
体育の科学　Vol. 64　No. 7　2014 4810039-8985/14/¥250/ 論文 /JCOPY

　2013 年度の熱中症関連の救急搬送数は 58，729
人（前年比約 1.3 倍）と観測史上最大であった1）．
特に高齢者や基礎疾患をもつ，いわゆる熱中症弱
者の古典的（非労作性）熱中症が増加し，その対
策が問題視されている2）．依然として野球3，4），マ
ラソンでの死亡例5，6）など，夏季の暑熱環境下での
スポーツと関連した労作性熱中症や心疾患による
突然死などが報道されている．2020 年東京オリ
ンピックは，梅雨明けの酷暑の時期に開催される
予定であり7），今後の熱中症予防の啓発や救護体
制の確立は急務であると考えられる．本稿では，
夏季スポーツに関連する暑熱障害である熱中症を
中心にその救護体制について概説する．

₁．天候と暑熱環境

　わが国の夏季は高温多湿な暑熱環境が続く条件
下にあるが，熱中症の発症には，気温だけでなく，
湿度，風，輻射熱，日射などの気候条件が関連し
ている．暑熱環境の評価には湿球黒球温度（wet-
bulb globe temperature：WBGT）の測定が推奨
されている8）．WBGT は黒球温度，気温，湿度を
観測し，乾球温度（Ta：気温），湿球温度（Tw：
気温と湿度から算出），黒球温度（Tg：輻射熱）
を用い，日射がある場合は WBGT ＝ 0.7 × Tw
＋ 0.2 × Tg ＋ 0.1 × Ta となり，日射がない場

合 は WBGT ＝ 0.7 × Tw ＋ 0.3 × Tg と な る．
WBGT が リ ア ル タ イ ム で 表 示 さ れ る 携 帯 型
WBGT 計を用いるのが実際的である（写真 1）9，10）．
気温は WBGT にほとんど関与しないので暑熱環
境評価の指標として適切でない．しかし，実際の
スポーツ現場では気温しかわかっていないことが
多い．このため，簡易換算表が有用となる11）．詳
しくは，前稿 p479 の図 1 の乾球温度の部分を参
照のこと．市民マラソンではさらに厳しい基準が
設定されている（表 1）12）．2014 年 1 月にオース
トラリアで開催されたテニス全豪オープン大会で
は気温が 40℃を超える猛暑日が連日続いた．大
会主催者は，選手側の抗議を受けたにもかかわら
ず，WBGT をもとにした独自のエクストリーム・
ヒートポリシーを一度適用したのみで試合を続行
させた．その結果，多数の選手が熱中症で棄権を
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余儀なくされた13）．大規模なスポーツイベント時
は観客を含めた多数傷病者発生も視野に入れた中
止基準を検討する必要もあると考えられる．

2．夏季スポーツ

　夏季の暑熱環境下で行われるスポーツは若年者
の労作性熱中症の主たる原因である．1980 年代
をピークに死亡者数は減少傾向にあるが，わが国
での 2010 年度に救急搬送された競技種目別は，
野球，サッカー，テニス，バスケットボール，陸
上競技の順に多かった．重症率は，屋外で陸上競
技，サイクリング，屋内でバスケットボール，剣
道などで高かった2）．一方でわが国での学校管理
下での熱中症死亡に関しての統計では，1975 年
から 2012 年に 165 例発生しており，そのほとん
どはスポーツと関連し，その特徴は，7 月下旬か
ら 8 月上旬，高校 1・2 年生の男子に多く，142
例（84.8％）が部活動中に起こっており，野球，
柔道，ラグビー，剣道，サッカーの順で多かった．
残る 23 例（15.2％）は登山，マラソンなどの学
校行事であり，長時間にわたって行うスポーツ活
動に多く発生していた4）．

3．�熱中症と夏季スポーツに関連する内因性
疾患（整形外科的外傷を除く）

　夏季に発生するスポーツと関連する致死的疾患
は，熱中症以外にも非常に多岐にわたる．循環器
疾患や脳血管障害による突然死の報告や脱水症を
契機とした脳梗塞，低血糖，電解質異常，食物依
存性運動誘発性アナフィラキシーなどもある．

1）熱中症

　熱中症は，高温環境下で体温調節機能が破綻し
た病態をいい，暑熱障害（heat illness）の総称と
して使用されつつある14）．最近では遺伝子多型で
ある熱不安定性の carnitine palmitoyl transferase 
Ⅱ多型（F352C）と熱中症との関連性が指摘され
ている15）．重症度に関しては従来から熱痙攣，熱
失神，熱疲労，熱射病という 4 つの概念が提唱さ
れている16，17）が，近年では入院の適応も加味したⅠ
〜Ⅲ度の重症度分類も用いられている（表 3）18，19）．

