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状況を理解して適切な
方法を用いる

以上のようなことから、大量のキ
ック動作そのものだけでなく、キッ
クを受けることによるダメージの蓄
積なども、股関節や下肢の各部に影
響を及ぼして腰痛が発生するのでは
ないかと思います。このようなこと
が、キック動作のある格闘技の腰痛
の特徴ではないでしょうか。
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痛みが生じないように進めて
いく

グ准統括指導者
栗田氏は、さまざまなトレーニング方法に精通している。しかし、特定の手
段に傾倒することはない。クライアントの目的や状況を十分に理解し、それ

私は現在、空手に関しては、正道

に合致した方法を提案するためにさまざまな情報を収集し咀嚼しているの

会館南大阪本部で全日本選手権でト
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打撃系格闘技選手に見られるキック動作のコンビネーション

だ。
そのような姿勢を持つ栗田氏だからこそ見えてきた世界が大変興味深い。

ップを狙うレベルの選手のチームを

き、可動性、代償動作、動きのリズ

の可動性を高めると、キック時の体

担当しています。また、K- 1 では、

ム、などを様々な姿勢、動作を通し

幹の側屈角度が減少し、
疼痛が緩和、

キック動作による負担が大きい

素早く蹴り出すというモーメントの

武蔵選手をはじめ、ワールドグラン

てスクリーニングし分析・確認をし

消失することがあります。

打撃系格闘技における腰痛につい

高い動きとそのカウンタームーブメ

プリで世界を相手に戦う選手たちを

ていきます。そして、これらの情報

また、技術コーチとの綿密な連携

て、まずは競技特性を共有したいと

ントとして上半身の回旋が起こりま

担当してきました。彼らは、自分自

を基にしてトレーニングプログラム

を継続させることが大切で、技術練

思います。打撃系格闘技では、パン

す。その際は広背筋や腹斜筋群など

身の身体に対して、非常に精密な経

を作成していきます。常に痛みや代

習とフィジカルトレーニングのバラ

チ動作やキック動作によって、体幹

を強く動員させ、蹴り脚の股関節外

験値を持っていることに驚かされま

償動作のない動きで、まずは体幹支

ンスや強度、量などを常に最適なレ

の回旋動作が非常に多いことが特徴

転、屈曲と同側の肩関節の伸展や脊

す。かなりハードな練習を繰り返す

持筋群のスタビリティと股関節や肩

ベルで提案できるようにしていま

として挙げられます。具体的な競技

柱の回旋を強調するような体勢にな

で大腿部が腫れていることがしばし

中で「これぐらいの練習をすると、

甲帯などのモビリティを獲得してか

す。1 日のトレーニングレベルだけ

としては、ボクシング、空手、K‐

ります。加えてハイキックなどでは

ばあります。
「ちょっと踏ん張ると

このような症状が現れてくる」
「あ

ら、段階的に体幹支持筋群のモビリ

でなく、週単位や月単位という形で

1 の選手へのトレーニング指導をし

体幹の側屈運動も伴いますので、側

痛いですが、練習はできます」とい

の練習をしたら、このようなコンデ

ティを高めていきます。最終的には

検討することと、これらに選手から

てきました。これらのうち、ボクシ

屈を伴う回旋運動によって腰背部に

う我慢強い選手が多くいます。しか

ィショニングが必要」ということを

これらのスタビリティとモビリティ

の声、生の経験値による情報を融合

ングは、上肢による打撃動作になり

かかるストレスは相当大きいと思わ

し、それらのダメージから股関節周

よく知っているのです。
このことは、

を片脚立位でコーディネートできる

させていくのです。このことは、そ

ます。これに関しては 5 名の選手を

れます。キック動作では体幹回旋の

辺の動きの悪さを招くこととなり、

オーバーユースが要因となる身体の

ようにしていきます。トレーニング

の選手を担当することになった場合

指導してきましたが、腰痛を訴えて

可動性と体幹支持能力が高いレベル

