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第 36 回日本登山医学会学術集会にあたり 
会長 上小牧憲寛 

済生会宇都宮病院 救急科 

 

 ようこそ、栃木県へ。この地は東京生まれの私にとって第二の故郷というより故郷そ

のものです。1991 年にこちらへ赴任して初めてスキーを本格的に行い、山スキーに誘

われ、1998 年栃木県山岳連盟のムスターグ・アタ遠征に医師兼隊員として参加させて

いただき、高所医学の勉強のために日本登山医学会に入会しました。アタ遠征では何と

か登頂を果たしたものの、自分の登山技術の拙さを痛感し、以後岩登り、沢登りやアイ

スクライミングを行い、ロープワークの基礎を学びました。また日々有酸素運動を行う

とともに、数え切れないほどの富士山頂滞在による高所順応トレーニングを行い、2002

年コンデ・リ登山、2006 年のエヴェレスト遠征を行うことになりました。 

 平行して毎年日本登山医学会学術集会に参加、演題を発表し、2004 年には西寧・ラ

サへ International Society in Mountain Medicineの学術集会に参加、2005年にはLake 

Louise で開催された Hypoxia Symposium に参加して、演題発表を行いました。この

頃が最も楽しく研究を行っていた時期でした。というのはムスターグ・アタ遠征の際に

当時筑波大学教授だった浅野勝己先生が一人ひとりの隊員に持たせたデータ記録ノー

トに、可能な限り毎日 Lake Louise Score、体温、血圧、脈拍数、息こらえ時間、簡易

Hb といったデータを記録させて下さったのですが、それらの膨大なデータを私に使用

させて下さったため、高所における様々な興味深い生理変化を観察させていただくこと

ができたのです。また栃木県から頻回に海外登山へ向かう隊があったため、彼らにデー

タを取らせていただいたことも、非常に興味深い生理変化を観察する機会を与えてくれ

ました。栃木県山岳連盟の皆様には非常にお世話になりました。また日本山岳協会医科

学委員会にも参加させていただき、同会にも様々なことを学ばせていただきました。 

 その後認定山岳医委員長となり同講習会をオーガナイズするようになり、今回の学術

集会開催へと流れたわけですが、先輩諸先生方のご指導などの恩恵を多々受けることが

できたため、日本登山医学会の活動を行ってくることができたのです。今回の学術集会

では現職場の済生会宇都宮病院の院長をはじめ多くの職員の方に支えられ、何とか開催

にこぎつけることができました。学会員の皆様、済生会宇都宮病院職員の皆様には非常

に感謝しております。 

 今後、私はこのご恩を還元しなければなりません。その対象として若い登山医学会員、

若い認定山岳医の皆様がいらっしゃると考えます。どのような貢献ができるか確約でき

る訳ではありませんが、この会の開催がその一助となれば幸いです。  
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会場案内 

学術集会会場 

栃木県総合文化センター サブホール 

〒320-8530 栃木県宇都宮市本町 1-8 

TEL：028-643-1000 
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1 階 

 
2 階 

 
 

 

懇親会会場 

2 階レストラン ラカンタ 

TEL：028-678-6590  
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理事会・社員総会のご案内 

会場：ホテルニューイタヤ 

     〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り 2-4-6 

   TEL：028-635-5511 

午後 3時 30 分～理事会 

午後 4時 30 分～社員総会 

午後 6時～代議員意見交換会  
 

 

平成 28 年度第１回理事会 
日時：６月 3 日(金) 午後 3 時 30 分～ 
【審議事項】 

・平成 27 年度事業・決算報告(事務局) 
・平成 28 年度各事業計画について 
・平成 28 年度予算について 
・第 39 回学術集会大会長の推薦について 

 
平成 28 年度第１回社員総会(代議員総会) 

日時：６月３日(金) 午後 4 時 30 分～ 
【審議事項】 

・平成 27 年度事業・決算報告の承認 
・平成 28 年度各事業計画の承認 
・平成 28 年度予算の承認 
・第 39 回学術集会大会長の推薦について 
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社員(代議員)意見交換会のご案内 

日時：６月３日(金) 午後６時～ 
会費：5,000 円（会場にてお支払いください） 
会場：ホテルニューイタヤ 
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参加者の皆様へ 

 

１．学術集会概要 

日時：2016 年 6 月 4 日（土）～6月５日（日） 

会場：栃木県総合文化センター サブホール 

 

２．参加費用 

会員・一般 8,000 円 

院生・学生 5,000 円 

 

３．受付時間 

   6 月 4 日  8：00～18：00 

   6 月 5 日     7：30～12：00 

 

４．総会 

6 月 4 日   13：00～14：00 

 

５．懇親会 

   6 月 4 日 18：00～20：00 

   会場：栃木県総合文化センター 2 階レストラン ラカンタ 

 

   会費：5,000 円（院生・学生 2,000 円） 

 

６．クロークは設けません。 

 

７．日本登山医学会年会費のお支払いと、新規入会のお申し込み  

会場に学会事務局を 4日（土）のみ設置いたします。年会費のお支払い、新

規入会申し込みの方は、学会事務局にてそれぞれの手続きをお願いいたしま

す。 

 

８．市民公開講座（無料） 

  6 月 5 日 13：20～15：30 「竹内洋岳の 8000m14 座登頂とそれを支えた猪

熊隆之」と題して、市民公開講座を開講いたします。講師：竹内洋岳、猪熊

隆之 
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座長の先生方へ 

１． ご担当セッション開始時刻の 15 分前までに、「次座長席」にご着席ください。 

２． 各セッションの進行は司会・座長に一任しますが、時間厳守と円滑な進行をお願い

致します。 

 

パネルディスカッションの演者の方へ 

パネルディスカッションの口演時間は 10 分です。スライド枚数に制限はありませ

んが、時間厳守でお願いいたしします。5 名のパネリストのご発表の後、御登壇頂

いての総合討論を予定しています。 

 

シンポジウムの演者の方へ 

シンポジウムの口演時間は 15 分です。スライド枚数に制限はありませんが、時間

厳守でお願いいたしします。3名のシンポジストのご発表の後、御登壇頂いての総

合討論を予定しています。 

 

一般演題について 

全ての講演を口演で、1 つの会場で行い、会員全員が全ての講演を聴講できる機会

を設けることを趣旨といたしました。 

口演時間は 7 分で、質疑応答の時間は 3分です。演題を多数ご応募いただきました

ので、時間厳守でお願いいたします。 

 

発表データの受付 

発表は PC によるプレゼンテーションに限定いたします。口演会場には液晶プロジ

ェクタを１台（１面映写）準備いたします。そのほかの映写機器（OHP・スライドな

ど）は使用できません。 

1. 発表データの受付 

 口演開始１時間前までに、PC 受付にて受付をお済ませください。 

 PC 本体を持ち込まれる場合も、動作確認のため必ず受付をしてください。 

 発表データは PowerPoint 2007/2010/2013 のいずれかで作成いただき、必ず

Windows 版での動作確認をお願いいたします。 
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 音声の再生は不可です。 

 ・キーノートの使用は不可です。 

 保存ファイル名は「演題番号 演者氏名」としてください。 

 PowerPoint のスライドは演題名を含めて 20 枚以内にしてください。 

2. 会場に用意する PC は、OS は Windows7、ソフトは PowerPoint2013、プロジェクタの

解像度は XGA（1024×768）です。 

3. 次演者の方は前もって「次演者席」にご着席ください。 

 

【メディアを持込む場合のご注意】 

 データは USB メモリまたは CD-R にて保存してお持ちください。（コピーミスを

防ぐため、メディアに保存した後に 作成した PC 以外の PC 環境でも正常に動

作することを確認してください。） 

 OS 標準フォント（MS ゴシック、MS 明朝、Arial、Century、Times New Roman

等） 

 動画は原則として使用できません。動画をご使用の場合は、ご自身の PC をご

持参ください。 

 発表データの中に他のデータをリンクさせている場合には、必ず他のデータも

一緒に USB メモリに保存してください。 

 ファイル名は「演題番号・演者名．pptx」としてください。 

 メディアを介したウイルス感染を防ぐため、必ずウイルスチェックをお願いい

たします。 

 お預かりしたデータは、学術集会終了後に責任を持って消去いたします。 

 

【PC 本体を持込む場合のご注意】 

 Mac をご使用の場合は、PC 本体をご持参ください。 

 プロジェクタ端子（ミニ D-sub15）との変換コネクタもご持参ください。 

 電源アダプタをご持参ください。 

 スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除してください。 

 PC 受付にて動作確認後、ご自身で演者席まで PC をお持ちいただき、発表終了

後のお持ち帰りをお願いいたします。 

 Power Point の「発表者ツール」のご使用はお控えください。 
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学術集会日程 

2016 年 6 月 4 日（土） 

8：00 受付開始 

8：30～8：35 開会の辞 

8：35～8：55 会長講演 

 座長：浅野勝己（NPO 富士山測候所を活用する会） 

 演者：上小牧憲寛（済生会宇都宮病院 救急科） 

9：00～10：00 一般演題１）集団登山、山岳事故明 

10：05～11：15 パネルディスカッション「次世代を担う認定山岳医、認定山岳看護師

の一人として」 

座長：上小牧憲寛（済生会宇都宮病院 救急科） 

大橋教良（帝京平成大学健康科学研究科） 

演者：稲田 真（航空自衛隊）「私が考える本邦における認定山岳医の実情と展望」 

浦川陽子（豊橋市民病院）「3 年間の看護師会員数の動向と今後の活動について

考える」 

金澤英紀（自治医科大学附属病院放射線医学教室）「求められる認定山岳医、認

定山岳看護師の姿とは」 

木野田文也（富士見高原病院内科）「山岳医が登山者の安全に寄与できること」 

朴 尚美（大阪市立住吉市民病院）「山岳認定看護師の活動は無限大」 

11：20～12：00 特別講演１「アジア太平洋山岳医学会（APSMM)の歴史と目的 

The History and Aims of Asian Pacific Society of Mountain Medicine 」 

座長：小林俊夫（鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 呼吸器内科） 

演者：格 日力（青海大学医学部高原医学研究所所長、教授 中華人民共和国） 

12：00～13：00 昼食休憩 

13：00～14：00 総会・奨励賞受賞記念講演 

14：05～15：15 シンポジウム「外からみた認定山岳医制度」 

 座長：小野寺昇（川崎医療福祉大学） 

    大城和恵（心臓血管センター北海道大野病院） 

演者：臼杵尚志（香川大学医学部付属病院 手術部）「山岳診療所の参加者から見た

認定山岳医」 

渡邊雄二（国立登山研修所アドバイザー）「登山者が期待する認定山岳医の活

動」 

角谷道弘（日本プロガイド協会、UIAGM 国際山岳ガイド）「ガイドからみた認

定山岳医制度」 
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15：20～16：20 一般演題２）循環器、呼吸器 

16：25～17：15 一般演題３）山岳診療所 

17：20～18：00 一般演題 4）登山歩行 

18：00～20：00 懇親会（会場：栃木県総合文化センター 2 階レストラン ラカンタ） 

 

6 月 5 日（日） 

7：30 受付開始 

8：00～9：00 一般演題５）生理学 

9：05～9：55 一般演題６）高地環境、登山環境 

10：00～10：40 一般演題７）スポーツクライミング 

10：45～11：25 一般演題８）高山病、高所順応 

11：30～12：15 特別講演２「アスリートの医学的サポート」 

座長：山本正嘉（鹿屋体育大学） 

演者：川原 貴（国立スポーツ科学センター） 

12：15～12：20 閉会の辞 

13：20～15：30 市民公開講座「竹内洋岳の8000m14座登頂とそれを支えた猪熊隆

之」 

  座長：増山 茂（東京医科大学病院 渡航者医療センター） 

  演者：竹内洋岳（プロ登山家、立正大学客員教授、ICI 石井スポーツ所属） 

     猪熊隆之（株式会社ヤマテン）  
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一般演題プログラム 

 

一般演題１）集団登山、山岳事故明 

 

6 月 4 日（土） 

9：00～10：00 

発表 7分 

座長：夏井正明（自由学園） 

 

 

１－１．集団登山に帯同する看護師の現状～ツアーナースへの聞き取りから～ 

小杉幹子（ヒューマンサポート研究所） 

 

１－２．学校登山に対する教員の意見－筑波山学校登山を引率した中学校教員への

調査より－ 

大賀淳子（埼玉医科大学保健医療学部） 

 

１－３．海外登山帯同医師の経験から登山隊別疾患特徴と医療対応 

大城和恵（心臓血管センター北海道大野病院） 

 

１－４．御嶽山火山災害から学んだ死因究明の重要性と課題 

髙松英司（信州大学医学部法医学教室） 

 

１－５．筑波山山域よりヘリ搬送された傷病者の検討 

大橋教良（筑波メディカルセンター病院、帝京平成大学地域医療学部） 

 

１－６．雪渓で滑落し受傷した人工骨頭ステム周囲骨折の 1 例 

永井一郎（都立玉総合医療センター） 
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一般演題２）循環器、呼吸器 

 

6 月 4 日（土） 

 15：20～16：20 

発表 7分 

座長 小林信光（信州大学医学部 内科学第一教室） 

 

 

２－１．登山中の心血管疾患死の予防を目指す医療支援〜「登山外来」具体的事例 

大城和恵（心臓血管センター北海道大野病院） 

 

２－２．登山中に心拍低下を来したペースメーカー患者に対し、運動負荷試験を用

いてペースメーカー調整を行った経験 

小森孝洋（自治医科大学内科学講座循環器内科学部門） 

 

２－３．高地における小児発作性咳嗽の 3 例 

山田真平（金沢大学十全山岳会） 

 

２－４．アプノモニターを用いた標高 2880ｍ付近における睡眠時呼吸障害 

加賀谷聡志（昭和大学医学部北岳診療部） 

 

２－５．日帰り富士山登山が前腕部および下腿部における浮腫に及ぼす影響 

関 和俊（流通科学大学） 

 

２－６．防水スプレーによる急性肺障害が登山開始後に顕在化したと考えられた一 

    例 

原田智紀（日本大学医学部機能形態学系生体構造医学分野、日本大学医

学部徳沢診療所） 
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一般演題３）山岳診療所 

 

6 月 4 日（土） 

16：25～17：15 

発表 7分 

座長 臼杵尚志（香川大学医学部付属病院 手術部） 

 

 

３－１．名古屋市立大学蝶ヶ岳診療所における最近 6 年間の活動報告： 

酒々井眞澄（名古屋市立大学大学院医学研究科、名古屋市立大学蝶ヶ岳ボ 

ランティア診療班） 

 

３－２．蝶ヶ岳における医薬品携帯調査の実施： 

中島 亮（名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療班） 

 

３－３．奥穂高岳夏山診療所での診療活動に参加した学生の実態 

温水理佳（岐阜大学 医学部看護学科） 

 

３－４．奥穂高診療活動に参加した学生の参加前後の社会的自己制御 

大平幸子（岐阜大学医学部看護学科） 

 

３－５．上高地診療所の歴史と現状 

植木彬夫（東京医科大学 上高地診療所） 
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一般演題 4）登山歩行 

6 月 4 日（土） 

17：20～18：00 

発表 7分 

座長 齋藤 繁（群馬大学医学部 麻酔科、集中治療部） 

 

 

４－１．着地動作中の衝撃力とバランス能力―前方着地と側方着地の特徴― 

藤堂庫治（明和病院 アスレティックリハビリテーションセンター） 

 

４－２．ビデオカメラによる転倒の記録と分析 

粕谷志郎（みどり病院） 

 

４－３．登山前階段下り訓練の遅発性筋痛に対する抑制効果 

岡田恭司（秋田大学大学院医学系研究科理学療法学講座） 

 

４－４．富士山頂において歩行バランスに与える影響 

井出里香（東京都立大塚病院 耳鼻咽喉科） 
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一般演題５）生理学 

 

6 月 5 日（日） 

8：00～9：00 

発表 7分 

座長 斉藤篤司（九州大学大学院人間環境学研究院） 

 

 

５－１．スポーツに於ける呼吸 －動物の進化から見た呼吸の変化― 

吉田泰行（威風会栗山中央病院） 

 

 

５－２．若年女性の日帰り富士山登山時における水分摂取量と食物摂取量が体重変 

化量および脱水量に及ぼす影響 

髙木祐介（奈良教育大学） 

 

５－３．低山登山山行の違いが体重，水分摂取量および尿中成分指標に及ぼす影響

‐歩行とロープウェイの比較‐ 

西村一樹（広島工業大学） 

 

５－４．登山前の氷飲料摂取が登山中の体温および心拍数に及ぼす影響 

斉籐篤司（九州大学大学院人間環境学研究院） 

 

５－５．登山前後のヘモグロビンの変化について自験例の解析および文献学的考 

        察 

金森雅夫（びわこ成蹊スポーツ大学） 

 

５－６．標高 2,200m の高地滞在が赤血球性状に与える影響の性差 

前川剛輝（日本体育大学・体育研究所） 
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一般演題６）高地環境、登山環境 

 

6 月 5 日（日） 

9：05～9：55 

発表 7分 

座長 井出里香（東京都立大塚病院 耳鼻咽喉科） 

 

 

６－１．高地住民における酸化ストレスと糖尿病の関連 

奥宮清人（京都大学東南アジア研究所、総合地球環境学研究所） 

 

６－２．山中における紫外線の布の透過について 

井上智之（香川大学医学部三俣診療班学生三年） 

 

６－３．寒冷環境下における非常用保温アルミシートの着用が生体のストレス指標 

に及ぼす影響 

小野寺昇（川崎医療福祉大学） 

 

６－４．精神科治療の中での行動療法としての登山の可能性について 

齊藤健太郎（医療法人社団蒼峰会 恵比寿山の診療所） 

 

６－５．3000m 級の高所登山における視力障害の検討 

宮田裕輝（昭和大学白馬診療部） 
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一般演題７）スポーツクライミング 

 

6 月 5 日（日） 

10：00～10：40 

発表 7分 

座長 原田智紀（日本大学医学部機能形態学系生体構造医学分野） 

 

 

７－１．リードクライミング競技のシミュレーション時における生理応答 

長迫 凪（鹿屋体育大学大学院） 

 

７－２．ボルダリング競技のシミュレーション時における生理応答 

西谷善子（明治大学） 

 

７－３．スポーツクライミングにおける傷害実態調査～傷害発生環境の違いによる 

検討 

富澤隆一郎（鳥取県中部医師会立三朝温泉病院、日本クライミング傷害 

研究会）       

 

７－４．スポーツクライミングによる胼胝形成の特徴 

大森 俊（産業医科大学皮膚科） 
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一般演題８）高山病、高所順応  

 

6 月 5 日（日） 

10：45～11：25 

発表 7分 

座長 花岡正幸（信州大学医学部 内科学第一教室） 

 

 

８－１．登山中の水分摂取量と急性高山病発症との関連 

松本晴年（名古屋市立大学医学部附属病院薬剤部、名古屋市立大学蝶 

ヶ岳ボランティア診療班） 

 

８－２．富士山山頂における夜間睡眠時の動脈血酸素飽和度～滞頂日数および年齢 

との関連から～ 

森 寿仁（鹿屋体育大学大学院、立命館大学、日本学術振興会特別研究 

員） 

 

８－３．白馬三山縦走登山前後の呼吸機能の変化 

林 綾子（びわこ成蹊スポーツ大学） 

 

８－４．電子顕微鏡による高地肺水腫の肺病理組織像 

雲登卓瑪（信州大学医学部内科学第一教室） 
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功労賞 
 

森 紀喜（ボニュール根上苑） 

もり かずよし 

 

略歴：昭和 40 年 3 月  金沢大学医学部卒業 

昭和 41 年 4月  インターン終了後金沢大学医学部整形外科教室入局 

   昭和 45 年 9 月  金沢大学大学院医学研究科整形外科学講座終了 学位授与 

   昭和 45 年 11 月  富山県朝日町立泊病院整形外科医長 

   昭和 54 年 5 月  国民健康保険町立根上総合病院整形外科医長 

   平成 1年 4月   同上副院長 

   平成 14 年 4 月  同上院長 

   平成 17 年 2 月  国民健康保険能美市立病院院長（町村合併で改称） 

   平成 18 年 3 月  同上定年退職 

   平成 18 年 4 月  社会福祉法人 喜峰会 ボニュール根上苑施設長 

   平成 19 年 2 月  同上理事長 

 

役職・認定資格： 

  日本整形外科学会専門医 

  日本リウマチ学会専門医 

  日本医師会認定産業医 

  日本医師会認定スポーツ医 

  日本山岳会会員 

  日本登山医学会社員 

  金沢大学医学部十全山岳会名誉会長 

 

山に関するもの： 

  平成 1年～平成 15 年      文部省登山研修所専門調査委員 

  平成 18 根 4 月～平成 25 年 3 月 金沢大学医学部十全山岳会会長 

 

海外登山 

  1984 年 8 月～11 月     ネパール、ガウリサンカール遠征（日本山岳会東海支部） 

  1994 年 9 月～10 月     インド、バギラッティ I・II 峰（文部省登山研修所講師隊） 

  2010 年 9 月         キリマンジャロ（十全山岳会） 

2012 年 11 月        ネパール、ゴーキョピーク（十全山岳会） 

2014 年 12 月～2015 年 1月  ネパール、カラパタール（十全山岳会）  
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奨励賞 
 

