
学童期野球選手に多い
スポーツ障害と野球肘検診

太田総合病院 スポーツ整形外科
ベースボールメディカルドクター 都賀誠二



日本臨床スポーツ医学会の提言（1995年）

練習日数

時間

全力投球数

小学生 中学生 高校生

3日/週

2時間/日

50球/日
200球/週

6日/週 6日/週

休養日
1日以上/週

休養日
1日以上/週

100球/日
500球/週

70球/日
350球/週



全軟連ガイドライン

投球イニング制限から球数制限へ

勝利至上主義から育成至上主義へ

2019年夏の全日本学童軟式野球大会より70球の
球数制限を導入し、2020年からはすべての小学生
の公式戦に球数制限が導入された

2022年より6イニング、90分、ホームベース変更

このガイドラインの特徴は投手の球数制限のみな
らず、指導者へのガイドラインが提言され、勝利至
上主義から育成至上主義への転換を唱っている



学童野球に関する投球数制限のガイドライン

・ 試合での投球数制限について １日７０球以内とする。
・ 練習での全力投球数について 野手も含めて１日７０

球以内、週に３００球以内とする。
・ 練習について １週間に６日以内、１日３時間を超えな

いこととする。
・ 試合について 練習試合を含め、年間１００試合以内

とする。
・ 選手の障害予防のための指導者へのガイドライン



選手の障害予防のための指導者へのガイドライン

• 試合をしないシーズンオフを少なくても３ヵ月をもうける。
• 練習前後のウォーミングアップ、クーリングダウンは少なくと

もそれぞれ２０分以上行う。
• 複数の投手と捕手を育成する。
• 選手の投球時の肩や肘の痛み（自覚症状）と動き（フォー

ム）に注意を払う。
• 正しい投げ方、肘に負担をかけないための投げ方への知識

を高める。
• 選手の体力づくりに努める。
• 運動障害に対する指導者自身の知識を高める。

• 勝利至上主義から育成至上主義への学童野球のイノベー
ション。

• 医師の検診結果への充分なる対応をしていく



運動器の10年・日本協会（日整会・BFJ合同)の提言

1. 全力投球数が1日50球以上や週に200球を超える選手
の障害の発生率は明らかに高い。将来とも長く野球が
続けられるよう、全力投球はこれ以下の数をしっかり守
ること。

2. 小学生の練習は、１週間に３日以内、１日３時間を超え
ないこと。

3. 練習前後のウォームアップ、クールダウンには十分な
時間をかけ、少なくとも20分以上を励行すること。

4. 毎週月曜日をセルフチェックの日と定め、指導者や保
護者は、身体の痛みや肘の曲げ伸ばしの範囲に注意す
ること。

5. 少子化でチームの人数が少ない場合、特定の選手に
過重な負担がかからないように配慮すること。



運動器の10年・日本協会（日整会・BFJ合同)の提言

6. 障害の発生の初期段階では４、５日練習を休むと痛みが無くなる
ことがある。まだ少しでも痛みがある時や再び痛みが出た時は整
形外科受診が望ましい。

7. 練習以外の自宅でのトレーニングが過重にならないこと。身体の
緊張をほぐすため１日数回のストレッチを習慣づけるように指導し、
過剰な筋力トレーニングは行わせないこと。

8. 全力投球をしないシーズンオフを少なくとも３カ月もうけること。例
えば守備練習で捕球のみとし、全力送球をしない練習内容とする。

9. １人の選手が１年間で出場するのは70試合以内とするのが望ま
しい。

10. スポーツ障害の予防は、指導者・保護者の緊密な連携が大切
で、整形外科専門医の定期的な検診を受ける仕組みを設けるこ
と。



ピッチスマート（アメリカ）
メジャーリーグと米国野球連盟が
ガイドライン発表 2014.11.12



野球選手小中学生の痛みの発生頻度
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（野球障害予防ガイドラインより引用）



