
異所性骨化 障がい者、乱暴な他動運動で筋肉が骨化

シーバー病 成長期の骨端症、アキレス腱の踵骨付着部

ジョーンズ骨折 第５中足骨の疲労骨折、サッカー

スティンガー症候群 バーナー症候群、頚部側屈や伸展での椀神経層の損傷、電撃痛、しびれ、一過性

トンプソンテスト アキレス腱断裂確認テスト、伏、膝90度、正常なら底屈、断裂なら背屈

ブローアウト症候群 眼窩底骨折、、複視、頬や上唇のしびれ

フレイル 高齢者の機能低下した状態。５つのうち３つ、栄養も重要

サルコペニア 筋肉が減少、筋力や身体機能が低下した状態。

ボクサー骨折 中手骨頚部の骨折、４，５指に多い

埋伏智歯 親知らず、下顎骨骨折のリスクのため抜歯推奨。

マレットフィンガー 槌指、ＤＩＰ伸展不可、ＤＩＰ屈曲時に指先に負荷

慣性外傷性脳症 パンチドランカー、ＣＴＥ、脳震盪の繰り返しで老後に脳障害

ロフストランドクラッチ 杖に腕支えがあるもの

ＦＡＩ 大腿骨寛骨臼のインピンジメント、ｃａｍ、pincer変形

ＳＣＡＴ５ 脳震盪評価ツール

ＧＣＳ 頭部外傷の意識障害スケール、開眼、言語、反応

ＪＣＳ 日本の意識障害スケール、見当識、刺激

Ｌａｔｃｈｍａｎ　test 膝靭帯評価、前方

Ｍａｒｆａｎ症候群 高身長、大動脈破裂先天疾患、スポーツと突然死

ＭＩＬＳ 頚椎カラーで頚部を固定して搬送

ＭＴＳＳ シンスプリント、脛骨内側の骨膜炎、脛骨骨髄浮腫、脛骨疲労骨折　

ＣＴＥ 慢性外傷性脳症

Iselin病 短腓骨筋牽引による第5中足骨基部の骨端症、成長期

タックスプレー (アンダーラップと皮膚の接着)

アンダ一ラップ　 (皮膚の保護)



スターアップ (外側の支え)

ホースシューとサーキュラー (各テープの固定とベース。スターアップと直角の向き)

ヒールロック 　(腫の固定)

フィギュア・エイト 　(足首の固定)

アンカー (テープのペースや最終固定)

スパイラル (回旋の制動)

前方制動テープ (脛骨の前方移動を制動)

スプリット　 （各テープの固定と膝蓋骨の制動）

サーキュラー (各テープの固定)