その代償動作として余計に腰椎の回

不調について理解しているだけでは

中の動作そのもののアセスメントを

の初期段階ではとくに重要になりま

いた選手は 1 名でした。これに対し

で要求されますから、これらの主動

旋動作が要求されることとなり、腰

なく、それに対する対処方法を体得

繰り返して、痛みや代償動作を誘発

す。

て、空手やK- 1 の選手に関しては、

作筋群に対して脊柱の安定支持にか

痛に結び付いているような場合もみ

しているとも言えるでしょう。トッ

しない動作が増えてくると、それに

15名の選手を指導してきましたが、

かわる筋群の疲労度が大きくなるこ

られます。また効き脚による練習量

プレベルまで上り詰めてくる選手と

伴い、トレーニングによるアプロー

約半数の選手が腰痛を訴えていまし

とで腰痛を起こしているのではない

の多さから左右の体幹筋のアンバラ

いうのは、さまざまな経験を経てき

チの方法が増えていくことになりま

腰部に不安を抱える打撃系格闘技

た。空手やK- 1 では、キック動作が

でしょうか。具体的には、腰部多裂

ンスもみられます。空手やK-1の選

ていますから、非常にセルフマネジ

す。操体法の概念のように、痛みか

選手に対して、痛みが生じないよう

非常に多くなります。このことが腰

筋や脊柱起立筋あたりの痛みを訴え

手は、相手との実戦的な撃ち合いの

メント能力に長けていると思いま

ら遠ざかる動作を繰り返していく、

に注意をしながらトレーニングを進

痛に何らかの影響を与えている要因

ることが多く、広背筋と腰背筋膜移

練習ばかりではなく、ミットやサン

す。また、そういう能力を身につけ

とでも言いましょうか。トレーニン

めていくには、トレーニング実施時

になっているのかもしれません。

行部に痛みを訴える場合も見られま

ドバッグに対しての打撃練習でも、

ないと、上のレベルまでは到達でき

グにおいては、痛みや代償動作を極

における工夫を要しました。腰背部

す。

打撃系格闘技におけるキック動作

くりた

こうじ

ツールとしての加圧トレーニング

非常に高強度の練習を行います。こ

ないとも言えるのではないでしょう

力起こさないような方法を検討して

へのメカニカルなストレスを抑えつ

の特徴として、キックの連打があり

また、攻撃としてのキック動作か

の場合相手からの打撃による負荷は

か。

います。

つもストレングスを増大させる必要

ます（写真 1 ）
。これは、同じキッ

らくるオーバーユースのみならず、

軽減されますが、キック動作の回数

腰痛を抱える選手に対しての実際

ク動作を多用するサッカーなどの球

キック動作を受けるインパクトの問

が非常に多くなるのです。K- 1 や空

のトレーニングに関しては、メディ

股関節の可動性と体幹支持能力が重

して、私は腰痛を持つ選手へのコン

技にはない特徴でしょう。キックの

題もあります。相手のローキックな

手のトップレベルの選手などは 3

カルスタッフや技術コーチとの連携

要です。股関節の可動性の低下が体

ディショニングに加圧トレーニング

連打やローキックからハイキックと

どで、大腿外側部、腸脛靱帯などへ

～ 4 分を10ラウンド継続するよう

によって、指導・運営をしています。

幹の過度の回旋を引き起こし、腰背

を活用しています。打撃系格闘技選

いったコンビネーション動作は、非

のダメージを負うケースも非常に多

なハードな追い込み練習をする場合

メディカルチェックを経た上で、現

部への過剰なストレスとなります。

手だけでなく、ラグビーなどのコン

常に腰部に負荷がかかります。脚を

くみられます。選手は、普段の練習

もあります。

場では、痛みの出る動き、でない動

実際、コンディショニングで股関節

タクト系競技の選手においても、腰
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前述したようにキック動作では、

があるからです。その工夫の一つと
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加圧トレーニング部位以外の活動筋群にも
筋肥大効果は転移される