2）循環器疾患

　若年者の突然死はスポーツに関連して発症する
ことが多く，種目ではランニング，水泳が多
く20），近年は市民マラソン大会でのゴール間際お
よびゴール直前・直後の発症が多いと報告されて
いる21）．長距離走における心停止発生率は，男性，
フルマラソンがハイリスクとなる22）．その原因は
循環器疾患（肥大型心筋症，冠動脈奇形・起始異
常，心臓震とうなど）が多く，心室細動や心室頻
拍などの致死性不整脈を起こす23，24）．40 歳以上で
は虚血性心疾患の頻度が多い20）．心疾患患者に対
して，多数の専門家が合意するようなスポーツ開
始前の運動許容条件が提案されている25）．わが国
の近年のマラソン大会などでは，一般市民への一
次救命処置（basic life support：BLS），自動体外
式除細動器（automated external defibrillator：
AED）の普及に加え，IT を用いた遠隔管理，医
師ランナーや自転車によるモバイル AED 隊など
の活動により，現場で早期の bystander CPR を
含む一次救命処置が行われている．テンポラリー
なスポーツ競技会にはレンタル AED が有用であ

WBGT温度 危険度 警告

28℃以上 極めて高い ペースを十分に落としても暑熱障害が起こる．競技中止．

23～28℃ 高い トレーニングが十分でない者は中止．

18～22℃ 中等度 暑熱障害の症候に注意し，必要ならペースダウン．

18℃以下 低い 暑熱障害は起こりうるので，やはり注意が必要．

表1　市民マラソンのための運動指針（Hugson et al., 198312））
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る26）．

3）脳卒中

　わが国の脳梗塞の年間発症のピークは 6〜8 月
である．ラクナ梗塞，アテローム血栓性梗塞は夏
に多く，冬に少ない．一方，心原性脳塞栓は冬に
多く，夏に少ないことがわかっており，前二者に
は脱水の関与が推察されることから，夏期スポー
ツと関連した脳梗塞の発症を念頭に置く必要があ
る27）．突然死をきたす脳卒中としてクモ膜下出血
がある28）．

4）低血糖

　非糖尿病の健常人でもマラソンのように強度が
高く，持久力を有する運動を継続した場合，筋や
肝臓にエネルギー源として貯蔵されたグリコーゲ
ンが消費され，筋に貯蔵されたグリコーゲンの枯
渇により低血糖を起こす29）．インスリンや経口血
糖降下薬を内服中の糖尿病患者が，運動中および
運動当日〜翌日に低血糖を起こすおそれがあ
る30）．暑熱環境では不感蒸泄が増えることによっ
て低血糖の危険性は増すことが予想される．

5）�食物依存性運動誘発性アナフィラキシー

（FEIAn/FDEIA）

　食物依存性運動誘発性アナフィラキシーは，原
因食物を摂取後に運動した際にアナフィラキシー
を起こす疾患である31）．冷汗，呼吸困難，じん麻疹，
意識障害などの多彩なアナフィラキシー症状を呈
し，特に気道の問題は迅速な対応を要する．発症
機序は IgE 依存性で食物アレルギーの特殊型で
ある．中学・高校生から青年期が初発好発年齢で
あり，発症は食後 2 時間以内の運動時に多い．わ
が国での原因食物は小麦と甲殻類が大部分であ
り，発症時の運動はテニスなどの球技，ランニン
グ，歩行の順に多く報告されている32）．

6）電解質異常（特に低ナトリウム血症）

　近年，マラソンなどのスポーツ時に死亡例を含
む 低 ナ ト リ ウ ム 血 症 の 事 故 が 報 告 さ れ て い
る6，10，33，34）．誤った認識による過剰な水分摂取によ
る希釈性の原因が指摘されている．発症率は血漿
ナトリウム濃度 135mmol/L 未満が約 10％，重篤
例である 120mmol/L 未満は 0.5〜1％と報告され
ている．リスクファクターとして 4 時間以上の
レース，低体重，過剰飲水（1.5L/h）などが指
摘されている34）．夏期スポーツでの水分摂取は熱

分　類 重症度 症　　　状 治　　　療 従来の分類 対　応

Ⅰ度 軽症 めまい・欠伸・大量発汗・筋肉痛・
筋肉の硬直

入院の要なし
→冷所安静，冷却，水とNaの経口
摂取

熱失神
熱痙攣

症状改善あれば現場
での応急処置と経過
観察

Ⅱ度 中等症 頭痛・嘔吐・下痢
倦怠感・虚脱感
集中力判断力の低下

病院で診察を受ける
→安静，体温管理，水とNaの補給
（経口不可なら点滴）

熱疲労 必ず受診
入院を勧める

Ⅲ度 重症 下記のいずれかを含む
①中枢神経症状
意識障害，小脳症状
痙攣発作
②肝腎機能障害
AST・ALT・BUN・Creの上昇
③血液凝固以上
急性期DIC診断基準（日本救急医学
会）でDICと判断
④体温＞40℃や発汗停止