Xサポート （内反、外反の制動）

高気圧酸素療法 高濃度酸素を高気圧のもとで吸引する治療促進。肉離れの治療

ＰＲＰ（多血小板血漿）治療 自分の血液から成分を取り出して損傷部位に注射する。肉離れの治療。

急性炎症期 （損傷を受けた細胞の壊死、毛細血管の破綻、白血球が損傷部へ集積）

増殖期 （毛細血管や線維芽細胞の増殖）

成熟期 （コラーゲン線維の再構築）

必衰アミノ酸 体で合成されないアミノ酸、ロイシン、バリン、イソロシン（トリプトファン、リシン、ヒスチジン）

非必衰アミノ酸 ア行、ク行の名前が多い。（セリン、チロシン、システイン、プロチン

BCAA 分岐鎖アミノ酸　ロイシン、バリン、イソロシン

グルコース 人がエネルギー源として利用する代表的な糖質。筋肉、脳、神経で利用。

グリコーゲン 肝臓や筋肉に蓄えられ、多いほど持久力に有利。グリコーゲンローディング（カーボローディング）がある。

鉄欠乏性貧血 疲れやすい、動悸、息切れなどの症状がでる。スポーツと栄養。鉄の取り過ぎもダメ

女性アスリートの三主徴 利用可能エネルギー不足、骨粗鬆症、無月経

骨端核 骨端軟骨の中心にある骨化される部分。

コンパーメント症候群 怪我による炎症により患部が腫脹し、周囲の組織の血流が悪くなり２次的損傷が起こること

運動誘発性喘息 運動が発端の喘息、小児では、運動後の呼吸困難とこの症状の区別が特に難しい。診断には運動負荷試験が必要

運動負荷試験 運動誘発性喘息の確定診断するもの



ピークフロー 運動誘発性喘息、運動参加の判断検査、吐き出す息の速さの最大値を測る。

自律神経過反射 障がい者、脊髄損傷で起こる。冷感、鳥肌、頭痛、徐脈、高血圧などの症状が生じ、放置すれば脳出血を来す恐れ。排尿必要。

脳性まひ 生後４週までに生じる脳の非進行性病変に基づく永続的な運動や姿勢の異常。２歳までに出現。

てんかん ２～３分で回復。しびれや意識を失うなど。

ＱＯＬ （qｕaljty of life）　残された余命の生活の質

熱中症 以下のもの  熱失神→熱疲労→熱射病の順で重症度が高い。

熱けいれん 汗で失われた塩分が足りず、筋けいれん（こむら返り）を生じる。

熱失神 一過性のめまいや失神

熱疲労 発汗による脱水と皮膚血管の拡張による循環不全（脱力、めまい、頭痛、嘔吐）

熱射病 体温が４０°Ｃを超え、脳機能に異常を来す。死亡率が高い。

気管支喘息への対処 発作時には運動の中止、酸素飽和度計によるモニター、吸入薬の吸入を行う。

過換気症候群 肺胞換気量の増加、動脈血中の二酸化炭素分圧が低下。呼吸困難感、胸部圧迫感、四肢の知覚異常やしびれ、不安感、動悸や胸痛

メチルエフェドリン ドーピング物質。風邪薬や鼻炎薬。興奮作用、

エフェドリン 葛根湯に含まれる麻黄（マオウ）にあるドーピング物質。興奮作用。

無承認物質 ＳＯ、常に禁止、ドーピング物質

蛋白同化薬 Ｓ１、常に禁止、ドーピング物質

ベプチドホルモン Ｓ２、常に禁止、ドーピング物質、成長因子、関連物質および模倣物質

ベータ２作用薬 Ｓ３，常に禁止、ドーピング物質

利尿薬 Ｓ５、常に禁止、ドーピング物質

カンナビノイド Ｓ８，競技時に禁止、ドーピング物質

糖質コルチコイド Ｓ９、競技時に禁止、ドーピング物質

ベーダ遮断薬 ｐ１、特定の競技に禁止。

ＴＵＥ （治療使用特例）申請　３０日前までに申請。

ＲＴＰＡ （検査対象者登録リスト・アスリート）ＪＡＤＡに登録されたトップクラスのアスリート

ホールドリラックス ＰＮＦテクニック、収縮後弛緩

特異性の原則 スポーツで改善させたい動作の姿勢、運動方向・角度・速度を考慮し、それに似た運動負荷を与えること。



アジリティートレーニング スピードアジリティートレーニング　動作の速度を高める能力や、急激に動作の速度や方向を変える能力（アジリティ）

頭蓋骨の骨の数 １５種２３個の骨からなり、

リスフラン関節 中足骨と

ショパール関節 踵骨と　　距骨と

項靭帯 頚椎の強大な靭帯。後頭骨からＣ７，Ｔ１まであり、頚椎の過屈曲を防止

骨端輪損傷 成長期の椎体損傷。椎体の周囲に成長軟骨である骨端輪が輪状に位置しており、それの損傷。

体幹の筋肉 胴体を動かす筋肉。ローカル筋、グローバル筋の２つに分かれる。

ローカル筋 深層にある単関節筋。脊椎を安定させる。

グローバル筋 脊柱には直接付着しない。胸郭と骨盤をつなぐため、離れたところから大きな外力を生み出す多関節筋であり、

ドローイン 仰向けでお腹を凹まし呼吸。体幹トレーニング。

エルボートー 肘と足先だけで体を支える。体幹トレーニング。

ヤコビー線 左右の腸骨稜を結ぶ線。、Ｌ４／Ｌ５棘突起間のレベルになる。

