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グラウンドでのアスリハ・競技復帰 
～チームスタッフとしての役割～
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今日の流れ
・アスレティックリハビリテーションとは 

　グラウンドでのトレーニングに移行 

・競技復帰に向けての段階的復帰 
　トレーニングに対する部分合流の考え 

・サッカー選手に必要とされる体力要素や有酸素・無酸素TR 
有酸素トレーニングの実際 

・ATとしてのチームでの役割 
　クラブ内での情報の共有やドクターとの連携



アスレティックリハビリテーションとは



・通常の練習　試合勘を戻す 
・通常のトレーニング

・通常の練習を積み重ねて試合へと戻す 
・リハビリテーションと競技力の向上を狙った 
　積極的強化トレーニング、チームへの部分合流

・制限付きのドリルの積み重ね 
　徐々に通常の練習ドリルへと戻す 
・現場でのスピード、パワーを狙った 
　積極的リハビリテーション＋トレーニング

・フィットネスクラブ、現場にて行うリハビリ 
・スポーツPT、トレーナー主導で行う 
　通常のリハビリテーション＋トレーニング

・医療機関での治療 
・医療機関での入院、外来 
　リハビリテーション

アスレティックリハビリテーション

アスレティックリハビリテーションは、対象者が要望するスポーツ活動
への復帰を到達目標としたリハビリテーションである。 
　　　　　　　　　　　（公認アスレティックトレーナー専門テキスト，第7巻アスレティックリハビリテーション）

アスレティックリハビリテーションにおいては、単に関節可動域や筋力が 
受傷前のレベルに戻るだけでなく、全身持久力、協調性、巧緻性、 
反応時間、パワー、スピードなど競技に要求される運動能力の全てが 
元のスポーツに十分耐えるだけのレベルに戻さなければならない。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福林徹:アスレティックリハビリテーションガイド,文光堂,）

競技に復帰した先を見据えた 
リハビリテーション・トレーニング

（公認アスレティックトレーナー専門テキスト，第7巻アスレティックリハビリテーション、p3，日本体育協会2007をもとに作成）

競技者のリハビリテーション過程

試合復帰

練習への 
部分合流

受傷前のレベル

アスレティック 
リハビリテーション

メディカル 
リハビリテーション

運動強度 
パフォーマンス

時間（年月日）受傷



アスリハの流れ

福林徹：ドクターサイドからみたアスレティックリハビリ テーション．アスレティックリハビリテーションマニュア ル，pp1-5，2006

段階的リハビリテーションの概要

主にアスリハに該当する時期 
グラウンドレベルでのリハビリやトレーニング 
競技特性も考慮した動作獲得や修正の時期

（公認アスレティックトレーナー専門テキスト，第7巻アスレティックリハビリテーション，日本体育協会2007）



物療・コンディショニング



復帰に向けてのグラウンドレベルでのTR

・ランニング 

・アジリティ

ジョギング　～　スプリント

加減速や方向転換 
アクション、リアクション

サッカーにおいてはさまざまな速度、距離、方向転換 
を伴う動作が必要とされる

（bangsbo:ゲーム形式で鍛えるサッカーの体力トレーニング）



グラウンドレベルでのトレーニング
ex）ランニング
ウォーキング

ジョギング＆ウォーキング

連続ジョグ

ランニング

加速走

ショートインターバルラン

ミドルインターバルラン

複合的インターバル

1min程度のjogから開始

5min程度のjogができてくれば継
続してRun

6~7km/hから開始。334m⇨3min程度 
15km/h程度まで段階的に上げていく

速度、距離の段階的設定

インターバルの時間を短くしていく

30s~50sのミドルパワートレーニング

30mラン

100mシャトルラン/40mシャトルラン

10m/30m/50m  etc..

334m走を使って1周走/２周走/３周走



コーナーをカットして８角形でランニングする場合

【５mで切った場合】 
334m/周　⇨　３周≒1km 

【11.1mで切った場合】 
　320m/周　⇨　10周で3200m 
　 

2’00”/周　≒　10km/h 
1’50”/周　≒　11km/h 
1’40”/周　≒　12km/h 
1’30”/周　≒　13km/h 
1’20”/周　≒　15km/h 



グラウンドレベルでのトレーニング
ex）アジリティ
• 加速→減速 
• スプリント→ストップ 
• フォア→バック→フォア（進行方向転換） 
• フォア→バック→フォア（身体方向転換） 
• ターン（周回） 
• サイドへの方向転換（サイドステップ、クロスステップetc..） 
• 後方への方向転換（バック、クロスステップ） 
• 両足ジャンプ→片足ジャンプ 
• ターンを伴うジャンプ 
• 多方向への身体移動を伴うジャンプ＆着地 
• リアクションドリル 

【BALL】 
キック 
ドリブル 
ヘディング 
1c1 アクション 
1c1 リアクション 
etc… 

設定種目やオーガナイズによって強度の変化があり、 
ランニングのケースよりも段階設定は難しいが、 

プレーに必要な要素を考慮し、状況に応じてスピードや距離、トランジション、 
組み合わせ数などを考慮しながら進める



・Yo-yo test IR2

JFA technical News vol.82

20m
2m

5m

客観的な数値、復帰の目安など

・VMAランニング（45/15） 
・クーパー走 
・3200m走 
                                Etc….

