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���はじめに�

近年、スポーツにいわゆるトレーナーが

かかせない存在となっている。アスリート

を少しでもいいコンディションにする、ま

たケガから早くスポーツに復帰するため、

トレーナーは、さまざまな治療や運動指導

を行う。しかし、国によって、トレーナー

の名称、資格、業務などは、異なるようで

ある。筆者は、1979 年から日本代表サッカ

ーチーム、ドイツプブンデスリーガ、J リ

ーグ（図 1）などでトレーナー活動をして

きた。そこで、Ｊリーグや FIFA でのトレ

ーナー活動そして、海外のサッカーチーム

視察を踏まえ、世界の 12 カ国のトレーナ

ーについて概観してみたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1� ジェフユナイテッド市原千葉 
 

���日本� Ｊリーグ�

日本では、1993 年に J リーグが開幕し

たが、それ以前は、アマチュアのリーグ

（JSL 日本サッカーリーグ）だった。 
当時のトレーナーの業務は、シンプルで、

疲労回復のマッサージ、鍼治療、テーピン

グ、簡単なリハビリ程度だった。しかし、

プロの J リーグができた時に、大きくトレ

ーナーの仕事が変わった。J リーグ規約で、

チーム医療のさまざまなことが規定された。

たとえば、専属の日本の医師免許を持つ医

師がいることや健康管理の責任がその医師

にあることが明言され、ドーピングコント

ロールも始まった。トレーナーは、人数も

1 名から 3 名程度に増員された。Ｊリーグ 
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急処置、簡単なリハビリを行っていた。筆

者は、彼のアシスタントを行った。資格は、

マッサージ師なので、マッサーと呼ばれた。

ドイツでは、監督をトレーナーと呼ぶ。�

2014 年筆者は、ブレーメンに視察に行っ

た。2 年前より、日本人の鍼灸師がトレー

ナーとして在籍していたからである。トレ

ーナーは、5 名に増えていた。トレーナー

業務は、多岐に渡っていた。マッサージ、

テーピング、応急処置は、当然であるが、

傷害の管理やスケジューリング、専門的な

リハビリ、鍼治療などを業務としていた。

資格は、3 名が理学療法士（スポーツＰＴ）、

マッサージ師が 1 名、そして、鍼灸師 1 名

である。ブレーメン以外でも鍼治療は、医

師が行っているチームと日本人鍼灸師がい

るチームがあるという。 
スポーツＰＴとは、理学療法士がスポー

ツフィジオセラピーの講習を受け認定され

た名称である。いわば、日体協アスレティ

ックトレーナーや、USA の ATC(Athletic 
Trainer Certified)のようなものである。目

的は、①傷害の予防、②応急処置、③リハ

ビリ、④パフォーマンスの向上、⑤選手教

育� とされている。世界組織 IFSPT 
(International Federation of Sports 
Physio Therapy) があり、アスレティック

