した。 
2-3 分析方法 
さまざまな下肢機能の左右差がハムストリング

の肉離れに及ぼす影響を調べるため，対象者を経

験者群と未経験者群に分け，それぞれのグループ

内で，測定項目ごとに左右脚の 2 群間において平

均値の差の検定を行った。その結果を元に経験者

群と未経験者群間で比較した。また，各測定項目

において左右差指数（右脚の値と左脚の値の差の

絶対値を左右いずれかの大きいほうの値で除し，

100 倍したもの）を算出し，経験者群と未経験者群

間で平均値の差の検定を行った。 
 

3. 結果と考察 
左右差を比較するため右脚，左脚の平均値を比

較するのではなく，優れている側の脚と劣ってい

る側の脚の平均値を各項目で比較した。優れてい

る側の脚を優脚，劣っている側の脚を劣脚とした。 
3-1 柔軟性 
大腿四頭筋の柔軟性を 4 点満点で点数化し，左

右で比較した。経験者群の優脚，劣脚において有

意差は見られなかった。未経験者群の平均は両脚

共に 4 点満点であった。左右脚どちらか一方でも

大腿四頭筋の柔軟性評価が 3 点の場合，両脚とも 4
点の時と比べて，肉離れの発生率が 2.5 倍以上であ

った(表 1)。ハムストリングの拮抗筋となる大腿四

頭筋の機能がハムストリング肉離れの発生に関係

がある，ということは予想されるが，それを示唆

するものとなった。また，大腿四頭筋の柔軟性評

価で，左右差のあった者は全体で 1 人しかいなか

ったため，大腿四頭筋の柔軟性の左右差がハムス

トリング肉離れに及ばす影響は，本研究ではわか

らなかった。本研究では大腿四頭筋の柔軟性評価

を 4 段階で行ったが，もっと詳細に柔軟性を評価

する方法であれば，左右差との関係性が見られる

可能性はあると考えられる。 
SLR では経験者群，未経験者群共に優脚，劣脚

において有意差は見られなかった。左右脚どちら

か一方でも SLR の値が 90 度未満の場合，両脚とも

90 度以上の場合と比べて，肉離れの発生率が 2 倍

以上であった(表 2)。未経験者群の内，左右差が大

きかった者は SLR の値が 90 度以上であったため，

ハムストリングの柔軟性では左右差より，柔軟性

の大小の方が影響を及ぼしている，ということが

示唆された。 
大腿四頭筋の柔軟性，SLR 共にどちらの群も左

右の有意差は見られなかったが，経験者群よりも

未経験者群の方が柔軟性は優れている傾向がみら

れた。したがって大腿部の柔軟性に関しては，ハ

ムストリングだけでなく大腿四頭筋の柔軟性も高

めることが，ハムストリング肉離れ発生の予防に

なると考えられる。 
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表 1 大腿四頭筋の柔軟性と肉離れ発生率の関係 
大腿四頭筋柔軟性評価 肉離れ発生率 