入院加療を要する
（集中治療を含む）
呼吸，循環管理
体温管理
（体表冷却や体内冷却）
DIC管理

熱射病 救急車依頼
必ず入院させ，集中
治療が勧められる

表2　熱中症の重症度分類（安岡ほか，199918）；日本救急医学会，201219）より引用改変）
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中症を予防する上で重要であるが，水の過剰摂取
により，致死的な低ナトリウム血症を起こすリス
クの認識も重要である．市販のスポーツドリンク
は糖分が多く過剰摂取による高血糖にも注意が必
要である35）．

4．救護体制（熱中症への応急対応）

　夏期スポーツでは致死的な病態が起こり得るの
で，一般的な救護体制よりも重症例へ配慮した体
制構築が必要となる．そのため，①多岐にわたる
外傷，疾病，重症度に対応した迅速な診断，トリ
アージができる，②救急システムに精通し，集団
の中でそのシステムを構築しメディカルコント
ロールを実践できる，などのマネジメントに長け
た救急科専門医・指導医を待機する体制が望まし
い36）．メディカルコントロールとは，救急患者を
現場から医療機関に搬送する間に医師以外の救急
隊員等が医療行為を実施する場合，医師が必要な
処置を指示・指導・助言してそれらの医療行為の
質を保障することである37）．大規模なスポーツ競
技会などでは，集団災害発生を視野に入れたマス
ギャザリングに対応できる救護体制の構築も考慮
する38）．集団災害医療対応への大事故災害時の医
療支援システム（major incident medical man-
agement and support：MIMMS）によるアプ
ローチでは，CSCATTT（command and control：
指揮・統制，safety：安全，communication：情
報伝達，assessment：評価，triage：トリアージ，
treatment：治療，transport：搬送）という 7 つ
の基本原則が要約されている．競技会主催者の事
前準備，さらにスポーツ施設，警察，消防などの
関係各署との連携も重要となる．

5．熱中症対策

　熱中症は予防が可能である．発生場所での重症
度と来院時の重症度変化は，改善 10.7％，悪化
4.3％，不変 80.5％と，改善例が悪化例の 2 倍以
上であり2），これは病院前救護の効果と考えられ

る．つまり，現場での早期の認識と対応で重症化
を防ぐことが可能であるため，積極的かつ具体的
な体制を構築すべきである．現場での対応の基本
は，緊急度判定に基づいた対応であり，応急処置
としては，冷却，安静と水分・電解質補給である
ので，氷や水，飲料，扇ぐもの等の資器材を十分
に準備する．高温多湿環境にある時，または，あっ
た後の症状は，すべて熱中症の可能性があると考
えて早急に対応する14，35，39）．反応（意識），呼吸（息
が速く浅い），循環（脈が弱い，顔面蒼白等ショッ
ク症状がある）が悪い場合には躊躇せずに救急要
請する35）．

1）現場での応急処置

（1）冷却・安静

　冷却には放熱，対流，伝導，気化を組み合わせ
ることが効率的である．日陰などの涼しい場所へ
避難させ，脱衣を促し，皮膚を霧吹きなどで濡ら
してうちわや扇風機で風を送る．氷枕や保冷剤を
両側の前頚部，腋窩部，鼠径部に当てる．これら
を同時に行い，素速く体温を下げる14，39）．冷却に
よって震えが生ずると熱産生が促され，また急速
に冷却すると末梢血管が収縮し熱放散が低下する
ため，冷却は十分注意して行う35）．
（2）水分・電解質補給

　意識清明で経口摂取可能なⅠ−Ⅱ度の場合，水
と塩分を与える．推奨される塩分濃度は 0.1〜
0.2％（100mL 中にナトリウム 40〜80mg）と 5％
程度の糖を含むものであり，市販のスポーツドリ
ンクはこれを目安に成分表示を確かめる．糖分が
多いこともあるので，大量摂取は糖分過剰となる
ので注意する．2〜3 倍に薄めて塩 1〜2g（食塩
や塩タブレット）を加える5，39）．低ナトリウム血
症は若年者の労作性熱中症に合併することが多
く，経口補水液（oral rehydration solution）は
糖分が少なめで，ナトリウムが濃いので推奨され
る14）．現場にこれらの飲料がない場合，1L の水
に食塩 1〜2g を入れ，砂糖大さじ 2〜4 杯を加え
る39）．意識障害や嘔吐などの症状がある場合，誤
嚥・窒息の危険性があるため無理な経口摂取は控
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える．現場の救護室で静脈路確保できるようであ
れば点滴を開始する．