トレーナーの世界組織 WFATT (World 

Federation of Athletic Training and 
Therapy)と類似している。ただ、スポーツ

ＰＴは、基本的に各国の理学療法士協会の

下部組織である。 

 
���ヨーロッパ� イギリス�

1999 年のアンケート調査によると、イギ

リスプレミアリーグ 20 クラブのうち、13
チームから回答があり、そのうち 7 クラブ

が鍼治療を行っていた。施術者は、チーム

の理学療法士、医師、外部の鍼灸師であっ

た。 
2012年ロンドンオリンピックでのFIFA

レフェリーへのトレーナー活動で、イギリ

ス人のトレーナー5 名と仕事をした。その

うち、3 名が理学療法士（ＰＴ）で、鍼認

定資格を持っていた。1 名がスポーツマッ

サージ師、残る 1 名がフィジカルインスト

ラクターだった。多くの理学療法士が鍼治

療の認定を受けている。理由は、理学療法

士は、180 時間の講習で鍼認定資格が授与

される、つまりほぼ 3 カ月の受講でＯＫだ

からある。アフリカの項で述べるが、南ア

フリカはさらに簡単である。業務は、日本

とほぼ同様である。 
2014 年プレミア 2 部のワットフォード

クラブを視察した。このチームのトレーナ

ー（フィジオと呼ぶ）は、5 名で、資格は、

チーフがオステオパス、理学療法士（ＰＴ）

3 名うち、スポーツＰＴ1 名，そして鍼灸

師（日本）1 名だった。鍼灸師は、筆者の

学校の卒業生なので、視察が可能だった。

業務内容は、日本と同様であるが、手技療

法が多いという印象だった。 
イギリスは、ほぼ理学療法士がトレーナ

ー活動を行い、鍼治療（ドライニードリン

グ）も行っている。 
 

図 3� IFSPT と WFATT について 
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の過密日程のためか、疲労の蓄積、傷害の

増加、夏場のパフォーマンスの低下などの

多くの問題が発生した。そこで、トレーナ

ーにマッサージや治療のほか、傷害の予防

対策や体力測定、食事のコントロールやサ

プリメントの検討なども求められるように

なった。�  
2010 年には、J リーグのトレーナー数は、

180 名だった。保有資格は、鍼灸師がもっ

とも多く、111 名（62％）で、ついであん

摩マッサージ指圧師が 78 名（43％）、日本

体育協会公認アスレティックトレーナーが

61 名（34％）だった。ついで、柔道整復師 
31 名（17％）、理学療法士（PT）が 27 名

（15％）である。なお、上記のアスレティ

ックトレーナーは、医療資格ではない。日

本体育協会公認ということで、業務は、①

予防と応急処置、②アスレティックリハビ

リテーション、③コンディショニング、④

体力測定と評価、⑤健康管理と組織運営、

⑥教育的指導 と規定され、トレーナーは、

日体協 AT と医療資格と両方持っている者

が多い。 
結局、Ｊリーグのトレーナーに関しては、

日体協アスレティックトレーナー資格も保

有すべきであろうが、人数は、圧倒的に鍼

灸師が多いといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2� Ｊリーグトレーナーの保有資格 2010 年 