運動器の10年・日本協会/日本整形外科学会/全日本野球協会

対象：平成27年度小学生8,354人

１日の全力投球数 50 球以上の選手
1/3 以上に肘肩痛出現

全軟連ガイドライン：１日７０球以内
日本臨床スポーツ医学会提言：1日５０球以内



１週間の全力投球数 100 球以上の選手
1/3以上に肩肘痛出現

全軟連ガイドライン：週３００球以内
日本臨床スポーツ医学会提言：週２００球以内



７０球制限の研究報告

徳島県内９０チームの投手を対象

２０１７年３５２名（投球制限導入前）と

２０１８年３６７名（７０球制限）との比較

結果

肘痛 ４０．９％から３１．８％に減少

肘屈曲制限 １９．０％から１０．６％に減少



生命の危機もあり得ることへの準備

1968年にドラフト3位で西鉄に入団した宇佐美投手は1950年生まれ。
1969年3月14日、合宿での夜間練習中に打撃投手をしていたところ、
打球を心臓に受け死亡

1972年の第1回日米大学野球で、当時早稲田大学の2年生東門
選手が1塁走者だった時に遊撃手の送球を側頭部に受けて死亡

2005年10月初旬、少年野球チームに所属する中学２年の男子生徒
が、試合後の敗戦の罰として猛特訓「投げ込み1時間、20ｍダッシュ
100本、30ｍダッシュ100本、坂道ダッシュ200本」の最中に倒れ、救
急車で病院に搬送されましたが、翌日死亡

心臓震盪

頭部外傷

熱中症



心臓震盪

胸にボールが当たるなどの機械的衝撃で心室細動（不整脈）が誘発。子供の
突然死の原因となる

輿水健治：1997年以降、23例の発生。

10例が野球のボールが当たったケース。最も多い。

ボールを体にぶつけてでも正面で捕れと指導される場合が多い。

 少年野球チームの練習中、10歳男児の胸にチームメートが
投げた硬式ボールが当たり死亡した。（1997年）

 高校野球の練習試合で15歳投手が打球（硬式ボール）を
左胸に受け死亡した。 (2004年8月）

逆シングルでも身体の正面である 予防するならプロテクターを！



心臓マッサージとAED

倒れている人の胸の真ん中に手のかかとの部分を重ねてのせ、肘を伸ばしたまま真上
から強く（胸が5センチ以上沈むまで）押してください。圧迫を繰り返すとき、手を胸から離
さないでください。

発症してしまうと早期の心肺蘇生が必要になります。練習場
や球場に自動体外除細動器（AED）が設置しているかを確認
してください。また、指導者はAEDの講習会に参加することを
おすすめします。

1分間に100回以上で強く、速く、絶え間なく（10秒以上中断してはいけない）



熱中症

熱中症は暑熱（高温）環境下で起こる、

① 体内の水分や電解質（ナトリウムやカリウムなど）

の欠乏

② 高体温による臓器障害

の総称です。



熱中症発生の要因

気温が高い、湿度が高い、風が弱い

輻射熱（放射熱）の上昇

運動による体内での熱産生

加齢などによる体の放熱能の低下

体調不良（脱水・発熱）

心機能・腎機能の低下

既往症（脳血管障害、精神疾患、パーキンソン病など）

暑い環境に対し、体が順応（慣れ）していない

通気性や吸収性が悪い服装



熱中症の症状
大塚製薬HPより



運動時における熱中症とその対策

１．環境温度を把握しましょう
WBGT、湿球温度、乾球温度（気温）などを参考に環境状況を把握しましょう

２．熱中症予防運動指針を遵守しましょう

３．水分と塩分の補給を行いましょう
塩分を適度に含み（食塩として0.1～0,2％）吸収の早い飲料を摂取しましょう

特に発汗が著しい時は経口補水液（ＯＲＳ）が適しています

４．暑さに徐々に慣れましょう

５．個人の条件や体調を考慮しましょう
体力のない人、暑さに慣れていない人、以前に熱中症になった人などは要注意

６．服装に気をつけましょう
吸湿性と通気性の良い服装とし、運動時にしようする保護具を休憩時に外すなど

熱を逃がすようにします

７．具合が悪くなったら早めに対応しましょう
具合が悪くなった時は、早めに運動を中止しましょう
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イニングの得点とそれに要した平均時間（分）