下肢
低強度 加圧トレーニング
20％ 1 RM レッグエクステンション
レッグカール
大腿筋群の筋肥大
石井直方

図1

上肢
低強度 加圧なしトレーニング
50％ 1 RM アームカール
上腕二頭筋の肥大

骨格筋に対する効果とそのメカニズム 加圧トレーニングの理論と実践
講談社サイエンフィティク 2007

加圧トレーニングによる筋肥大の効果転移

特集／腰痛への対応

につながっているからだと思われま

私はこの作用を期待して、体幹支持

レスを軽減したい状態にある選手に

圧トレーニングの場合は、①専用

す。加圧トレーニングでは、上肢ま

筋群のトレーニングを下肢の加圧ト

対しては、加圧トレーニングはその

の器具が必要であること、②加圧ト

たは下肢の血流を制限するわけです

レーニングの直前または直後に実施

特徴を有効活用することによって、

レーニングを指導できる専門職が必

が、虚血刺激を繰り返すと血管その

するようにしています。実際には、

その選手の現状に合致した有効なト

要であること、など、加圧トレーニ

ものに虚血耐性ができてきます。お

腰部に対して加圧ベルトは巻くこと

レーニング方法になりうると思いま

ングを選択肢の 1 つとして活用する

もしろいことに、これは、血流制限

はできませんが、このようなエビデ

す。

ための入口の部分での課題も多くあ

部位以外の離れた部位の血管にも生

ンスをもとに腰痛に対するさまざま

じます。たとえば、下肢の血流制限

なアプローチを実施しています。

トレーニングとアセスメントを繰

ります。また、加圧トレーニングの

り返し、その選手の動作や機能の改

実践・効果に関しても、①四肢の血

を繰り返すことで、血流制限部位以

また興味深いことに、腰痛を抱え

善がみられたら次のステップとして

流制限をすることからうっ血による

外の腰部の虚血耐性が生じ血流の改

る選手に加圧トレーニングをしてい

有効なトレーニング方法を模索し進

独特の感覚を伴う、②低負荷を扱う

善がみられています。下肢への加圧

ると、トレーニング中の動作が円滑

めていくということになります。私

ために高強度の筋出力発揮に対する

状態で、低負荷スクワットを実施す

になったり、改善されるケースがあ

は、必要に応じて加圧トレーニング

直接的な効果が少ない、③四肢を動

ると、腰部に対してあまり負荷をか

ります。下肢に加圧ベルトを巻いた

を活用していますが、同様に、必要

かす体幹筋群のトレーニング効果を

けずに運動することができます。そ

だけでも、ベルトとしてのサポート

に応じて高強度のレジスタンストレ

期待するためには血流制限部位の筋

部に不安を抱えている選手は一定数

レジスタンストレーニングと比較す

うすると、腰部の筋緊張が過剰にな

効果なのか、立位時の荷重感覚の改

ーニングやパワートレーニングも活

活動が伴わなければ効果を期待でき

存在します。その際に、かなり軽重

ると、極めて低負荷でありながらレ

らないうえに、腰部筋群の血流が改

善や踏み込み動作、歩行動作の円滑

用します。可動性を取り戻すための

ない、などの特徴、制限もあります。

量のバーベルでしかスクワット動作

ジスタンストレーニングとしての効

善されてくるのです。これによって、

化、それに伴う疼痛の緩和という効

アプローチもします。これらさまざ

これらの部分を補うためには加圧ト

が出来なくなっている場合などがあ

果が得られるということが挙げられ

疼痛緩和や筋緊張の緩和が期待でき

果が現場では頻繁にみられていま

まな方法を組み合わせて、プログラ

レーニング以外のアプローチを併用

ります。このような選手に対しての

ます。加圧トレーニングは活動筋へ

ると考えています。

す。これに関しては、現在、裏づけ

ム全体でファンクショナルなトレー

することが望ましいと思います。ま

筋委縮や疼痛の軽減、ストレングス

の血流制限を介して、比較的少ない

第 3 に、加圧トレーニングによる

となるデータ収集のための実験・研

ニングになるようにプログラムをデ

た私は、加圧トレーニングに関して

の獲得などを目指した場合、1 RM

筋へのメカニカルなストレスを、ケ

ベンチプレスやスクワットなどの多

究を進めていますが、先に現場での

ザインしていきます。腰に不安を持

の研究や、現場での実践経験を踏ま

の20 ～ 40％程度の負荷を用いる加

ミカルなストレスの有効活用によっ

関節運動では、直接加圧していない

実例経験が多くあるので、何かしら

つスポーツ選手に対するトレーニン

えて、加圧トレーニングそのものの

圧トレーニングが、トレーニング手

てレジスタンストレーニング効果と

体幹側の筋活動レベルが疲労を伴わ

のよい影響が与えられているのだと

グプログラムの中で、加圧トレーニ

プログラムをデザインするためのト

段の 1 つとして有効ではないかと感

して有効なものに増強するという特

ずに上昇することが確認されていま

思います。

ングは非常に汎用性が高いものであ

レーニング変数の確立をさらに進め