���アジア�韓国�

韓国は、アジアで初めてプロリーグを始

めた国である。2006 年にソウル近郊の 5
つのＫリーグクラブを見学した（ソウル

FC や富川 FC など）。テーピング、マッサ

ージ、リハビリなどを行っていた。クラブ

には、それぞれトレーナーが 2 名いた。呼

称は、トレーナーあるいは、ＰＴ（理学療

法士）で、所有資格名で呼ぶ。韓国代表チ

ームのトレーナーによると（彼は、理学療

法士）、トレーナーの資格は、KATA（韓国

アスレティックトレーナー協会）が 3 分の

2 ほど、ＰＴ（理学療法士）が 3 分の 1 位

という。民間資格は、いろいろあるが不明

とのことである。鍼治療は、トレーナーが

行っているチームもあるが、韓医師の資格

ではないようだ。 
 
���中東アラブ首長国連邦�

中東のアラブ首長国連邦は、2009 年、

2010 年とクラブ W 杯で現地のトレーナー

と FIFA レフェリーのメディカルサポート

をした。この国は、イスラム教で、油田が

あるためきわめて裕福な国である。2 名の

トレーナーの資格は、理学療法士なので、

フィジオ（ＰＴ）と呼んだ。ところが彼ら

は、スーダンとトルコからの出稼ぎで、

U.A.E.のクリニックで働いていた。業務は、

鍼治療をしないことを除けば、ほぼ日本と

同じであった。なお、サッカーチームにも

他国からのトレーナー（ＰＴ）が行ってい

ると聞いた。 
 
�．ヨーロッパ� ドイツ�

����年筆者は、ドイツのベルダーブレー

メンと言うブンデスリーガのチームにいた

ことがあった。このチームには、トレーナ

ーが�名で、マッサージ、テーピング、応

資格 人数 ％

鍼灸師 111名 62 %
あんまマッサージ指圧師 78名 43 %
日本体育協会公認

アスレティックトレーナー
61名 34 %

柔道整復師 31名 17 %
理学療法士 27名 15 %

* 常勤 144名、 非常勤36名

Ｊリーグトレーナー会長 和田氏より
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���ヨーロッパ� イギリス�
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図 3� IFSPT と WFATT について 
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あるためきわめて裕福な国である。2 名の
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資格 人数 ％

鍼灸師 111名 62 %
あんまマッサージ指圧師 78名 43 %
日本体育協会公認

アスレティックトレーナー
61名 34 %

柔道整復師 31名 17 %
理学療法士 27名 15 %

* 常勤 144名、 非常勤36名

Ｊリーグトレーナー会長 和田氏より
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����南アフリカ、エジプト、ナイジェリア�

南アフリカでは、2009 年コンフェデ杯、

2010 年ワールド杯と FIFA レフェリーの

メディカルサポートを行った。南アフリカ

は、スポーツ医学が盛んな国である。レフ

ェリーのトレーナーを共に行ったのは、す

べて、理学療法士（ＰＴ）3 名で、1 名が

スポーツＰＴであった。マッサージ師もい

るはずだが、仕事をする機会はなかった。

業務は、やはり日本と同様であるが、理学

療法士が鍼治療を行うのは、簡単である。

なぜなら、わずか 1 日の講習で理学療法士

は、鍼の認定資格が得られるそうである。

トリガーポイントに鍼で刺激を加えるので

ある。物理療法の一種という認識だろう。 
エジプトは、2009 年にカイロで U-20 ワ

ールド杯、ナイジェリアは、同年ボゴダで

U-17 ワールド杯が開催され、レフェリー

へのトレーナー活動を現地のトレーナーと

行った。エジプトで携わったトレーナーは、

自称� 理学療法士と言ったが、資格は、最

後まで不明だった。ナイジェリアのトレー

ナーも資格は不明だった。業務は、マッサ

ージとケガの応急処置を行っていた。サッ

カークラブに関しては、不明である。 
 
����終りに�

現在、スポーツ医学の注目は、治療から

予防に移っている。プロサッカークラブの

トレーナーは、医師と共に高度のレベルの

医療を行うため、ヨーロッパのサッカーリ

ーグの規約では、練習、試合に理学療法士

の帯同が義務付けられている。日本及びア

ジア各国にもアジアサッカー連盟から通達

が出され、理学療法士がクラブに義務づけ

られた。しかし、日本では、鍼灸師、柔道

整復師など理学療法師以外の伝統ある医療

資格が優勢であるため、Ｊリーグ規約には、

理学療法士、鍼灸師、あ指マッサージ師、

柔道整復師、日本体育協会公認アスレティ

ックトレーナーと書かれている（図 5）。 
結局、トレーナーの資格に関して、日本

の多様な資格と U.S.A.の公認アスレティ

ックトレーナー(ATC)は、理学療法士が優

位の世界のサッカーからは、特殊な状況と

言える。 

ドイツ
イギリス

理学療法士 (フィジオ) 試合１名 義務

フランス 理学療法士(キネ)     練習、試合２名
義務

アメリカ NATA   (ATC) アスレティックトレーナー

練習、試合 １名 義務

日本 理学療法士 クラブ勤務 義務

（理学療法士、はり師、きゅう師、あ
ん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、
日体協アスレティックトレーナー

図 5� 各国の理学療法士の義務化状況
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図 4� 治療するイギリスのフィジオ（理学療法士） 

