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レースにおける 危機管理 （改訂版） 

Ⅰ 目 的 

レースを安全に楽しく行うことは、選手や運営スタッフ共通の願いで、そのためには大会関係者全員の

協力が必要です。 しかし、事故を100％防ぐことは不可能であり、不幸にも事故が起きた際の主催者側

の対応として、この安全への規定を作成しました。 

レースにおける事故も色々とありますが、この規定はディンギーレースにおける危機管理を対象として

います。 

Ⅱ 万が一に備えての対応（各種保険） 

ＪＯＢＣＡは、万が一の事故に備えてできる限りのことを準備する姿勢が大切であると考え、必要に応じ

次の各種傷害保険を契約する。 

① JSAF メンバー保険 JSAF への会員登録により自動契約（１，０００万円の死亡保険金） 

② 総合賠償責任保険 JSAF 加盟団体等、およびJSAF 登録指導者の主催または指導中の事故に対

する民法や国家賠償法上の賠償責任保険（７，０００万円／名、２億円／事故、保

険料：加盟団体１万円、指導者５００円） 

③ スポーツ安全保険 個人が加入(５名以上のグループで加入)する（財）スポーツ安全協会の保険で、

傷害及び賠償責任がセットされた保険（２，０００万円の死亡保険金、身体賠償限

度額１億円、財物賠償５００万円） 

④ その他の保険 上記以外にレースごとに必要に応じ各種傷害保険乃至それに賠償保険を付加したも

のなどと契約を結ぶ 

Ⅲ 事故直後の対応 

事故を防ぐために、運営スタッフも参加選手も努力しますが、それでも事故の発生することがあります。 

そうした際の事故直後の対応は、概ね次のとおりとする。 

１ 応急措置 →  人：止血、心肺蘇生 etc     艇：アンカリング etc 

① 事故の状況に応じて、止血や心肺蘇生などの応急措置を施す。 そのためには、日頃から救急救

命講習やスポーツ指導員講習を受講しておく （心肺蘇生法の概要は別紙１を参照）。 

② 艇のトラブルに関しては、人命に直接影響するようなものは比較的少ないと思われます。 まずは

冷静に状況を観察し、乗員の反応も聞いたうえで対応するが、自分達だけで対応できる事故か応

援が必要なのかを判断し、時間を有効に使う。 

③ アンカリングや曳航に際して艇体の破損等がある場合には、浸水にともなう対策を考慮する。 

④ 事故の程度に係わらず、早い段階で、大会本部へ第１報を入れる（緊急連絡体制は別紙２を参

照）。 
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２ 情報収集 → ５Ｗ１Ｈ 

① 事故内容に応じた対応を行うためには、まずは事故の内容を把握する。 

② ５Ｗ１Ｈに沿って次の情報を把握する。 

When：いつ  Where：どこで  Who：誰が  Why：なぜ  What：何を  How：どうした 

（事故直後は、なぜかということはさほど重要でない場合もあります） 

③ 陸上の大会本部へ救急車の手配等、さらなる展開に向けて準備要請を行う。 

３ 安全の確保 → 他の参加艇 etc 

① その場の状況や参加者のレベルにもよりますが、他の参加艇を一旦陸上に返した方がよいのか、

それともしばらく海上に待機（集結）させた方がよいのかを判断し、指示を出す。 

② また、運営艇に対しても確実に指示を伝える必要がありますから、通信の確保は最優先事項で

す。 

４ 救助要請 → 海上保安庁、消防署 etc （別紙緊急連絡表参照） 

① 参加艇や運営艇への指示に並行して、人命への危険が高い、または危険が拡大する恐れがある

と現場の責任者が判断した場合、直ちに海上保安庁や消防署（救急）に救助要請を行う。 

（後から救助要請すればよかったと悔やんでも、人の命は戻ってきません） 

② 救急隊への搬送は一刻を争いますから、ハーバー以外に近い場所があればそちらへ向かい、そ

の旨を大会本部と消防署に告げておく。 

５ 応援要請 → ハーバー、マリーナ etc 

