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大学ラグビー選手における頚部筋形態
芋生祥之1）・竹村雅裕1）・古川拓生2）・金岡恒治3）・宮川俊平1）

Neckmusclemorphologyofcollegerugbyplayers
IMOOYbshiyuki，TAKEMURAMasahiro，FURUKAWAThkuo，

KANEOKAKqji，MIYAKAWAShumpel

Abstract

Thepurposeofthisstudywastoevaluatetheneckmusclemorphologyofrugbyplayersbyeach
PlayingunitusingMagneticResonance（MR）Imaging．Su吋ectswere43collegerugbyplayers，andwere
Classinedintofourplaylngunits：frontrow，SeCOndrow，thirdrowandbacks・TransaxialMRimagesof
theneckwereobtainedattheleveloftheintervertebraldiscbetweenC4andC5，andthenfourcross−
sectionalareas；fron［（FRONT），Superficialinback（BS），middleinback（BM）anddeepinback（BD）

sectionsofneckmusclewererespectivelycalculated・Incomparisonwiththetotalcross−SeCtional
areaoftheBSandBM，frontrowplayers・areas（BS，BM：6・15±l・66cm2，39・78±6・00cm2）were
signincantlylargerthanotherplayingunits（SeCOndrow：3・20±0・59cmユ，27・55±2・41cm2・thirdrow：
3．53±1．47cm2，29．68±4．21cm2．backs：3．70±2．26cm2，27．84±3．41cm2）．Thesenndingssuggested
thatneckextensormusclesintheBSandBDplayanimpor［antrOleinfrontrowplayersrelevantto
SCrummage・

キー・ワード：ラグビー

頚部 筋形態

1．緒 言
ラグビーは頚部傷害の発生率が高い8・19，2ヱ・27，41・

ションに比べ多数報告されている1・22，27・41）
頭部傷害に対する予防策としてコンタクトプ

48）。頚部傷害の多くが試合時のコンタクトプレー

レー時の適切な技術の習得とともに頭部のコン

で発生しており、特にスクラムやタックルでの発

ディショニング、特に頚部筋強化が勧められてい

生は顕著である4・5）。また、フォワードはバック

る9・10・け16，4l，43，45，47・48）

スと比較して頚部傷害が発生し易いポジションで

強化における最適なトレーニング方法は未だ確立

あり5，ヱ乙41）、その原因としてコンタクトプレーの
頻度が高い5，35）ことに加え、スクラム時のストレ

性の高い機器の開発や、スポーツ現場への普及が十

スが挙げられる1，35，姻）。フォワードの中でスクラ

分に行われていない現状が一因として考えられる。

。しかしながら、頭部筋

されていない。これは頚部筋力を測定できる信頼

ムの最前列に配置されるフロントローは、特に衝
撃を受け易くl・35）、頚椎アライメントの変化や椎

る。脊柱を筋付着部とする腰部の筋群に関する研

間板ヘルニアなど頚椎の退行性変化も他のポジ

究では、腰椎の分節的安定性を担う腰部深層筋の
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近年、頚部筋形態の評価は重要と考えられてい
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筋活動や筋形態が盛んに調査されコ1J、その重要