 
���ヨーロッパ� フランス�

フランスもリーグアンというプロサッカ

ーリーグが盛んである。2007 年パリにある

パリサンジェルマン PSV クラブを視察し

た。トレーナーは、4 名で 3 名が理学療法

師（ＰＴ）で、1 名がオステオパスであっ

た。フランスでは、トレーナーをキネと呼

ぶ。鍼治療は、外部から週 1 回オステオパ

スがきて施術するという。フランスの法律

では、鍼治療は、医師と助産婦のみに資格

が与えられるが、厳密には、違法だが 7000
名ほど行っているそうだ。 

 
���北米� �������

トレーナーは、（厳密には、アスレティッ

クトレーナー）アメリカが発祥の地である。

日本からもトレーナーにあこがれてアメリ

カの大学に入学すると聞く。実際、スポー

ツ現場（特に大学や高校）では、公認アス

レティックトレーナー(ATC)が働いている。

もちろん、プロチームもそうだ。理学療法

士(PT)は、病院、クリニックに所属してい

る。ちなみに学歴、年収では、ATC と PT
では、かなり開きがある。インターネット

の ocupational outlook handobook による

と、ATC は、大学卒程度で年収が 41600
ドル前後、PT は、大学院博士程度で、年

収が 76310 ドル前後となる。現在、ボイシ

州立大学の研究員の泉氏によると、メジャ

ーリーグサッカー（MLS）では、各チーム

でトレーナーは、ATC が 2 名プラスインタ

ーン 1 名という構成という。そして、業務

も日本とは若干異なり、傷害予防プログラ

ム、応急処置からリハビリ、チーム医療保

険の事務処理などが主な業務である。鍼治

療は、行わず、外部の鍼灸やカイロの治療

院を紹介するという。 
 
���南米� コロンビア�

2013年U-20ワールドカップがボゴダで

開催され、筆者もコロンビアのトレーナー

と共に、レフェリーへのトレーナー活動を

行った。4 名のトレーナーは、理学療法士

が 2 名（クリニック勤務）、マッサージ師 1
名（開業）、キネシオロジスト 1 名（ユー

スチーム所属）であった。コストの関係で

理学療法士がサッカーチームにまだあまり

いないようであった。鍼治療は、行ってい

る気配はなかった。 
 
����南米� ブラジル�

2013 年コンフェデ杯、2014 年ワールド

杯と２回に渡って、ブラジルのトレーナー

（フィジオあるいはマッサーと呼ぶ）4 名

と FIFA レフェリーのトレーナー活動を行

った。われわれは、理学療法士だけだった

が、サッカークラブには、理学療法士とマ

ッサージ師がいるという。疲労回復のマッ

サージは、マッサージ師が担当し、ケガの

治療、リハビリは、理学療法士が行うそう

である。鍼治療は、ブラジルでは、盛んだ

が、筆者の知るトレーナー（フィジオ）は、

行っていなかった。業務は、鍼治療を除け

ば、日本と同様である。 
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ある。物理療法の一種という認識だろう。 
エジプトは、2009 年にカイロで U-20 ワ