⇨例えば体力テストを指標に



競技への段階的復帰の考え方



競技への段階的復帰の考え方

リハビリテーションの初期には組織レベル、骨や関節・筋繊維など、この段階では主に医療的な 
アプローチが必要。 

それと同時にサッカーの特性に基づいたリコンディショニングも進める必要がある。 
この中で、チームトレーニングや試合での運動負荷を目指して段階的にトレーニングしていく。 

怪我をした選手のリコンディショニングにおいて、チームトレーニングで与えられる負荷が、リハビ
リテーションの初期段階から選手がまず目指すゴールとなる。 
これはチームの戦術面や、それに対して必要なコンディション面から考えた負荷設定が必要であるた
め、これらにリハビリテーションの最終段階で選手が到達していなければ、コンディションレベルと
してゴールとは言えない。 



リハビリテーションの段階からチームトレーニングの負荷を目指して段階的にリコンディショニングをし
ていくことで、選手がチームトレーニングに合流する段階でも、急激な負荷の変化や増加を避けることが
できる。 
そしてこのタイミングでの怪我の状態の悪化や再受傷の可能性を最小限にとどめることができる。 

サッカーというスポーツが持つ特性と、チームで設定されている負荷に向けての段階的トレーニングは、
リハビリテーションの段階から始めるべきものだと考える。 

メディカルスタッフとテクニカルスタッフの 
情報の共有と相互理解



目標設定

試合に90min出場

ゲームでの出場時間の増加

チームのトレーニングを全てこなせる状態

走る、止まる、蹴るetc… 

部分合流 サッカーの中でのアクションに必要となってくる 
認知、判断、実行etc…といったものも考慮しながら部分合流していく。

初めはw-upやボールフィーリング、パス&コントロールなどから 
＊ロンドではリアクションやコンタクトのリスクも考慮が必要

チーム（監督）のトレーニングサイクルや時間・強度を把握する必要性



トレーニング負荷因子

ボール 
アクション 
コンタクト 
判断 
ゴール 

なし 
アクション 
接触なし 
なし 

ポゼッション

あり 
リアクション 
接触あり 
あり 

ゲーム形式

＊メニュー、傷害の種類においてリスクも変わる 
↓

ex）

肉離れ：フィールドサイズ　＞ 
靭帯損傷：　　　〃　　　　＜



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

TRM 
recovery OFF

コンディショニングラン ミーティング

GAME

w-up 
ball feeling 
pass & control

w-up 
ball feeling 
pass & control

w-up 
ball feeling 
pass & control

w-up 
ball feeling 
pass & control

ロンド（3-1） ロンド（5-2）
ロンド（5-2） 

移動やオーガナイズ変更
有

ロンド（9-3）

狭いエリアでの 
ポゼッション 
5c5/6c6

ポゼッション 
3c3＋１f 

5c5＋5c５＋GK 
紅白戦

守備の確認 
セットプレー

シュートTR 10c10 
72m x 68m

アジリティTR

1weekのサンプル

チーム・指導者によってトレーニング内容や時間、サイクルに違いがあるので、 
常にコーチングスタッフとのコミュニケーションが大切 

サーバーでの参加、フリーマンの設置、本数の増減、オフェンスのみetc… 
監督のニーズとできる範囲での参加をすり合わせて進める



サッカー選手に求められる体力要素



（bangsbo:ゲーム形式で鍛えるサッカーの体力トレーニング）



名称 運動強度 
（目標心拍数*） 運動時間 休息時間 

（運動：休息） セット数

無酸素性 
トレーニング

スピード 最大 
（心拍数関係なし） 2-10秒 1:10 2～20

スピード持久力 
（乳酸産性） きわめて高い 10-40秒 1:5～5以上 2～10

スピード持久力 
（乳酸耐性） きわめて高い 30-90秒 1:1～3 2～11

有酸素性 
トレーニング

高強度 ≒90%（80-100） 2分程度 1:0.5 5～

中強度 ≒80%（65-90） 4分程度 2:0.5～1** 3～

低強度 ≒65%（50-80） ＞20分

*目標心拍数は最大心拍数に対する％で示し、最大心拍数は220-年齢の推定値 
**有酸素性中強度で4分運動した場合は1分～2分程度の休息時間をとることを示す

心拍数から見た有酸素・無酸素性トレーニングの原則