ＡＳＩＡ機能障害尺度 頚髄損傷評価、Ｓ４，５領域と筋力評価

四肢麻痺

完全麻痺 四肢を全く動かせず、感覚もない状態。

Kemp ｓign 腰椎分離症の徒手検査。腰椎後屈と腰椎回旋による疼痛確認。

Ｔ２像 ＭＲＩ　椎間板性腰痛（ＨＩＺ白く写る）、腰椎分離症（椎弓根高信号白い）

ＰＥＤ-ＴＡ 椎間板性腰痛で用いるＰＥＤ

ラジオ波ハイボーら ＰＥＤ、内視鏡の先端部、これでヘルニアを焼き切る。

ＰＥＤ 経皮的内視鏡視下椎間板摘出術、ヘルニア手術

X線 臓器などが重なる。外観。ＣＴよりは被ばくが少ない。

MRI 強い磁場”と“電波”を使って画像をだす。放射線による被ばくがない。組織コントラストが高い。神経。断面。

ＣＴ CTはX線を使用。MRIに比べてCTは検査時間が短いメリット。骨。造影剤で胃や大腸、尿管や膀胱。断面。

保存療法 安静、リハビリ、アスリハのこと。痛み止め（内服、注射）も含む。

マクロファージ 免疫細胞のひとつ、死んだ細胞やその破片、体内に生じた変性物質や侵入した細菌などの異物を捕食。

ＬＯＶＥ法 後方椎間板摘出術



架橋静脈 脳表と硬膜を結ぶよう走行する。

びまん性軸索損傷 脳深部のネットワーク障害。軸索伸展や離断。

遷延性頭痛 せんえんせい、小児の頭部打撲後に発生。静脈洞損傷による遅発性出血を生じることがあり

光視症 光が走ったように見える。網膜剥離の症状の一つ。

烏口鎖骨靭帯 菱形靭帯と円錐靭帯。

求心性収縮 短縮性収縮

遠心性収縮 伸長性収縮

遠心路 中枢から末端へ

求心路 末端から中枢へ

肘の関節 （上腕骨滑車と尺骨滑車切痕）（上腕骨小頭と橈骨頭）（橈骨頭と尺骨の橈骨切痕）

三角線維複合体 ＴＦＣＣ

ＩＰ関節 拇指のＤＩＰ関節

ＡＳＩＡ機能障害尺度 頚髄損傷評価、Ｓ４，５領域と筋力評価

前骨間神経 正中神経から分岐

後骨間神経 橈骨神経から分岐、後骨間神経深枝、運動神経。

ミクリッツ線 下肢機能軸、大腿骨頭中心から足関節中心を結ぶ線、膝蓋骨の中心を通る。

Ｑ角 ＡＳＩＳと膝蓋骨を結ぶ線と膝蓋骨と脛骨粗面を結ぶ線とのなす角。１５°

前頸角 膝関節の両顆部からみると前捻角は２０°ほど前方にねじれている。

頚体角 大腿骨頚部と大腿骨の角度１２５～１３０°

大腿脛骨角 大腿骨と脛骨の長袖がなす角。　１７５°　膝はやや外反。

SCREW　home　movement 膝最大伸展時の外旋１５°、膝が安定する。

gerdy結節 脛骨への腸脛靭帯付着部

成人の野球肩 ｲﾝﾀｰﾅﾙｲﾝﾋﾟﾝｼﾞﾒﾝﾄ、bennet骨棘、肩甲上腕神経麻痺

ｲﾝﾀｰﾅﾙｲﾝﾋﾟﾝｼﾞﾒﾝﾄ 上腕外転時に後上方関節窩と上腕骨の衝突で棘上筋や関節唇が挟まり損傷。

bennet骨棘 フォロースルー時の上腕三頭筋牽引で関節窩後方に骨棘ができる。

肩甲上神経麻痺 投球時遠心力による牽引で腱板の損傷やその支配神経である肩甲上神経麻痺により、



CAT ：combined aduction test、肩の外転、外旋のテスト　ＣＴＥは慢性外傷性脳症

HFTテスト :Horizontal flexion test、水平屈曲のテストで肩関節後方拘縮の検査

Hill-Sach病変 脱臼による骨の陥没：上腕骨後外側

ＨＡＧＬ病変 脱臼による関節包上腕付着部の関節包断裂や損傷

Bankart病変 肩関節脱臼における前下方関節唇損傷　↑↑bennet骨棘と間違えない。

多方向性不安定症 関節が緩い、脱臼しても損傷しない人もいる。

腋窩神経障害 脱臼時に腋窩神経牽引で肩外側に一過性の知覚鈍麻

足関節テーピング手順 タックスプレー　→　アンダーラップ　→　アンカー　→　スターアップ　→　ホースシューとサーキュラー　→　ヒールロック　→　フィギュアエイト　→　アンカー

膝関節テーピング手順 タックスプレー　→　アンダーラップ　→　アンカー　→　スパイラル　→　前方制御テープ　→　スプリット　→　サーキュラー

ＬＩＰＵＳ 低出力超音波パルス、難治性骨折、偽関節の治療。１日２０分貸し出し。難治性骨折や偽関節などが保険適用

ＯＣＤ 離断性骨軟骨炎

TFCC 三角線維複合体損傷

ＭＥＲ 肩最大外転外旋　maximum external rotation　肩の牽引力最大

リトルリーグエルボー 肘内側上顆障害　骨端角の剥離骨折、

MCL 肘内側側副靭帯損傷

chair test,、 テニス肘検査、肘を伸ばし、椅子を持たせ痛みを誘発させる

thomson test テニス肘検査、肘を伸ばし手関節を背屈させて抵抗を加えて痛みを誘発する。アキレス腱検査のトンプソンテスト、腰椎ヘルニアトーマステストと勘違いしない。