強風や濃霧、集中豪雨、日没などの状況によっては、陸上本部やマリーナに次のような応援を要請す

る。 

① 沈艇や乗員の捜索のために救助艇 

② 豪雨や濃霧時に、帰港する方向を知らせる灯火・照明や音響など 

③ 日没時に、帰港する方向を知らせる灯火・照明 

④ 自力で帆走不能な艇を曳航するための救助艇 

６ 事故報告 → 主催団体責任者、参加選手の家族、所属団体、保険会社 etc 

事故の状況によっては、参加選手の家族や責任者に連絡を取る。 そのためには必ず緊急連絡先が

記入された参加申込書を大会本部が持っておく （参加申込書の例は、別紙３を参照）。 

７ 捜索体制 → 関係団体、漁協 etc 

事故によっては、広範囲に遺体や艇体等の捜索活動が必要になりますが、その場合には、体制を整え

て行動に移る必要があり、次の点に注意する。 

① 事態の展開に備えて事故対策本部の設置 

② 初期の捜索体制の確立と情報の共有化 

③ 捜索要員の動員と連絡体制、使用艇の確保 

④ 捜索範囲（潮流による捜索範囲）と期間の設定 

⑤ 漁協への協力要請とその内容 

⑥ 捜索費用の負担と見込み 
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Ⅳ 事故後の対応 

海上保安庁に救助要請した場合や選手がケガをした場合など、出動した海上保安庁や所轄の消防署、

場合によっては警察署から事情聴取を受けることになり、基本的には次の対応を行う。 

１ 関係者への情報提供と協力依頼 

① 参加選手や運営スタッフに対し、ミーティング等を通じて事故の状況（事実）を説明する。 

② 特に、個人的な憶測に基づく言動は控えるように協力を要請する。 

③ 傷害保険の適用を考慮する場合には、加入している保険会社へ連絡し対応を相談しておくことに

より、保険請求の際の手戻りが防ぐ。 

２ 事故概要の整理 

① 事故直後からの情報収集と関係者からの報告を基に、事故の事実関係を把握する。 

② 事実として浮かび上がってきた事柄は、出来るだけメモを取って共通の情報として整理しておく。  

特に人身事故の場合には、海難審判や刑事訴訟等に備えての貴重な資料となる。 

③ 整理した情報は、最終的なものではないため管理は慎重に行う。 

３ 事故原因の調査 

① 事故概要の把握に並行して、可能な範囲で事故原因の把握に努め、記録しておく。 

② 時間の経過とともに記憶も曖昧になるので、出来るだけ時間が経たないうちに行う。 

③ 事故状況や艇の状況などを写真に納めておく。 

４ 事情聴取対応 

① 通常、海上で発生した人身事故の場合には、海上保安庁からの事情聴取を受けることになる。 

② 救急車を要請した場合には、消防署から警察署への連絡に基づき警察の事情聴取も受ける場合

がある。 

③ いずれの場合も、安全の確保に協力していただいた公的機関ですから、誠意ある対応をおこない、

事情聴取の対応は一定の責任ある立場の者が務め、窓口を一本化する。 

④ 事情聴取では、先に整理しておいた事故概要の整理資料や、事故原因の調査結果に基づいて対

応する。 

⑤ 海上保安庁の担当係官はディンギーに対しての知識がありますが、警察署の場合には基本的な

知識を持っていない担当係官が多いので、基本的な事（艇体の構造、ディンギーの特性、救助体

制）も含めた説明と対応が必要となる場合がある。 

５ マスコミ対応 

① 事故の状況にもよりますが、海上保安庁や警察署からの情報により報道関係からの取材がある

場合も予想される。 

② マスコミ取材がある場合には、無作為に関係者への取材があることも予想されますから、取材を

受ける前に予め、上記１の「関係者への情報提供と協力依頼」をスタッフ間で確認しておき、これを

もとに対応する。 

③ 取材を妨げる必要はありませんが、誤った情報が流出することは危険です。 万一のことも考えて

参加者へ慎重な行動を促しておく。 
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④ マスコミ担当者についても、セーリングスポーツに対して予備知識がある方は少ないと思われます