宮崎喜美乃（株式会社 ミウラ・ドルフィンズ） 
 

【略歴】 

1988 年 山口県生まれ。 

2011 年 鹿屋体育大学体育学部スポーツ総合課程卒業。 

2013 年 鹿屋体育大学大学院体育学修士課程修了。 

2013 年  (株)ミウラ・ドルフィンズにて，高所登山・トレッキングに行かれる方の低酸

素トレーニングの指導及びデータ集積・解析などを行う。健康運動指導士，低酸素シニア

トレーナー。また，2014 年より趣味でトレイルランニングをはじめ，現在は THE 

NORTH FACE チームの一員として、国内外のレースで活動中。（主な成績：2015 年

ULTRA-TRAIL Mt.Fuji－Shizuoka to Yamanashi(76.7km)の部－ 女子総合優勝） 
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年齢との関連から見た一般登山者の脚筋力と脚パワーの特性 

 

宮﨑喜美乃 1) 安藤真由子 1,2) 山本正嘉 2) 

1)株式会社 ミウラ・ドルフィンズ 2)鹿屋体育大学 

 

 登山は坂道を上り下りする運動であり，平地でのウォーキングに比べて高い筋力が求め

られる．中でも脚の大腿四頭筋は重要で，これが弱いと「下りで脚がガクガクになる」

「膝関節痛」「筋肉痛」「痙攣」などのトラブルが起こりやすい．代表的な山岳県である長

野県の登山事故の原因は「転倒」「転落」「滑落」が全体の約 6 割を占めるが，前記のトラ

ブルはこれらの事故原因となる可能性もある． 

また登山では傾斜した不整地を歩くため，バランスを崩した時などに瞬時に脚筋力を発

揮し身体を支える能力，すなわち脚パワーも必要である．この能力は一般の高齢者の日常

生活でも，転倒の予防にとって重要な体力要素とされる．加齢に伴い下肢の筋力および筋

パワーは低下するが，特に大腿部前面の筋力の低下が著しい．またその低下の度合いは，

筋力よりも筋パワーの方が著しいことが知られている． 

そこで本研究は，趣味やレクリエーションのレベルで登山やハイキングを行っている，

225 名（20～79 歳）を対象に，若年から高齢まで一般登山者の大腿四頭筋を中心とした脚

筋力および脚筋パワーを測定し，その特性について検討することを目的とした．  

その結果，年齢と脚筋力との相関係数は男性が r = -0.307，女性が r = -0.239 であった．

また脚筋パワーとの相関は男性が r = -0.721，女性が r = -0.656 で，いずれも加齢による有

意な低下を示したが，その関係性は脚筋パワーの方がより強かった．また脚筋力と脚パワ

ーの関係性は男性が r = 0.390，女性が r = 0.375 で，先行研究で一般人を対象に報告されて

いる値（男性：r =0.663，女性：r =631）よりも低値を示した． 

本対象者の脚筋力と一般人のそれとを比べると，男性では 50 代以降，女性では 20 代か

ら 70 代までのすべての年代で登山者の方が高値を示した．そして 1 ヶ月に 3 回以上登山

を行っている者では平均値よりも高値を示している者が多かった．しかしそのような者で

も，登山者にとって望ましい筋力水準に達している者はわずかであり，優秀な登山家や山

岳部の学生と比べると大きな差が見られた． 

本研究の結果をまとめると，一般的な登山者は，①一般人に比べると高い脚筋力をもっ

ている，②しかし脚筋力は安全に登山を行うレベルには達していない，③また脚筋力に見

合うような脚パワーが備わっていない，ことが示された．近年増加している登山中の事故

を防ぐためにも，登山の励行だけではなく，別途普段からの筋力・筋パワーを向上させる

トレーニングが必要であると考えられる． 
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会長講演 
 

山と登山者がデータを与えてくれる 

 

上小牧憲寛 

済生会宇都宮病院 救急科 

 

山スキーを始めて間もない 1997 年に山スキーを指導して下さった先輩から栃木県山岳連

盟創立 50 周年記念ムスターグ・アタ（7546m）遠征に誘われたのが、本格的な登山を始める

きっかけとなった。1998 年 5 月同遠征に出発する前に松本で開催された The 3rd World 

Congress on Mountain Medicine, The 18th Japanese Symposium on Mountain Medicine に

参加したのが当時はまだ学会ではなく研究会だった日本登山医研究会に入会する機会とな

った。ムスターグ・アタには当時筑波大学教授だった浅野勝己先生が用意して下さった、AMS

スコア、SpO2、体温、脈拍、血圧などを記録するチェックシートを綴じた手帳を持参し、キ

ャラバン中や各キャンプで可能な限りデータを記録した。帰国し浅野先生がそのデータを

チェックした後に、参加した隊員達のうち 8名がこの手帳を後に私に貸して下さった。遠征

中滞在高度が上がる度に熱っぽく、自分の体温が少し上昇していることを記憶していたの

で、各隊員の体温も調べてみたところ、自分を含めた 9名の隊員中 8名で、最高高度到達前

の体温が到達後の体温と比較し高くなっていることに気づき、学会報告した。 

その後浅野先生が 1998 年雑誌 Nature に掲載されたアンギオテンシン変換酵素（ACE）遺

伝子型に関する letter の情報を提供して下さった。ACE 遺伝子には酵素活性の低い

Insertion 対立遺伝子（I）と Deletion 対立遺伝子（D）がある。遺伝子型が I/I の人は ACE

酵素活性が低く、D/D は活性が高い。I/D はそれらの中間である。英国で高所登山のエキス

パートの同遺伝子型を調べたところ I/I が最も多く I/D は I/I よりわずかに少ない程度だ

ったが、D/D は非常に少なかった。2000 年に栃木県高体連登山部コングール・チュビエ（7530m）

遠征隊隊員の遺伝子型を調べたところ、I/I が圧倒的に多く I/D はその約半分、D/D は一人

しかいなかった。自分の遺伝子型も密かに調べた筆者は、それが D/D であることを知って落

胆した。 

2003 年栃木県から有志 4名がスパンティーク（7028m）遠征に行った。彼らの登山前健診

を担当した筆者は彼らに依頼して心エコーを行わせていただいた。また遠征から帰国した

直後にも同検査を行わせていただいた。肺動脈圧や右室径が増加していたことは成書にも

記載されている通りだったが、左室重量が低下していることは新発見だった。高所滞在に伴

い骨格筋は、毛細血管から筋線維までの酸素輸送距離を短くして酸素供給を容易にできる

よう萎縮する。同じことが左室でも起こっていることが判明した。 

筆者は 1998 年のムスターグ・アタ遠征に参加した後、2002 年 10 月に職場から海外研修

の機会を与えられ、ネパールへ山岳地帯の医療視察をするために訪れた際に、クワンデ南峰

（6187m）に登頂したが、2006 年には栃木県エヴェレスト遠征に参加した。自分の ACE 遺伝

子型が D/D で高所に弱いことを自覚していたため、1998 年以来毎日 1 時間以上の有酸素運

動を行い、持久力だけは可能な限り増強して参加したため登頂は何とか叶ったが、両手両足

の指趾に凍傷を負った。中島道郎先生から「医者であるにもかかわらず凍傷を負うとは情け

ない。どうして受傷したのか報告しなさい」と叱咤され、High Altitude Medicine & Biology
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に letter を書いた。 

あっという間に過ぎ去った 18 年だが、上記の結論として筆者が述べられることは以下の

通りである。高所へ行き自分の体に起こった変化を自覚し、他の人たちはどうなのか調べて

みると、どの人にも同じ変化が起こっていることがわかる。それが重要な研究テーマとなる。

また自分に起こった変化が他の人には起こっていない場合、それは自分の特異体質であり、

それが何故起こったのか調べると、それも研究テーマになり得る。したがって現在の筆者の

夢は、自分が委員長を務める認定山岳医のメンバー大勢で海外遠征に行き、皆でデータを取

り合いながら高所登山を行うことである。 
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特別講演１ 

Pulmonary Hypertension at High Altitude 

 

○格 日力 Ri-Li Ge MD Ph.D 

青海大学医学部高原医学研究所所長 教授 中華人民共和国 Research Center for 

High Altitude Medicine in Qinghai University, Xining, Qinghai, China 

 

A moderated elevated pulmonary arterial pressure (PAP) at high 

altitude is a physiological adaptive response to hypoxia. In some susceptible 

individuals, however, a marked elevation of pulmonary arterial pressure 

may be approaching systemic levels. This condition has mostly been 

observed in new comers such as Han Chinese and is consistent with the well 

known fact that Han Chinese does not tolerate high altitude. The prevalence 

of high-altitude pulmonary hypertension (HAPH) is higher in children than 

in adults and rises with increasing altitude particularity in infant children 

and new comers. The diagnosis of HAPH is mean pulmonary artery 

pressure of ≥30 mmHg or a systolic pulmonary artery pressure of≥50 mmHg 

measured at an altitude of ≥2500m. The pathogenesis seems to be right 

ventricular enlargement and failure following prolonged hypoxic pulmonary 

vasoconstriction.  

In addition, we found in Qinghai-Tibetan plateau that the well-adapted 

populations, such as Tibetans, have lower PAP that is similar to sea-level 

values. The resting mean PAP in Tibetan at an altitude of 3658m is 15.4 ±1.5 

(SE) mmHg and pulmonary vascular resistance 1.8±0.2 (SE). Tibetans are 
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significantly less prevalence of HAPH when compared with Han Chinese. 

This attenuated response is also apparent among high-altitude indigenous 

animals, such as Tibetan Antelope and Tibetan Pika. The mean PAP at an 

altitude of 4600m is 14.5± 1.9(SE) mmHg in Antelope and 12.3 ±1.7 (SE) 

mmHg in Pika. Thus, attenuated pulmonary hypertensive responses to 

hypoxia in Tibetan may reflect successful adaptation to life at high altitude. 

The mechanisms of reduced PAP among high-altitude human and animals 

are associated with adaptive changes in hypoxia-related genes. 

 

This work supported by Supported by National Basic Research Program of 

China(No.2012CB518200), Program of International S&T Cooperation of 

China (No.0S2012GR0195)，National Natural Science Foundation of China 

(No.30393133).   

  



29 
 
 

 

特別講演２ 

アスリートの医・科学サポート 
 

○川原 貴 

国立スポーツ科学センター・センター長 

 

競技者が世界の舞台で活躍するには、組織的、計画的な競技者の育成・強化に加え、スポ

ーツ医・科学の支援が必要不可欠となっている。諸外国は 1970～80 年代に国レベルでトレ

ーニングセンターや医・科学研究施設を設置して、トップレベルの競技者を育成してきてい

る。わが国では 2001 年に国立スポーツ科学センターが設置され、ようやくトップアスリー

トへの医・科学支援の体制が整いつつある。 

わが国におけるトップアスリートに対するスポーツ医・科学の取り組みは戦前から行わ

れていた。1964 年東京オリンピックでは、日本はスポーツ医・科学も含めて国家事業とし

て取り組み、成果をあげた。日本体育協会はスポーツ科学委員会を設置し、各競技に研究者

を配置、毎年約 30 の研究プロジェクトを実施した。また、医師による合宿所の巡回診療も

行われた。しかしながら、このような取組みはシステムとしては残らず、オリンピック等に

おける競技成績は徐々に低下していった。 

このような状況から、2001 年に国際競技力向上のための研究・支援を行う機関として国

立スポーツ科学センターが設置され、2008 年には JISS に隣接してナショナルトレーニン

グセンターが設置された。国立スポーツ科学センターは診療施設、研究施設、トレーニング

施設、宿泊施設、レストラン、研修室、情報サービス室などの施設を備えている。スポーツ

医学、生理学、生化学、バイオメカニクス、栄養、心理、トレーニング指導、情報技術、映

像技術等の専門家がトップレベルの競技者を総合的に支援すると共に競技力向上に関する

研究を実施している。スポーツ診療では内科、整形外科、アスレティックリハビリテーショ

ンに加え、歯科、婦人科、眼科、耳鼻科、皮膚科、栄養相談、心理カウンセリングなども実

施している。 

国立スポーツ科学センターの設置以降、日本のオリンピック等の国際大会での成績は向

上してきた。今後、さらに国際競技力を向上させるためにはジュニアからの競技者育成が重

要となってくる。ジュニア競技者の育成は都道府県の国体強化が大きな役割を果たしてお

り、都道府県の医・科学センターや都道府県体育協会の医・科学委員会がその医・科学サポ

ートを担っている。今後これらの組織と国立スポーツ科学センターが連携することにより、

ジュニアからトップまでの一貫した医・科学支援体制を構築していく必要がある。 

2014 年にパラリンピックの所管が厚生労働省から文部科学省になり、パラリンピックの

医・科学支援も国立スポーツ科学センターが担うことになった。2020 年に向けては障害者

スポーツ協会の医・科学組織と連携して、支援体制を構築していく必要がある。 
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シンポジウム：外からみた認定山岳医制度 
 

山岳診療所の参加者から見た認定山岳医 

 

○臼杵尚志 

香川大学医学部附属病院手術部 

 

【緒言】 

認定山岳医制度が発足して 6年、次第に認定者が増えている現状にあって、その存在意

義と将来展望を山岳診療所で診療活動を行ってきた者の視点から考察する。 

【一般の専門医制度との比較】 

現在、多くの専門領域において学会主導の専門医制度が運営されており、これが国主導

の新しい専門医制度へと生まれ変わろうとしている。多くの専門医制度では専門医取得

の前段階として認定医資格があり、専門医の取得後はさらに経験を積んで指導医資格を

取るシステムとなっている。この段階を踏んだ資格取得に際して重視されるのが経験症

例数である。仮に、この考え方を認定山岳医に適応させるとすると、「高山病症例 100

例」「山行中の外傷 50 例」等の診療経験が認定医の最低条件で、専門医取得にはさらに

多くの経験数と、HAPE や高エネルギー外傷等の経験数が問われるのであろうか。 

ただ、このようなシステムが現行の認定山岳医には相応しいとは言い難い。それは、目

的が、山行中に遭遇した急病や外傷を持つ登山者の救助と拝察され、現地でどれだけ救

命に寄与できる知識と技術・体力を有しているかが、認定の基準になっているからであ

る。ならば、そのコンセプトをもう少し明確に示しても良いのではないかと考える。 

【認定山岳医と診療所の医師】 

しばしば、「認定山岳医」と「山岳診療所で働く医師」を混同している方に出会い、そ

の説明に苦慮する。なぜなら、両者は類似しているようで、そのポピュレーションが異

なっており、目指す役割も異なっているように思えるためである。山岳診療を行ってい

る医師達に、学会への入会と認定医資格の取得を勧めて来たが、「求めているものが私

とは違う」「それはレスキューの仕事であって医師の仕事ではない」「医師の資格が必要

なのか、医学の知識が必要なだけなのか」「(HP を見て)あの内容ならそんな資格は欲し

くない」「そんな資格が無くても自分は多くの患者(登山者)を救っている」などと断ら

れても来た。やはり役割が異なるとの認識であろうか。加えて、診療所の医師は、そこ

を頼ってくる方々のために、基本的には診療所を離れてはいけないというのも相違点で

あろう。 

【今後の展望】 

斯くなる考えの下、改めて学会 HP 上で認定山岳医に関する部分を読んだが、認定山岳

医取得後の活躍の場について明確に示されているとは言えなかった。前述のように、山



31 
 
 

 

岳診療所にとって認定山岳医は「居てくれてもいい」が「どうしても居てほしい存在」

ではない。「認定山岳医は山岳警備隊と共に常駐していて、緊急時に警備隊と一緒に現

場に出かけるシステムを構築すべきでは」とのコメントも頂いたことがあるが、そろそ

ろ、そのような活躍の場を学会として明示すべき時期に来ているのではと考えている。
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ガイドからみた認定山岳医制度 

 

角谷道弘 

国際山岳ガイド 特別社団法人日本山岳ガイド協会理事 

 

【目的】ガイドから見た認定山岳医制度を報告する。 

 

【方法】過去5年間の立山クラスタ、八ヶ岳クラスタの内容から見える事。 

    内容は整理され、技術レベル、体力レベルも明確に整理されてきた。 

 

【結果】認定山岳医制度の実技講習は問題なく行われているのか？ 

    国際間での認定のレベルの差はないのか。 

    日本の国際山岳医が、諸外国でも活動できるのか。 

 

【考察】ガイドの認定制度を知って頂きたく、ガイドの検定方法を紹介する。 

    職能にあった山のガイドを念頭に検定を行う 

    教えずにいきなりの検定は時代にそぐわない 

    事前の書類審査の大事さを考える 

 

【結論】教えてから検定するのがいいのでは。 
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登山者が期待する認定山岳医の活動 

 

渡邉雄二 

国立登山研修所アドバイザー 

 

 ２０１２年７月１１日、文部科学省講堂で「平成２４年度全国山岳遭難対策協議会」（主

催：文部科学省、日本山岳協会、国立登山研修所他）が開催された。参加者は、全国の山岳

遭難救助や安全登山の普及活動に関わる警察、消防、山岳団体、旅行業界など３５０名であ

る。そのプログラムに「日本における国際認定山岳医制度について」と題して、当時の日本

登山医学会認定山岳医委員会委員長増山茂先生と英国山岳医・北海道警察山岳救助アドバ

イザー大城和恵先生に講義をお願いした。目的は、この制度を広く山岳関係者に周知し、認

定山岳医並びに日本登山医学会と連携して遭難事故防止に役立てて欲しいと願ったからで

ある。その時点では、「国際認定山岳医」って何？と言うのが会場の雰囲気であった。その

後４年が経った今、その活動は広く認知されているだろうか。 

 日本登山医学会は、２００９年カトマンズでの国際山岳連盟医療部会（UIAA Med Com）

において日本における認定山岳医制度の取り組みを発表し、２０１０年正式に国際山岳医

（UIAA/ICAR/ISMM 認定）制度が始まった。それ以降、２０１６年１月現在で認定国際山

岳医は３０名、国内山岳医は３１名 誕生している。「認定山岳医」とは、山岳医療技術と登

山技術との両方を修得している医師であり、認定のためのプログラム内容も多岐にわたっ

ており、認定までには膨大な時間と労力を必要とする。 

 では、登山者や救助者側からは「認定山岳医」に何を期待できるだろうか、いくつかの場

面から考えられることを記したい（病院での対応は言うまでもない）。 

（１）遭難救助の現場から  

 たまたま医師が現場に居合わせれば有り難いが、救助者側の最大の使命は速やかに医療

機関に搬送することなのでそのために最善を尽くすことである。仮に医師が時間を掛けて

わざわざ到着（ヘリコプターなどで）しても事故現場での医療処置は病院でないので無理、

応急手当や搬送の際のアドバイス程度しかできないであろう。そこで重要なことは、救助者

側と医師との電話や無線を使っての情報共有と適切な医療的助言・指示である。その意味で、

常日頃から救助者側と「認定山岳医」とのネットワークを構築しておく必要がある。高所登

山での鉄則「遠くの医者より近くの酸素」を思い出す。 

（２）事故防止への「山岳医」としての取り組み 

 登山の運動特性を理解した上での登山者への健康上のアドバイスを行うことは重要であ

る。積極的な講習会や登山者検診ネットワークなど更なる充実を期待したい。 

（３）山岳診療所における活動 

 現状では山岳診療所の活動は様々な困難な課題が山積みである。「山岳医」が中心となっ

てネットワークを作り、行政とも連携して課題解決に向けて努力して欲しい。 
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（４）各山岳遭難対策協議会（警察、消防、都道府県山岳連盟・協会なども含めて）との連

携強化 

 各組織と常日頃から緊密な関係を保ち、隊員の教育や登山者への安全教育などに携わっ

て行くことが重要。 

 以上のような活動を通して、「認定山岳医」の活動を世に示し、その存在をアピールする

ことが期待できる。これらの活動によって、社会的・経済的にも「認定山岳医」が高い評価

を得られることになるだろう。 

 平成２８年度から始まる「山の日」祝日を契機に、是非「山岳医」の能動的な活動を期待

したい。 
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パネルディスカッション：次世代を担う認定山岳医、認定山岳看護
師の一人として 
 

私が考える本邦における認定山岳医の実情と展望 

 
稲田 真 

航空自衛隊 

 

１．認定山岳医の社会的役割と本邦における現状 

認定山岳医（以下「山岳医」とする）の社会的役割は明確に示されてはいないが、歴史的

背景や regulation の内容から考察すると、（国際
．．

認定山岳医は）「山岳救助の現場における

医療提供」が期待されていることは明らかである。これに関して諸外国の例を示すと、英国

では約 15 名の山岳医が山岳救助隊の常任メンバーとして活動している。また、ヨーロッパ

アルプスでは山岳救助においてヘリが頻用されるが、その殆どに山岳経験豊富な医師が同

乗している（山岳医とは限らない）。これに対し、本邦においては山岳医が現場進出するシ

ステムが整っていないのが現状である。山岳救助には警察、消防、自衛隊等があたるが、そ

れぞれの組織が独自に活動しており、これが部外者である山岳医の現場進出を阻む一因で

ある。この現状を打開し、山岳医が現場に進出できるシステムを構築することが、本邦にお

ける山岳医に関する最も重要なテーマだと考えている。 

 

２．山岳医が今やるべきこと 

山岳医が現場に進出できるシステムを構築するには長い時間がかかることが予想される

が、それに向けて私たち山岳医が今やるべきであろうことを３つ挙げる。 

①山岳関係者との信頼関係を構築する 

 日々訓練を積んでいる山岳救助隊の隊員や山を生業とする山岳ガイド等からしてみれば、

登山技術を把握できていない山岳医の現場進出は望まないだろう。山岳医は確かな登山技

術と医学知識を擁することを、日々の活動を通じて徐々に理解してもらう必要がある。 

②社会的に認知させる 

 各種メディアを通じて、もしくは学校登山の引率や講習会等を積極的に引き受けること

で、一般の人に山岳医の存在を知ってもらうことは有効だろう。 

③山岳医を増やす 

 毎年 2000 件以上の山岳遭難が発生している現状を踏まえると、山岳医の現場進出を実現

するためには山岳医増加に尽力しなければならないだろう。 

 

