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野球ひじ とは
「外側型野球ひじ(上腕骨小頭障害)」

外側型野球ひじ

内側型野球ひじ

後方型野球ひじ

筋肉の痛みや損傷

靱帯損傷

疲労骨折

骨端線障害

投球骨折尺骨神経障害

野球の投動作による肘のケガ(外傷)や故障(障害)の総称として
用いられることが多くなっている。

野球ひじの分類 内側 外側

外 側
(上腕骨小頭部)

内 側

内側・外側：手のひらを前に向けて



・投球競技の断念
・可動域制限、疼痛

外側型：上腕骨小頭部骨軟骨障害
（離断性骨軟骨炎:OCD）

・頻 度：低 い
・重症度：高 い

内側型：上腕骨内側上顆骨軟骨障害
尺側付着部障害

・頻 度 ：高 い
・重症度：比較的低い

野球ひじの分類

後方型：肘頭骨端線障害 疲労骨折
インピンジメント症候群等

外側

内側

正常像

正常像

異常あり

異常あり

超音波エコー画像：外側・内側型野球ひじ



ポイント

・野球ひじには外側や内側等に生じるい
くつかのタイプがある

・重症度が高いのは「外側型(上腕骨小
頭部)野球ひじ」



野球ひじ検診

・野球ひじを早くみつける「早期発見」

・野球ひじにならない「発症予防」

のために「野球ひじ検診」が全国で行
われている

2011年度～ 黒部市野球ひじ検診
対 象：市内小・中学生野球選手

2000年度～ メディカルチェック+専門体力測定
対 象：県内高校野球選手
結 果：小・中学生期に原因がある障害が多い

黒部市民病院における野球検診

そのため、小中学生を対象とした検診が必要と考え



・対 象 ：市内 小・中学生野球選手
・検診内容：超音波エコー検査＋身体機能評価＋コンディショニング指導

黒部市スポーツ障害検診(野球ひじ検診)の概要

問診 アンケート

結果報告

超音波エコー検査

身体機能評価

コンディショニング講習

・異常所見なし
・経過観察
・要精密検査(医療機関への受診を勧める)



②体力、パフォーマンス測定値①超音波検査所見、医学的身体所見

個人用結果報告書①②

黒部市スポーツ障害検診受診者数(野球)

黒部市の小学生野球選手の約9割、中学生
野球選手の約7割が毎年受診

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019

年度

野球

小学生 168 145 148 149 141 130 120 127 104

中学生 36 71 41 40 34 44 42 41 54



黒部市野球ひじ検診結果：超音波エコー検査
「外側型野球ひじ」 有所見者率

10～20人に1人

（％）

※二次検診で外側型野球肘(上腕骨小頭部離断性骨軟骨炎)が否定されるケースもある
ため、有病率は上記グラフ数値より少し低い。

黒部市野球ひじ検診結果：超音波エコー検査
「内側型野球ひじ」 有所見者率

2～4人に1人

（％）



ポイント

・外側型は3～10％程度の有所見率
(疑い含む)

・内側型は25～40％程度の有所見率



黒部市野球ひじ検診結果

外側型：新規発生(前年度:陰性)学年

小学5年生前後が多い
ただし、低学年にも発生例がある

（％）

ポジション 比率(%)

投 手 30.0

捕 手 7.5

内野手 27.5

外野手 32.5

投手

捕手
内野手

外野手

黒部市野球ひじ検診結果

外側型：ポジション別比率

ポジションはさまざま



A：中学2年生時に肘OCD
発症
・野球歴：小学3年生～
捕手、三塁手
・投球数：平均的

B：小学6年生時に膝OCD
発症
・野球歴：小学3年生～
二塁手、外野手
・投球数：少ない

C：中学2年生時に肘OCD発症
・野球歴：小学3年生～ 投手
・投球数：小学校時代は多い

中学1年生時は少ない

兄弟

従
兄
弟

黒部市野球ひじ検診結果

外側型：内因的関与

血縁者に外側型野球ひじの人がいれば要注意

(OCD:離断性骨軟骨炎)