ールド杯、ナイジェリアは、同年ボゴダで

U-17 ワールド杯が開催され、レフェリー

へのトレーナー活動を現地のトレーナーと

行った。エジプトで携わったトレーナーは、

自称� 理学療法士と言ったが、資格は、最

後まで不明だった。ナイジェリアのトレー

ナーも資格は不明だった。業務は、マッサ

ージとケガの応急処置を行っていた。サッ

カークラブに関しては、不明である。 
 
����終りに�

現在、スポーツ医学の注目は、治療から

予防に移っている。プロサッカークラブの

トレーナーは、医師と共に高度のレベルの

医療を行うため、ヨーロッパのサッカーリ

ーグの規約では、練習、試合に理学療法士

の帯同が義務付けられている。日本及びア

ジア各国にもアジアサッカー連盟から通達

が出され、理学療法士がクラブに義務づけ

られた。しかし、日本では、鍼灸師、柔道

整復師など理学療法師以外の伝統ある医療

資格が優勢であるため、Ｊリーグ規約には、

理学療法士、鍼灸師、あ指マッサージ師、

柔道整復師、日本体育協会公認アスレティ

ックトレーナーと書かれている（図 5）。 
結局、トレーナーの資格に関して、日本

の多様な資格と U.S.A.の公認アスレティ

ックトレーナー(ATC)は、理学療法士が優

位の世界のサッカーからは、特殊な状況と

言える。 

ドイツ
イギリス

理学療法士 (フィジオ) 試合１名 義務

フランス 理学療法士(キネ)     練習、試合２名
義務

アメリカ NATA   (ATC) アスレティックトレーナー

練習、試合 １名 義務

日本 理学療法士 クラブ勤務 義務

（理学療法士、はり師、きゅう師、あ
ん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、
日体協アスレティックトレーナー

図 5� 各国の理学療法士の義務化状況

 
8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4� 治療するイギリスのフィジオ（理学療法士） 

 
���ヨーロッパ� フランス�

フランスもリーグアンというプロサッカ

ーリーグが盛んである。2007 年パリにある

パリサンジェルマン PSV クラブを視察し

た。トレーナーは、4 名で 3 名が理学療法

師（ＰＴ）で、1 名がオステオパスであっ

た。フランスでは、トレーナーをキネと呼

ぶ。鍼治療は、外部から週 1 回オステオパ

スがきて施術するという。フランスの法律

では、鍼治療は、医師と助産婦のみに資格

が与えられるが、厳密には、違法だが 7000
名ほど行っているそうだ。 

 
���北米� �������

トレーナーは、（厳密には、アスレティッ

クトレーナー）アメリカが発祥の地である。

日本からもトレーナーにあこがれてアメリ

カの大学に入学すると聞く。実際、スポー

ツ現場（特に大学や高校）では、公認アス

レティックトレーナー(ATC)が働いている。

もちろん、プロチームもそうだ。理学療法

士(PT)は、病院、クリニックに所属してい

る。ちなみに学歴、年収では、ATC と PT
では、かなり開きがある。インターネット

の ocupational outlook handobook による

と、ATC は、大学卒程度で年収が 41600
ドル前後、PT は、大学院博士程度で、年

収が 76310 ドル前後となる。現在、ボイシ

州立大学の研究員の泉氏によると、メジャ

ーリーグサッカー（MLS）では、各チーム

でトレーナーは、ATC が 2 名プラスインタ

ーン 1 名という構成という。そして、業務

も日本とは若干異なり、傷害予防プログラ

ム、応急処置からリハビリ、チーム医療保

険の事務処理などが主な業務である。鍼治

療は、行わず、外部の鍼灸やカイロの治療

院を紹介するという。 
 
���南米� コロンビア�

2013年U-20ワールドカップがボゴダで

開催され、筆者もコロンビアのトレーナー

と共に、レフェリーへのトレーナー活動を

行った。4 名のトレーナーは、理学療法士

が 2 名（クリニック勤務）、マッサージ師 1
名（開業）、キネシオロジスト 1 名（ユー

スチーム所属）であった。コストの関係で

理学療法士がサッカーチームにまだあまり

いないようであった。鍼治療は、行ってい

る気配はなかった。 
 
����南米� ブラジル�

2013 年コンフェデ杯、2014 年ワールド

杯と２回に渡って、ブラジルのトレーナー

（フィジオあるいはマッサーと呼ぶ）4 名

と FIFA レフェリーのトレーナー活動を行

った。われわれは、理学療法士だけだった

が、サッカークラブには、理学療法士とマ

ッサージ師がいるという。疲労回復のマッ

サージは、マッサージ師が担当し、ケガの

治療、リハビリは、理学療法士が行うそう

である。鍼治療は、ブラジルでは、盛んだ

が、筆者の知るトレーナー（フィジオ）は、

行っていなかった。業務は、鍼治療を除け

ば、日本と同様である。 
 