３．私が山岳医として貢献できること 

 以上を踏まえた上で、私が個人的に貢献できそうなことを箇条書きにする。 
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・自衛隊内での山岳医療の普及や、教育・啓蒙活動 

・登山中に偶然出会う傷病者に対する医療行為 

・高所脳浮腫等の高所関連疾患に関する研究 

・登山医学会認定山岳医委員としての活動 
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3 年間の看護師会員数の動向と今後の活動について考える 

 
浦川陽子 

豊橋市民病院 

 

2016 年 3 月末日の集計にて日本登山医学会会員 711 名、内 150 名の医師と 33 名の看護

師が認定山岳医、看護師にエントリーされ、すでに認定山岳医として、また認定山岳医、看

護師を志すものとして、あらゆる方面で活躍されています。2010 年からは認定山岳医制度

が、そして 2014 年度には認定山岳看護師制度が設立されました。登山医学会会員の看護師

会員は全会員の 14.8％を占める 105 名。内、78％にあたる 92 名は 2013 年度以降に入会し

た看護師であり、また、2013 年度以降に入会した全会員の１/４以上の人数に値する 26.5％

が看護師で占められています。このことから、認定山岳看護師として、まだエントリーして

いない看護師も何らかの形で山岳医療に携わりたいと登山医学会に期待をし、入会してき

たと考えられます。しかし、一方で、登山医学会内で昨年度 67 名の退会者があり、内 11 名

は看護師である事実も否めません。 

現在の認定山岳医、看護師制度のカリキュラムは、医師と看護師が同じカリキュラムをこ

なさなくてはいけませんが、今後、多くの認定山岳医、看護師が誕生してくると予測されま

す。山岳医療を行っていく上では、医師目線や看護師目線だけでなく、警察や消防、自衛隊

や山岳ガイド等、他の山岳関係者と医師、看護師が連携し、登山医学会内において、どうチ

ーム活動していくかが今後の課題ではないでしょうか。 

また、救助活動と同様に、山岳医療の中に予防医学をどう取り入れていくかも重要である

と考えます。日本の文化、生活環境はその独特の風土から生まれます。 

そのため、登山医学は、環境から受ける疾患がテーマとも考えられます。高山病や、熱中

症、低体温症、凍傷等、山中において、環境に十分な対応ができないため発症するものです

が、これらのことは、医学的見地からの予防が可能です。日本という風土、そして高所とい

う特別な自然環境の変化に対する精神的、身体的なストレスが疾患に繋がっていくことを

一般登山者にわかりやすく伝え、それらに耐えうるための予防活動の啓発が必要かと思わ

れます。 

そして、予防活動を行った上で予期せず起こってしまった場合の救助活動。認定山岳医、

看護師は、山の医療者の専門家として、登山医学会内において、その場でできる処置を個人

の流動的な判断に任せるだけではなく、ガイドラインを設けて、伝達することも段階的には

必要だと考えます。 
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求められる認定山岳医、認定山岳看護師の姿とは 

 
金澤 英紀 

自治医科大学附属病院放射線科  

 

 国際山岳医制度は 1997 年 8 月に制定され、ヨーロッパの国々を中心に運営が行われてい

ますが、数年前まで日本には国際山岳医制度が存在しませんでした。2010 年に日本登山医

学会により認定国際山岳医プログラムが発行されたのに続き、2014 年からは認定国際山岳

看護師プログラムも追加され、数々のブラッシュアップを経て現在に至っています。 

 私がこの国際山岳医制度を知ったのは 2010 年に群馬県水上温泉で開催された第 30 回日

本登山医学会学術集会でのことです。それまで個人山行やグループ山行で北アルプスを始

めとする 3,000m 級の山域で登山をしていた私ですが、山行中に体調不良の登山者や傷病者

に遭遇することがあったものの、山岳医療に関する正確な知識に乏しく、適切な診察、処置

ができなかった苦い思い出があります。この国際山岳医を受講・資格認定を得ることで適切

な山岳医療に携われるだけでなく、自己の知識、技術の向上をはかれるのではないかと考え

望んだのがこの 2010 年の日本登山医学会学術集会でした。山岳医療に関する知識・技術は

多岐にわたり、日常診療における診療科を超えた一つの科のように思える専門的なもので、

自分の知識の不十分さを実感したものです。また、不十分な知識・技術では要救助者の生命

だけでなく、自己の生命にも危険が及ぶことを再認識させられました。 

 2016 年現在、プログラム発行から 5 年間で 30 名の認定国際山岳医が誕生しています。

各方面でご活躍されている先生がたばかりですが、国際山岳医を主たる診療科としている

先生は私が知る限りいません。この山岳医が広く知れ渡るようになったのは 2013 年の三浦

雄一郎さんのエベレスト登頂で随行した大城和恵先生のご活躍でしょう。その後、御嶽山噴

火での救助・捜索協力などで徐々に認知度が高まり、養成成果も時折取り上げられるように

なってきました。しかしながら日本での山岳救助は、警察・消防による救助隊と山岳ガイド

を中心とする遭難対策協議会が救助活動の主たる組織となっており、山岳医がより積極的

に活動できる仕組みの構築が急務です。それは救助活動に関わるだけでなく、並行して予防

山岳医療に力を入れる必要があると考えられます。確かに、遭難時でこそ山岳救助の技術が

日の目を見る機会ではありますが、日常診療と同様にいかに病気を減らすか＝いかに登山

中の事故を減らすが大切ではないでしょうか。そのためには、登山シーズン中の入山口や山

小屋での健康相談や啓蒙活動、登山用品メーカーやショップと連携して、登山中の健康に関

するレクチャーを開催するなどが候補にあがります。地道な活動ではありますが、これらの

活動で山岳医の認知度が深まり、活躍の場が広がっていく可能性があると思っています。日

本ではまだ始まったばかりの制度です。私たちのような若い認定山岳医・看護師の活動がこ

れからの山岳医・山岳看護師をつくっていくことでしょう。 
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山岳医が登山者の安全に寄与できること 

 
木野田文也 

富士見高原病院内科 

 

 私が山岳認定医を取ろうと思ったのは、大学時代に山岳部で山岳診療所に毎年登ってい

て長野県在住ということもあり、医師になってからも山に関わっていたいという気持ちか

らでした。 

認定医の講習は時間と費用のかかることですが、とても充実しており山に対する意識が

変わりました。しかし実際は山の中で、私達山岳認定医が傷病者に対応することは少ないと

考えられます。毎年夏山診療所に行っていますが、そこで行う処置自体が講習を受けたから

といって、できることが限られており、大きく変わったかと聞かれてもとそうとも言えない

と思います。変わったことといえば、ちょっとした、アドバイスや知識を登山者に披露でき

るぐらいでしょうか。 

縁があって学会主催のファーストエイド講習会の講師や、個人的に登山用品店で、ファース

トエイドの講習会をしています。その際に受講者の山岳医療に対する意識の高さと、今まで

興味はあるのだけどどうやって、その知識を手に入れればよいのかわからなかったといっ

た意見をよく聞きます。これまでは、医療の専門科が体系建てて、教えることがなかったこ

ともあり、そのような人が非常に多いと思われます。今後はそういった登山者をすくい上げ

てより多くの方に山岳医療の知識が広まることに期待します。 

山岳認定医は山岳医療の専門家として、実際に山岳救助を行う方々と山岳医療の情報の

共有や発信をしていく窓口の役割をはたし、少しでも多くの登山者の安全に寄与していく

ことが重要だと思います。 
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認定山岳看護師の活動は無限大 

 

朴 尚美 

大阪市立住吉市民病院 

 

 私が認定山岳看護師にエントリーした理由は、遭難事故をなくしたいからでした。年々

増える山での遭難事故では死亡事故はそれほど増えているわけでなく、体力不足から転倒

や滑落したり、経験不足から道迷いになって同じく転倒や滑落するといった事故が目立ち

ます。その他、極度の疲労で歩けなくなり、救助を求める例も増えています。 

もし、自分がそのような場面に遭遇した時に医療従事者としてなにができるだろうか。折

角、看護師としての資格をもっているのだから、それを好きな山で活かすことができるな

ら一石二鳥ではないかと思いました。認定山岳医の制度を知った時、看護師にもその受講

資格ができることを心待ちにしていた方は多いのではないかと思います。 

 看護師には日本看護協会によってつくられた「認定看護師」という制度があります。そ

れは社会的には認知度が低いですが、看護師間では周知されていますし、取得者も年々増

えています。ですが山岳認定看護師は、看護師仲間でも認知度はほとんどないと思いま

す。聞けば「山岳」ということだから山に特化した看護師であることは一目瞭然だと思い

ますが、その資格を取得することでなにができるの？なにをするの？と山仲間からはいつ

も質問されます。救助活動ができるといっても医師のように治療まですることはできませ

ん。なので看護師としては事故現場での活動よりも、登山者が安全に山へ行くための活動

が社会のニーズにも合い、求められるのではないかと考えます。「遭難防止」についての

あるアンケートでは、遭難防止策として最も多くの登山者があげたのは「啓発やパトロー

ル」でした。登山も多様化し、重荷を背負った縦走、ロープを使う岩登りよりも「山ガー

ル」に象徴されるような「手軽に山を楽しみたい」という登山者が増えています。また山

岳会には所属せずに、単独であったり、気の合う仲間とだったり、ネットでの募集に応じ

て現地で初めて顔を合わせて登るといった登山者もいます。そんな中、登山届の義務化や

パトロールなど行政や他者に遭難事故防止を依存するよりも、登山者自身が遭難を身近な

危機と感じて計画段階から対策を考えておく必要があると考えます。安全登山の啓発活動

は様々ありますが、レスキュー技術よりも事故を起こさないために登山者には山のリスク

とどう向き合えばよいのかを考えてもらうことが重要だと思う。リスクマネジメントとと

いえば堅苦しくなるが、ただ頂上を踏むのだけが登山ではなく、登山者一人ひとりが山の

楽しみを広げるためにも安全登山の啓発活動は必要であり、山岳認定看護師として求めら

れるのではないかと考えます。また、「山ガール」が増えているといっても山の世界はい

まだ男社会。女性としてその力が発揮できるとも考えます。 
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一般演題 
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一般演題 １－１ 

集団登山に帯同する看護師の現状  ～～ツアーナースへの聞き取りから～～ 

○小杉幹子 

ヒューマンサポート研究所 

 

【背景】学校行事や移動教室のプログラムの一環として、あるいは自治体や民間団体が主

催する軽登山に看護師が帯同することがあるが、必ずしも山岳特有の傷病を熟知している

とは限らないし、登山経験のない看護師の場合もある。しかし、登山プログラムに帯同す

る看護師に主眼を置いた研究は、あまり見受けられないことから、現状の問題点や危険

性、今後の課題を明らかにする必要があると考えた。 

【目的と対象】登山経験や山岳知識、技術の差異によって、参加者、あるいは集団に対す

る安全性に差異があるかどうか、また、現職のツアーナースはどのような問題を抱えてい

るのかを探索する目的で、登山プログラムに帯同した経験がある看護師 4 名に聞き取り調

査を行った。 

【方法】インタビューは、2016 年 2 月に実施し、看護師種別(正准)・ファーストエイドや

救命救急に関する資格・ツアーナース歴と帯同した山域・登山中に遭遇した傷病事例と対

応内容・ヒヤリハットなどについて、半構造化面接で聞き取りをした。 

【結果】全員女性で平均年齢は 45.5 歳、資格種別は正看護師で山岳関係の資格を有する者

はなかった。2 名が本学会の認定看護師制度を知っており、うち 1 名が将来的には取得し

たいと回答した。ツアーナース歴は 1 年～6 年で回数は 10 回以上～50 回以上であった。

就業形態は主に派遣会社や看護協会からの派遣であるが、主催者からの直接雇用もあっ

た。参加者区分は小・中・高の学校登山に加え、一般成人への帯同もあった。季節は無積

雪期が 3 名、通年が 1 名であった。標高は 1,800ｍ～2,500ｍであったが、プライベートで

登山をする者はなく、1 名はトレランのトレーニングで低山に行くのみで、1 名は富士登

山のために仕事をトレーニングとして位置づけ従事していると回答した。傷病事例はいず

れも軽症で搬送例はなかったが、看護師自身が骨折や捻挫などの怪我をしたと回答してい

た。また、帯同するにあたって事前準備は全くしていない者から登山コースや気象状況を

確認すると回答したものまで差が大きかった。自由回答では、全員が主催者から預かる救

急セットに過不足があると回答しており、何らかの私的負担をしていた。さらに、3 名が

報酬の低さを回答しており、2 名が登山プラグラムに特化したハンドブックや研修制度が

あればいいと回答していた。 

【考察と今後の課題】看護師の知識や技術の差異によって処置や対応に差が生じたり、登

山技術の未熟さから看護師自身が怪我をしたりと、現状の問題点が確認できた。また今

後、職域として確立し、身分保護のためには法整備や保険制度など必要であり、改善策を

提言するためにも大規模な調査が必要ではないかと思われる。      

連絡先 kyon-asuka@mtj.biglobe.ne.jp  
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一般演題 １－２ 

学校登山に対する教員の意見－筑波山学校登山を引率した中学校教員への調査より－ 

○大賀 淳子 

埼玉医科大学保健医療学部 

 

１．はじめに 

研究者は 2014～2015 年に、筑波山への学校登山を行った 3 つの中学校の生徒 792 人と

教員 68 人への質問紙調査を行った。中学生にとっての「筑波山登山の楽しさ」には、「達成

感」、「運動の好き嫌い」、「友人とのおしゃべり」、「山の自然に触れたこと」および「お弁当

の美味しさ」といった多様な要素が影響しており、教員の「学校登山は有意義である」とい

う意識には、「我慢強さが育つ」、「自然への興味関心が育つ」という考えが影響していたこ

となどの結果が得られ、第 74 回公衆衛生学会で報告した。ここでは、同調査における教員

の自由記述意見をもとに、学校登山の今後の課題について検討する。 

２．目的 

筑波山への学校登山を引率した教員の意見を整理し、学校登山の今後の課題を検討する

ための資料を得る。 

３．結果・考察 

教員 68 人のうち 21 人が、計 27 個の意見を記述していた。これらは、【学校登山の意義】

（12 個，44.4%）、【事前指導の重要性】（5 個，18.5%）、【体力の個人差への対応】（2 個，

7.4%）、【安全確保】（2 個，7.4%）および【その他】（6 個，22.2%）の 5 カテゴリーに分類

できた。最も数が多かった【学校登山の意義】は、「達成感が得られる」、「友人との絆が深

まる」、「地元への愛着心が育つ」、「何を意識して登るか、によって学べるものは多様」など

のほか、「特別支援学校の生徒が次第に友人のペースを尊重できるようになった」という前

任校での経験も語られていた。【事前指導の重要性】は、「山でのマナーやグループ行動など

についての事前指導が大切」、「他の登山者に迷惑をかけてしまったので来年度は検討した

い」などであった。また、【体力の個人差への対応】は、「生徒の体力の個人差が大きくなっ

ており、ついていけない生徒が出てしまうことへの対応が難しい」、「大人数での登山の弊害」

であった。【安全確保】は、「100%の安全確保」、「教員の仕事という点からみると、安全性

確保におけるリスクが少々高い」であった。 

以上のように、教員は学校登山の意義を認めており、そのために充分な事前指導が欠かせ

ないと述べていた。しかし事前指導の内容や方法、安全確保のための方策などへの負担を感

じていた。登山の専門家ではない教員が、これらを行うことへの負担感を抱くのは当然のこ

とといえるだろう。解決策のひとつとして、山岳関係者などの地域資源の活用が考えられる。

例えば、長野県山岳総合センターでは職員が学校に出向いて事前指導を行っており、それが

効果的であったことが示された（昨年度本学会発表）。このような取り組みが広がることに

より、教員の負担を軽減し、安全で効果的な学校登山を行うことができると考える。 
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一般演題 １－３ 

海外登山帯同医師の経験から登山隊別疾患特徴と医療対応 

○大城和恵１）、貫田宗男２） 

１）心臓血管センター北海道大野病院、２）株式会社ウェックトレック 

 

海外登山が活発になっているが、近年は中規模以上の遠征や登山は減少し、医師の帯同機会

も限られている。我々は、海外の登山、長期遠征に医師を配置し、チームドクターが渡航前、

および現地で医療対応を行った。複数回、異なる海外登山及び遠征に帯同したが、各登山及

び遠征は、山域、登山時期、登山期間、登山隊の規模、隊員の年齢や登山歴など、それぞれ

異なる要素を含んでいた。事前の医薬品の準備は既存の国際ガイドラインと先行研究に準

じ、日本の薬事法を遵守し行った。事前に隊員の健康診断、現地では隊員、ポーター、コッ

クなどチーム全員の医療対応のみならず、他隊の隊員やポーター、現地の居住者の対応を行

った。現地で対応した疾患、使用した医薬品を記録し、遠征毎にまとめると、年齢や経験、

職務により疾患罹患に傾向の違いを認めた。 

海外登山や遠征では、同じ山域でも登山者によって医療対応が異なること、登山者とポータ

ーでも疾患特性が異なる結果となった。また、同じ国でも山域によって医療整備が異なるこ

とにより、医療対応が異なった。 

海外登山や遠征での医療対応は、様々な要因を考慮して行うことの重要性が示唆された。 

 

筆頭発表者メールアドレス：sangakui.jp@gmail.com 
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一般演題 １－４ 

御嶽山火山災害から学んだ死因究明の重要性と課題 

○髙松英司、塩崎哲也、林德多郎、浅村英樹 

信州大学医学部法医学教室 

 

【緒言】現在の日本における死因究明制度は極めて脆弱であり、「死因不明社会」とさえ評

されている。そして、戦後最悪の人的被害（死者５８名、行方不明者５名）をもたらした御

嶽山噴火災害についても例外ではなく、十分な死因究明がなされたとは言い難い。１９９１

年の雲仙普賢岳噴火で犠牲になった多くの方が火砕流による熱傷で死亡したこととは異な

り、御嶽山噴火では犠牲者のほとんどが噴石による損傷が死因であった。従って、仮に詳細

な死因究明が施されていたならば、今後の火山災害への備えとして極めて重要な知見が得

られていたであろうことに疑いの余地はない。今回、我々は御嶽山火山災害の死者５８名の

うち４２名の死体検案を総括した経験を踏まえ、若干の噴石による損傷の特徴に加えて現

在の死因究明の課題について報告する。【検案体制】噴火翌日から、長野県地域防災計画に

基づいて地元医師会所属の医師を中心とした死体検案体制が敷かれた。噴火から３日後ま

でに１２名の死体検案が施行されたものの、検案を行った医師のうち日常的に死体検案業

務に携わっていた医師はほとんどいなかった。そこで、多数のご遺体が発見になった噴火の

４日後から、当教室員が現地入りし、総計４２名の死体検案の指揮をとった。【死因につい

て】４２名については、１名の火傷死を除いていずれも噴石による損傷が死因と考えられた。

損傷の特徴の１つとして、火口の反対側に位置していた領域にも損傷が散在していたこと

があげられ、例えば噴石が背後に落下した際に地面との衝撃によって破片が放射状に飛び

散り、これが火口の反対側に位置する領域に損傷をもたらしたと推定された。 

しかしながら、いずれの場合も外表所見のみからの死因の推定にとどまり、死後 CT 検査す

ら 1 例に対して行われたのみであった。したがって、死因の判断に苦慮した事例も数事例

認められた。【今後の課題】大規模災害に対しては、さきに発生した東日本大震災で実践さ

れたように、死因究明を専門とする日本法医学会が人員を現地に派遣して死体検案を担う

支援体制が整っている。今回の御嶽山火山災害においては、現地災害対策本部からの学会へ

の支援要請はなく、学会としての活動は行われなかった。これは、長野県地域防災計画に基

づいた地元医師会の協力によって、十分な人員の配備ができたことが理由である。さらに、

今回は火山災害という不慮の災害であり、事件性が完全に否定された中で行われた死体検

案であったことから、災害対策本部（警察機関）では死因の特定を重要視していなかったこ

とが容易に推認される。詳細な損傷状態の把握や死因の正確な特定が、死者の尊厳の保持に

加えて今後の類似災害への対策にいかに有益であるかを再認識した上で、専門家による死

体検案の必要性及び剖検を含めた死因究明の重要性を勘案した地域防災計画の策定が今後

の課題であろう。 
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一般演題 １－５ 

筑波山山域よりヘリ搬送された傷病者の検討 

○大橋教良 

筑波メディカルセンター病院、帝京平成大学地域医療学部 

 