2．方 法

性が強調されている。一方、頚部に関して、飯塚

2−1．対 象

ら6）は脊柱管拡大術後の頭半株筋をMRIにて観

対象はT大学男子ラグビー選手43名（平均年

察した結果、頸半株筋の第2頚椎棟突起からの剥

齢20．6±1．4歳）とした。村象は更にポジション

離による退縮が術後琴曲異常に関与する可能性を

別にフォワード（以下FW）とバックス（以下BK）

示唆している。Rezasoltanieta137）はジュニアアイ

に分類し、FWは更にスクラムで最前列に位置す

スホッケー選手の頭半株筋を超音波を用いて観察

るフロントロー（以下1r）、ロックからなるセカ

し、最大等尺性頭部伸展筋力と筋力発揮時の頭半

ンドロー（以下2r）、フランカーとナンバーエイ

辣筋の筋断面積に相関関係があると報告してい

トを併せたサードロー（以下3r）と区別した

る。Kris可anssoneta123）も超音波を用いて、頭羊

（Tablel）。対象の選定に際して、過去1ケ月以内

蹄筋、頚半株筋、多裂筋、回旋筋を健常者と頚部

に頚部外傷を有さず、ラグビーの練習・試合を継

症状のある者で比較し、頚部症状のある者に多裂

綻的に行っていることを条件とした。尚、対象全

筋の有意な萎縮を認めている。これらの報告では

員が上半身・下半身のウエイトトレーニング及び

頚部筋形態、特に頚部深層筋の筋形態は頚部症状

頚部へ徒手抵抗を加える一般的な頚部トレーニン

や頚椎形態へ影響を与えることが示されており、頚

グユリ）を継続的に実施していた。

部探層筋の筋形態は重要な評価項目と考えられる。

ラグビー選手の頚部筋形態を調査した報告は渉

2−2．MRlによる筋断面積の測定

猟した範囲では見当たらない。津山ら16・42）は
MagneticResonanceImaging（MRI）を用いて柔

頚部筋断面積は、MRI（AIRISmate、日立メディ
コ製）を使用して、gradientecho法により、先行

道やレスリングの凝技選手を対象に頭部伸展筋群

研究75）から頭部筋力との相関が高いとされる第

の筋断面積を調査しているが、結果は競技特性に

4頚椎と第5頚椎の椎間レベルで頚部横断面像

大きく左右されるため頚部へ直接的ストレスを受

（TR／TEl／FA：400／20．0／30，Matrix：256×256，

け易いラグビー選手においても同様の結果が得ら

Thickness：5．Omm，Fieldofview：200mm）を揖

れるかは明らかではない。

影した。その後、画像解析ソフト（NIHlmage

以上から、本研究では直接頚部へのストレスが

l．63，National王nstituteofHeal［h製）（以下NIH）30）
を使用して頚部伸展筋群の各区画（Figurel）を

大きく、傷害率も高いラグビー選手を対象に頚部

の筋形態をポジション別に明らかにすることを目

トレースした。トレースは3回行い、その平均値

的とした。

を各区画の筋断面積とした。尚、区画の定義は先
行研究3・lい7†42）

や人体解剖学7，3ウノを参考に、椎

体前方部分をFRONT、椎体後方部分をBACKと

Tablel・Physicalcharacteristicsofsubjects．

Variables

1r
（nニ里

Age

（years） 20．4 士1．5

Playerexperience （years） 8．8 土 4．O

2r

3r

（n＝6）

（n＝8）

19．7 士 Ⅰ．2
7．2 土 3．4

20．8 土 1．3
9．5 土 4．9

王】K
（n＝20）

20．9 土 1．3
10．5 土 4．5

Height

（Cm）173．5 土 4．9

182．1土 6．4

176．2 土 4．0

171．3 土 4．3

We短ht

侮）102．0 士12．2

89．6 土10．0

80．6 土 3．6

73．2 士 5．7

Bodymassindex （kg／m2） 33．9 士 4．5

27．0 土 1．9

26．0 土 0．3

24．9 土 1．6

Bodyf如

21．5 士 3．6

20．6 ± 2．6

17．3 士 3．6

39．8 土 0．9

39．0 土 1．5

38．5 士 1．6

（％） 28．3 土 4．2

Neckcircumfbrence（Cm） 44．0 土 2．5

Valuesaremean±SD
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棟維、BMが頭羊蹄筋、頭頚板状筋、肩甲挙筋、BD

が回旋筋、多裂筋、頚半林筋と同定した。
2−3．統計処理
全ての測定データは平均値±標準偏差で示し
た。体格による補正を行うために各区画

（FRONT，BS，BM，BD，BACK，TOTAL）の筋
断面積を身長の計測値で除した各区画の補正筋断

面積（FRONT／Height，BS／Height，BM／Height，BD／
Height，BACK／Height，TOTAL／Height）、各区画
のTOTALに対する比率（FRONT／TOTAL，BS／
TOTAL，BM／TOTAL，BD／TOTAL BACK／

TOTAL）、各区画のFRONTに対する比率（BS／
Figurel．A：TransaxialMagneticResonance（MR）image
OrneCk．B：Tracedimageof［hecross−SeCtiona上areaofneck

FRONT，BM／FRONT，BD／FRONT，BACK／

FRONT）において、ポジション別の比較に一元配

muscles．

置分散分析を用いた。なお、有意差が認められた

TransaxialMRimagesoftheneckwereobtainedatthelevelor
intervertebr乙IldiscbetweenC4andC5．Eat：hmuselegroupwas

identifiedfromtheMRimagesandthenweretraeedusingNrH

場合の多重比較にはScheffe法を用いた。いずれ

lmage；lna】ys】SPrOgramjり一拍CalculatefIleCrOSS−5eCtiona】area

の検定も有意水準は5％とした。

Ofneckmuscles．Areulund2：FRONT，thestemocleidomastoid
musele；Area3and4：BS，thetrapeziusrnuscle：Area5ilnd6：
BM，thesemlSPlnaliscapltlS，SPleniuscapl亡1SandceⅣicis，7evafor
SeaPlae，1onglSSimuscilPltisandcervicismuseles；Arei17and8：