2）医療機関への搬送

　あらかじめ搬送が予想される医療機関や消防等
の関係機関には連絡を取り情報共有しておく．救
急隊到着時には発見時の状況やその後の対応を時
間経過とともに記録して伝える．意識障害であれ
ば医療機関への情報提供を行うため，状況を把握
している人ができる限り同乗して搬送に付き添
う40）．

3）熱中症の救急診療の実際

　救急診療は，A：気道，B：呼吸，C：循環の
評価と対応から始まる．ABC が不安定であれば，
それだけでも D の異常，つまり意識障害がをき
たすので，ABC の異常があれば，気管挿管の適
応を含めた気道確保を要する．ABC の安定化，
つまり生理機能維持・回復なくしては救命はあり
えない．熱中症を疑う患者の診察アプローチを図
1 に示す．
（1）冷　却

　体温のモニタリングは深部温（直腸温・膀胱

温・鼓膜温）で行う．冷却法は院外救護での方法
に加えて，クーリングマット，冷却輸液，冷水で
の胃洗浄・膀胱洗浄，冷水バスタブ浴などを検討
する．深部温 39℃以下からは，低体温を避ける
ために積極的な冷却は中止し，目標を 37℃台に
設定する．解熱剤は視床下部の体温中枢のセット
ポイントを下げるのみで，暑熱環境に曝露された
身体を冷却する効果はないため使用は控える．熱
疲労は体温中枢に異常を認めず，熱射病では体温
中枢機能が失われているため，解熱剤，ダントロ
レンは無効である39，41）．PCPS（経皮的心肺補助装
置）は脱血した血液を冷却して体内に返血するた
めに効率が良いが，侵襲的で施行可能な施設も限
られる42）．
（2）輸　液

　Ⅱ度以上では輸液が必要となる．輸液は冷却し
た細胞外液を用いる．輸液後も症状が残っている
場合や，飲水困難，検査異常がある場合は入院と
するのが無難である．経口摂取可能であれば経口
補水液などを用いる．輸液の投与量は尿量 0.5〜
1mL/kg/ 時間を確保できる量とする．その他，
基礎疾患や既往症に応じて，体重変動，頻脈，尿
比重，中心静脈径，中心静脈圧，1 回拍出量変動，

図1　熱中症を疑う患者の診察アプローチ（石井ほか，201339））

高温多湿環境
で発汗
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集中治療

なし
症状改善なし

改善なし
or悪化

あり

検査異常あり

あり
なし

症状改善

一般病棟入院

症状改善
検査異常

帰宅可

冷却・補液
体温・症状・血液検査
（肝腎機能・凝固系）
のフォロー

冷却・飲水や塩分
補給または補液
体温・症状の観察

体外 /体内冷却・補液
症状と血液検査のフォロー
呼吸・循環障害や肝腎障害・
凝固障害の集中治療
専門医コンサルト

A：気道確保（用手的気道確保や気管挿管など）　C：輸液・昇圧薬
B：酸素化・換気（用手換気や人工呼吸器）　D：意識評価　E：体温・体表面評価
深部体温・血糖・血液ガス・血液検査・心電図・胸部 X線検査・超音波・CTなど（他疾患の鑑別）

ABCDE
アプローチ

①ABCのチェック
②意識確認
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腎機能，電解質など各種モニターを参考にして評
価する14，39）．多臓器障害をきたすⅢ度の重篤な病
態は致死率が高く2），24 時間の継続的な集中治療
が必要となるのでICU（集中治療室）で管理する．

おわりに

　暑熱環境で行うスポーツと関連した熱中症の重
症化を防ぐためには，日頃からの予防と早期の発
見・救護・処置が必要となる．そのためには社会
への情報発信，啓発が重要である．東京医科大学
病院ホームページでも注意と対策を講じてい
る43）．東京オリンピックを控え，多くの国民（都
民）が心肺蘇生はもちろんのこと，応急手当を身
に付け，何かの時には駆け寄ることが何よりのお
もてなしではないだろうか．
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高血圧とスポーツ
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わが国では，スポーツを高血圧症の治療に利用する研究や研究報告はありますが，スポーツを高
血圧症の治療に利用するための成書，薬物療法とスポーツの併用方法，どのようなスポーツが適
しているかなどの知識が普及していません．本書はきめ細かく書かれているドイツの『高血圧とス
ポーツ』を広く高血圧症の改善に利用していただけるように編集いたしました．
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