【目的】筑波山とその周辺地域から筑波メディカルセンター病院にヘリコプター搬送さ

れた傷病者について検討し山岳医療のあり方を考察する。 

【対象】過去１０年間に筑波山および周辺山域より筑波メディカルセンター病院へヘリ

コプター搬送された５２人（年平均５人）について検討した。今回対象とした５２症例はヘ

リ搬送された傷病者のみで、自力で当院に来院した例や、他医療機関を受診した例は含まれ

ていないので、筑波山山域での救急患者の全発生状況を統計的に示すものではない。 

【結果】１）５２人中３０人は土・日・休日の搬送で、事故（傷病）発生時の天候は５２

人中３３人は晴れ、曇り７人である。２）年齢別にみると５０歳台１３人、６０歳台１４人、

７０歳以上が９人で、中高年が半数以上を占める。３）傷病の内訳は、外傷２４人、心血管

系疾患８人、熱中症５人、痙攣４人、脳血管障害３人、アナフィラキシー２人、その他６人

で、外傷が最も多い。４）外傷２４人の内訳は、四肢の骨折１１人、頭蓋内損傷６人、頸髄

損傷１人、胸部外傷１、多発外傷１、身体各部の打撲・挫創４人で、転倒転落による四肢骨

折、頭頸部外傷が大部分を占める。５）ヘリ搬送された５２人中、２８人が入院、２４人は

外来治療のみで帰宅した。入院２８人中、死亡例は頭蓋内損傷１、頸髄損傷１、虚血性心不

全４、不整脈１、肥大型心筋症１の合計８人で、心血管系疾患によると思われる死亡が多い。 

【考察】筑波山は標高８８７ｍ、都心から１時間余りで麓に到着でき、中高年者を中心に

近年登山者が増加している。今回の検討でも天気の良い土日休日を中心に中高年の登山客

の救急搬送が多い傾向がみられている。筑波山は重大な遭難が発生する山ではないが、登山

道の一部にやや急な岩場があり、つくば市の冬季の最低気温は都心より３~５度低く、南岸

低気圧通過に際しては標高５～６００ｍ以上で積雪がみられ日影の登山道では年によって

は３月頃まで圧雪、凍結が残る。年間を通して事故・発病で行動不能に陥る事態は珍しくな

い。標高３～４００ｍ以上の山域は林道もないので通常の救急医療体制ではカバーされず、

山域の大部分は神社の敷地のため森が深くヘリによるホイストも場所が限られる。その結

果、救急隊員（救助隊員）が山を駆け上って傷病者をヘリとのランデブーポイントまで移動

させて救助ということも行われている。高山病こそないが気道確保、固定、止血、保温とい

った山岳特有の病院前医療が必須で、また中高年の傷病者が多いことから基礎疾患を有す

る登山者への対応などの理解も必要である。 

【まとめ】東京都心に近く、中高年の日帰り登山で人気のある筑波山山域から地元の救命

救急センターにヘリ搬送される傷病者の現状を山岳医療の視点で分析・検討した。 
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一般演題 １－６ 

雪渓で滑落し受傷した人工骨頭ステム周囲骨折の 1 例 

○永井一郎 1)、毛利貫人 1)、苅田達郎 1)、金子泰三 2) 

1) 都立多摩総合医療センター 整形外科、2)東京大学医学部整形外科 

                      

症 例：58 歳 男性 登山歴 45 年 

既往歴：1996 年 サッカーで受傷した、左大腿骨骨頭骨折・大腿骨頚部骨折に対し観血整 

復内固定を受けています。 

1997 年 左大腿骨外傷性頭壊死に対し人工骨頭置換術を受けていますが、以後フォローア 

ップされていませんでした。 

2003 年発症 関節リウマチ  

経 過：2015 年 1 月 10 日、北アルプス後立山連峰爺カ岳で、下山中に雪渓を 50m 滑落し 

受傷され、ヘリで松本市内の病院に搬送されました。1 月 14 日に当院に転院されました。 

現 症：左大腿骨ステム周囲に粉砕骨折を認めました。骨折していないステム周囲に骨溶解 

があり、骨折以前からゆるみがあった、ゆるみを伴うステム周囲骨折 VancouberB3 と診断 

しました。他部位の外傷や、神経・血管損傷はありませんでした。 

手 術：2015 年 1 月 17 日に人工股関節再置換術・他家骨移植・観血整復内固定術を行い

ました。緩んでいたバイポーラーカップとステムは抜去し、人工関節用のカップとステムに

再置換し、骨溶解の部分には他家骨移植を行い、骨折に対しては、プレートとケーブルワイ

ヤーで固定しました。手術時間 5 時間 34 分、出血 2544g、輸血 MAP8 単位・FFP4 単位で

した。     

経 過：手術翌日より車椅子移動と部分荷重歩行、超音波骨折治療を開始しました。 

術後 1 カ月で全荷重歩行としました。登山復帰時の JOA 股関節スコアは 99 点でした。 

2015.6 尾瀬（大清水‐尾瀬沼‐尾瀬ヶ原‐鳩待峠 約 20 ㎞ 1 拍 2 日） 

2015.8 後立山連峰 栂池‐白馬岳‐唐松岳‐五竜岳‐遠見尾根下山 3 泊 4 日 テン拍

縦走 

2015.9 北アルプス 穂高連峰 涸沢ベースにロッククライミング（前穂高岳北尾根、北穂

高岳北陵、奥穂高岳ジャンダルム飛騨尾根 3 泊 4 日） 

2016.1 上高地 蝶カ岳（雪山） 

2016.2 八ヶ岳 阿弥陀岳南陵（岩陵雪山）を走破しました。  

考 察；雪崩や滑落などにより、大きな外傷を受傷し、登山をあきらめる登山家は少なくあ

りません。しかし、今回のケースのように非常に強固な固定と、人工股関節への再置換、絶

え間ないリハビリテーション、強い復帰希望をもってすれば、登山への復帰が可能になるこ

とがあります。受傷時、股関節の定期健診を行っていたため、ゆるみのため骨移植が必要に

なったと思われるので、インプラントが挿入されている場合には年 1 回程度の定期検診が

必要と考えます。  
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一般演題 ２－１ 

登山中の心血管疾患死の予防を目指す医療支援〜「登山外来」具体的事例 

○大城和恵 

心臓血管センター北海道大野病院 

 

山岳遭難死因の内訳を調べた結果、心臓死は、北海道の 2002-2013 年のデータでは 87 件中

18 件、長野県の 2014 年のデータでは 65 件中 14 件、富山県の 2014 年データでは 26 件中 4

件（血管死含む）であり、いずれも死因の上位３位以内となっている。また、脳血管障害に

よる死亡は、同北海道では２件、長野県では２件、認めている。 

山岳遭難者のおよそ１／２は６０歳以上であり、中高年の心臓突然死はほぼ心筋梗塞によ

るが、登山中に発作を起こした場合、病院までの搬送時間が長く、救命が難しい。 

今後、日本の高齢化社会の進展に伴い、活動的な高齢者が増加するといえる。 

当院で開設している登山外来では、心臓疾患のスクリーニングと治療を行い、安全な登山の

実践に対し医療方針の決定と活動支援を行っている。中高年は病気の併発や、心肺機能や体

力の低下などの個人差があり、病院での検査結果や既存のエビデンスのみからのリスクや

管理指標の設定が困難である。また、治療方針・管理指標を決定しても、運動実践の場は個

人に委ねられる、といった問題もある。登山外来で経験した、心臓の虚血スクリーニングと

同時に発見した破裂リスクの腹部大動脈瘤術後の富士山登頂例、運動指標を設定した登山

活動の継続による冠動脈プラークの消退例を、具体的な支援内容とともに紹介する。登山中

の心血管疾患死の予防には、心臓疾患のみならず、併発する疾患、運動生理学的視点など、

包括的な対応を実施し、効果を得たので報告する。 

 

筆頭発表者メールアドレス：sangakui.jp@gmail.com 
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一般演題 ２－２ 

登山中に心拍低下を来したペースメーカー患者に対し、運動負荷試験を用いてペースメー

カー調整を行った経験 

○小森孝洋、甲谷友幸、今井 靖 

自治医科大学内科学講座循環器内科学部門 

 

症例は 68 歳男性。完全房室ブロックに対して 20XX 年に DDD 型永久ペースメーカー植え

込みを受けた。ペースメーカー設定は DDD 50-130 でペースメーカー外来でのチェック時

には心房センシング・心室ペーシング率が 98%であった。患者は習慣的に低山から 2000m

級の山を登っており、植え込み 2 年間ほどは問題なく登山できていた。今年から手首式心

拍計を装着しながら登山するようになり、強度の高い登山活動で心拍数が 130 を超えると

急に心拍低下が生じることを自覚した。ペースメーカー外来では Wenchebach 応答のため

の心拍低下を疑い、上限レートを 150 まで上げたが、その後も登山中の心拍低下が繰り返

し出現した。再びペースメーカー外来で上限レートを 170 まで上げたが、それでも登山中

の心拍低下が生じた。心拍上昇時に P 波が心室後心房不応期(PVARP)に隠れてしまってい

るために心拍低下が生じたと考えられ、PVARP 設定を自動から 200ms に変更した。する

と登山中の心拍低下は生じなくなった。今回の事象を確認するためにエルゴメーターを用

いた心肺運動負荷試験中のペースメーカー作動を記録した。負荷開始前のペースメーカー

設定は DDD 50-150, PVARP auto とした。心拍数が約 150bpm から Wenchebach 応答と

なり、その後心房レートが 170bpm 以上になると 2:1 作動となり心拍数が約 75 に低下し

た。運動負荷中に PVARP を 200ms、上限レートを 170ms にすると心房・心室が 1:1 で対

応するようになり、最高心拍数 166 で検査を終了した。最終的なペースメーカー設定は、

本症例の活動度を考慮したうえで DDD 50-170, PVARP 200ms とした。今回我々は非常に

活動度の高いペースメーカー患者の運動中の心拍低下に対し、運動負荷試験を用いてペー

スメーカー設定を行った。活動度の高い患者には運動負荷試験でのペースメーカー設定が

非常に有用であった。本症例においては Auto PVARP 設定には注意が必要であった。また、

ペースメーカー患者は手首型心拍計を用いると登山中をはじめとする運動中の心拍モニタ

ーが容易であり、安全に活動できると思われた。 
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一般演題 ２－３ 

高地における小児発作性咳嗽の 3例 

○山田真平、中村充宏、野田透、水腰英四郎、松本晴彦、森紀喜、北野喜行、田辺隆一 

金沢大学十全山岳会 

 

【はじめに】富山県の立山室堂周辺には毎年多数の小児が訪れる。これまで喘鳴や発作性咳

嗽を主訴とする小児を診ることは稀であったが、昨年 8 月 6 日から 9 日の間に続けて 3 例

の発作性咳嗽を経験した。診療所での酸素投与およびβ2刺激薬の吸入、後方病院への速や

かな搬送により大事には至らなかった。気象条件や火山ガスの噴出状況も参考に、高所にお

ける小児の呼吸器症状発症のリスク因子について考察する。 

（症例 1）5 歳女児。生来健康の家族旅行者。8 月 6 日朝に入山し、室堂周辺を散策中に咳

嗽と呼吸困難感が出現したため 15 時に室堂診療所を受診。体温 37.9 度、呼吸数 50 回/分、

SpO2 87%（室内気）、軽度 wheeze を聴取。酸素投与およびネブライザーによるβ2刺激薬の

吸入にて喘鳴は消失して酸素不要となり、翌朝下山となった。 

（症例 2）12 歳女児。小児喘息の既往あり。校外学習のため 8月 9日に入山し、室堂から徒

歩十分程度の山荘に滞在していた。21 時頃に突然の咳嗽が出現したため、持参の吸入β2刺

激薬を使用したが、改善に乏しいため受診。体温 36.8 度、呼吸数 24 回、SpO2 96%（室内

気）、軽度 wheeze を聴取。酸素投与およびネブライザーによるβ2刺激薬の吸入を 3度行っ

たが改善せず、富山県立中央病院へ搬送となった。搬送中の追加吸入施行後は喘鳴が消失、

到着時にはやや頻呼吸が残るものの安静を保てる様子となった。血液検査では WBC 13,800、

CRP 0.0、PvCO2 33.3 であった。ステロイド製剤点滴静注の後、鎮咳去痰薬および吸入薬継

続にて帰宅となった。 

（症例 3）11 歳女児。生来健康。症例 2の児と同じ団体。21 時 30 分頃、連続的な咳が出現

し受診した。体温 36.7 度、呼吸数 30 回、SpO2 94%（室内気）、ラ音は聴取せず、手指にテ

タニーが見られた。安心するように声掛けを続けたところ徐々に症状は落ち着いたが、不安

が強いため症例 2の児と共に搬送となった。受診後は加療なしで帰宅となった。 

【考察】症例 1は感染に誘発された一過性喘鳴、症例 2は古典的な喘息発作、症例 3は心因

性咳嗽および過換気症候群と考えられた。付近は火山ガスを噴出する地獄谷から近く、また

環境省によると昨年は 8月 6日から 10 日の間特に二酸化硫黄の噴出が多かった。亜硫酸ガ

スは喘息患者の場合、微量を吸入しただけでも発作を誘発するとされており、喘鳴出現の一

因となった可能性がある。 

【結語】登山中は運動による誘発や気象条件の急激な変化、心理的ストレス、集団行動での

不安の伝染や感染症の流行、山荘等でのハウスダストの吸入に火山ガスという強いリスク

も加わり、喘息患者には注意すべき環境であると言える。また小児では喘息の既往がなくて

も種々の呼吸器症状が誘発される恐れがあり、十分な注意と準備が必要である。 
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一般演題 ２－４ 

アプノモニターを用いた標高 2880ｍ付近における睡眠時呼吸障害 

〇加賀谷 聡志 1)、岩井 信市 1),2)、渡部 良雄 1),3)、安田 幸矢 1)、渡邉 涼香 1)、杉山 智

英 1),4)、入戸野 晋 1),5)、木内 祐二 1),6) 

1) 昭和大学医学部北岳診療部、2) 昭和大学薬学部社会健康薬学講座、 3) 昭和大学医学

部内科学講座、4) 栃木県立がんセンター呼吸器内科、5) 昭和大学医学部法医学講座、6) 

昭和大学薬学部薬学教育学講座  

 

 高地障害症候群の中で生命の危険が伴うものの 1 つに高地肺水腫がある。日本の高地におい

ても、縦走により高地肺水腫を来たし死亡した例が報告されている。また、肺水腫を来さないま

でも睡眠時呼吸障害による SpO2（動脈血酸素飽和度）の低下と考えられる注意力低下によると思

われる重大な事故に繋がる事例も北岳にて我々も経験している。さらに閉塞性睡眠時無呼吸症

候群により肺水腫を生じる症例は散見されます。睡眠時無呼吸症候群(SAS)の指標の一つとして

酸素飽和度低下指数(ODI；SpO2低下回数/時間)を用いたものが存在する。我々は、平地での ODI

値が正常範囲内でも高地での 3％ODI が 15 以上になり睡眠時呼吸障害を生じる可能性がある群

が存在することを報告してきた。ODI 値は、スクリーニングの位置づけであり、SAS と診断する

には問題があった。そこで今回我々は、SAS の小型で簡便な検査機器であるアプノモニターを用

いて睡眠時呼吸障害のより正確な判断をする目的で行った。 

 対象は、昭和大学医学部北岳診療部に所属する 18 歳以上の男女とした。経皮的動脈血酸素飽

和度測定器(パルスオキシメータ、WEC-7201)を用いて登山後の睡眠時 ODI の変化を測定した。睡

眠 1時間あたりの 3, 4, 5%以上の SpO2低下回数を示すのが、それぞれ 3, 4, 5％ODI である。

同様にアプノモニターも用いて測定を行った。被験者は、北岳の標高 1520m 付近から登山を開始

し、標高 2880m の北岳診療所で宿泊した。ODI の測定は、北岳診療所への到着日を測定開始日と

し、以降 3または 4日間にわたり夜間睡眠時に測定した。同様に、平地（東京都品川区周辺）に

おいて睡眠時の ODI およびアプノモニターの測定を行った。作業量の測定には、クレペリン検査

を用いた。尚、本研究は昭和大学倫理委員会の承認を受けて行った。また、開示すべき利益相反

はありません。 

アプノモニターにより平地と比べ高地で呼吸停止回数と停止時間の悪化が認められた。登山

後 3 日間の 3％ODI の平均値が 15 以上の群を低下群と対照群とした場合、呼吸停止回数と停止

時間の悪化傾向およびクレペリン検査の作業量は、ODI 低下群で低下傾向が認められた。また、

平地で問題ない ODI 4=0.6 でも高地でアプノモニターにより軽度と判断される例も見つかった。 

 本研究より、平地では問題のない程度での睡眠時酸素飽和度の低下であっても、高地環境下で

は睡眠時呼吸障害を起こす危険性を示唆された。従って舌根沈下や肥満を対象に平地 ODI スク

リーニングを行う事により高地における睡眠時呼吸障害を予測し、登山における事故防止に役

立つ可能性があることがわかった。 
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一般演題 ２－５ 

日帰り富士山登山が前腕部および下腿部における浮腫に及ぼす影響 

○関 和俊 1），髙木 祐介 2），笠次 良爾 2），山田 徳広 3），小野寺昇 4） 

１）流通科学大学，２）奈良教育大学，3）津市立三重短期大学，4）川崎医療福祉大学 

 

【緒言】高山病は、生体が高所の低圧低酸素環境に曝露される際にみられる病態であり、そ

の症状の程度は個々の体調、標高、登頂速度、気象条件などによって異なる。高山病発症の

メカニズムは必ずしも明確ではない。これまでの知見から、高所の低圧低酸素による浮腫は

高山病発症のトリガーの１つである可能性が考えられている。しかしながら、高所でみられ

る浮腫に関する研究報告は少ない。富士山登山と浮腫に関係性があれば、富士山登山中の高

山病発症を事前に防ぐための貴重な情報源になるものと考えられる。本研究は、日帰り富士

山登山が前腕部および下腿部における浮腫に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。 

【方法】対象者は健康な成人男女 13 名（男性 5 名：年齢 22±0 歳、女性 8 名：年齢 20±1

歳）であった。富士山登山は、富士宮口ルート五合目（海抜 約 2,400ｍ）から出発し、途中

5回の休憩をとり、富士宮口ルート山頂（以後；頂上、海抜 約 3,720 ｍ）まで登山を行っ

た。頂上にて休憩をとった後、富士宮口ルート五合目まで下山し、標高約 9m の宿泊施設ま

で移動した。測定項目は、脈拍数、主観的運動強度、経皮的動脈血酸素飽和度（SpO2）およ

び指定した部位の周囲径とした。周囲径は、右側の示指、前腕および下腿周囲径を測定した。

示指はリングゲージ（リファレンス社製）を用い、前腕および下腿周囲径はメジャーにて測

定を行った。宿泊施設出発前、五合目到着時、八合目到着時、頂上到着時、宿泊施設帰着時

および翌朝（宿泊施設）に測定した。 

【結果・考察】各測定地点間における示指周囲径に統計学的な有意差は認められなかったも

のの、頂上到着時の測定値は増加した。前腕周囲径は、対象者の多くが宿泊施設出発時から

翌日までほぼ変化はみられなかった。宿泊施設帰着時の下腿周囲径は、頂上時の値に比べて

有意に減少した（P<0.05）。対象者に登山中における高山病の症状（頭痛、吐き気、めまい

など）の聞き取り調査を行ったところ、高山病の症状を訴えた者は登頂中 4名、下山中 6名

であり、頂上から下山途中に高山病症状を訴える者が多かった。高山病の症状と各周囲径の

関係性を検討した結果、浮腫の指標として測定した各周囲径と高山病症状に関連性はみら

れなかった。今後は、登山中の水分摂取量や排尿量に関する調査、また抗利尿ホルモンの分

泌や血漿浸透圧変化から詳細に検討する必要性がある。 

【まとめ】日帰り富士山登山において、下腿周囲径は頂上時に顕著な増加を示し、宿泊施設

帰着時には宿泊施設出発時の水準まで戻った。今回の対象者においては、日帰り富士山登山

における高山病と浮腫の関係性は観察されなかった。 
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一般演題 ２－６ 

防水スプレーによる急性肺障害が登山開始後に顕在化したと考えられた一例 

○原田智紀 1), 2)、平林幸生 1)、高山由理子 1)、坂元広登 3)、河石 真 4)、 

  原 弘之 1), 2)、相澤 信 1), 2) 

１）日本大学医学部徳沢診療所、２）日本大学医学部機能形態学系生体構造医学分野、３） 

松本市立病院、４）東京慈恵会医科大学内科学講座呼吸器内科  

 

【背景および目的】防水スプレーの不適切な使用による肺障害の症例が報告されているが、

これまで登山者での報告はない。登山前夜に使用された防水スプレーによる急性肺障害が

登山開始後に顕在化したと考えられた一例を経験したので報告する。 

【症例呈示】48 歳男性、登山前夜にマンション玄関を閉め切り、登山靴、衣服、装備に革

靴製品用エアロゾル防水スプレーを 1 缶（300mL）使用した。翌朝、起床時に咽頭違和感

と気分不快感を自覚したが、症状強くなく、予定通りに電車とバスにて標高 1500m（上高

地）へ移動し、登山を開始した。直後に、いつもほどに歩行速度が上がらないことを自覚し、

標高 1562m の徳沢に近づくにつれ疲労感が増加すると共に呼吸困難も出現した。途中立っ

たままではあるが休憩しなければ歩けなくなり、通常 2 時間弱で到着する行程に 2 時間 30

分を要した。徳沢より先に行くことを諦め、徳沢で 1～2 時間ほどの仮眠をとったところ、

さらに症状が増悪し、加えて発熱も出現したため、夏季山岳診療所を受診した。SpO2は 80%

と低下しており、体温 37.6℃と発熱を認め、Lake Louise Score は合計 5 点であった。低酸

素血症、高山病疑い、肺炎疑いにて緊急搬送を依頼した。胸部にラ音は聴取されなかった。

酸素吸入（3 L/分）を開始し、SpO2は 96～98%まで改善し、1 時間ほどで全身倦怠感も改

善した。搬送後の胸部 CT にて両中葉から下葉にかけてスリガラス陰影を、両下葉に浸潤影

を認め、肺炎の疑いにて入院となった。酸素投与および抗菌薬の投与が行われ、入院 3 日目

には room air にて SpO2 が 95%と回復し、本人の希望もあり退院となった。その後のフォ

ローアップにて防水スプレー使用が判明した。 

【考察】防水スプレーの使用状況から、本例は防水スプレーによる急性肺障害であったと考

えられた。睡眠による悪化や酸素投与および下山にて改善したことから、高地肺水腫も考え

られたが、胸部 CT 所見からは否定的であった。また、胸部 CT からは非定型肺炎なども疑

われた。ところで、山中で夜間を過ごすことなく下山できたことは早期改善につながったと

思われ、登山者の体調不良時には山岳診療所を受診することが勧められる。一方で、登山者

の診療に当たっては、防水スプレー使用についての問診が勧められる。また、登山者は防水

スプレーの使用時に、製品に記されたとおりに適切に使用することが望まれる。 

 