3．結 果
Table2−1、Table2−2、Table2−3、Table2−4にポ

BD，therotaler，mult梢dusandsernlSPlnaliscervicismuscles；
BS十BM＋BD：BACK．

ジション

ごとの各区画の筋断面積、各区画の補正

筋断面積、各区画のTOTALに対する比率、各区

し、FRONTとBACKの総和をTOTALとした。

画のFRONTに対する比率を示した。

BACKは更に表層（以下BS）、中間層（以下BM）、

深層（以下BD）と分類した。各区画に占める筋
の配置はFRONTが胸鎖乳突筋、BSが僧帽筋上部

3−1．各区画の筋断面積

FRONTにおいて、1r（14．46±1．66cmユ）は2r

Table2−1．Cross−SeCtionalareasofneckmuscle．

Variables

1r

2r

3r

（n＝6）

（n＝9）

BK

（n＝8）

（n＝20）

FRONT（cmコ）14．46 士1．66 11．25 士0．78 11．88 土2．1112．04 土l．94
†

BS

（cmコ） 6．15 士1．66

†

3．20 士0．59
†

3．53 土1．47
†

3．70 土2．26
†

BM

（cm2） 39．78 ＝土6．00 27．55 士2．41 29．68 士4．21 27．84 土3．41

BD

（Cm2） 8．89 士 LOO

††

8．35 土2．18

††

7．86 士l．13

††

7．23 土l．27
†

つ BACK （cm−） 54．83 j＝7．21 39．10 土3．3i 4l．06 ＝と6．34 38．76 土5．98
††

††

††

TOTAL（cm2） 69．29 土8，11 50．35 士3．87 52．95 土臥27 50．81土7．16
††

††

††

Valuesaremean±SDinFRONT，BS，BM，BD，BACKandTOTALoffourplayingunits（1r．2r，3r．andBK）

†issignificantlydiffercnt（p＜O．05）fromlr．††issignifieantlydilTerent（p＜0．01）fromlr．
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Table2−2．Adjustedcross−SeCtionalareasofneckmusclebyheight・
2r

1r

Variables
FRONT／Hei島ht

BK

3r
（肝8）

（n＝6）

（n＝9）

（作＝20）

（Cmヱ／m） 8．34 土1．01 6．18 士0．47 6．76 土1・26 7・04 士1．17
††

BS／Height

（Cmコ／m） 3．55 土0．97 1．76 土0．35 2・00 土0・81 2・17 士1．34

BM／Height

（Cmコ／m）22．94 土3．56 15．13 土1．28 16．85 土2．43 16．27 ±2．17

BD／Height

（Cmヱ／m） 5．14 土0．70 4．56 土1．10 4．47 土0．67 4．22 土0．73

BACⅣHeight

（cm：／m）31．63 土4．39 21．46 土1．54 23，31土3．62 22．66 土3．70

TOTAL／Height

（Cm2／m）39．97 土4．99 27．65 士1．82 30．07 土4．79 29．70 土4．45
††
††
††

†

†

††

†

††

††

††

††

††

Valuesaremean±SDinFRONT，BS，BM，BD，BACKandTOTALoffourplayingunits（1r，2r，3r，andBK）．

TissigniFicantlydiffもreIlt（P＜O．05）fromlr．Tl issiBnificantlydifferent（p＜0．01）fromlr．

Table2−3．Theproportionofeachcross−SeCtionalareatototalcross−SeCtionalarea，

Variables

1r

2r

3r

（n＝6）

（n＝9）

BK

（n＝8）

（n＝＝20）

FRONT／TOTAL O．21 土 0．02

0．22 j＝ 0．01 0．22 土 0．01 0．24 j＝ 0．03

BS／TOTAL

0．06 土 0．O1 0．07 土 0．02

O．09 土 0．02

BM／TOTAL O．57 j＝ 0．03

BD／TOTAL

0．55 土 0．03

O．13 土 0．02

0．07 土 0．03

0．56 j＝ 0．02

0．16 土 0．04

0．55 士 0．03

0．15 土 0．01 0．14 土 0．02

†

BACK／TOTAL O．79 j＝0．02

0．78 土0．01 0．78 j＝0．01 0．76 士 0．03

Valuesaremean±SDinFRONT／TOTAL，BS／TOTAL，BM／TOTAL，BD／TOTALandBACK／TOTALof

fourplayingunits（1r，2r，3r，andBK）．†issignificantlydiffbrent（p＜0．O5）fromlr．

Table2−4．Theproportionofcross−SeCtionalareaofthesternocleidomastoidmusclestothatof
eachneckextensor muscle．
Variables