なぜ外側型野球ひじになる？

・血流障害
発育期 骨端線癒合前後

・持続的な外力
投球、ひじへの荷重等

※不明な点も多い



ポイント

外側型野球ひじ

・小学5年生前後の発症が多い
・低学年や投球機会が少ない選手
にも発生例がある
・ポジションはさまざま
・内因的要因も考えられている



投球制限による治癒率

外側型野球ひじ

初 期
外側型野球ひじ

進行期
投球
中止群 90.4％ 52.9％

投球
続行群 12.1％ 0％

（徳島大学：松浦哲也ら）

外側型野球ひじの治療

・一定期間、ひじを休ませる
・初期型ほど治癒する確率が高い
・原因が不明な場合もあるため、
「早期発見」が現時点では重要な対策



症例①「外側型野球ひじ」

・小学6年生時の検診で発見（初期型）
・自覚症状なし
・7か月間の投球制限
・治癒



症例①
初診時 3ヶ月後

5ヶ月後 7ヶ月後



症例②「外側型野球ひじ」

・外野手
・中学2年生時の検診で発見(進行期)

1年前の検診では異常所見なし
・自覚症状あり 「ひじの外側が痛い」
・中学3年生の引退まで投球継続
・手術



症例②
初診時 9ヶ月後 14ヶ月後



外側型野球ひじの治療の考え方

・治療には数か月から数年かかる

・野球人生における時期や将来の目
標等に応じた対応を考える



症例③「内側型野球ひじ」

・外野手 小学6年生
・試合中の送球でひじ内側に強い痛み
以後、内側痛を繰り返す
医療機関の受診なし
・検診で要精密検査⇒二次検診
内側上顆骨端線離開
・手術



内側型：内側上顆 骨端線離開

右(野球肘) 左(問題なし)

症例③



内側型野球ひじの治療の考え方

・多くは投球フォームの修正やコンディシ
ョニングで対応できる

・中には症例③のようなタイプもあるた
め、痛みが続く、繰り返す場合は医療機
関を受診



①野球ひじには内側型、外側型、後方
型などのタイプがある。
②外側型は小・中学生など発育期にだ
け発症する重症タイプである

野球ひじ関連知識

以下の設問に(知っているor知らなかった) で回答

スポーツ検診に合わせて野球ひじについての情
報提供と確認を選手や保護者に実施

野球ひじについて詳しくなろう

③内側型は比較的軽症タイプだが部位
や発症の時期によって、休むべきか痛く
ても投球して良いか等、対応が異なる
④外側型は小学5年生から中学1年生
の発症率が高い
⑤外側型には野球経験の少ない低学
年での発症や兄弟発症等があり内因的
な関与が疑われるものもある



検診を毎年受けることで野球ひじの知識が向上

野球ひじ関連知識「知っていた」比率(保護者)
（％）

スポーツ障害検診

早期発見

発症予防

知識↑↑

保護者
・外側痛は早めに医療機関を受診させる
・外側型野球肘は低学年でも発症する
・兄が離断性骨軟骨炎だったので弟も注意

指導者
・野球肘発症予防のためにコンディショニン
グを習慣化させよう
・シーズンオフは肘の回復期間に設定する
・スポーツ現場での定期チェックも行う 等

意識↑↑

選手・保護者・指導者

地域包括的検診の効果
・選手、保護者の知識や理解
が深まる
・地域全体でスポーツ障害か
ら子ども達を守る機運



ポイント

野球ひじの発症予防、早期発見のためには

検査だけではなく、スポーツ障害に対する
知識や理解が深まること、選手、指導者、保
護者、スポーツ現場、医療、行政等、包括的
に取り組むこと が重要



スポーツ障害検診
コンディショニング資料

①現状把握

②姿勢・フォーム修正
（正しい姿勢と動作）

③基礎的な体力づくり

2020年度版

(別冊)



これだけはやっておこう！（ひじ内側体操）

ひじ内側の骨から少し離れた部位を押しなが
ら前腕を回内外する

これだけはやっておこう！（肩内旋体操）

(抜粋)