じたのです。実際に加圧トレーニン

徴を持っています。この特徴は腰痛

す。それに伴うホルモンなどの内分

り、1 つの選択肢として持っておく

る必要があることを感じています。

グを用いてみて、腰痛をもつ選手に

時のレジスタンストレーニングとし

泌系の影響によって体幹側の筋群の

目的と手法の特徴を合致させる

対しても低負荷であるがゆえに疼痛

て腰部に対する荷重ストレスを軽減

筋肥大効果なども確認されていま

腰痛時のトレーニング手段の 1 つ

を伴わずにスクワットやランジ動作

しながら活用できることがメリット

す。先行研究では、20％ 1 RMでの

として、加圧トレーニングのメリッ

私は、魔法のトレーニングという

40％程度の負荷強度の設定をする

が行うことができ、筋委縮の軽減や

です。このことから、私の施設では、

下肢への加圧スクワットとレッグカ

トは活用できると思います。おそら

ものは存在しないと思っています。

のですが、この負荷強度以外に、適

ストレングスの向上などがみられ、

水中運動を活用する機会が減りまし

ールを繰り返すことで、大腿部のみ

く一般的には、
「筋肥大する」
「四肢

何のトレーニングでもそうですが、

正な圧強度（血流制限の度合い）の

非常に有効なケースが多いことがわ

た。十分免荷できるのです。このこ

ならず大殿筋の筋肥大が確認されて

だけの効果ではないのか」
「高重量

ある 1 つの方法に対して盲目的な姿

設定も必要です。圧強度によって、

かりました。使い勝手がよいという

とが第 1 に挙げられる特徴です。

か、汎用性が高いのです。
加圧トレーニングに関しては、情

ことは有効である、という情報提供
をしたいと考えています。

たとえば、
強度の設定に関しても、
加圧トレーニングでは 1 RMの20 ～

います。また、加圧トレーニングに

のトレーニングがアスリートには必

勢で取り組むのは賢明ではないと思

筋の活動量や液性因子、RPE（自覚

第 2 に、血流制限をすることによ

よって分泌される循環型の成長因子

要ではないのか」…、というような

います。HowやWhatばかりを追い

的運動強度）
、反復可能回数などに

って、血流改善にも貢献することが

が加圧トレーニング部位以外の血流

意見があるように思います。
これは、

掛ける前に、まずはWhyを常に意識

変化が生じてくるのです。このよう

報が氾濫していることや、その理解

できます。痛みが生じる背景として、

制限を受けていない離れた部位の活

加圧トレーニング派、ヘビーウェイ

しレーニングプログラムを提案する

に、メカニカルな運動の強度、ボリ

が不十分なために、真実の姿が認識

筋緊張などによって血管が圧迫さ

動筋群にも筋肥大増強効果をもたら

ト派、インナーマッスル派、ファン

ことが大切だと考えています。加圧

ュームが同じであっても血流制限度

されていない側面があるように思い

れ、それによって発痛物質が多くな

す「筋肥大の転移効果」が先行研究

クショナルトレーニング派というよ

トレーニングは万能ではありません

合いによって身体の適応に変化を生

ます。ですから、まずは、加圧トレ

り神経が過敏になることが挙げられ

で示されています。下肢への加圧ト

うに、対立した思考が問題だと思い

が、腰痛時のトレーニングの 1 つの

じさせることができるのは加圧トレ

ーニングに関する基本的な定義から

ます。そして、この痛み刺激がさら

レーニング（レッグエクステンショ

ます。さまざまなトレーニング方法

ツールとして非常に活用していま

ーニングの興味深い特徴だと思いま

共有をしていきたいと思います。加

に筋を緊張させることになるので

ン、 レ ッ グ カ ー ル20 ％ 1 RM× 3 セ

には特徴やメリット、デメリットが

す。

す。現在、重量などの「負荷強度」

圧トレーニングとは、上肢または下

す。それに対して、神経ブロックや

ット）と加圧を伴わない低負荷アー

あるわけですから、それを十分に理

肢の血流を制限して実施するレジス

牽引、楽な姿勢の保持などをしてい

ムカール（50％ 1 RM）を実施した

解したうえで、目的、状況に応じて

タンストレーニングです。一般的に

くと改善の方向へ進むわけですが、

ところ、加圧をしていない上肢にも

有効活用をすればよいのです。腰部

各トレーニングメソッドには、メ

認識されていることとして、通常の

これは、筋の緊張緩和と血流の改善

筋肥大が確認されました（ 図 1 ）。

や荷重関節に対してメカニカルスト

リットもデメリットもあります。加
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と血流制限度合いの「圧強度」の兼
ネガティブデータも大切にする

ね合いによる生体の反応・効果の違
いの研究も進めています。
圧強度についても研究をしている
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パワー測定機器を活用した