筆頭発表者メールアドレス：harada.tomonori@nihon-u.ac.jp 
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一般演題 ３－１ 

名古屋市立大学蝶ヶ岳診療所における最近 6 年間の活動報告 

 

◯酒々井眞澄 1), 2)、佐々木貴久 1)、坪井 謙 1), 2)、三浦 裕 1), 2)、薊 隆文 1), 3) 

1) 名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療班、2) 名古屋市立大学大学院医学研究科、3) 名古

屋市立大学看護学部 

 

【背景と目的】 

名古屋市立大学蝶ヶ岳診療所はボランティア活動を通じた社会貢献を目的とし 1998 年度に蝶ヶ

岳（2,677m）ヒュッテ内に設置された。学生、教員、卒業生などが参加し 2015 年までに約 2,500 名

の患者の診療にたずさわってきた。本研究では最近 6 年間（2010〜2015 年）の診療録データおよ

び参加者データにともとづき疾患別の患者数、男女比、年齢分布、受診時間帯、再診率、重症例

および診療活動への参加者数などの推移を解析し、さらに診療所運営に関する情報を提供するこ

とで日本の山岳診療の継続に資することを目的とする。 

【対象と方法】 

2010〜2015 年の 7 月～8 月に当該診療所を受診した患者について上記項目と診療参加者数を

調べた。高山病については頭痛と次の症状のうち少なくとも 1 つの症状を指標にした。消化器

症状（食欲低下、嘔気、嘔吐）、倦怠感（脱力感）、めまい（意識もうろう状態）、不眠（日常の覚

醒状態ではみられないほどの症状）などである。 

【結果】 

患者合計は 996 名(男性 452 名、女性 544 名)であり、男女平均年齢は 48 と 50 歳、40 歳以上の

受診者は全患者数の約 7 割であった。時間別受診者数では、登山者が山頂を出発する午前 5 時

と山頂に到着する午後 5 時にかけて二相性を示した。疾患別患者割合は高山病 36%、外傷 19%、

虫刺症 12%、筋肉痛・関節痛 10%、その他 23%であった。高山病患者割合は他の山岳診療所との

明らかな乖離はない。再診率は 9%であり、疾患の内訳は多いものから外傷、高山病、脱水であっ

た。2013 年に低体温症にてヘリコプタ搬送を要請した。診療への参加者数について医療スタッフ

が計 339 名（平均 56 名）、学生が 561 名（平均 93 名）、学生数は著変なし、医療スタッフ数は増加

傾向にある。 

【考察】 

データ解析結果から、患者の約 4 割が高山病であることがわかった。体調管理、深呼吸、水分摂

取などの予防対策の啓発とエビデンスにもとづく予防法開発を目指して研究を進めたい。2014 年

は台風接近に伴う 3 日間の診療活動停止の影が患者数の減少につながったと考えられる。2015

年でも台風接近により開所日を 1 日遅らせ、閉所後に 1 日早く下山指示を出している。教員や卒

業生への参加呼びかけ、各種メディアでの紹介などは医療スタッフ数増加に反映されたと思われ

る。 
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一般演題 ３－２ 

蝶ヶ岳における医薬品携帯調査の実施 

◯中島亮 1)、羽柴文貴 1)、坪井 謙 1),2)、三浦 裕 1),2)、薊 隆文 1),3)、酒々井眞澄 1),2) 

1) 名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療班、2) 名古屋市立大学大学院医学研究科、3) 

名古屋市立大学看護学部 

 

【目的】長野県での登山者は 2011 年に 59 万人であったが、近年の登山ブームにより 2014

年には 71 万人と増加傾向にある。長野県での登山中の負傷者数は増加している。それゆ

え山岳診療所の果たす役割は大きいが、一方で軽症の疾病での安易な受診が見られること

も事実である。そこで私達は安全登山への啓発を目的に、登山者各人の安全意識および登山

中の軽症の疾病に対しては自分で体の調子をケアすること（セルフメディケーション）ができている

かについて調査を行った。 

【方法】2013 年に長野県山岳総合センターが実施した登山者の行動や意識に関するアンケ

ート調査を参考に調査項目を設定した。調査期間は 2015 年 7 月 30 日～8 月 23 日とし、当

診療班が実施する蝶ヶ岳ヒュッテ内の雲上セミナー参加者にアンケート用紙を配布し、237 人

から得られた回答をもとに安全登山に関連が想定される項目（登山計画書提出、保険加入、医薬

品携帯、登山装備）について解析を行った。 

【結果】登山者情報と安全登山の遂行に関連があると考えられる解析結果を示す。 

1)パーティー人数が 5 人以上では計画書を提出した登山者の数は有意に高かった(P<0.037)。 

2)パーティー人数が 10 人以上では保険加入者の数は有意に高かった(P<0.007)。しかし、登山

歴と登山計画書を提出した登山者の数および登山歴と保険へ加入した登山者の数には有意差は

なかった。調査全体での計画書提出率(90％)は、長野県山岳総合センターの結果(45％)に比べ

高かった。 

3)登山歴が 1 年未満の登山者では保険加入率が 8 割であった。しかし、登山歴が 2～9 年およ

び 20 年以上では保険加入率は 4～6 割であった。 

4)選択肢にあげた医薬品・衛生材料の所持率は参考文献とした長野山岳総合センターの調査結

果とほぼ一致している。 

5)パーティー人数と医薬品・衛生材料の所持品点数の平均数を用いてピアソンの有意相関解析を

行った結果、関連はみられなかった。 

6)パーティー人数と登山装備の所持品点数の平均数を用いて同様の解析を行った結果でも関連

はみられなかった。 

【考察】調査対象者つまり雲上セミナー参加者の安全意識は高く、今後は雲上セミナーへ参加し

ない登山者への調査が必要である。解析に利用しやすい選択肢にすることでより正確なデータ収

集を行い、安全登山への啓発につなげたい。 
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一般演題 ３－３ 

奥穂高岳夏山診療所での診療活動に参加した学生の実態 

○温水 理佳１） ，岩間 亨 2） ，大橋 麗子１） ，大平 幸子１） 

１）岐阜大学 医学部看護学科   ２）岐阜大学 医学部医学科 脳神経外科学分野 教授 

 

【はじめに】 

 岐阜大学医学部が開設している奥穂高岳夏山診療所は、標高 3000m 級の山が連なる北アルプ

スにある。この診療所は岐阜県立医科大学時代の 1958 年 7 月に開設されて以来、穂高岳山荘

の協力を得て、途切れることなく毎年、医師や看護師、そして学生などで構成された診療班を派遣

し続けている。本調査では、奥穂高岳夏山診療所での診療活動に参加した医学部学生の実態を

明らかにすることを目的とする。 

【対象とデータ収集方法】 

 2015 年度奥穂高岳夏山診療所の診療活動に参加した、岐阜大学の医学部生（医学科、看護学

科）を対象とした。調査について口頭と文書で説明を行った上で、自記式調査用紙 20 部を配布し

た。回収ボックスへの提出によって調査への同意とみなし、17 部を回収しデータとして使用した。 

【倫理的配慮】 

 本実態調査は、岐阜大学大学院医学系研究科医学研究等倫理審査委員会にて承認（番号 27-

130）を受けて行った。 

【結果と考察】 

 対象者の平均年齢は 21.4 歳で、初参加 11 名、複数回参加 6 名であった。活動については 17

名全員が、以前から「興味があった」と答え、参加の動機として一番多かったものは「山岳医療に

興味があったから」9 名（52.9%）であり、参加前から学生は、活動に興味が高いことが分かった。 

 活動において学生の役割として大切な事の上位 3 つを尋ねたところ、「医師や看護師が十分活

動できるようサポートすること」が 11 名（64.7%）で最も多く回答し、次いで「自分の体力と健康を守

ること」10 名、「食事や掃除など小屋の維持管理をすること」9 名であった。 

 学生として、今までに学んできた医学・看護学は役に立ったかを尋ねたところ、13 名（76.5%）が

「役に立った」と回答し、今後の医学・看護学の学習への意識・意欲についても 13 名が「意欲が上

がった」と答えた。また、将来医師・看護師として働く上で、今回の体験は「役に立つ」15 名（88.2%）

と答え、職に就いた後も機会があれば活動に「参加したい」13 名（76.5%）という結果であった。近年

は診療班編成での有資格者の人員確保が、周囲の理解や調整が困難なため苦慮しているが、

学生は活動参加により、学習意欲が上がり、山岳医療への参加意欲もある事が分かった。 

 長年本学でも診療活動に学生を派遣しているが、本調査のような項目での実態調査は行ってい

なかったため、今回多くの学生が調査に協力し、実態を明らかにできたことは意義があったと考え

る。貴重な結果が得られたため、今後の医学・看護学教育や、今後も安全に活動を継続できるよ

う、参加学生へのサポートなどに活用していきたい。 
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一般演題 ３－４ 

奥穂高診療活動に参加した学生の参加前後の社会的自己制御 

○大平 幸子１）  岩間 亨２）  温水 理佳１）  大橋 麗子１） 

１）岐阜大学医学部看護学科 ２）岐阜大学大学院医学系研究科 

 

【目的】 

奥穂高診療活動の体験が医学部学生の社会的自己制御にどのような影響を与えたのかを

明らかにし、診療活動に学生が参加することの意義や教育のあり方を検討する。 

【方法】 

2015 年 7 月～8 月に奥穂高診療活動に参加した医学部学生 20 名を対象に質問紙調査を

行った。診療活動の参加前に①社会的自己制御尺度（原田他，2008）を、参加後に①およ

び②体験の実態調査（属性、登山経験と予備知識や準備、山岳診療活動における学生の役

割、学習への意欲の変化等）への回答を無記名で求めた。 

【結果および考察】 

対象者 20 名に質問紙を配布し、15 名分を有効回答とした。社会的自己制御尺度のう

ち、自己主張的側面の平均値及び標準偏差は、参加前 42.1±6.1、参加後 42.9±6.0、自己

抑制的側面は、参加前 56.4±3.6、参加後 58.7±4.9 であった。どちらも参加後の方が高く

なっていたが、t 検定の結果、参加前後の平均値に有意差はみられなかった（t=－1.6，

p=0.13），（t=－1.9，p=0.08）。しかし、原田ら（2008）の一般大学生を対象とした調査結

果の平均値と比較すると、今回の対象者の参加前平均値は、自己主張的側面・自己抑制的

側面いずれも有意に高く、もともと社会的自己制御の高い者である可能性も考えられる。 

登山前に「家族や友人などと登山について会話した」者は、「自己主張」得点が参加後

に有意に高くなっていた。これは、自己の不安を対人関係の中で解消し、準備すること

が、活動に参加することで自信につながり、「自己主張」ができるようになったと考えら

れる。山岳診療活動における学生の役割を「自分の体力と健康を守ること」と答えた者

は、「自己主張」得点が参加後に有意に高くなっていた。これは、活動を含めて山での行

動には自己責任が伴うことを体験的に学習できた結果ではないかと考えられる。登山につ

いて「怖い」と答えた者は「持続的対処・根気」得点が参加後に有意に低くなっていた。

これは、活動に参加したことで山の怖さを体験し、困難なことへ立ち向かうことの限界や

自己の弱さへの気づきに繋がったのではないかと考えられる。また自己主張が高く自己抑

制が低い群は、他者配慮に欠ける自己中心的な逸脱行為を行いやすいとあるが（原田ら，

2009）、今回そのような群に該当する人数は、参加前後で有意差はみられなかったものの

5 人（33.3％）から 3 人（20％）へ減少していた。 

 これらの結果から医学部学生にとって夏山診療活動への参加の体験は、社会的自己制御

能力の成長を促す一助になっていることが示唆された。このことから活動への参加は医学

部学生にとって社会的活動だけではなく、教育的な意義があるといえる。  
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一般演題 ３－５ 

上高地診療所の歴史と現状 

○植木彬夫 

東京医科大学 上高地診療所  

 

徳本峠を越えて上高地入ってきた東京医専（東京医科大学の前身）の医学生が，明神岳の

S 状ルンゼ登攀をおえて梓川阿左岸，河童橋のたもとにある五千尺旅館に立ち寄った際，女

将が脚気で苦しんでいることを知りビタミン剤を与えて軽快し感謝された．その後これを

契機に日本で最初の山岳診療所とされる「東京医専山岳会診療所」の仮診療所が大正１３年

に小梨平に設置された．昭和 2 年には小梨平脇の清水川畔に本格的診療所「東京医学専門

学校山岳会高山医学研究所」が開設された．診療は医師と医学生が中心で夏期休暇や休日に

ボランティアで行われ，薬品や器材は大学や製薬会社からの寄付でまかなっていた．登山者

の遭難に際しては現場まで捜索隊に同行し患者を担いでおろすこともあった．患者は登山

者や上高地の来訪者だけではなく，上高地の住民や中ノ湯や大野，沢渡，乗鞍，時には安房

峠を越した飛騨の平湯方面の住民も受診し，往診もしていた．旧い記録では昭和２年の上高

地患者数 138 人うち登山者 94 名、山岳居住者 81 名とある。また昭和 4 年に開設した燕山

荘西岳の診療所の患者数は 78 人で登山者 70 人、山岳居住者６名であったとある。文字通

り地域医療（山岳医療）の始まりでもあった． 

戦時中も山の好きな学生や医師により診療所の灯が消えることはなかった。戦後の物資不

足の頃、下駄履きで西穂高や岳沢に往診したという逸話も残っている．昭和３１年にマナス

ル（8,163 m）が日本隊によって初登頂されたのをきっかけに空前の登山ブームが沸き起こ

った．槍や穂高を目指す若者で上高地の河童橋は大いに賑わい，上高地銀座と称されること

もあった．上高地を訪れる人が増えるにつれ診療所の受診者数も増加し，昭和３２年には現

在の位置である上高地バスターミナル横の唐松林の中に，入院設備を備えたブロック積み

２階建ての診療所が建てられた．受診者数は昭和４３年で 545 名，48 年 809 名であったと

記録されている．受診者の登山者，旅行者と地元住民の比はいつの時代もおよそ半々であっ

た．また、昭和の時代は遭難者を上高地診療所まで搬送し診療所の庭や木村小屋（旧帝国ホ

テル管理人小屋）にて検屍を行うこともあった。昭和５３年からは南安曇郡安曇村（現松本

市）や上高地旅館組合などの要請により山岳診療所で唯一の保険診療が行われることにな

り，昭和５４年（1979 年）に鉄筋コンクリート一部２階建ての現診療所となったのを機に

開設期間も 4 月 27 日の開山祭から 11 月 15 日の閉山祭まで冬期を除く期間の開設となっ

た．受診者数は 1990 年代までの平均患者数は 750 名、バブル崩壊以後は 500 名前後であ

り、月別では 8 月の最盛期と 5 月の連休、10 月の紅葉シーズンが多い。受診年齢では 64 歳

以後の前期高齢者や 75 歳以上の後期高齢者も少なくはない。日本随一の山岳観光の拠点で

もある上高地の安全と医療を支えてきた東京医科大学上高地診療所の歴史と現状を報告す

る。  
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一般演題 ４－１ 

着地動作中の衝撃力とバランス能力―前方着地と側方着地の特徴― 

○藤堂庫治 

明和病院 アスレティックリハビリテーションセンター 

 

背景：登山での転倒・転落事故を予防することは急務である。スリップは接地で靴底と路面

の摩擦力を越える力が働いた時、転倒は支持基底面を体重心が逸脱した時に発生する。その

ため、スリップや転倒のリスクを評価するためには、接地で床面に働く力と支持基底面内に

体重心を維持する能力（以下、バランス能力）を測定する必要がある。今回、片脚着地した

時の床反力とバランス能力を前方と側方に測定し、それぞれの能力特性を明らかにした。 

対象：男性 33 名（年齢 25.2 歳、身長 170.1cm、体重 62.5kg；平均値）の健常側下肢 33 肢

（右 12 肢、左 21 肢）を対象とした。すべて、研究の趣旨を説明し、同意を得た。 

方法：高さ 20cm の台から測定側下肢でフォースプレート上に片脚着地し、接地後 8 秒間

静止する試技を 10 回行った。着地方向は前方（前方試技）と外側方（側方試技）の 2 条件

とした。床反力は、①垂直方向の鉛直成分、②側方の前額成分、③前後方向の矢状成分のピ

ーク値を測定した。バランス能力は、床反力作用点の移動距離（COP 軌跡長）で評価した。

COP 軌跡長は接地直後の④20m 秒-200m 秒、接地後の経時的変化に⑤20m 秒-1 秒、⑥1-2

秒、⑦2-3 秒、⑧3-4 秒、⑨4-5 秒を測定した。すべて成功試技の中央値を採用し、前方試技

と側方試技で比較した。①～④は関連のある t 検定で比較した。⑤～⑨は、対応のある 2 元

配置分散分析法と Tukey Cramer 法の多重比較検定で比較した。 

結果：床反力ピーク値は、前方試技と側方試技にそれぞれ平均で①1885.4N、1906.4N、②

185.5N、345.1N、③344.7N、233.5N であった。前額成分と矢状成分に有意差はあったが

（p<0.001）、鉛直成分に有意差はなかった（p=0.601）。COP 軌跡長も同様に④0.182m、

0.200m、⑤0.306m、0.315m、⑥0.079m、0.083m、⑦0.060m、0.066m、⑧0.056m、0.066m、

⑨0.053m、0.060m であった。④は有意差があり（p<0.01）、⑤～⑨は、試技間(p<0.05)も

経過時間(p<0.001)も有意差を認めた。多重比較検定の結果、②は③～⑥、③は④～⑥より

有意に高かった（p<0.01）。 

考察：床反力ピーク値は、両試技とも鉛直成分が約 3 倍で最も大きかった。本試技は下り坂

歩行やジョギングより大きい課題であった。前方試技も側方試技も高さ 20cm からの落下

運動であるため、鉛直成分に 2 群間の有意差を認めなかったと考える。前額成分は側方試

技が有意に大きく、矢状成分は前方試技が有意に大きかった。それぞれ試技の移動方向に働

く力が大きかった。それぞれ平均 345N（約 35kg）であり、体重の 56％の力が働いていた。

COP 軌跡長は、接地後 20m 秒～2 秒までは時間の経過に従って有意に減少しており、2 秒

以降は COP 軌跡長に有意差を認めなくなった。この結果から、接地後 2 秒以降に動作が安

定したといえる。しかし、歩行中のスリップは接地後 0.2 秒から始まるため、転倒予防には

接地側のバランストレーニングと対側下肢を利用する降段動作練習が必要と考える。 
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一般演題 ４－２ 

ビデオカメラによる転倒の記録と分析 
○粕谷志郎 

みどり病院 

 

目的：下山での転倒、滑落は重大な結果を引き起こす可能性が高い。しかし、転倒や滑落の詳

細を知ることは必ずしも容易とは言えない。客観的資料が無いため、経験者の記憶違いや誇張

を取り除くことができないからである。転倒の詳細を把握するため、下山の足取りをビデオカ

メラに収め、転倒があった場合、その詳細を分析した。 

方法：ビデオカメラ（ソニーアクションカム HDR-AS100V）をバックパックの肩ベルトに装着

し、真下を撮すようにセットし、下山時に下肢を撮影した。転倒のシーンをコマごとに調べ、

転倒の原因を特定した。2015 年 2 月から 2016 年 2 月までの間に、20 歳から 67 歳までの男女７

人の延べ 41 回の下山の撮影を行った。山域は富士山、北岳、奥穂髙岳を含む中部地方の山々で

ある。足以外の部位が受動的に地面に接触したことを転倒と定義した。 

結果：計 90 回の転倒を記録した。一下山あたり平均 2.2 回の転倒が発生しているが、最も多い

のは 14 回で、春の伊吹山（春日村から）にて雪の踏み抜きが多発したことによる。約 7 分間に

9 回発生した。転倒が無かったのは 8 回の下山で、約 20％にあたる。登山歴無し(奥穂髙岳）、

二年以内(富士山）の 2 名が転倒無しであったことから、必づしも経験不足が転倒の要因とは言

いがたかった。また、転倒無しは、1 回を除き無雪期であった。転倒の要因は主に下肢由来、

主に体幹由来、その他に 3 つに分類できた。下肢由来では、1)蹴躓き、2)足場の動揺、3)足が抜

けない、で全体に占める比率はそれぞれ 1.1％､94.4％、1.1％であった。主に体幹由来では、上

体のバランスを崩した場合が 2.2％、その他の由来は歩行と直接関係のない歩行(立位)が不能と

なる事態で、痙攣(1.1％)が含まれた。圧倒的に多い足場の動揺は、滑るが最も多く 68.9％であ

った。続いて落ちる(20％)、転がる(5.6％)であった。何で滑ったかは、岩(15.6％)、雪の全層崩

落(13.3％)、枯れ葉・草(8.9％)などで、落ちるでは、雪の踏み抜き(16.7％)、足場の崩落(3.3％)

であった。何で転がったかは、小石(3.3％)と枝(2.2％)であった。この中で、30ｍ以上の滑落が

1 回、胸部が接地する転倒が 3 回観察された。滑落の原因は、アイゼンの歯を雪面に平行にし

すぎて､歯が外れたことであり、基本を外した使用法であったと言える。谷側へ前面より倒れる

転倒は、先行者を凝視することにより、岩と足との距離感が喪失されたままま、岩につまずい

て転倒した場合、凍り付いた岩が薄い雪に覆われた状態でスリップが同足に連続 2 回起きた場

合、かんじきの輪の中に木の枝が入り込み、足を取られた場合であった。考察とまとめ：何か

を凝視する時は足を動かしてはいけないという教訓が得られた。積雪期では雪の下に何がある

か分からないので転倒は避けられないと思われる。転倒をどの程度許容するのか今後の議論が

必要であるが、転倒が重大な結果をもたらす状況では、今回観察されたすべての転倒要因を排

除する歩行が必要である。  
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一般演題 ４－３ 

登山前階段下り訓練の遅発性筋痛に対する抑制効果～尿中ハイドロキシプロリン値の検討

から～ 

○岡田恭司、若狭正彦、齋藤 明 

秋田大学大学院医学系研究科理学療法学講座 

 