middle finger test テニス肘検査、中指伸展させて抵抗を加えて痛みを誘発する

enthesis 腱・靭帯の付着部位

超音波ドップラー検査 テニス肘、短僥側手根伸筋腱の血流増加から炎症の有無を確認できる。

uncocarpal stress test TFCCのテスト　手首の尺屈・尺屈回外での痛みの確認。

キーンベック病 月状骨軟化症、手首の過剰な負荷による月状骨壊死。　橈骨短縮術。

前方インピンジメントテスト FAIのテスト股関節屈曲、内転、内旋での痛み。

パトリックテスト 股関節変形のテスト、股関節外転外旋テスト

cross-motion グロインペインの検査、下肢のスイング

dialテスト 膝後十字靭帯　外旋テスト



Mcmurrayテスト 半月板損傷のテスト　膝最大屈曲から膝を内旋・外旋しながら伸展。

体外衝撃波 腱付着部炎などの多くの疾患除痛目的。難治性の足底筋膜炎で保険適用。ジャンパー膝でも治療で使う。

三角靭帯 足首内側の靭帯、前距脛靭帯、後距脛靭帯、脛踵靭帯、脛舟靭帯。の４つ。

footballer's ankle 足関節前方インピンジメント、距骨と脛骨の衝突で脛骨前方に骨棘

stieda's結節 距骨の骨棘　足関節後方インピンジメントの原因。

三角骨（足） 距骨後方にできる過剰骨、足関節後方インピンジメントの原因。

有痛性外脛骨 舟状骨周辺にできる過剰骨、後脛骨筋付着部炎症。

経皮的ドリリング 骨接合術（外脛骨、距骨骨軟骨症）骨に穴空けて治癒効果を利用して骨を接合する。

慢性コンパーメント症候群 運動中や運動後のみの下腿全体が張って苦しい症状

介達痛 同じ骨の異なる部位を叩いたときに響くような痛み

モーターコントロール ある筋とある筋が一緒に働くことで体が安定すること、腰痛分離症アスリハ

ビールマンスピン 腰椎分離症を起こしやすい。フィギュアスケート

バサロ 　腰椎分離症競泳

アラベスクポジション 　腰椎分離症　クラシックバレエ

トーマステスト。 腸腰筋の短縮検査、仰臥位でベットから膝下を下し、片膝を抱えた時に逆側の膝が上がると陽性。

エリーテスト。 四頭筋の短縮検査、うつ伏せで膝屈曲し尻と腫の距離が 10cm以上。

シットアップエクササイズ 仰臥位での腹筋

Ｌ４／５腰椎神経圧迫 Ｌ５神経根支配ではる前脛骨筋による背屈や長拇指伸筋による拇指背屈の麻痺

クロスオーバーストレッチ 肩を水平に内転させる（肘を抱え込む）　肩ｲﾝﾋﾟﾝｼﾞストレッチ

スリーパーストレッチ 側臥位、肩挙上位で肩を内旋。　肩ｲﾝﾋﾟﾝｼﾞストレッチ

腰椎分離症 大腿筋膜張筋、ヒラメ筋の柔軟性低下

腰椎ヘルニア 腹部筋（腹圧不足になる）

テニス肘 橈側でのグリップ動作の習慣化、上腕二頭筋の短縮、前腕回外可動域の低下

ＴＦＣＣ 過度な手関節尺屈や尺屈回外

グロインペイン 腹部筋の活動が遅い、膝の外反、股関節内旋。



ハムスト肉離れ 柔軟性の不足（ハムストリングス、腸腰筋、大腿筋膜張筋、脊柱起立筋）

シンスプリント 足回内運動によるヒラメ筋牽引力、後脛骨筋（外返し運動）の牽引Ｔｏｅ-ｏｕt、過剰な股外旋可動域、過剰な底屈可動域、

足底筋膜炎 蹴り出し時の足部外転

野球肘の原因 尺側手根屈筋、浅指屈筋、上腕三頭筋の筋力低下

脛骨、腓骨それぞれに跳躍型と疾走型タイプがある。脛骨跳躍型が難治性で髄腔釘

脛骨跳躍型は中央、前皮質骨、難治性

脛骨疾走型は、遠位1/3、近位1/3

腓骨跳躍型は近位

腓骨疾走型は遠位

浅指屈筋、 PIP関節を屈曲させる

深指屈筋、 DIP関節を屈曲させる。

粥腫（じゃくしゅ） 動脈硬化、動脈の内膜に脂肪分が沈着し、炎症反応により粥腫（じゃくしゅ）が生じ、動脈の内腔が狭くなる。

下腿疲労骨折