角田選手のスクワットジャンプトレ
図2

角田選手

2 週間加圧高頻度トレーニング

週間プログラム

果を加圧トレーニングの指導現場や

レーニングが可能であり、結果とし

も、血流制限に対して身体は適応し

これから指導者になろうとする方々

て短期間での筋肥大が確認されたと

ていることがわかってきました。セ

に提供できればと思っております。

いう先行研究を参考に、角田選手に

てある程度の虚血耐性の上昇が伴っ
ていると思われます。そうすると、

角田信朗選手への実戦事例

Pre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
（day）

Post

2 週間の集中加圧トレーニングで大腿部の筋断面積は8.5%
体幹側の殿筋は9.1%の増加が見られた。

ーニング

うちに、加圧トレーニングの最中で

ットを重ねる中で、適応の 1 つとし

LIT

2

-4
TR

LIT-Kaatsu

T.Abe et al , Int.J.KAATSU Training Res 2005;1:6-12

図3

2 週間の短期集中加圧トレーニングによる下肢の筋肥大

対してこの方法を選択することを提

し、日曜日を休息日としました。加

た。これは、今までの筋肥大のトレ

り返しながら痛みや代償動作、メカ

案しました。選択の理由は、①プロ

圧トレーニングは毎回全身の部位を

ーナビリティの限界を何らかの刺激

ニカルなストレスを減らした状態で

最後に、腰部に不安を抱えた選手

のファイターとして機能的にも視覚

対象とし、ノーマルレジスタンスト

によって超えることができたという

のトレーニングプログラムを漸進的

加圧トレーニングの初めのセットで

へのトレーニング事例を紹介しま

的にもインパクトのある肉体づく

レーニングにおいては、通常のスプ

ことなのだと思います。そのように

に進めていきます。腰部へのメカニ

は適切であった圧強度が、後半にな

す。K- 1 の 角 田 信 朗 選 手 が2005年

り、②腰部、膝に対するメカニカル

リットルーティーンで実施すること

考えると、凄い刺激だったのだろう

カルなストレスを極力減らしつつス

っていくと相対的に弱くなっている

における現役復帰を目指した事例で

なストレスの軽減、③年齢からくる

にしました（図 2 ）
。

と感じるのです。ちなみにこの2週

トレングスを獲得する、という点か

可能性があります。加圧トレーニン

す。角田選手は、当時43歳でした。

リカバリー能力への不安、④長年の

このような 2 週間集中トレーニン

間集中加圧セッションは、1 週間の

ら私は加圧トレーニングを活用しま

グのさまざまな効果の引き金ともい

そして、20年以上にわたって高強

高強度トレーニングによるトレーナ

グの結果、皮脂厚・筋厚測定から約

休息を経て再度実施しましたが、2

す。ストレングスが向上し、体幹支

える筋中の低酸素状態もセットが進

度のレジスタンストレーニングを継

ビリティの停滞打破、という4点の

3 kgのLBMの増加、大腿部の筋骨断

回目はトレーナビリティは停滞しま

持力と可動性が獲得できれば必要に

むと変化し、低酸素化が弱まってい

続していました。また、長年の選手

要望、課題に対してクリアできるの

面積が約7％増加、体脂肪率の減少

した。よい状態を維持できているこ

応じて、ヘビーウェイトでのトレー

ることを示唆するデータも実験で確

生活から、腰部だけでなく、膝部、

ではないかと考えたからです。具体