【はじめに】 登山の数日前に遅い速度の階段下り訓練を行い膝伸筋群に遠心性収縮を負荷

しておくと、登山後に生じやすい大腿部の遅発性筋痛が軽減すると報告されている。その機

序としては筋損傷の抑制が考えられているが、登山前の階段下り訓練により登山による筋

損傷がどの程度抑制されるのかは検討されていない。そこで以下のように、登山前階段下り

訓練の遅発性筋痛に対する軽減効果と、筋損傷の生化学的指標として使われている項目の

中で侵襲なく測定できる尿中ハイドロキシプロリン（以下 Hyp）値を検討した。 

【対象】 28 名（男性 14 名、女性 14 名、平均年齢 19.7 歳）の健常大学生を対象とした。

参加者を性別と運動習慣に差がないよう、ゆっくり群（n = 10）、通常速度群（n = 9）、対

照群（n = 9）の３群に分類した。 

【方法】 登山の３日前に、ゆっくり群と通常速度群では本学の４階建て校舎で階段下り訓

練を行った。体重の 20%の重錘を担がせ、４階より１階まで、ゆっくり群では 48 歩/分の速

さで、通常速度群では 72 歩/分の速さで階段を下降させた。１階からはエレベーターで４階

へ戻り再び階段を下降させるようにし、これを 10 回繰り返した。対照群では同じ重錘を負

荷し、48 歩/分の速さで平坦な廊下を歩行させた。階段下り訓練から登山日までは普段通り

の生活をしてもらった。登山は６月下旬に鳥海山矢島コースで実施した。階段下り訓練の翌

日から登山後６日まで、起床時の大腿部痛を VAS スケールで評価した。登山前日と登山後３

日目の早朝尿で Hyp とクレアチニンの比を測定し、次式から変化率を求めた；（登山後値-前

日値）/前日値。 

【結果】 ゆっくり群では対照群に比べ、登山後の１日目（1.1 ± 1.57 vs 4.3 ± 2.4, 

mean ± SD, p < 0.05）、２日目（0.6 ± 1.0 vs 3.8 ± 2.6, p < 0.01）、３日目（0.2 ± 

0.7 vs 1.7 ± 1.8, p < 0.05）の大腿部痛が有意に軽度であった。他の日では有意差は認

められなかった。通常速度群と対照群の間には大腿部痛の差は見られなかった。 

尿中 Hyp の変化率は対照群に比べゆっくり群で有意に低値であった（1.8 ± 0.92 vs 0.86 

± 0.71, p = 0.02）。対照群と通常速度群では差が見られなかった。 

【結論】 登山前のゆっくりした速度の階段下り訓練には、登山後の遅発性筋痛と尿中 Hpr

排泄量の抑制効果が認められた。尿中 Hpr は筋疾患や振動病などで異常高値となりやすい

ことから、遅発性筋痛ではこれらの疾患と類似した筋損傷が生じており、登山前の階段下り

訓練、特にゆっくりした速度の訓練には筋損傷を抑制する効果があると考察した。 
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一般演題 ４－４ 

富士山頂において歩行バランスに与える影響 

○井出里香 

東京都立大塚病院 耳鼻咽喉科 

 

【はじめに】今回の研究では、富士山頂の登山道において歩行条件の他、実際の登山におけ

る要素（荷物の負荷、ストックの使用）による歩行バランスの影響について検証を行った。

【対象・方法】健常者９名（男性 8名、女性 1名）年齢 26～55 歳（平均年齢 38.6 歳）を対

象として、以下の項目について測定を行った。①歩行解析 山頂の坂道（傾斜 4.7 度）およ

び平坦部において、加速度センサー（動画同期無線モーションレコーダーMVP-RF8-TS；Micro 

Stone 社製）を体幹（腰部）および膝部に装着し、基本歩行(平坦、登り、下り)に登山用ダ

ブルストック使用、10 ㎏荷物負荷の条件を加えて、比較検討した。②AMS score 測候所到

着後の安静時、起床時に AMS score 表に記録した。③SpO2（経皮的動脈血酸素飽和度）/ HR

（心拍数）、BP（血圧）測定 ②と同時に、パルスオキシメーター（PULSOX-A, Konica Minolta

社製）にて測定した。【結果・考察】①歩行解析 ＜山頂の坂道と平坦部＞・山頂の坂道に

おける身体動揺の大きさは、下り＞平坦部＞登り  の順 となった。・膝における衝撃度も

同様の傾向を示した。登りでは重心移動がゆっくりになるため、身体の動揺も小さくなった

ものと思われる。＜ストック使用＞・山頂の坂道の下りでは、ほぼ全例でストック使用によ

り身体の動揺は減少した。身体の動揺減少率は個人によりかなり幅があるが、これはストッ

ク使用の慣れも影響していると思われる。 ・膝部は体幹(腰部)の約 2倍になったが、スト

ック使用により衝撃度も減少した。ストック使用により衝撃が腕に分散されることにより、

相対的に膝の衝撃度が減少すると考えられる。ストックを押す反力で膝関節を受動的に伸

展させることにより、大腿四頭筋の負荷も軽減できるとの報告もあり、ストックの効果的な

使用法と下りの歩行方法により体力温存にも寄与できると思われる。＜10kg 荷物負荷＞・

身体の動揺は 10kg 荷物負荷の方が空荷より減少した。荷物負荷により重心が下方に移動し

て体幹の安定性が得られたものと推察されるが、荷物のパッキングによっては重心が片方

に寄ると逆にバランスを崩す要因ともなりうる。 ・膝の衝撃度は 10kg 荷物負荷で増加し

たのは 2名であった。・ストック使用により身体の動揺は減少したが、空荷でのストック使

用と比較して減少率に大差は認めなかった。②AMS score ・AMS score5 点 1 名、3点３名 

2 点３名、1点２名 0 点１名で、前回より AMS score は軽度の方が多かった。③SpO2/ HR、

BP 測定 ・SpO2 は、70%台 6 名、80%台が 3名であった。 ・AMS score5 点の方は HR100bpm

以上で、BP151/111mmHg と高値であった。【謝辞】本研究は、認定 NPO 法人＜富士山測候所

を活用する会＞が測候所の一部を気象庁から借用し、管理・運営することにより行われた。

測定においては、鹿屋体育大学の山本正嘉教授、森 寿仁さん、 笹子悠歩さん、上小牧 憲

寛先生、ならびに（株）マイクロストーンにご協力頂きましたことを深謝いたします。 
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一般演題 ５－１ 

スポーツに於ける呼吸 －動物の進化から見た呼吸の変化― 

○吉田泰行 1)、中田瑛浩 2)、井出里香 3)、長谷川慶華 4)、星野隆久 5)、松山茂 6) 

1) 威風会栗山中央病院 耳鼻咽喉科・健康管理課、2) 威風会栗山中央病院 泌尿器科、3) 

東京都立大塚病院 耳鼻咽喉科、4) はせがわクリニック、5) おゆみの中央病院 臨床

工学科、6) 大田区ボクシング連盟 

 

 我々は第３４回登山医学会学術集会にて動物の進化と呼吸の変化を、特に鳥類の気嚢シ

ステムの呼吸と人類を含めた哺乳類のピストン型呼吸とを対比して発表した。其の際横隔

膜の役割と呼吸効率に関しての質問に対して更なる考察を進め、第３５回登山医学会学術

集会にて、哺乳類の横隔膜の起源と働きの得失に関し、動物の進化の過程と呼吸の変化につ

いて仮説を立てて考察を進めて「スポーツに於ける酸素濃度 その９、呼吸に於ける横隔膜

の役割」として発表した。 

 その後爬虫類の呼吸に関して更に検討をおこなった。即ち中生代に繁栄を極めた恐竜は

既に鳥類に繋がる気嚢呼吸を始めており、それが鳥類の効率の良い呼吸に発展したのでは

ある。しかし其の他の要素としては呼吸に重大な影響を与える歩行法についても考察を加

えた。 

 歩行法について見ると、爬虫類の場合は通常は側方に突き出た四肢を使いくねり歩きを

するがその際胴体のくねりにより、胸部・腹部が一体になり肋骨の働きで陰圧を作る胸腹

部呼吸が妨げられ呼吸の効率を落とす事になる。ところが爬虫類の一種である恐竜は胴体

の下方に四肢又は二肢を突き出し直立歩行を行う。この歩行法により自らの出身母体であ

る爬虫類のくねり歩行を脱し呼吸効率の改善を見るに至った。このように恐竜に特徴的な

四肢又は二肢の変化による下方直立歩行の確立と、爬虫類本来の側方くねり歩行とを呼吸

法の対比として検討したので、「スポーツに於ける呼吸 その２ －動物の進化から見た

呼吸の変化―」と改題しここに発表する。 
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一般演題 ５－２ 

若年女性の日帰り富士山登山時における水分摂取量と食物摂取量が体重変化量および脱水

量に及ぼす影響 

○髙木 祐介 1)、 関 和俊 2)、 山田 徳広 3)。 笠次 良爾 1) 

1） 奈良教育大学  2） 流通科学大学  3） 津市立三重短期大学   

  

【目的】日帰り富士山登山時における若年女性の水分摂取および食物摂取が身体的な変化

に及ぼす影響について検証することとした。 

【方法】対象は健康な若年女性 7名（年齢: 20 ± 1 歳）とした。調査は 2015 年 8 月 12 日

に富士山（標高 3,776 m）で実施した。対象者は宿泊施設（以後、登山前: 標高 9 m）近く

の乗り場から富士宮口ルート五合目（以後、五合目: 標高 2,400 m）までタクシーで移動

し、約 50 分間滞在後、登山を開始した。六合目から富士宮口頂上（以後、頂上: 標高 3,720 

m）まで、各合で約 20 分間の休憩を行い、頂上からは適宜休憩を取りながら下山した。飲料

水（スポーツ飲料水）および食物は指定された物に制限し、登山中自由に摂取できることと

した。評価項目は、水分摂取量、食物摂取量、脱水量（排尿量、発汗量および不感蒸排泄）、

体重、推定エネルギー消費量（中原ら 2006）、脈拍数、経皮的動脈血酸素飽和度（SpO2）、

主観的運動強度（RPE）とした。 

【結果と考察】富士山登山時の水分摂取量は 1.85 ± 0.54 L、食物摂取量は 1.05 ± 0.13 

kg、エネルギー摂取量は 2,217 ± 265 kcal であった。脱水量は 3.35 ± 0.78 L（排尿量: 

0.41 ± 0.43 L、発汗量と不感蒸泄: 2.94 ± 0.73 L）であった。富士山登山前と下山後の

体重（体重変化量: - 0.46 ± 0.79 kg）に有意差はみられなかった。推定エネルギー消費

量は、2,892 ± 315 kcal であった。六合目から頂上までの脈拍数は登山前に比して有意な

高値を示した（p<0.05）。登山前に比して、六合目以降の RPE は有意な高値、五合目以降の

SpO2は有意な低値を示した（p<0.05）。上りの六合目から下りの五合目まで、対象者のうち

6名が軽度の頭痛やめまい、食欲不振を呈した。低圧低酸素および低温によるストレスが運

動負荷を相対的に増大させたこと等から、対象者の脈拍数および RPE は標高の上昇に伴い

顕著に増加し、推定式によるエネルギー消費量は顕著に高く、SpO2は顕著に低下した。また、

対象者からの聞き取り調査では、寒さを感じたものの疲労による休憩時の座位安静保持へ

の優先やトイレの環境状態等の理由から排尿量および排尿回数は日常生活に比べ少ないと

回答した者が多かった。登山前後の体重に有意差が認められなかったことは、排尿量が少な

かったことが一要因として考えられ、膀胱内尿量を加味すると脱水量はさらに多かったも

のと推察された。急性高山病の症状（めまいや頭痛、食欲不振等）が飲水行動に及ぼす影響

について、今後検討する必要性が示唆された。  
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一般演題 ５－３ 

低山登山山行の違いが体重，水分摂取量および尿中成分指標に及ぼす影響 

‐歩行とロープウェイの比較‐ 

○西村一樹 1）、玉里祐太郎 2）、野瀬由佳 3）、和田拓真 2）、吉田升 2、 

長﨑浩爾 1）、髙木祐介 4）、坂井学 1）、小野寺昇 5）、高本登 1） 

１）広島工業大学，2）川崎医療福祉大学大学院，3）安田女子大学， 

4）奈良教育大学，5）川崎医療福祉大学 

 

【目的】低山登山における山行の違いが体液バランスに及ぼす影響を明らかにすることと

した．【方法】対象者は，健康な成人男性 16 名とした．研究倫理審査委員会の承認を得た．

対象者には研究参加の同意を得た．調査内容は，宮島弥山(標高；535 m)登山とした．調査

日は 2015 年 9 月 3 日であった．測定条件は上り歩行条件と下り歩行条件の 2 条件とし，対

象者はランダムに割り振られた．往路は宮島桟橋(登山前．標高；0m)からロープウェイ到着

駅の獅子岩駅(標高；440m)までと定義し，復路は獅子岩駅から宮島桟橋(登山後)までと定義

した．また，ロープウェイの使用の際は，桟橋からロープウェイ乗り場までは歩行した(所

要時間約 15 分)．上り歩行条件は往路を歩行し，復路をロープウェイ使用とした．下り歩行

条件は往路をロープウェイ使用とし，復路を歩行とした．往路・復路とも中間地点で 15 分

間休憩し，獅子岩駅の休憩時間は 60 分間とした．両条件の休憩時間を含めた登山調査時間

は，3 時間半程度であった．登山中の水分は，市販のミネラルウォーター(硬度 315，pH7.3)

とした．桟橋，休憩箇所，獅子岩駅における測定後，指定した時間に自由に飲水させた．測

定項目は，気象条件，体重，口渇感，水分摂取量，心拍数，主観的運動強度，尿量，尿中電

解質とした．【結果と考察】登山後の体重は，両条件とも登山前に比して有意に減少した．

上り歩行条件の体重は，獅子岩駅，登山後ともに登山前に比較して有意な減少を示した．一

方，下り歩行条件は，登山前と獅子岩駅の体重に有意な差が観察されなかった．往路，復路

を合わせた水分摂取量，発汗量，水分補給率は，両条件に有意な差は観察されなかった．下

り歩行条件の水分摂取量，発汗量は往路と復路に有意な差は観察されなかったが，上り歩行

条件は往路の測定値が有意な高値を示した．両条件とも復路の水分補給率は，往路に比較し，

有意な低値を示した．上り歩行条件の登山前，獅子岩駅，登山後の尿比重に有意な差は観察

されなかったが，下り歩行条件の獅子岩駅の尿比重は，登山前に比較して有意な低値を示し

た．往路の口渇感は，両条件間に有意な差は観察されなかったが，復路において上り歩行条

件が有意な低値を示した．これらのことから，上り歩行条件の登山時の特徴として，復路は

ロープウェイを使用したため身体活動量は低いが，水分摂取行動が消極的になり登山後の

体重は有意に減少する．本研究の知見は，往路の身体活動量が復路に影響を及ぼすことを示

唆する． 

  



67 
 
 

 

一般演題 ５－４ 

登山前の氷飲料摂取が登山中の体温および心拍数に及ぼす影響 

○斉藤篤司１）、内藤貴司２）、須崎康臣２）、松田晃二郎２）、生内由佳２） 

１）九州大学大学院人間環境学研究院、２）九州大学大学院人間環境学府 

 

【背景と目的】運動時、脱水は身体的、精神的パフォーマンスの低下を引き起こすことが報

告されており、登山における事故の要因の 1つと考えられる。体水分状態の低下は運動時の

循環血液量と皮膚血流用の低下により、深部温を上昇させ、疲労をもたらす。これに対し、

運動前の体内冷却が持久的運動能力を改善することが報告されている。これは冷水よりも

冷たい、細かく砕いた氷を含む飲料を運動前に摂取することにより、深部温を低下させ、運

動による体温上昇の予備力が高まることによる。したがって、行動中の水分補給に制限のあ

る登山では、深部温を低下させた状態で登山を開始することにより、行動初期の体温上昇を

遅延させ、その後の行動に影響する可能性が考えられる。そこで本研究では、登山前の氷飲

料摂取が登山時の体温および心拍数に及ぼす影響について検討した。 

【対象と方法】中高年登山者 17 名を対象とした。対象者は本研究の趣旨および危険性と、

途中で参加を取りやめても何ら不利益がないという説明を受け、同意書に署名した。また、

氷飲料の摂取は、一過性に胃の不快感や頭痛を引き起こす可能性があるが、それらの症状は

直ちに消失し、運動への影響がないことを説明した上で、８名（男性 4名、女性 4名）の氷

飲料摂取群（60.3±659 歳）と９名（男性 5名、女性 4名）の対照群（63.2±4.8 歳）に分

けた。氷飲料は体重当たり 1.25g の細かく砕いた氷を含む飲料を登山前 30 分に摂取した。

両群とも氷摂取以外の条件の違いはなく、登山中の飲食の制限もしなかった。登山当日、対

象者は平成 27 年 9 月 5日、朝 7時 30 分に登山口（170m）に集合した。当日は前夜から早朝

にかけて豪雨であったが、集合時には晴れ、午前 10 時、登山口の気温は 23.3℃、湿度 83％

であった。登山口において採尿、体重および血圧測定と心拍計の装着を行った。登山は山頂

（830m）で昼食後、同ルートを下山する行程であった。登山後は再度、血圧、体重測定、採

尿を行った。登山中は対象者に 5カ所の定点において、心拍数、主観的運動強度(RPE)、温

熱感覚（とても寒い—とても暑い、9 段階）の確認と記録を行わせた。また定点の内 3 カ所

にはスタッフを配置し、体温（鼓膜温、オムロン社製耳式体温計 MC-510）の測定を行った。 

【結果】両群間の対象者の年齢、BMI に差はなかった。平均登山時間は氷群 278.3±37.3 分、

対照群 265.3±36.3 分と差はなかった。また、登山前の氷飲料を除く登山中の水分摂取量は

氷群 1012±743ml、対照群 827±349ml と有意な差はなかった。登山前後の体重の変化およ

び尿比重に群間差はなかった。したがって、対象者は同様の条件で登山を行ったと考えられ

る。反復測定分散分析の結果、登山中の体温や温熱感覚に群間の差や交互作用は認められな

かったが、登山開始後約 1時間までの体温と温熱感覚は氷群の方が低い傾向が認められた。

また、登山中の心拍数も氷群の方が低い傾向（p=.08）が認められ、登山前の体内冷却が影

響している可能性も示唆された。  
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一般演題 ５－５ 

登山前後のヘモグロビンの変化について自験例の解析および文献学的考察 

○金森 雅夫、林 綾子、水津 真委 

びわこ成蹊スポーツ大学 

 

【目的】登山活動のヘルスプロモーションへの影響を明らかにするために、実際の登山活動にお

ける生理的・心理的影響を調査している。2012 年北アルプス穂高連峰と 2015 年白馬 3山縦走登

山を実施し、その登山前後におけるヘモグロビンの変化を明らかにすることを目的とした。さら

に高所医学とヘモグロビン等について文献学的に考察し、EVIDENCE を求めた。 

【方法】調査対象者は 2012 年 10 月穂高連峰、2015 年 7 月白馬岳にて縦走登山を行った際の参

加者 2012 年 9 人及び 2015 年 8 名のパーティーである。①2012 年 10 月 6 日～8日登山は，北ア

ルプス穂高連峰にて現地1泊2日の日程で行われた。前日夕方に滋賀(標高110m程度)を出発し，

23 時に岐阜県平湯温泉(1260m)に到着し，4 時間程度の仮眠後 7 日早朝に上高地(1500m)へ移動

し，登山を開始した。キャンプ地涸沢(2300m)にてテント泊を行った。翌朝に北穂高岳(3106m)へ

登頂の後，涸沢経由で上高地まで下山し，その日のうちに車で滋賀県まで戻った。2日間での総

移動距離 32.7km，移動標高差は 1606ｍであった。②2015 年は週末の夕方に滋賀県を出発し、夜

半に白馬猿倉駐車場(1256m)に到着、車にて仮眠後 11 日（土）早朝より登山を開始した。猿倉か

ら雪渓を登り、白馬岳(2932m)に登頂後、頂上宿舎横テント場(2720m)にてテント泊、翌日は鑓ヶ

岳(2903m)を経由し、白馬鑓温泉で休憩の後、猿倉まで下山した。総移動距離 14.8km、移動標高

差は 1676ｍであった。測定は、①事前（出発前日）、②登山直前、③～⑥登山中毎食前、⑦登山

直後、⑧翌日、⑨１週間後、⑩2週間後に行った。測定内容は、非侵襲ヘモグロビン測定（アス

トリウム：シスメックス)、SpO2（パルスオキシメーター）、血圧（2012 年のみ）を測定して登山

前後を比較した。さらに関連指標として一秒率と呼吸機能検査、心拍数、体温、主観的運動強度

やモチベーション、不安、コンディションを測定した。③国内外文献学的調査：キーワード検索

およびシステマティックレビュー。 

【結果】①ヘモグロビン（Hb）は、登山前 13.74±2.49 登山後 14.22±1.49(17)で平均値の上

昇を見たが有意差はなかった（p=0.294 by paired t-test）。登山前後での個人別伸び率を求め、

10%以上の上昇を上昇群、10%以上下降を下降群、変化なし群の3群に分けた。Hbは上昇群29.4%(5)、

下降群 5.9%(1)であった。登山後 Hb 上昇群は、登山前 Hb 低い、山頂での最高血圧も低い傾向が

あった。②SpO2 が山頂で 85%以上の人は登山後最低血圧がさらに低下する傾向があった（p=0.238 

by Fisher）。最低血圧の登山後下降群は、変化なし群に比して山頂での SpO2 が高く、後値 Hb も

良好であった。山頂 SpO2 の低下と登山後 Hb の増加において統計的有意差は認めなかった。③国

内外文献から調査対象者の性年齢別、標高(高度)別に解析した。 

【結論】Hb は、登山前より登山後のほうが上昇傾向にあった。この要因には登山による酸素需

要増大によると推測される。                       連絡先：mkanamori1203@gmail.com 
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一般演題 ５－６ 