ので、セーリングやレースに関する基本的事項の説明とともに取材に応じる。 

⑤ ここでも情報の混乱を防ぐため、取材対応は一定の責任ある立場の者が務め、窓口を一本化す

る。 

⑥ できるだけ事故概要は文書にしたものを作成し、配布説明すると情報がスムーズに伝わります。 

６ 関係機関への報告 

① 事故の状況にもよりますが、事態が落ち着いた段階で関係先へ報告を行う。 

② 協力していただいた組織にも、きちんとした報告とお礼を述べる。 

③ 可能であれば、参加選手や運営スタッフ全員に詳しい報告を行うとともに、事故の再発防止へ向

けての協力要請なり、研修会の開催を行う。 

④ また、整理した情報（事故報告書）は、他のセーリング関係者にとっても貴重な情報ですから、要

請があればJSAF レース委員会等を通じて再発防止のために情報提供を行う。 

⑤ 保険契約の内容にもとづき、すみやかに保険請求を行う。 

７ 事故当事者（被害者）への対応 

事故の当事者がケガをして入院した場合には、時間が取れ次第、入院先の病院等を訪問する。 主催

者として誠意ある対応を心がける。  

Ⅴ 最後に 

完全な安全はないと思いますが、選手も運営スタッフも常に安全を意識し自ら出来ることを行動するこ

とで、より安全の度合いは向上します。 できるならば、この危機管理規定が実際に役立つことがないよう

に期待しています。 

2014年2月20日 

ＪＯBＣＡ レース委員会 

2020年2月1日改訂 

ＪＯSＣＡ レース委員会 
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 海上の雷雨安全対策指針 

     
１） 予報・注意報に耳を傾ける 

      

 

雷は、狭い範囲での、短時間の気象現象なので、現在の気象観測体制では、十分な予測が出来ない 

 しかし、海上（ハーバー付近、レース海面）で雷が発生しやすい気象状況なのか確認しておくだけで、心構えが変わる 

 

・ テレビなどの天気予報で、「大気が不安定」との言葉が出れば、雷の発生が予測される 

 

 

・ 気象庁発表の雷注意報をチェックする 

     

 

・ 雷の予報や注意報は、随時変更・発令・解除されるので、あくまで参考程度となる 

 

 

・ しかし予報は外れることが多く、注意報が雷の発生より遅れることも多々ある 

  ２） リアルタイムでチェックをしておく 

     

 

・ 常に最新の情報をリアルタイムで知っておくことが重要である 

   

 

・ そのためにも海上からも携帯電話で気象情報を随時確認し、雷の発生状況を把握しておく必要がある 

 

・ 特に雨雲レーダー、ゲリラ豪雨、雷予報を確認することが有効 

   

 

   ウェーザーニュース    http://weathernews.jp/ 

    

  

 NTT 雷予測  http://www.ntt.com/ict/library/future/rakurai_index.html?banner_id=k_y_icts001 

  

 関西電力  http://www1.kepco.co.jp/kaminari-info/rakurai/index.html 

３） 雷の接近を知り、事前に避難 

      

 

・ 雷鳴が聞こえた時には、すでに落雷の危険域に入ってしまっている 

  

 

・ 厚い雲で周りが暗くなったり、積乱雲の成長を見つけた時にも、すでに逃げ遅れてしまっている可能性

が高い 

 

・ 人間の経験や五感では、雷の危険域を認識できない 

激しい雨が降り出してから避難するのは、完全に逃げ遅れ 

 

・ 従って、稲光や雷鳴が遠くに聞こえ始めたら、直ぐに避難するべきである 

  ４） 雷に遭遇してしまった時の緊急避難 

     

 

・ 安全度の高い場所に一秒でも早く逃げることが先 

    

 

・ 場合によっては艇を放棄し、レスキューボートで非難することも必要 

  

 

・ 但し艇は可能な限りアンカリングさせておき、浮遊して航行するボート等に衝突することを避ける 

 

・ セールは下ろし、可能であればマストも倒す 

    

 

・ 艇の上では高いマストからは可能な限り離れ、サイドステーなどの金属類に触らない 

 

 