などがみられ（図 3 ）
、スクワット

とで十分なのですが、さらなる効果

ニングやスピードトレーニングへと

認しています。実際は、そこまで厳

アキレス腱に不安を抱えた状態でし

的には、1 日 2 回（午前と午後）と

ジャンプパワー（写真 2 ）も増加し

を求めるには次の工夫が必要という

発展していきます。私はトレーニン

密に管理しなくても適切なトレーニ

た。その際の、2 週間にわたる強化

いう高頻度の加圧トレーニングと通

ました。加えて、この期間のトレー

ことになります。

グ中のアセスメントを重要視してい

ング効果が引き出せていますが、こ

トレーニングの成功事例を紹介しま

常のレジスタンストレーニングの組

ニングによって、腰部だけでなく、

打撃系格闘技選手の腰痛に話を戻

ますが、加圧トレーニングは短時間

のような細かい部分にも目を向けて

す。

み合わせを 2 週間で24回実施する

膝部、アキレス腱の痛みがすべて取

してまとめます。キック動作による

で終了できる（腕部も脚部も10分

まず、トレーニングの大きなポイ

ことにしました。1 日の大きな流れ

れたことも驚きでした。さらに、角

腰部へのストレスが高い空手やK- 1

程度）ので、限られたパーソナルト

いきたいと考えています。
私は、物事の本当の姿とは、ポジ

ントとして、2 週間の短期集中加圧

を整理すると、①早朝のロードワー

田選手は、現役時代に、どんなにウ

選手には、
腰痛を抱える選手が多く、

レーニングセッションの時間内にお

ティブな側面とネガティブな側面が

トレーニングを実施しました。先行

ク、②レジスタンストレーニング（午

ェイトトレーニングで筋肥大を目指

その多くは、股関節の筋群の疲労や

いて、クライアントの状態を丁寧に

あって、初めて本当の姿が見えてく

研究から加圧トレーニングでは、血

前：全身の加圧トレーニング＋部位

しても、96kgの体重が限界だった

打撃ストレスによる可動性の低下、

把握する時間を設けることができま

る、そして、そこから適切な工夫が

中クレアチンキナーゼ活性や血中過

別ノーマルレジスタンス）、③ジム

そうですが、ロードワークとジムワ

それによる代償的な体幹の支持筋群

す。このように、目的に合致した方

生み出されると考えていますから、

酸化脂質も増加しないということか

ワーク・技術練習（午後）、④レジ

ークを伴う2週間の短期集中加圧ト

の疲労、などがみられます。このよ

法を見出す 1 つのツールとして加圧

よりよいトレーニングを提案するた

ら、メカニカルストレスや酸化スト

スタンストレーニング（夕方：全身

レーニングで、100kgの肉体を手に

うな選手に対して、どのようなトレ

トレーニングは大いに活用できます

めに、これからも試行錯誤を続けて

レスが少ないことが理解できまし

の加圧トレーニング＋部位別ノーマ

入れました。本人曰く、
「過去最高

ーニング方法を用いていても、常に

し、加圧トレーニングから、他のト

いきたいと思います。また、研究成

た。またこのことから、高頻度のト

ルレジスタンス）の 4 部練習を実施

の肉体を手に入れた」とのことでし

目的を明確にし、アセスメントを繰

レーニングへの移行も可能になるの
です。
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（南川哲人）
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