標高 2,200m の高地滞在が赤血球性状に与える影響の性差 

○前川剛輝 1)、鈴木なつ未 2)、紅楳英信 3）、柳沢香絵 4）、横澤俊治 5） 

1) 日本体育大学・体育研究所、2）日本体育大学・スポーツ科学研究室、3）相澤病院スポ

ーツ障害予防治療センター、4）相模女子大学・栄養科学部、5）国立スポーツ科学セン

ター・スポーツ科学研究部 

 

【はじめに】 生体が高地環境に暴露されると、酸素分圧の低下に対する代償作用として造

血が促進される。造血に至る過程では性ホルモンが関与することが報告されていることか

ら、高地暴露による赤血球性状の変化にも男女による差異が生じるかもしれない。そこで本

研究では、高地滞在が赤血球性状に与える影響の性差を検討した。 

 

【方法】 対象者は 16 歳から 18 歳の男女 15 名（男子 7 名：17.0±0.8 歳、175.4±4.1cm、

71.0±8.1kg、女子 8 名：17.4±0.5 歳、161.2±3.8cm、61.5±8.9kg）であった。対象者は標高

2,200m の高地（Park city, Utah, USA）に 15 日間（14 泊 15 日）滞在した。高地滞在の前

後に海面レベルにて、ヘマトクリット値（Hct 値）とヘモグロビン濃度（Hb 濃度）を測定

し、これら測定結果から平均赤血球ヘモグロビン濃度（MCHC）と血漿量の変化（ΔPV）

を算出した。また、高地滞在中は、3 日目、8 日目、12 日目に Hb 濃度を測定した。 

 

【結果及び考察】 高地滞在中、男子の Hb 濃度は 3 日目に有意に高い値を示し

（14.8±1.5g/dl→16.1±1.6g/dl、p<0.05）、8 日目は 3 日目と比べて低下（15.5±1.6g/dl）、12

日目は再び有意に高い値を示した（15.8±1.4g/dl、p<0.05）。高地環境への急性適応として血

液濃縮が生じ、その後、血液濃縮の緩和を経て造血が亢進していたことが推察される。女子

の Hb 濃度は、男子と同様に 3 日目に有意に高い値を示したが（13.5±0.7g/dl→14.2±1.0g/dl、

p<0.05）、8 日目、12 日目は高地滞在前の水準と同程度であった（3 日目：13.4±0.7g/dl、

12 日目：13.8±1.0g/dl）。女子においては、血液濃縮が緩和された後の造血応答の個人差が

大きいことが推察される。 

 高地トレーニング前後で比較すると、男子は Hct 値、Hb 濃度、MCHC は有意な変化は

示さなかったが、ΔPV は 2.5±14.1%増加した。赤血球の質的変化を伴わない血液の量的増

加がもたらされた可能性が考えられる。一方、女子のHb濃度は低下する傾向を示し、MCHC

においては有意な低下を示した（34.1±1.2%→32.8±1.3%、p<0.05）。Hct 値は有意な変化を

示さなかったが、ΔPV は 7.9±13.0%増加した。男子と同様に、血液の量的増大がもたらさ

れた可能性が考えられるが、女子においては赤血球の質的変化が生じていたかもしれない。 
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一般演題 ６－１ 

高地住民における酸化ストレスと糖尿病の関連 

○奥宮清人 1)2)、坂本龍太 1)、石本恭子 1)、福富江利子 1)、藤澤道子 1)、和田泰三 1)、石根昌

幸 3)、松林公蔵 1) 

１）京都大学東南アジア研究所、２）総合地球環境学研究所、３）やすぎクリニック 

 

[目的]チベット高地住民とアンデス高地住民における、空腹時高血糖と酸化ストレスの関

連を比較し、低酸素適応の違いが糖尿病の脆弱性に関連している可能性を考察した。 

[方法]チベット高地住民 915 人(40 歳以上)（2900-4800m）とアンデス高地住民 134 人(60 歳

以上) （2700-3800m）の酸化ストレスと空腹時高血糖を比較した。酸化ストレスと糖尿病の

関連を多変量解析し、年齢、性、ライフスタイル要因（肥満、高脂血症）と低酸素適応要因

（低酸素血症、多血症）の影響を調整した。 

[結果]アンデス農民(3500m 以上)の酸化ストレス軽度高値（dROM 値 360CarrU 以上）割合

（29.4％）は、チベット高地の農民（55.8％）･市街民 (3500m 以上) （63.7％）よりも低

値であった。空腹時高血糖/糖尿病の頻度は、アンデス農民（11.1/ 0%）はチベット高地牧

民（4000m 以上）と同様に低値であったが、牧民の酸化ストレスはきわめて高値であった。

牧民を民族別に比較すると、ラダーキ牧民において、4500m 以上での空腹時高血糖（空腹時

血糖 110mg/dL 以上）/糖尿病（126mg/dL 以上）の増加（10.0/ 0%→23.7/10.5％）を認めた

が、チベット牧民では、変化なかった。チベット牧民の酸化ストレス軽度高値割合はラダー

キ牧民に比べて、有意に高値であった。酸化ストレスと糖尿病の関連を全対象者で解析する

と、J カーブを認めた。酸化ストレス軽度高値群に比較して、低値群のオッズ比 2.1、中等

度高値群（450CarrU 以上）3.1 とともに有意であった。地域別の解析では、牧民における低

値群のオッズ比 5.8（P<0.05）が有意に高リスクであり（糖尿病はほとんどがラダーキ）、

一方、3500m 以上のチベット市街民では、中等度高値群 10.2 が有意に高リスクであった。

これまでの報告による、チベット、ラダーキ、アンデス高所民の NOx 値の増加の程度と、今

回の酸化ストレスの比較の結果は符合した。 

[結論]4000m 以上のチベット牧民は、酸化ストレス高値であるにもかかわらず、糖尿病はき

わめて少なく、一方、3500m 以上の ライフスタイル変化の著しい市街住民で、酸化ストレ

スのより高値になるとともに糖尿病の増加を認めた。チベット高所民の低酸素適応方式と

して、NO 高値による血流増大が特異的である。NO 高値は、すぐれた低酸素適応により糖尿

病に予防的である一方、ライフスタイルの変化によって酸化ストレス促進因子ともなり、糖

尿病の脆弱性が低酸素適応のトレードオフとして潜んでいる可能性がある。 
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一般演題 ６－２ 

山中における紫外線の布の透過について 

○井上智之 

香川大学医学部三俣診療班学生三年 

 

［緒言］高地で浴びる紫外線量の多さから、登山に際しては長袖等の着衣が推奨されてい

るが、衣類の素材や色、そして発汗により濡れることが影響するか否かについて検討し

た。 

［対象と方法］検討対象は、4 種類の布(白いポリエステル、黒いポリエステル、白い綿、

黒い綿)であり、北アルプス 2550m 地点の雪渓上で以下の実験を行った。気象庁の定義によ

る快晴下の 11 時～13 時の間に、紫外線測定器(ハンドヘルド UV メーターUV-340A)を、太陽

方向と太陽と逆方向(雪渓方向)に向けて紫外線量を測定し、続いて、前述の 4種の布を被せ

た状態で同様の測定を行った。続いて、濃度 0.4%と 1.0%の食塩水を霧吹きでそれらの布に

掛けて、これは太陽方向に向けてのみ同様の測定を行った。測定値の検討は、①測定方向の

差、②布の有無による差、③素材による差、④色による差、➄食塩水散布による影響の 4点

である。 

［結果］(1)測定回数:診療班員が三俣に駐留していた 32 日の間に 11 回、快晴下での測定

が可能であった。(2)測定結果:①太陽方向を向けた場合の紫外線量は 3928.9±1243.7、逆

方向では 979.2±152.5 で有意の差を認めた(p<0.0001)。②白のポリエステルを被せて太陽

方向に向けた場合の紫外線量は 364.0±82.0、白の綿では 222.1±43.9、黒のポリエステル

を被せた場合は 338.5±55.2、黒の綿では 559.8±109.0 であり、いずれも布のない場合よ

り有意に小さな値であった(いずれの場合も p<0.0001 

)。太陽の逆を向けた場合もほぼ同様の結果であった。➂白色についてはポリエステルと

綿との間に有意差を認め(p=0.0001)、黒についても有意差が認められた(p<0.0001)(数値

は②に記載)。➃ポリエステルでは、白と黒の間に有意差は認められず、綿については有

意差が認められた(p<0.0001)(数値は②に記載)。➄白のポリエステルに 0.4%、1.0%の食塩

をかけた後の紫外線量は各々481.1±96.8、440.8±87.3 であり、、白の綿に 0.4%、1.0%の

食塩をかけた後の紫外線量は各々572.8±79.8、532.9±92.7 であり、ポリエステル白(乾

燥)とポリエステル白(0.4％食塩水濡)、ポリエステル白(乾燥)とポリエステル白(1.0％食

塩水濡)の間には有意差が認められ(それぞれ p<0.0001、p=0.0071)、綿白(乾燥)と綿白

(0.4％食塩水濡)、綿白(乾燥)と綿白(1.0％食塩水濡)の間にも有意差が認められた(いず

れも p<0.0001)。ポリエステルの場合も綿の場合も、食塩水の濃度によって有意差が認め

られることはなかった。 

[考察]紫外線を避ける意味での着衣の意味は大きい。素材については布の厚さ・密度の影

響もあり断定できないが、綿については白が推奨でき、一方発汗により紫外線透過量が増

す可能性についても念頭に置くべきと考えられる。  
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一般演題 ６－３ 

寒冷環境下における非常用保温アルミシートの着用が生体のストレス指標に及ぼす影響 

————雪洞滞在と非雪洞滞在の比較——— 

小野寺昇 1)、和田拓真 2)、玉里祐太郎 2)、吉田升 2)、吉岡哲 3)、西村一樹 4)、 

林聡太郎 5)、野瀬由佳 6)、荒金圭太 7)、西村正広 8)、白優覧 9)、寺脇史子 10)、三井愛 10)、油

井直子 10) 

1 ) 川崎医療福祉大学、2) 川崎医療福祉大学大学院、3 ) 岡山大学、4) 広島工業大学、 

5) 福山平成大学、6 ) 安田女子大学、7 ) 米子市立義方小学校、8 ) 鳥取大学、9 ) 広島

YMCA 専門学校、10 ) 聖マリアンナ医科大学 

 

【はじめに】生体は、寒冷曝露時に寒冷環境特有の生理応答を呈する。我々は、雪洞滞在時

の非常用保温アルミシートの着用が低体温症の予防対策として有用であることを提示して

いる。しかしながら、雪洞に適した地形や積雪量を必ずしも確保できるとは限らない。そこ

で、寒冷環境下における非常用保温アルミシートの着用がストレス指標に及ぼす影響を雪

洞滞在と非雪洞滞在で比較した。 

【方法】健康な成人男性 12 名（年齢：22±3 歳、身長：173±5cm、体重：68±8kg）を対象

とした。12 名の対象者を雪洞滞在群（6名）と非雪洞滞在群（6名）に群分けした。本研究

は、川崎医療福祉大学倫理委員会の承認を得て、実施した。被験者は、保温下着，保温手袋，

保温靴下および非常用保温アルミシートを着用した．測定項目は、心拍数、血圧、直腸温お

よび主観的温度感覚とした。雪洞（岡山県蒜山高原スキー場内）を 3基作成した。雪洞滞在

群は雪洞（2人 1組）に入り、非雪洞滞在群は雪洞の外で座位姿勢（腰部にウレタン製断熱

材を使用）をとり、60 分間の安静を保持した。天候は、実験開始時曇り（3℃）、終了時曇り

（2℃）であった。風は、微風であった。 

【結果および考察】雪洞滞在群の心拍数は、前値と比較し著しい低下を示さなかった。非雪

洞滞在群も同様の傾向を示した。雪洞滞在群及び非雪洞滞在群の直腸温（平均値）は、低下

傾向を示した。雪洞滞在群（前値：37.7℃,終了時：37.3℃）より非雪洞滞在群（前値：37.3℃,

終了時：36.7℃）の低下が著しかった。雪洞滞在群及び非雪洞滞在群の主観的温度感覚は低

下傾向を示し、非雪洞滞在群は開始 20 分後に有意が低下を示した。雪洞滞在群及び非雪洞

滞在群の血圧は、ほとんど変化しなかった。一連のストレス生理指標の変化から、非雪洞滞

在群は寒冷刺激に対して雪洞滞在群よりも早期に末梢に変化を生じさせたものと考えられ

る。 

【まとめ】非雪洞滞在群は、雪洞滞在群よりも早期に影響を受けることが示唆された。 
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一般演題 ６－４ 

精神科治療の中での行動療法としての登山の可能性について 

○齊藤 健太郎 

医療法人社団蒼峰会 恵比寿山の診療所 

 

都心の駅近の診療所である『恵比寿 山の診療所』では患者に登山を通じて、リハビリ治療

を行っている。『八ヶ岳チャレンジ』は平成 23 年秋から毎年、通算 5 回にわたって、患者

達とボランティアで八ヶ岳主峰の赤岳登頂を目指して行われている。平成 27 年に八ヶ岳チ

ャレンジをきっかけに症状が著しく改善して、復職に至った 46 歳の男性患者を経験したの

で、未来の精神科医療で山行が行動療法としての治療に寄与する可能性を考えて、八ヶ岳チ

ャレンジの第一報とする。閉塞的な環境に置かれる事が多い精神患者にとって、大自然の中

で山を歩き、森林限界を超えて登山をする行動は、一般人の登山と比較すると比べものにな

らない大冒険となる特別の行動となる。八ヶ岳チャレンジには神経症から精神病まで様々

なレベルの患者が参加しているが、それぞれのレベルで、それぞれの意味がある。多くの患

者は社会生活の中で様々な制限を受け、外出すら困難な患者もいる。そのような患者に対し

て、山行を提案して、準備をして、山行を通じて自分と向き合い、自己発見したり、達成感

を得たり、自己の目標設定をしたり、という新たなステージを切り開く事になる。 

平成 27 年度からはバスをチャーターして、2 台の 4 輪駆動車の支援を得た。バス移動は患

者やスタッフのスペースが増え、準備や休憩に利用できる上、機動力が格段に改善して、ス

タッフの負担を大幅に減らした。平成 27 年 10 月 3～4 日の週末に一泊二日の行程で、患者

11 名、支援スタッフは 9 名で行なわれた。疾患内訳は ARMS 2 名、躁鬱病 1 名、統合失

調症 3 名、強迫性障害 1 名、摂食障害 1 名、精神発達遅滞 1 名、アスペルガー障害 1 名、

依存性パーソナリティ 1 名であった。社会生活レベルとしては、一般企業就労者 4 名、障

害者雇用者 2 名、大学生 1 名、アルバイト 2 名、就労不能者 2 名であった。支援スタッフ

は医師 1 名、トレーナー1 名、臨床心理士 2 名、事務スタッフ 1 名、スタッフ外ボランティ

ア 4 名であった。患者の性別は男性 9 名、女性 2 名、スタッフは男性 6 名女性 3 名であっ

た。初日はバスで美濃戸口まで向かい、美濃戸まで 4 輪駆動車で上がり、2 隊編成で北沢の

ルートから赤岳鉱泉をめざした。二日目は地蔵尾根経由で赤岳登頂をめざした。初日の山行

を評価して、それぞれの目標を設定して、3 隊に分けて登山を行った。目標設定としては 9

名が赤岳頂上、1 名は地蔵の頭（稜線）、1 名は中山展望台に設定した。それぞれのスタッフ

の役割分担をして、時間差を作り、遅い隊から出発した。当日の天候は晴れで、台風影響下

で登頂した 1 年前と比較すると、かなり好条件であった。結果として、8 名の患者が無事頂

上に登頂して、地蔵の頭までが 2 名、中山展望台登頂が 1 名であった。このチャンレンジ

を通じての経験と、登山が症状改善に寄与したと考えられる実際の症例について詳細を報

告する。  
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一般演題 ６－５ 

3000m 級の高所登山における視力障害の検討 

○ 小川 良雄 1）、岩渕 成祐 2）、泉崎 雅彦 3）、三輪 裕介 4）、香川 慧 5）、新掘 雄大 5）、

宮田 裕輝 5） 

1）大学医学部泌尿器科教授、2）大学医学部眼科准教授、3）昭和大学医学部生理学講

座生体調節機能学部門教授、4）昭和大学医学部リウマチ膠原病内科講師、5）昭和大

学白馬診療部 

 

【目的】登山において、視力の低下は重大な事故を引き起こす要因となる。また、先行研究に

おいて高所網膜出血、視覚中枢のある大脳皮質における低酸素状態の影響による脳機能低

下、低酸素状態による黄斑部浮腫、視細胞に対する低酸素状態の直接的影響などによる視力

低下が高所登山中に起こる可能性が指摘されている。今回 3000m 級の白馬岳においてこれら

の症状が出現するのかを検討することで今後増加するであろう短期高所登山者に注意喚起で

きると考えた。【対象】研究対象は、今年度登山した白馬診療部部員のうち、文章によるイン

フォームド・コンセントの同意が得られた 57 名(男:32 人、女:25 人)である。【方法】視覚の

鋭敏さの測定には近見視力表、色覚の測定には Color Blindness Test(スマートフォン用アプ

リケーション)、 コントラストの感受性には Contrast Sensitivity Test(スマートフォン用

アプリケーション)、SpO2の測定にはパルスオキシメーター、疲労度の測定には VAS(Visual 

Analog Scale)を使用した。登山出発前の低地(アルパインホテル 標高約 700m)と到着後の高

地(白馬山荘昭和大学白馬岳山荘医局、白馬村営頂上宿舎内白馬岳山荘医局 標高 2800m)にお

いて、視覚の鋭敏さ、色覚、コントラストの感受性、フリッカ融合頻度という 4項目の視力

を測定した。また、SpO2、疲労度を測定し、SpO2 の変化と 4項目の視力の変化、疲労度の変

化と 4項目の視力の変化の相関の有無を検討した。【結果】視力(視覚の鋭敏さ)には登山前後

で有意差を認めなかった。一方、SpO2、フリッカ融合頻度には登山前後で有意な低下を、疲

労度には有意な上昇を認めた。登山前後の SpO2 の低下度と視力(視覚の鋭敏さ)の差における

相関、登山前後での SpO2 の低下度とフリッカ融合頻度の差の相関、登山前後の疲労度の上昇

度と視力(視覚の鋭敏さ)の差の相関、登山前後の疲労度の上昇度とフリッカ融合頻度の差の

相関いずれにおいても有意な相関は認められなかった。登山前後の SpO2 の低下と疲労度の上

昇の相関を認めた。(相関係数 R=0.63)【考察】測定し忘れによりデータの欠損が多く、サン

プル数が少なかったことで結果に個人の個性を強く反映してしまった可能性や、測定する時

間、場所をなるべく登山直前の Base と登山直後の Top とするよう設定していたが、測定する

時を一致させるのは難しく、それが結果に反映されてしまった可能性がある。 

【結論】白馬岳登山では点滅を識別する能力(眼の時間識別能)が若干低下するが、視力(視覚の

鋭敏さ)には変化を認めないと考えられる。また、少なくとも SpO2 の値が 90%程度までにおい

ては SpO2 が低下するほど疲労感を感じると考えられる。  
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一般演題 ７－１ 

リードクライミング競技のシミュレーション時における生理応答 

長迫凪 1）、西谷善子 2）、山本正嘉 3） 

1）鹿屋体育大学大学院、2）明治大学、3）鹿屋体育大学スポーツ生命科学系 

 