Bamgsbo,2003　を改変



有酸素性中強度TR

有酸素性高強度TR

中強度 ≒80% 
（65-90） 4分程度 2:0.5～1** 3～

運動強度 
（目標心拍数） 運動時間 休息時間 

（運動：休息） セット数

運動強度 
（目標心拍数） 運動時間 休息時間 

（運動：休息） セット数

高強度 ≒90% 
（80-100） 2分程度 1:0.5 5～



運動強度 
（目標心拍数） 運動時間

休息時間 
（運動：休息） セット数

≒80%（65-90） 4min程度 2:0.5～1 3～

運動強度 
（目標心拍数） 運動時間

休息時間 
（運動：休息） セット数

≒90%（80-100） 2min程度 1:0.5 5～



無酸素性TR
スピード持久力 
（乳酸産性）

きわめて高い 10-40秒 1:5～5以上 2～10

スピード持久力 
（乳酸耐性）

きわめて高い 30-90秒 1:1～3 2～11

運動強度 
（目標心拍数*）

運動時間 休息時間 
（運動：休息）

セット数



チーム内での情報の共有
～ATとしてグループの中で仕事をする～



ヴィアティン三重のスタッフ体制

整形外科 
社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院 
　中空繁登　先生 

内科・コロナ対策 
医療法人普照会 もりえい病院 
　森浩一郎　先生 



チームスタッフとの情報共有
【Daily】 

トレーニング前のスタッフミーティング 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊TR１時間前にスタッフミーティング 
　 

トレーニング後のスタッフミーティング 
　 

トレーニングの傷害報告書の展開 
　 

⇨　・トレーニング内容の最終確認 
　　　・オーガナイズや人数、セット数や時間 
　　　・トレーニングメニューや量をコントロールする選手やその優先順位の確認 
　　　　　ex.　○○＞▲▲＞□□ 

⇨　・トレーニング中の傷害やその他選手に関する確認・報告 
　　　・リハビリ選手等の報告 
　　　・その他チーム活動に関する報告・共有 

⇨GM、強化部、コーチングスタッフ、チームドクター全体へ送付し、全選手のコンディションの共有



ドクターとの情報共有
コンディションに関するやりとりは基本的にLINEグループでの情報共有をメインに使用 
＊サブ的にワンタップを併用（画像の保存や経過の共有） 
主に傷害報告書を中心に共有しながら、ドクター・トレーナー間はより細かい内容を密に連絡を取り合う。

【強化部含めたテクニカルスタッフも込みのグループ】 【メディカルスタッフのみのグループ】

・現状の経過の報告と主なリハビリ内容 

・目安となる合流時期や復帰時期の提示・修正 

・翌日のトレーニングに影響のある選手の報告 

・量を調整する場合のメディカルのプライオリティ提示

・病院での外来や検査の依頼 

・受傷機転のシーンやリハビリ動画の共有 

・診療情報の共有（画像や診断） 

・傷害に対する詳細な復帰のプラン 

・テクニカルスタッフに対する伝え方、選手に対するアプローチの 

　相談・決定・共有

以前はクラブハウスでのスタッフミーティング等も実施してたが、 
コロナ禍での状況の変化、オンラインでの共有が増えた



daily injury report
上部は 
ドクター向けの報告中心 

下部は他スタッフとの共通言語を使用して 
全員で共有しやすいものとしてまとめる



コーチングスタッフに求められる情報
・傷害名、部位 
・受傷機転 
・復帰までどのくらいの期間が必要か

・quick　 

・simple　 

・to the point

ここが１番求められる情報であり、曖昧にしてしまうと問題が起こるポイント 
ここをドクターやPT、AT間で連携をとりながら、 
非医療従事者にもわかる説明で行わなければならない 
＊重症度にも個人差が出るケースやレアケースでの復帰時期の前後にも理解が必要

できるだけ短い言葉で単的に！

簡単に！曖昧な表現は使用しない！

要点を明確に！エビデンスも踏まえて



まとめ

治療、トレーニング、リハビリテーション等の各分野でのスペシャリストが必要な一方、 
クラブの予算規模やカテゴリー次第では広く仕事ができる人材が求められるのも事実 
実際はこちらの方が需要高めかと思われる。 
実際に目にする求人では職域広く・経験も求められるが報酬が低めが多…

専門分野も必要ですが、スポーツ現場で働く上では 
クラブ・選手のためにどれだけできるかが重要（人間性）



御清聴ありがとうございました


