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ました。そこで、選手にしっかり故障原因と

はじめに

人間の体の原理（機能）を理解させることか
ら進めています。
野球にも基本があるように、
体の動きにも仕組みがあるのです。
素振りや打ち込み、投げ込みも確かに重要

私の元へ訪れてくる野球選手たちの多くは

な練習方法の一つです。けれども体の仕組み

体に故障（スポーツ障害や外傷）を抱えてい

を知らないまま、やみくもに練習を積み重ね

ます。いくつもの治療院を訪ね歩いた末に、

ても、結果につながりにくいだけでなく、肩

やってきた時にはすがるような目をしていま

やヒジ・腰の痛みを増幅させることにもなり

す。子供の頃から一筋に熱中してきた野球が

かねません。

できなくなるかもしれない、あるいは以前の

スポーツ人生を長くするには故障を未然に

ようなボールが投げられないかもしれないと

防ぐことが第一ですが、故障が起きた場合、

いう不安に襲われているからです。

速やかに対策を講じることが大切です。小さ

故障は体の間違った使い方やオーバーユー

い損傷である間に正しいケア対策を講じなけ

ズで、体の機能が許容量を超えた時に起こり

れば、何度も同一部位に負荷が重なり、非可

やすくなります。

逆的な状態にまで陥らせることが少なくない

私のコンディショニング法の特徴は、医学

からです。

的な見地からの考察とバイオメカニクス（身

投げることで痛みがある場合、その動きか

体力学）
、
そして神経学からのアプローチとい

ら遠ざかれば痛みは緩和するので治癒したと

う点にあります。３０年間、メディカルトレ

思い込み、
復活を急ぐケースも多いようです。

ーナーとして医療現場やスポーツ臨床に関わ

レストを取って痛みが消えても、故障原因を

ったことで、故障におよんだ原因を身体機能

明確に解明し、リスクを回避しないまま野球

学をベースに動作解析し、そのリスクをコン

に復帰すれば、再発は時間の問題でしょう。

ディショニングとフォームの改善、トレーニ

選手との関わりを深めていく中ではっきり

ングによって少なくしていくのです。期間は

見えたものがあります。それは、再発予防に

1 ヶ月～６ヶ月を基本として、症状と身体機

は肩・ヒジや腰、ヒザなど体の各部位に無理

能のデータを管理しながら痛みを緩和、ある

のない使い方をすることが重要だということ

いは除去し、もとの選手生活へ復帰させてい

です。無理のないフォームはエネルギーの効

きます。

率性も良く、関節への負担も少ないのです。

私自身、人間の運動機能分析を専門として

さらにそこを突き詰めていくと、バランスが

いることで、ヘッドスピードを上げるための

取れた体やバランスよいフォームから投げる

腰回転のメカニズムや、どうすれば腕が速く

ボール、あるいは打撃のスイングは、結果的

振れ、コントロールが安定するのか、あるい

に自分の力を最大限に発揮することにつなが

は肩に負担をかけないシャープな振りとはど

っていることも分かってきました。

ういったフォームなのか、などを考察してき

文中にはあまり馴染みのない言葉や体の部
8

位の名称、あるいは見慣れない図も出てきま

さんに野球を熱心に教えているお父さん方に

す。しかし、体の仕組みを理解することが故

もぜひ読んでいただきたいと願っています。

障を予防し、スキルアップへの第一歩となる

この本が故障のケアと再発予防、ピッチン

のです。

グとバッティングのスキルアップのための

第１章から第３章では、主に体の仕組みを

「教科書」のような一冊になってくれれば、

説きながら、野球の動作と故障が起こるメカ

嬉しい限りです。

ニズムなどを説明します。

尚、本書では、イメージがしやすいように

また、筋肉の柔軟性・バランス・回旋力な

「手」と「腕」
、
「足」と「脚」というように

どのセルフチェックを紹介していますので、

区別した表現を用いています。

体のバランスと肩やヒジ、あるいは腰を支え

また、体の動きを表す「屈曲」
「伸展」
「内

る筋肉がそれぞれにいい状態であるかどうか

転」
「外転」
「内旋」
「外旋」などの用語は、巻

を今一度チェックしてみて下さい。技術を飛

末の資料を参照してください。

躍的に上げていくためにも自分の体の状態を
知り、体を整えることが第二のステップだと
考えて下さい。
第４章から第１０章では、体のバランスを
整える効果的なストレッチやトレーニング法
をはじめ、野球動作に関わる「野球筋」につ
いて説明し、スキルアップにつながる「野球
筋」トレーニングや野球コンビネーショント
レーニングなども紹介します。
第１１章から第１３章では、バイオメカニ
クスに基づいてバッティングとピッチングの
フォームを考察します。そして、長打力を生
み出すマックス打法の理論と、球速を上げ、
コントロール力を高めるスリークロス投法を
解説します。
さらに、
それを獲得するために、
ボディターントレーニングや私が考案した投
球腕トレーニング、野球ＰＮＦトレーニング
などを紹介します。
故障者にとっては再起へ、技術向上を目指
している選手にはスキルアップに役立てても
らいたいと思い、この本を書かせてもらいま
した。
また、野球の指導者の方はもちろん、息子
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