〔緒言・目的〕近年，クライミングはオリンピックの追加競技に選ばれ，競技スポーツ化が

加速している．選手の能力も向上し，より高度なトレーニングが行われるようになっている．

しかし，他のスポーツと比較して科学的な知見は少なく，経験や主観を頼りにトレーニング

が行われることが多いのが現状である．クライミング競技を構成する 3つの種目のうち，リ

ードクライミング競技は 2 日間にわたって行われる．選手は 1 日に 2 ルートを登り最高到

達高度を競う．1ルートの制限時間は予選では 6分間，準決勝・決勝では 8分間に設定され

ている．これまでの研究では，手指や前腕の筋持久力，巧みな動作技術，合理的な登り方を

素早く予測する能力が必要とされている．しかし競技中の筋力や生理的特性を検討した先

行研究はなく，競技パフォーマンスを制限する要因については不明な点が多い．  

そこで本研究では，実際のリードクライミング競技をシミュレートした際のクライマー

のパフォーマンスについて，生理的特性及び筋力特性との関連から明らかにしようとした． 

〔対象と方法〕週に 1 回以上リードクライミングを行っている健康な成人男性 6 名を対象

とした．運動は 1日目予選，2日目準決勝・決勝という想定で，2日間にわけて行った．両

日とも国際大会の競技規則に沿った形式で行い，高さ 13m の人工壁に各日 2 ルートずつ設

定した．1 ルートの制限時間は，1 日目は 6 分間，2 日目は 8 分間とした．運動前後及び運

動中に酸素摂取量（VO2），心拍数（HR），血中乳酸濃度（La），主観的運動強度（RPE），筋力

（握力，保持力，保持耐久時間）を測定した．これに加えて，事前に自記式のアンケート調

査も行い，性別，年齢，クライミング歴，最高グレード，トレーニング状況（練習量，練習

内容）等について記述してもらった．  

〔結果・考察〕1）運動量：対象者は制限時間内にルートを登り切る（完登）か墜落によっ

て運動を終了していた．競技時間はおおむね 3～5分程度であった．ルートの難易度が上が

るほど，完登に要する時間は長くなっていた．また完登できず墜落があった場合には，クラ

イミング時間が短くなっていた． 

2）競技中の筋力及び生理的応答：クライミング時間が長くなるほど，VO2 および HR は増加

していく傾向にあった．ただし 2 本目のルートを登るまでには安静時に近い値まで戻って

いた．試技後の La については，ルートの難易度による変化がみられた．筋力についても，

ルートの難易度による変化がみられ，難易度が高いルートの試技後には，筋力が大幅に低下

していた． 以上のことから，リードクライミング競技のパフォーマンスは，ルートの難易

度やクライミング時間の影響を受けることが示唆された．また個人の競技能力の違いや，体

力特性によっても違いがみられた．したがってトレーニングを考える際には，これらの特性

を総合的に考慮して行う必要があると考えられた．  
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一般演題 ７－２ 

ボルダリング競技のシミュレーション時における生理応答 

西谷善子 

明治大学 

 

【はじめに】 クライミングは最近、オリンピックの追加競技に選ばれ，競技スポーツ化が急速

に進んでいる．選手のレベルもアップし，トレーニングもハードなものとなってきている．しか

し他の競技スポーツと比較して科学的な知見は少なく，経験や主観を頼りにトレーニングが行

われることが多い．中でもボルダリングについては競技としての歴史も浅く，ほとんど研究が行

われていない．このような背景を受けて，著者らはこれまでクライミングに特化した手指筋力・

筋持久力テストを開発し，それらを活用した効果的で安全性の高いトレーニング方法を提案し

てきた．しかし，競技中の特性については検討されておらず，パフォーマンスを制限する要因に

ついては不明な点が多い． ボルダリング競技は，1日目に予選，2日目に準決勝・決勝が行われ

る．いずれも，決められた制限時間内に壁に設定された数種類の課題を，より少ない回数でいく

つ登り切れた（完登）かで勝敗が決まる．そのため，パフォーマンスには，設定された難易度の

高い課題を 1回で登り切れる力（筋力や正解の動きを読む能力）や次の課題までに筋力・筋持久

力を回復させる能力が要求される．そこで本研究では，実際のボルダリング競技をシミュレート

した際のクライマーのパフォーマンスについて，生理的特性および筋力特性の観点から明らか

にしようとした． 

【対象と方法】 ボルダリングを主体に行っている成人男性 6名を対象とした．運動は，1日目

予選，2 日目準決勝・決勝という想定で，2 日間にわけて行った．両日とも国際大会の競技規則

に沿った形式で行い，高さ 5m 程度の短い壁に 1 日目 5 課題，2 日目 4 課題を設定し，制限時間

は 1日目 5分，2日目 4分とした．運動前後および運動中に，酸素摂取量（V
・

O2），心拍数（HR），

血中乳酸濃度（La），主観的運動強度（RPE），筋力（握力，保持力，保持耐久時間）を測定した．

これに加えて，事前に自記式のアンケート調査も行い，性別，年齢，クライミング歴，最高グレ

ード，トレーニング状況（練習量，練習内容）等について記述してもらった．  

【結果と考察】1）運動量：競技時間中の登っている時間と休息している時間の比率は，約 3対

7 で休息時間の割合が高かった．課題の難易度が上がるほど，1 つの課題に要する試技数および

クライミング時間も多くなっていた．2）競技中の筋力および生理的特徴の変化：試技中のV
・

O2 お

よび HR は一時的に上昇するものの，終了後すぐに安静時に近い値まで戻っていた．La について

は課題の難易度による変化が見られた（1.5～4.0mmol）．試技後の筋力については，試技数の多

かった課題では運動後に大幅に低下し、安静値まで回復しない状態のまま次の課題へ移行して

いた．以上のことから，ボルダリング競技のパフォーマンスを制限する要因は，課題の難易度や

課題に要する試技数や時間の影響を受けることが示唆された．また，個人の競技能力の違いや体

力特性によっても違いが見られた。したがってトレーニングを考える際には，これらの特性を総

合的に考慮して行う必要があると考えられた。  メールアドレス：yoshiko_nis@yahoo.co.jp
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一般演題 ７－３ 

スポーツクライミングにおける傷害実態調査～傷害発生環境の違いによる検討～ 

○富澤隆一郎 1),2) 六角智之 1),3) 加藤勝行 1),4) 阿野道徳 1),5) 樋口拓哉 1),6) 本堂雄大

(1)(7) 

(1)日本クライミング傷害研究会 (2)鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 (3)千葉市立青

葉病院整形外科 (4)青葉学院短期大学 (5)まつのき接骨院 (6)初富保健病院 (7)祐川

整形外科医院 

 

【目的】本研究の目的はスポーツクライミングにおける傷害の発生環境を、自然の岩場（以下ア

ウトドア）と人工壁（以下インドア）に分け、その傷害内容を比較し、環境の違いによる傷害特

性を明らかにすることである。【方法】対象はクライミングジム利用者とクラブチームメンバー

とした。平成 27 年 5 月 1日より 5月 31 日までの期間、全国 72 ヶ所において郵送調査法による

傷害実態調査を実施した。回答をもって研究に同意したものとみなした。傷害ありと回答した者

をアウトドア受傷群とインドア受傷群の 2 群に分け、性別、年齢、BMI、経験年数、月あたりの

実施時間、最高レッドポイントグレード（以下最高 RP グレード）、受傷部位、重症度、傷害の種

類（外傷か障害か）を比較した。クライミングが全く初めての者、傷害の発生環境をアウトドア

とインドアの両方と回答した者、誤記入・未記入の回答は除外した。統計学的分析は性別、受傷

部位、傷害の種類はカイ二乗独立性の検定を、年齢、BMI、経験年数、月あたりの実施時間はス

チューデントの t検定を、最高 RP グレード、重症度はマン・ホイットニ検定を用いて行った。

分析は BellCurve for Excel を使用し、有意水準は 5%とした。【結果】63 ヶ所より回答を得た

（回収率 87.5%）。回答の総数は 1,638 件（34.9±12.7 歳）であった。傷害ありは 1,040 名（63.5%）

で、傷害の発生環境はアウトドア 131 名（12.2%）、インドア 753 名（70.1%）であった。以下ア

ウトドア受傷群、インドア受傷群の順に結果を記載する。性別（男性 76.3%、77.5%、女性 23.7%、

22.5%、p=0.76）、BMI（21.1±1.9、20.9±2.1 、p=0.39）には統計学上有意な差はなかった。有

意差があった項目は、年齢（41.4±12.6 歳、35.1±11.3 歳、p＜0.01）、経験年数（11.0±11.1

年、5.5±5.9 年、p＜0.01）、月あたりの実施時間（44.1±25.1 時間、38.0±24.7 時間、p=0.01）、

最高 RP グレード（最頻値：2段、2級、p＜0.01）、受傷部位（頭・顔・首 1.5%、2.3%、上肢 26.0%、

58.8%、体幹 6.9%、3.9%、下肢 52.7%、23.2% 、p＜0.01）、重症度（最頻値：中等度、軽度、p＜

0.01）、傷害の種類（外傷 77.9%、52.3%、障害 9.9%、33.6% 、p＜0.01）であった。【考察と結論】

アウトドア受傷群はインドア受傷群と比較すると年齢が高く、経験年数・月あたりの実施時間が

長く、最高 RP グレードが高い、比較的熟練したクライマーであることが示唆された。またアウ

トドア受傷群は下肢の傷害が多く、重症度が高いこと、外傷が障害より多いことが示唆された。

これらの要因として、自然の岩場は人工壁と比較し、壁や地面の形状が不整であるため、墜落の

際、人工壁ほど十分な安全確保を図ることが困難であることなどが考えられた。 

連絡先：rtomizawa@hotmail.com  
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一般演題 ７－４ 

スポーツクライミングによる胼胝形成の特徴 

○大森 俊 

産業医科大学皮膚科 

 

【背景】近年、人口壁を用いてスポーツとしての競技性を高めた「スポーツクライミング」

が広く普及し、その競技人口は世界的に増加傾向にある。さらには東京オリンピックの追加

種目候補にもなっており、注目度の高いスポーツと言える。クライミングに伴うスポーツ障

害として、筋・骨格系の異常については多くの報告があるが、皮膚障害の実態はよく分かっ

ていない。そこで我々は 2014 年に 60 名のクライマーを対象とした問診・診察による実態

調査を行った。その結果、手指の胼胝形成（頻度 90.0%）や足趾のアスリート結節（頻度

83.3%）が特徴的であることが分かった（第 114 回日本皮膚科学会総会にて発表）。 

【目的・方法】前述の実態調査で得られたデータをもとに、クライマーの胼胝形成の特徴を

より詳細に分析するために統計学的解析を行った。 

【結果】手指の胼胝の総数は平均 6.6 個（0～18 個）であった。胼胝形成の左右差を比較す

ると、右手に有意に多いことが分かった（P=0.008）。また手指の胼胝の総数は 1 週間あた

りの活動時間と正の相関があったが（r=0.393）、クライミング歴とは相関がなかった

（r=0.076）。クライミング後のハンドクリームによるスキンケア、指のテーピング、自己に

よる胼胝削りを行っているクライマーと行っていないクライマーとで胼胝の総数に有意差

はなかった（P=0.43、P=0.62、P=0.18）。 

【考察】指への負担が大きいという競技特性から胼胝が形成されるのは皮膚の生理的反応

であるが、胼胝形成による疼痛や二次的な表皮剥離を来すことでパフォーマンスの低下に

繋がる可能性がある。本分析結果をもとに皮膚障害の予防、適切なスキンケアの指導に繋げ

ていきたい。 
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一般演題 ８－１ 

登山中の水分摂取量と急性高山病発症との関連 

○松本晴年 1）, 2)、佐々木貴久 1）、坪井 謙 1）, 3）、三浦 裕 1）, 3）、薊 隆文 1）, 4）、酒々井

眞澄 1）, 3） 

1）名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療班、2）名古屋市立大学医学部附属病院薬剤

部、3）名古屋市立大学大学院医学研究科、4）名古屋市立大学看護学部 

 

【背景と目的】蝶ヶ岳診療所の受診者のうちの約 40%が急性高山病（AMS）である。高所

での低酸素血症が AMS の主な原因であるが、必ずしも全登山者が AMS を発症するわけで

はない。このことは、AMS を誘発しやすい要因が他にも存在することを示している。経験

上、登山中に充分な水分摂取ができていない場合にも AMS の症状が誘発されうることが分

かっている。本研究では、AMS 発症と水分摂取量との関連、AMS の発症に関与する因子の

探索を患者ごとの水分摂取量を調べることで統計学的に明らかにすることを目的とした。 

【対象と方法】2008～2015 年に当該診療所を受診した登山者約 1,000 名を対象とした。診療

録より、AMS と非 AMS の患者数および患者ごとの水分摂取量などの必要な情報を抽出し

た。加えて、AMS 発症と主要症状である頭痛との関連も解析した。次に、RO 曲線（ROC）

にて AMS 発症に関わる水分摂取量の cut-off 値を算出し、この値を基にカイ 2 乗検定を行う

ことで、AMS 発症と水分摂取量との関連を解析した。さらに、多変量ロジスティック解析

にて、水分摂取量、性別、年齢、血中酸素飽和度を交絡因子として AMS 発症との関連を探

索した。 

【結果と考察】ROC から水分摂取量の cut-off 値は、1,100 mL であることが分かった。水分

摂取 1,100 mL 以上での AMS 患者数は 88 名、非 AMS 患者数は 285 名、水分摂取 1,100 mL

未満での AMS 患者数は 205 名、非 AMS 患者数は 447 名であった。また、水分摂取 900 mL

以上での頭痛患者数は 156 名、非頭痛患者数は 584 名、水分摂取 900 mL 未満での頭痛患者

数は 84 名、非頭痛患者数は 235 名であった。カイ 2 乗検定を行った結果、水分摂取量が

1,100 mL より多いと AMS 発症が有意に少ないことが分かった（P=0.00745）。一方、水分摂

取量が 900 mL より多い場合でも頭痛発症には有意差はみられなかった（P=0.061）。次に、

多変量ロジスティック解析にて上述の 4 つの交絡因子と AMS 発症または頭痛との関連を探

索した結果、水分摂取量、性別、年齢、血中酸素飽和度の P 値は、AMS 発症ではそれぞれ

0.00309、0.145、0.00136、<0.001、頭痛発症ではそれぞれ 0.0748、0.0565、<0.001、<0.001 で

あった。よって、水分摂取量、年齢、血中酸素飽和度は AMS 発症に、また年齢、血中酸素

飽和度は頭痛発症に関連することが分かった。従って、本研究の対象データでは AMS の発

症には水分摂取量、年齢、血中酸素飽和度が関連し、一定以上の水分摂取量は AMS 発症の

予防につながる可能性があると考えられる。今後は、対象患者数を増やすことで頭痛と AMS

発症との関連についてより正確な解析としたい。  
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一般演題 ８－２ 

富士山山頂における夜間睡眠時の動脈血酸素飽和度～滞頂日数および年齢との関連から～ 

森寿仁 1）,2）,3），山本正嘉 4） 

1）鹿屋体育大学大学院，2）立命館大学），3）日本学術振興会特別研究員，4）鹿屋体育大

学スポーツ生命科学系 

 

【背景・目的】 

 富士山は日本の最高峰であり，技術的にも容易なことから，毎夏数十万人もの老若男女が

登山をする．しかし，その高度は 4000m に近く，身体は厳しい低酸素環境にさらされ，急性

高山病もしばしば発症する． 

急性高山病が発症しやすい状況の一つとして夜間の睡眠時があげられる．しかし富士山

山頂での夜間睡眠時の生理応答，特に高所における体調を評価する上で重要とされる動脈

血酸素飽和度の変化の動態については明らかにされていない部分も多い． 

そこで本研究では，富士山山頂における夜間睡眠時の動脈血酸素飽和度の動態を，1）そ

の日に登頂した一般の登山者と山頂もしくは標高 4000m 以上の高所に 1 週間以上滞在して

いる登山家との比較，2）若年者と中高年者の比較，から検討した．そして富士登山におけ

る安全性の向上や，高所順応トレーニングを目的とした利用に資するための知見を提示す

ることを目的とした． 

【方法】 

被検者は，我々がこれまで富士山山頂において睡眠時の動脈血酸素飽和度（SpO2）を測定

してきた若年者 8名（山本ら，2008）および中高年者 16 名（笹子ら，2010，2011）に，新

たに若年者 5 名，中高年者 5 名および富士山山頂の測候所に滞在していた登山家 4 名を追

加した 38 名とした．各被検者は指尖にフィンガープローブを装着し，夜間睡眠時の SpO2 を

測定した． 

【結果】 

 一般の登山者 34 名の夜間睡眠時の SpO2 の平均は 65.6%であった．ただし個人差も大き

く，最も低い者で 44%，最も高い者で 76%であった．また，山頂で 2泊した一般登山者 14 名

を対象に 1泊目と 2泊目の夜間睡眠時の SpO2 の値を比較すると，1泊目が 70.3%，2 泊目が

72.6%であった．一方，山頂に滞在していた登山家 4 名の平均は 85.6%で，一般成人よりも

平均で約 20%高値を示した．また，個人のばらつきをみても小さかった（85～87％）．  

睡眠中の SpO2 の経時的変化について着目してみると，およそ半数の一般成人で睡眠中に

SpO2 が 60%を下回り，中には 40%近くまで低下している者もみられた．一方で，山頂に滞在

している登山家では，最も低下していた者でも 80%程度であった． 

本発表ではさらに若年者と中高年者の比較も含めて発表する． 

 

筆頭発表者メールアドレス：m137009@sky.nifs-k.ac.jp  
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一般演題 ８－３ 

白馬三山縦走登山前後の呼吸機能の変化 

○林 綾子、金森 雅夫、水津 真委 

びわこ成蹊スポーツ大学 

 

【目的】筆者らは、登山活動のヘルスプロモーションへの影響を明らかにするために、実際

の登山活動における生理的・心理的影響を調査している。この度の調査においては、1泊 2

日の白馬 3山縦走登山前後における呼吸機能の変化を明らかにすることを目的とした。 

【方法】調査対象者は 2015 年 7 月 10 日から 12 日に北アルプス白馬岳にて縦走登山を行っ

た 8 名のパーティーのうち、測定を行うことのできた 7 名である。引率の 40 代女性 1 名、

30 代男性 1名、20 代女性 1名と、20 代大学生 4名（男性 3名、女性 1名）であった。行程

は、10 日（金）の夕方に滋賀県を出発し、夜半に白馬猿倉駐車場(1256m)に到着、車にて仮

眠後11日（土）早朝より登山を開始した。1日目の経路は猿倉から雪渓を登り、白馬岳(2932m)

に登頂後、頂上宿舎横テント場(2720m)にてテント泊、移動距離 6.2km、標高差上り 1700m、

下り 208m であった。所要時間は休憩を含んで８時間半であった。学生は全員標高の高い縦

走登山は初めてであり、2名が2600mあたりから息苦しさを感じ、動きが緩慢になったため、

予定ポイントより手前にて宿泊することとなった。2 日目 12 日（日）はテント場を４時半

に出発し、鑓ヶ岳(2903m)を経由し、白馬鑓温泉で休憩の後、猿倉まで下山するルートをと

り、移動距離 8.6km、標高差登り 286m、下り 1747m、所要時間は休憩を含めて 9 時間 15 分

であった。測定は、①事前（出発前日 7/9）、②登山直前（7/11, 4:30）、③～⑥登山中毎食

前、⑦登山直後（7/12, 14:00）、⑧翌日(7/13, 12:00)、⑨１週間後(7/20, 12:00)、⑩2週

間後(7/27, 12:00)に行った。測定内容は、スパイロメーターによる肺活量、一秒量、一秒

率に加え、心拍数や SpO2、体温、主観的運動強度やモチベーション、不安、コンディション

を測定した。また、ヘモグロビン（非侵襲測定）、尿についても山中以外の場所では実施し

た。 

【結果と考察】登山中の一秒率の数値の変動には個人差が大きく見られたが、登山直前の 7

名の平均値（85.26±3.63）と直後の平均値（91.16±5.11）には統計的に有意な差がみられ

た(t=-4.29, p<.01)。2日間の登山体験が呼吸機能の改善に関係していると考えられる。直

後においては 7 人中 1 名のみが向上しておらず、この 1 名は最も登山経験が豊富な者であ

り、山中での主観的運動強度の平均値も最も低く、この度の登山体験は呼吸機能に影響を与

えるほどの負荷ではなかったことが考えられる。 

 

連絡先：hayashi-ay@bss.ac.jp  
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一般演題 ８－４ 

電子顕微鏡による高地肺水腫の肺病理組織像 

○雲登卓瑪 1）、小林信光 1）、山市崇史 1）、本田孝行 2）、上原剛 2）、花岡正幸 1） 

１）信州大学医学部内科学第一教室、２）信州大学医学部病態解析診断学教室 

 

高地肺水腫（high-altitude pulmonary edema, HAPE）の光学顕微鏡下における病理学的特

徴は、びまん性肺胞水腫、肺毛細血管の拡張、肺動脈血栓、硝子膜形成、続発性の気管支肺

炎などであるが、肺胞構造は保持されている。HAPE の発症機序として、肺高血圧症や肺血

流の不均等分布、肺毛細血管透過性の亢進などが想定されているが、肺水腫に至る過程は不

明な部分が多い。今回我々は、HAPE の発症に関わる病態生理を解明するため、2 例の HAPE

患者において、入院急性期に気管支鏡による経気管支肺生検を施行した。得られた肺組織を

電子顕微鏡で観察し、病理学的検討を行った。その結果、肺胞から毛細血管に連なる微細構

造（肺胞・毛細血管関門）において、所々に好中球が集簇し、一部で好中球の脱顆粒と、そ

の細胞質が毛細血管内皮や基底膜に脱出する所見が得られた。また、血管内皮細胞の変性や

腫大、内皮細胞壁の肥厚や隆起もみられた。肺胞腔側では、好中球およびマクロファージの

浸潤、 II 型肺胞上皮細胞の増殖が観察された。電子顕微鏡による検討から、HAPE では低酸

素刺激による好中球の脱顆粒や活性化が惹起され、肺胞上皮や毛細血管内皮の構造変化と

肥厚が生じると推察された。このような肺胞・毛細血管関門の構造変化により、血漿成分と

液体成分が速やかに毛細血管側から肺胞側に浸透し、肺胞腔内に蓄積することにより、HAPE

の病態が形成されると考えられた。 
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後援団体・協賛企業一覧 

 

【後援団体】 

日本山岳会 

日本山岳協会 

日本勤労者山岳連盟 

日本スポーツ振興センター 

栃木県山岳連盟 

二プロ株式会社 

 

【展示企業】 

株式会社ゴールドウイン 

日本精密測器株式会社 
日本特装株式会社 
 

【広告協賛企業】 

株式会社ゴールドウイン 

 

第 36 回日本登山医学会学術集会開催にあたり、各種団体・企業様のご講演を賜りまし

た。厚く御礼申し上げます。 

                            第 36 回学術集会事務局 