・ ゴム長靴・ビニールレインコートを身に付けていても、少しも安全にならない 

  

 

・ 雨が降っても、絶対に傘はささない 

     

 

・ 金属類は、そのままを身につけておいても雷を引き寄せない 

   ５） 結論（推奨） 

       

 

・ 天気予報で雷注意報、警報が出ているときは海上で逐一、天気状況を確認する 

 

 

・ 注意報、警報が出ているときは出艇前のブリーフィングで「迷わず帰ります」とレース委員会側の意向

は伝える 

 

・ 稲光や雷鳴が距離に関係なく確認されたら出艇しない 

 

・ 

海上で稲光や雷鳴が距離に関係なく確認されたら、レース中に関わらず直ぐに中止し、ハーバーバック

をする 
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ケガの応急処置 

1.初期治療の重要性 
スポーツには当然ケガはつきものです。緊急を要するものから比較的軽いものまでいろいろありますが、軽いも

のでも最初の治療を誤ると復帰が思わず長引くこともあります。 急を要するものは的確に処置を行わなければな

りません。 スポーツばかりでなく、日常生活の中で最も多いケガにおける応急処置について示します。  

2.頭部・顔面部の外傷 
頭部や顔面部の外傷は、命に関わることもありますので特に注意が必要です。 チェックする項目を述べます。 

①意識があるかどうか 

ケガをした人とコンタクトできるかどうか確認します。一見意識があるように見えるが、はっきりしてないときが

あります。けがを負った人が今どこでなにをしているかを理解しているか確認してください。よく話してみるとよく

わからないことを言っていたり、自分が誰かわかってなかったりすることがあります。注意深く観察します。（図

1） 

受傷時は意識がはっきりしているのに、あとで意識がなくなることもあります。硬膜外出血などを起こしてい

て、じわじわ頭の中で出血しているときに起こります。 

②麻痺がないか 

手足に麻痺があれば、脳や脊髄の損傷が疑われます。 麻痺がないようでも指鼻試験（自分の指を自分の

鼻に持っていかせる）閉眼起立、片足立ちなどを行わせ平衡感覚がだいじょうぶか検査します。 

③出血がないか 

鼻出血・耳出血があり血に透明な液が混ざっていれば、髄液の流出を疑い頭蓋骨の骨折の可能性がありま

す。眼の回りに内出血があるときは、ものがしっかり見えるか確認します。視力が落ちているときには頭蓋骨の

骨折があるときがあります。 

④痛み 

激しい頭痛がいつまでも続くときも脳の損傷が疑われます。 

⑤応急処置について 

以上の症状があれば直ちにＣＴ装置があり、脳神経外科の診察ができるところに搬送しなければなりません。

搬送できる状態になるまで安静とします。 

呼吸や脈拍に異常があれば直ちに救急救命処置を行わなければなりません。  

3.熱・日射病 
非常に暑いところで、スポーツ活動を行っていると起きやすくなります。 上昇した体熱を下げるために皮膚

や筋肉に血液が増加したため、頭などに血液が回らなくなりふらふらになったり（熱疲労）、汗で体の中の塩分

が不足し、このため全身の筋肉がつりやすくなったりします（熱痙攣）。 ひどくなるとショック状態となり、適切な

処置をしないと死に至ることがあります（熱射病）。 

予防が大切で、試合や練習で十分なパフォーマンスを発揮するためにも、夏場の運動など大量の汗がでる

ことが予想されれば、運動前・運動中・運動後にこまめに水分を補給することが必要です。 あらかじめスポーツ

ドリンクのようなミネラルを含んだ水分を補給しましょう。 

日射病が疑われたら着衣をゆるめ涼しいところで体を休めて水分を補給させます。 もし循環障害や意識障

害があれば直ちに適切な治療が必要になり早急に医師に見せなければなりません。 

4.首のケガ 
コンタクトスポーツなどで、ひどく頸部を痛めたとき、手や背中の方に激痛が走ることがあると首の神経を痛

めている可能性があり、病院で精密検査をする必要があります。 

5.胸部・腹部打撲 
胸部の打撲で問題になるのは数カ所で肋骨が骨折すると肺が膨らまなくなり、呼吸困難になることがありま

す。 腹部を打撲した後いつまでも強い痛みが持続するときは、内臓の損傷を疑わなければなりません。 
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6.出血 
受傷部から血が出ているとあせってしまうものです。 創部をよく観察し、適切な処置を行います。 まず、受傷部