最も時間を要したのは１イニング１５得点、２９分５７秒であった。
なお、 １３８試合中７３試合で５点以上得点したイニングがあった。

宮本慎也杯調べ



熱中症予防運動指針

激しい運動では２０～３０分で体温を４℃上昇させ
るに相当する熱が産生される。

運動中は２０～３０分ごとに必ず休憩を確保し、十
分な水分・電解質の補給が推奨されている

５点入ったイニングの時間 平均１８．５分

５点目が入った時間 平均１４．２分

打者一巡した時間 平均１７．７分



成長期スポーツ障害の要因

内的要因

脆弱な骨軟骨

筋力の未発達

柔軟性低下

外的要因

運動過多

不良なフォーム



要チェックのこども

1週間に3日以上スポーツ活動をしている

痛みをくりかえしている

2～3週間以上痛みが続いている

関節の動きに左右差がある



わずかな動きの違いに気づくのが
良い指導者

右肘が左肘に比べて伸びていない
（復帰をめざすスポーツ整形外科より引用）



下肢・体幹の柔軟性低下

（OS NOW 肩・肘のスポーツ障害より引用）



ストレッチングの基本

・ 反動をつけない

・ 1回を十分に（30秒以上持続する）

・ できれば頻回に

ストレッチの間隔をできるだけ短くする

1日に1回もしない日をつくらない

（スポーツ傷害と予防 野球編より引用）



上腕骨近位端骨端線離開
（リトルリーグショルダー）

概念 成長期の小・中学生の好発する
繰り返す投球によるストレスで生じ疲労骨折
と考えられてる
日常生活には支障がない

原因 投球過多、投球フォーム
柔軟性の低下

症状 投球時の痛み

画像診断 レントゲン撮影が有用



リトルリーグショルダー
レントゲン

投球側（小６投手） 反対側



発生機序

骨端線より
近位にはインナーマッスルが付着
遠位にはアウターマッスルが付着

インナーマッスル：外転・外旋方向のベクトル
アウターマッスル：内転・内旋方向のベクトル

引っ張るベクトル方向が逆になり、骨端線に

剪断力 が加わる

インナーマッスル：腱板筋群
アウターマッスル：三角筋、広背筋、大胸筋

上腕三頭筋、大円筋



診察法



外転外旋位（テイクバックから加速期の再現）での疼痛



１か月後 ２か月後 ５か月後

治療と経過

約１ヵ月間の投球休止
柔軟性獲得、投球フォーム改善
2～3カ月で後遺症なく復帰
画像的治癒には約３－６カ月かかる
復帰に画像的治癒を待つ必要なし



野球肘

野球肘とは投球動作により生じる肘関節痛の
総称です。

痛みの部位により

内側障害

外側障害

後方障害 に分けることができます。



肘の痛みの個所



内側障害
• 上腕骨内側上顆骨端核裂離（リトルリーグエルボー）
• 肘内側側副靭帯（MCLもしくはUCL）損傷
• 投球による肘部管症候群

外側障害
• 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎(OCD)

後方障害
• 肘頭骨端線離開・肘頭疲労骨折
• 肘頭骨棘障害・後方インピンジメント

黄色は学童期に多い

主な野球肘



成長期の外側障害と内側障害

離断性骨軟骨炎 リトルリーグ肘

レントゲン撮らなければわからない！
撮ってもわからないことあり！！

小中学生の約５０％は肘に問題がある



上腕骨内側上顆骨端核裂離
（リトルリーグエルボー）

概念 小中学生の投手に好発し
少年野球選手の約 に発症します。
原因は投球フォームの不良や柔軟性の低下

症状 肘痛、特に内側の痛み、肘伸展制限

理学 内側上顆の圧痛、肘外反ストレステスト、
所見 など

画像 レントゲン撮影
（伸展時正面より軽度屈曲位正面のほうが有用）





レントゲン(小５ 投手）

投球側正面 健側正面 投球側軽度屈曲位

○



治療と経過

急性に発症した場合、ギプスのどの固定を行うこと
があります

約一ヵ月間（疼痛改善・骨癒合まで）の投球禁止

柔軟性獲得、投球フォーム改善

2－3カ月で完全復帰目標

将来の肘内側障害が出現しないように骨癒合が
得られることが望ましい



上腕骨小頭離断性骨軟骨炎(OCD)）

概念 外側傷害の代表的な疾患で少年野球選手の約2%
に発症すると言われています。11歳前後に好発する。

原因 血流障害や遺伝的要素が考えられているがはっきりとはして
いない。投球動作が加わることにより病態を悪化させます。

症状 肘の外側の痛みや肘関節伸展障害
早期の症例では痛みや伸展障害などの症状が全くない

画像 レントゲン撮影
（タンジェンシャル撮影が有用）
ＣＴ，ＭＲＩ、
エコー（野球肘検診）



特殊なレントゲン撮影
Tangential view (45°屈曲位正面)