1r

2r

3r

（肝6）

（肝9）

BK
（肝20）

（n＝8）

BS／FRONT

0．43 士0．12 0．29 土 0．06 0．29 土 0．10 0．30 土 0．14

BMノFRONT

2．7（5 土0．38

BD／FRONT

0．62 土0．12

BACK／FRONT

3．81土0．51 3．48 士 0．28

2．45 土 0．20

2．52 土0．21 2．35 士 0．34
●「

0．74 士 0．18

0．67 土 0．07

3．48 土0．29

0．61土 0．13

3．26 土 0．51
†

Valuesaremean±SDinBS／FRONT，BM／FRONT，BD／FRONTandBACK／FRONToffourplayingunits
（1r，2r，3r，andBK）．†issignificantlydifferent（P＜0．05）fromlr．
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（1l．25±0．78cm2）やBK（12．04士1．94cm2）と比
較して有意に大きな値を示した。また1r以外の

FWである2r、3rおよびBKの間には有意差は認
められなかった。BS・BMにおいて、1r（6．15±
1．66cm2、39．78±6．00cm2）は1r以外のFWであ

4．考 察
頚部傷害の発生率が高いラグビー選手乳19，22，27・

41，48）において、頭部を保護する頚部筋形態の発
達を調査することは特に重要である。しかしなが
らスポーツ選手を対象とした頚部筋形態の調査は

る2r（3．20±0．59cm2、27．55±2．4lcm2）、3r（3．53 きわめて少なく、ラグビー選手においてほ現時点
±1．47cm2、29．68±4．21cm2）およびBK（3．70± でその詳細は明らかにされていない。その一方
2．26cm2、27．84±3．4lcm2）と比較して有意に大

で、頚部筋断面積との相関が高いとされる頸囲17）

きな値を示した。また1r以外のFWである2r、3r

が頚部筋形態の間接的な調査法として活用されて

およびBKの各群間には有意差が認められなかっ

いる。01iviereta133）はアフl）カのプロラグビー

た。一方、BDにおいて1r（8．89±1．00cm2）はBK

選手を対象とした調査で1r、2r、3r、BKの順に有

（7．23±1．27cm2）と比較して有意に大きな値を示

意に高い値であったことを示している。この研究

したが、FW内の1r、2r（8．35±2．18cm2）、3r（7．86

結果から、ラグビー選手の頚部筋断面積もFWの

±l．13cm2）間に有意差は認められなかった。ま

方がBKに比べ大きいことが推測される。しかし、

たIr以外のFWである2r、3r、BKの間にも有意

頚囲は脂肪量が測定値に影響する上、個々の筋群

差は認められなかった。

の発達を詳細に把握することは困難であることか
ら、頚部筋形態の把握する方法としては不十分で

3−2．各区画の補正筋断面積

ある。以上から頚部筋形態の把握にMRIを使用す

FRONTにおいて、Ir（8．34±1．OIcm2／m）は1r
以外のFWである2r（6．18±0．47cm2／m）と比較

ることは有用であると考える。

して有意に大きな値を示した。また1r以外のFW

4−1．各区画の筋断面積

である2r、3r及びBKの各群間には有意差が認め

本研究では、FRONT・BS・BM・BDの各筋断
面積において、1rはそれ以外の2r、3r、BKと比

られなかった。BS・BMにおいて、1r（3．55±

0．97cm2／m、22．94±3．56cmユ／m）は1r以外のFW

較して有意に大きい値、またはその傾向を示した

である2r（1．76±0．35cm2／m、15．13±1．28cm2／m）、

が、2r、3r、BKの各ポジション間には有意差は認

3r（2．00±0．81cm2／m、16．85±2．43cm2／m）およ
びBK（2．17±1．34crn2／m、16．27±2．17cm2／m）と

められなかった。ポジション別にラグビー選手の
頚部筋断面積を調査した報告はないが、頚部筋断

比較して有意に大きな倍を示した。また1r以外の

面積と関連性が高い頚部筋力に関して、01iveret

FWである2r、3r及びBKの各群間には有意差が

a153）はポジション別の特徴を明らかにしている。

認められなかった。一方、BDにおいて全てのポ

この研究では、アフリカのプロラグビー選手189

ジション間に有意差は認められなかった。

名に対し、角速度300／secでの等速性頚部筋力を

測定しIr、2r、3r、BKで比較した結果、頚部伸展
3−3．各区画のTOTALに対する比率
BD／TOTALにおいて、2r（0．16±0．04）はIr（0．13
±0．02）と比較して有意に大きな値を示した。一

