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新しい素材を用いた野球肘予防装具の制動効果
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松尾 高行（PT）3），小柳 磨毅（PT）4），中川 滋人（MD）5），正富 隆（MD）5）
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2）

緒

言

題が指摘されている．
そこで，今回，野球肘予防に向けて伸張性の高いスチレ
1）

野球肘は，野球選手の障害の中で頻度が最も高く ，特

ン系エラストマー素材（TPS-E）を用いて，支柱構造のな

に肘内側支持機構の炎症，損傷によるものが多い．こうし

い軟性装具（Elastomeric Elbow Brace: EEB）を考案した

た内側型野球肘は，投球時に繰り返される肘外反ストレス

（図 1）．本研究の目的は，開発した EEB の肘外反ストレス

が要因として発症するとされている 2）．Fleisig ら 3）は，投

に対する制動効果を検証することである．

球中の肩最大外旋時には，64Nm の外反トルクが発生する

研究方法

と述べている．また，彌富ら 4）は，上腕骨内側上顆下端に
骨片や変形などの障害を有すると，腕尺関節の裂隙距離は
1．対象

増大し，肘外反動揺性が高くなると報告している．
そのため野球肘の予防には，投球時の肘関節への外反ト

肘 に 既 往 の な い 成 人 男 性 15 名 15 肘（ 利 き 手 ）， 年 齢

ルクを軽減する必要があると考えられる．外反トルクに抗

24.4 ± 1.8 歳， 身 長 172.2 ± 4.6cm， 体 重 63.5 ± 10.1kg を

する外的支持として，テーピングや装具があるが，テー

対象とした．被験者には，本研究の主旨を十分に説明し，

ピングは皮膚障害やテープの持続力，コストの問題があ

実験の参加について同意を得た．

る

5）～ 7）

．また，支柱付き装具は装着時の不快感などの問

図１．Elastomeric Elbow Brace: EEB
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2．方法

2-1．計測課題
計測はストレス装置（Telos SE）を用い，座位にて，
肘 90°屈曲位・前腕回外位で，手指は脱力した状態で，肘
外反方向に 150N の負荷をかけて計測した．肘 90°屈曲位
を保持するため，前腕部，上腕部，前腕回外位で手掌部を
固定した（図 2）．Telos SE 負荷時の腕尺関節裂隙間の距
離（Humero-ulnar step-oﬀ: HUSO）を，超音波診断装置
Noblus（日立アロカメディカル社製）を用いて，上腕骨

Elastomeric Elbow Brace

滑車と尺骨鉤状突起の軟骨下骨近位端を長軸像で描写して

図 4．外反ストレスに対する制御機構

静止画保存した．画像解析ソフト（Image J ver.1.51）を
用いて，HUSO を計測した（図 3）．この Telos を用いた計
測方法の信頼性は，先行研究 8）により，検者内・検者間の

造である．TPS-E は超音波を透過することから，装着およ

相対的信頼性は高く，標準誤差が 0.12mm，級内相関係数

び非装着の HUSO をランダムに計測した．

を用いた最小可検変化量は 0.34mm であることを報告して
いる．

2-2．データ解析
EEB の有無が関節裂隙間の距離にあたえる影響を，対
応のある t 検定で比較し，有意水準は 1% として算出した．

結

果

HUSO は，装着群は 3.2 ± 0.1mm，非装着群では 4.2 ±

0.1mm であり，EEB の装着により有意に 1.0mm 減少した．
EEB を装着することで HUSO は，全被験者で低値を示し
た．

考

察

図 2．計測環境

本研究の結果を諸家による肘 90°屈曲位での外反時にお
ける HUSO を検証した報告と比較すると，Otoshi ら 10）は，

2nd position にて自重を負荷とした計測で，前腕回内筋群
の収縮により HUSO は 1.1mm 減少したと述べている．ま
た，大西ら 11） は，ギャッジアップ 2nd position にて重錘

1kg を負荷した計測で，テーピングの貼付により，HUSO
は 0.3mm 減少したと述べている．さらに，Hattori12）らは，

2nd position で自重を負荷とした計測で，支柱付き装具の
有無による投球前後の HUSO の変化を検証し，装具を装
着することで装具なしに比べ HUSO は 1.1mm 減少したと
述べている．今回の検証では，座位，肘 90°屈曲位で先行
研究よりも大きな 150N の外反力を負荷し，EEB の装着に
より HUSO が 1.0mm 減少したことから，EEB は，肘外反

図 3．HUSO 描出画像

ストレスを軽減することが示唆された．
また，内側型野球肘に対する治療に関する報告で，多和
EEB は，TPS-E のシート（タナック社：硬度 30 度，厚

田ら 13）は，肘内側部痛を主訴に受診した少年野球選手の

さ 2mm，サイズ 200 × 300mm）を切り出して作成した（図

うちで肘外反動揺性が安定している選手の方が，投球再開

1-b）．石井 9）によると，TPS-E の特長は，衝撃吸収性を持

までの期間が短い傾向にあったと述べている． EEB が肘

つ素材として開発され，柔軟性に富み，高い伸張性と反発

外反時の HUSO を制動し，投球により繰り返されるスト

弾性を有する利点があると述べている．肘外反ストレスの

レスを軽減することが出来れば，早期の投球再開や障害発

制動機構として EEB は，支柱構造がなく，前腕・上腕・

生の予防に貢献する可能性が示唆された．

内側上顆の 3 点支持で肘内側を圧迫し，外反を制動する構
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しかし，装具の装着だけでは野球肘の予防は困難であり，
あくまで障害発生を予防するためには，投球数の管理やコ
ンディショニングの改善，合理的なフォームの獲得が必要
不可欠であり，選手や指導者にさらに啓発していくことが
重要である．

結

語

新 た に 開 発 し た TPS-E を 用 い た Elastomeric Elbow
Brace の肘外反ストレスに対する制動効果を検証した．
Elastomeric Elbow Brace は，肘関節の外反ストレスを制
動することが示唆された．
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