4 点 37.50% 
3 点 100% 

2 点以下 該当する選手なし 
 
表 2 ハムストリング柔軟性と肉離れ発生率の関係 

SLR 肉離れ発生率 

90 度以上 41.17% 
90 度未満 100% 

 
3-2 ジャンプ力 

経験者群未経験者群共に，優脚劣脚において有

意差は見られなかったが，左右差が 7cm 以上の場

合肉離れの発生率は 2 倍以上であった(表 3)。また

経験者群のほうが未経験者群より高く跳んでいる

傾向がみられた。ジャンプ力は瞬発力を表すもの

として体力測定のテスト内容にも使われている。

瞬発的なスプリント動作で肉離れは多発するため，

瞬発力の高い者が肉離れを起こしやすい，という

ことが考えられる。ハムストリングの肉離れとジ

ャンプ力に関する研究はこれまでに見当たらない

が，肉離れが瞬発的なスプリント動作で多発する

とされている以上，検討していく必要がある。 
 

表 3 片脚ジャンプ力の左右差と肉離れ発生率の関係 
片脚ジャンプ力左右差 肉離れ発生率 

7cm 以上 100% 
7cm 未満 44.44% 

 
3-3 脚長 
 経験者群未経験者群共に優脚，劣脚において有

意差は見られなかった。しかし本研究では，脚長

差が 1.5cm 以上で肉離れが発生した者はいなかっ

た。脚長差が大きければ，脚長差はハムストリン

グ肉離れの発生に関係がある，ということが言え

るのかもしれない。本研究では関係性を示唆する

ものとなり，今後検討していく必要がある。 
3-4 脚筋力 
経験者群の方が未経験者群よりも高い数値であ

った。このことから，脚筋力が強いほうがハムス

トリング肉離れを起こしやすい，ということが示

唆された。この結果は筋力が強ければ，強度の高

い運動時に筋にかかる負担は大きくなるからでは

ないかと考えられる。 
ハムストリングの肉離れには，拮抗筋である大

腿四頭筋との筋力バランスが重要視されており，

これに関連する報告が数多くされている。本研究

でもハムストリングと大腿四頭筋のバランスにつ

いて分析を行った。経験者群，未経験者群共に各

項目において，左右の脚筋力に有意差は認められ

なかった。しかし，有意差は見られなかったもの

の，膝関節屈曲筋力 60deg/sec の角速度において，

左右の筋力差が 10%以上の場合では肉離れの発生

率が 2 倍以上であった。また 180deg/sec の角速度

では，発生率が 1.5 倍以上であった(表 4)。さらに

股関節屈曲筋力で 60deg/sec 及び 180deg/sec の角速

度において，左右の筋力差が 15%以上の場合では

肉離れの発生率が 1.5 倍以上であった(表 5)。河野

らの報告 2）では左右の膝伸展，屈曲筋力にアンバ

ランスのあった群とそうでない群では，あった群

の発生率は 2 倍であった。本研究では河野ら 2）の

報告に類似する結果であり，この報告を支持する

ものとなった。さらに，山本 1)は膝関節伸展筋力と

股関節屈曲筋力において有意な左右差が認められ，

ハムストリング肉離れの発生には大腿四頭筋の筋

力の左右差が影響を及ぼしたと報告しているが，

本研究では同様の結果とはならなかった。これは

本研究では膝関節伸展筋力が大きければ股関節屈

曲筋力も大きいという関係が成り立たなかったこ

とが原因のひとつであると考えられる。しかし膝

関節伸展筋力と股間節屈曲筋力の間に相関関係が

あったとしても，股関節と膝関節では筋力を測定

する時，動作も動かす筋群も同様ではないため，

一概に大腿四頭筋がハムストリング肉離れに影響

を及ぼしているとは言えない。 
 

表 4 膝関節屈曲筋力の左右差と肉離れ発生率の関係 
膝関節屈曲筋力 

肉離れの発生率 
左右の筋力差

（60deg/sec） （180deg/sec） 
10%以上 77.78% 66.67% 
10%未満 27.27% 36.36% 

 
表 5 股関節屈曲筋力の左右差と肉離れ発生率の関係 

股関節屈曲筋力 
肉離れの発生率 

左右の筋力差
（60deg/sec） （180deg/sec） 

10%以上 80.00% 66.67% 
10%未満 40.00% 42.86% 

 
4. まとめ 
下肢機能（大腿部の柔軟性，ジャンプ力，脚長，

脚筋力）の左右差が，ハムストリング肉離れの発

生に及ぼす影響について検討した結果，以下の結

論を得た。 
ハムストリングの肉離れの発生には，大腿四頭

筋とハムストリングの柔軟性の低下が影響を及ぼ

す。また，瞬発的動作で受傷しやすいとされてい

る以上，片足ジャンプ力の左右差が影響を及ぼし

ている可能性は大いに考えられる。さらに，脚筋

力の左右のバランスに関して検討していく必要が

ある。 
 
5. 引用参考文献 
1) 山本利春（2001）：測定と評価,Book House HD, 

p179 
2) 河野照茂ら（1989）：大学スポーツ専門外来で

の カ ウ ン セ リ ン グ ． J.J.Sports Sci. 
8-5:pp.256-263 

3) 蒲田和芳（2000）：肉離れの評価とリハビリテー

ション，臨床スポーツ医学  Vol. 17, No6, 
pp.687-694 

 