時のピークトルクで1rと2rはそれぞれ3rやBKと
比べ有意に高い値を示したが、1rと2rとの間には
明らかな差を認めなかった。このように筋力の面

方、FRONT／TOTAL・BSrrOTAL・BMrrOTAL・

からみると、FWはBKと比べて頚部筋力が高く、

BACKrrOTALにおいて、全てのポジション間に

頚部筋形態が発達していることを示唆している。

有意差は認められなかった。

そして、1rではその特徴が顕著である。そのため
本研究の場合でも、ポジション特性上、1rで頭部

筋の発達が著しく、筋断面積は大きい値を示した
3−4．各区画のFRONTに対する比率
と推察される。しかし、1r以外の2r、3rに関して
BM／FRONT・BACK／FRONTにおいて、1r（2．76
は先行研究と結果が異なるため、今後は競技レベ
±0．38、3．81±0．51）はBK（2．35±0．34、3．26±
0．51）と比較して有意に大きな値を示した。一方、

ル別や年代別に対象を増やしてポジション別の頚

BS／FRONT・BD／FRONTにおいて、全てのポジ

部筋形態を更に明らかにする必要があると考える。

ション間に有意差は認められなかった。

1rでは他のポジションと比べFRONT、BS、BM
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の筋断面積が有意によく発達していた。1rがスク