肘関節正面 Tangential view

野球肘には
この1枚が

重要



治療

早期に発見されれば6-12ヶ月の投球禁止によ
り高率に回復します。

しかし、進行した場合は関節ねずみとなり

手術が必要となります。

超音波（エコー）

←



離断性骨軟骨炎の終末期
15歳

遊離体（ネズミ）により肘の動きに制限がある投手

遊離体（ネズミ）



保存治療成功例
初診時

1か月後

3か月後

5か月後

9か月後

早期に見つかれば
手術しないでも良く治る！！
早期発見が最も大切！！！

初期で91％、進行期で52％、終末期で0%

12yo boy baseball

あり
なし

49.1%
50.9%

初期例の痛み



手術症例（msaic plasty)（中2 遊撃手 遊離期）

初診時ＸＰ 初診時ＣＴ 初診時３ＤＣＴ



手術後約3カ月でキャッチボール開始し、半年で完全復帰が目標

関節ねずみを摘出して

膝から採取した

骨軟骨柱を移植します

20ｍｍ

手術療法 骨軟骨柱移植術（msaic plasty)

関節ねずみ



手術症例（msaic plasty)（中2 遊撃手 遊離期）

術直後 術後３Ｍ 術後半年



手術症例（msaic plasty)（中2 遊撃手 遊離期）

術後１年ＸＰ 術後１年ＣＴ 術前ＣＴ



野球肘検診の目的

野球肘・野球肩の多くは投球過多、投球フォー
ム不良、柔軟性低下などが発症の原因です

しかし、野球肘のうち上腕骨小頭離断性骨軟骨
炎（ＯＣＤ）は原因がはっきりしていない。

また、早期に発見されれば投球禁止により高率
に回復しますが進行すると関節ネズミになり手
術が必要となります。

このＯＣＤを早期に発見し、早期治療することが
野球肘検診の最大の目的です。



川崎野球肘検診推進協議会
2015年度より開始

川崎市少年野球連盟、川崎市整形外科医師会中心

川崎市を3ブロックに分け検診

１ 川崎区・幸区・中原区 太田総合病院

２ 高津区・宮前区・中原区 聖マリアンナ大学病院

３ 多摩区・麻生区 麻生総合病院

２０１９年度の結果

検診受診者数 ５８７名

ＯＣＤ(離断性骨軟骨炎） １６名（２．７%）

2022年度 ３年ぶりに開催 例年以上の受診数

来年以降もより多くの受診をお願い致します



4年生 ファースト
初診時 6週後



5年生 投手



検診病院別 参加者（２０１９）



検診病院別 結果

OCD疑い
１６名（2.7％）



学年別検診結果（２０１９）



全体結果（2015-2019）



当院の結果（2015-2019）

２次検診受診率 ３５名/３７名＝９５％



２次検診後（３５例）のフォローアップ結果

偽陽性 ２２例

２例 肘周辺骨折歴あり

９例 小学４年生 骨化のバリエーション

（小４のOCDは２例あり）

OCD １５例

手術（モザイクプラステー）は２例

2019年度の５例は例年より修復期間短縮

（コロナ禍で練習時間制限されてためか）



腰椎分離症

成長期にスポーツ活動で、腰を反らしたり、捻ったりする動作が繰り返される
ことによって、腰椎の関節突起間部分にストレスが加わることに生じる疲労骨折です

早期に発見されれば治癒する
分離してしまうと、腰痛を繰り返す



オスグット病(Osgood-Shlatter氏病）
身長の伸びが大きくなった時に運動量が増えると、誰にでも発症

ストレッチ・運動後のアイシングが重要

ジャンパーズ膝・ランナーズ膝も
同じ発生機序



野球健康手帳
(連盟ホームページ参照してください）