表層の筋群と比べて優位に働くといえる。本研究

ラムで重要な役割を果たすポジションであること

でも1rは他のポジションと比べBDの発達が著し

を考え合わせた場合、この結果はポジション特性

いと予想されたが、実際には1rを含むFW内で明

を示している。Ⅰ】Sと8Mに位置する筋は、解剖学

らかな差を認めなかった。これはスクラムによる

的にみると頭部や胸椎を付着部とするため筋長が

負荷がBDに影響を与えないことに加え、本研究

長く14，ユ（））、特にBMに位置する筋群の機能には頚

の被験者がポジションを問わず、日常的に頚部ト

部伸展以外に体幹伸展の作周もある20）。スクラ

レーニングを行う頸部筋鍛錬者であるため、仝被

ム13IZ8）では、1rは体幹屈曲位、頚椎軽度伸展位

験者のBDが−一様に発達していたと推測される。

の準備姿勢の局面（プレ・エンゲージメント）か

BDは形態的にはその重要性を示唆されている

ら、レフリーの合図により相手選手と衝突し組み

→方、急激な外力に対するBDの機能の重要性を

合う局面（スクラム・エンゲージメント）に移行

示す報告は少ない。頚部屈筋群に関して、青木ら47）

する。この時、前方方向へ7000N以上の力と同時

は頭部へ前方から機械的外乱刺激を与えた場合、

に地面方向にスクラムを落とし込む2000N以上

等尺性預部屈曲筋力が高い程、頭部の振動や頚部

の力が働く25、加）。地面方向に生じる力に対し、Ir

の伸展が防止されると報告している。また、倉持

はスクラムが地面の方向へ崩れることの無いよう

ら38）は青木らと同様の方法で胸鎖乳突筋の神経

に、体幹・頚部を安定させながら更に大きな伸展

生理学的特徴を明らかにしている。両方、頚部伸

方向へのモーメントを発揮する必要がある11）。そ

展筋群に関する報告の多くが、自動車衝突を想定

のため1rは頚部伸展筋群の中でもスクラムにお

した実験舶で間接的に頭部に外乱刺激を加え頚

いて重要な筋群で、かつ頚部・体幹の伸展に優位

部筋の応答を調査している。しかし、頚部屈筋群

な活動を示すBSやBMが特異的に発達しやすい

および伸筋群の機能的な研究に共通していること

のであろう。スクラムで十分なパフォーマンスを

は、主に表層の筋群のみを村象としていることで

発揮するために頚部伸展筋群の表層と中間層は重

あり、探層筋群の機能に至っては詳細に調査した

要な筋群であると考えられる。

報告は硯時点では見当たらない。このため深層筋

BDは頚部の安定性保持のために重要な役割を

の機能を明らかにすることは、頚部外傷場面での頚

担う46）とされている。しかしながら、スクラム

部筋作用の理解や頚部傷害を予防する頚部トレー

で頚部への負荷が極端にかかる1rのBDは2rや3r

ニングの考案において重要な課題と考えられる。

と比べ有意な差が認められなかったことにより、

スクラムを組むことではBDを発達させるだけの
十分な負荷は得られていないことが推測される。

4−2．各区画の補正筋断面積
本研究では、筋形態の発達は筋が付着する骨格

解剖学的にBDは頚部伸展筋群深層に位置し、BM

により影響を受けると考え、被験者間の体格の遠

と比較して頚椎椎間を結ぶ非常に小さな筋群であ

いを考慮し、身長の値を用いて筋断面積の補正を

る犯31J。そして桟能的に見ると頚椎椎間の安定性

行った。補正筋断面積をポジション間で比較した

や頚椎アライメントの保持が主な作用である礼32）。

場合、ポジション間の差は補正前の筋断面積とほ

Conleyetalユ）は大学生を対象に腺臥位で頭部を

ぼ同様の特徴を示した。しかしながら、頚部筋断

伸展させる動的なトレーニングを行わせた結果、

面積は厳密には筋付着部位の範囲に影響を受ける

頭部筋伸展筋群中間層や深層に位置する頭板状

と予想され、今後は補正方法において頭頚部の骨

筋、頭頚半株筋、多裂筋が主に活動すると報告し

格に注目する必要があると考えられる。

ている。また津山ら16）も、日常的に頚部トレー
ニングを行わない柔道選手に対しサービカルエク
ステンションマシーンを利用した動的なトレーニ

4−3．各区画のTOTALに対する比率
各区画のTOTALに対する比率の違いからも、

ングを10週間行った結果、第4頚椎と第5頚椎の

1rは他のポジションと比較して、BS・BMが特異

椎間レベルにおける頚部伸展筋群中間層と深層の

的に発達している可能性がある。各区画のTOTAL

筋断面積が各々11．0％、22．5％増大したと報告し

に対する比率は、ポジション間の比較でBD／rOTAL

ている。このため頚部筋非鍛錬者において頚部伸

以外に有意差は認められなかった。しかし、1rは

展筋群中間層や深層は、頚部の関節運動において

他のポジションと比較して、FRONT／TOTAL・

大学ラグビー

選手における頚部筋形態

BDノTOTALが小さく、BS／TOTAL・BMrrOTALが

と頚部傷害との関連性も高いと考えられる。今後

大きい傾向が認められた。更に各区画の補正筋断

はMRIプロトコルの修正により頚部屈筋辞表層

面積での比較で、1rのFRONT・BDは他のポジ

だけでなく、頚部屈筋群深層も加えて分析する必

ションと比較して明らかな差は認められなかっ

要があると考えられる。
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た。このことから、Irの筋横断面においてBS・BM
が占める割合が他のポジションと比較して多く、

1rは各区画の中でもBS・BMが特異的に発達しや
すいことを示唆している。

5．結 論

大学ラグビー選手の頚部伸展筋群の横断面をポ
ジション別にMRIで据像し、各領域の筋断面積を
貸出した。その結果、BS・BMにおいて、1rは他

4−4．各区画のFRONTに対する比率
頚部筋形態を椎体前方部と後方部との比率で調

のポジションと比較して有意に大きな値を示し

た。このことは1rのポジション特性を示し、BS

査した場合、ポジション間の特徴は得られなかっ

とBMに位置する筋群は1rの特徴的なプレーであ

た。頚部筋力の調査で、月村ら451はアメリカン

るスクラムにおいて重要な筋群であり、特異的に

フットボール選手を対象に頚椎アライメント正骨

発達しやすい可能性があると考えられる。今後は

群と異常群の頚部筋力を調査し、屈曲／伸展筋力

頚部筋の発達を形態的な側面から調査するととも

比は正常群と比較して異常群が大きいことを示し

に、職能的な側面で頚部傷害予防において重要と

ている。下條ら101も大学アメリカンフットボー

予想される頚部伸展筋群深層の機能を明らかにす

ル選手に対し、プロスペクティブな調査を行った

る必要がある。

結果、頚椎アライメント変化と頚部筋力変化の関
係は、屈曲／伸展筋力比において頚椎アライメン
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