が土などでひどく汚れているときは、きれいな水などで軽く洗いその後消毒します。 合わせて止血を行います。 

6-1．止血法  

Ⅰ．安静挙上法  

傷が浅く出血が少ないときは、傷口を清潔なガーゼなどで覆

い高く挙げておけば、血液成分がかさぶたを作り自然に止血さ

れます。 血液は空気に触れると凝固していきます。(表-１参照) 

 

 

 

        表-１ 血液凝固のメカニズム  

Ⅱ．圧迫法  

体表の出血は傷口の上に清潔なガーゼや布をおき手で押さえていれば、数分で止血することが多いです。

殆どの出血は、この圧迫法と上記の挙上法を併せ行えば止血は可能です。 

図-１ 

 

 
Ⅲ．緊縛法  

圧迫していても血がどんどん出てくるようなときは、傷の心臓に近い方（上腕・大腿）を布などで縛ります（図

-2）。 大血管の損傷がなければ、圧迫法と高挙で止血されるので応用されることは少ない。 緊縛の時間は１.

５～２時間を限度とする方が安全です。 縛ったところより末梢は血液がいかなくなるので至急医師に見てもら

わなければなりません。 

★注意事項：上腕、大腿を縛ります。前腕・下腿など骨が 2 本

あるので適しません。 弱い緊縛では静脈還流のみ止め、出

血を助長するだけでなく、組織に障害を与える結果となりま

す。 また、細めのベルト、輪ゴム、布片などで緊縛すると神経

の挫滅障害を起こしたり、長時間の使用で末梢の壊死を起こ

しますので注意が必要です。 

 

 

図-2 

Ⅳ．血管指圧法：  

出血している血管の心臓に近い側を手指で圧迫する方法です。 手指の動脈、上腕動脈、大腿動脈などが

ありますが、力が要り、そう何分も続けることは困難です。  

6-2．傷の清浄化  
土砂などを水道水などで洗い流します。 ガーゼ、脱脂綿などを用いてもよいですが、土砂などを擦り込まな

いように注意してください。  
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6-3．傷の消毒  
消毒液にはイソジン、ヒビテン、オキシフル、ヨードチンキ、赤チンキなどが使われていますが、夢中になって

傷口を刺激したり、傷つけないように注意が必要です。 

★注意事項：早く治そうと焦って色々な消毒液をつけると、効果が失せます。 たとえばヨードチンキと赤チン

キを一緒に使うと化学反応で消毒効果がなくなります。 

  また、深い傷では軟膏などを塗ると、傷を縫ってもつきにくくなることがあるので、軟膏処置は止めてくださ

い。 

6-4．破傷風  
傷で怖れられているのは破傷風です。 頻度は少ないですが、死亡率が高い病気です。 前駆症状として、

不安、不眠、倦怠感、引きつるような筋肉痛などがあります。 発症はあごの筋肉の硬直によって口が開きにくく

なることに始まり、全身の筋肉の硬直が進みます。 それと同時に筋肉の痙攣が起こり、僅かな刺激でも痙攣を

起こすようになります。 潜伏期（２４時間～６０日）が短いほど重症で、死に至ることが多いです。  

予防として破傷風トキソイドの注射をしますが、１回の注射では効果が出ず、図のように数回の接種が必要

です。 上記の症状が見られたときは大至急医者の診断を仰いでください。 

   図-3 血中破傷風抗体価の推移  

 

 

 

 

 

7.骨折・脱臼 
腫れや変形がひどいときは骨折・脱臼を疑います。 骨折が疑われるときはそのまま安静にするか、もし固

定できるようなものがあったら患部をそっと固定し、専門の医師に診てもらう必要があります。 医学的知識がな

いのに整復操作を行うことは危険です  

図―4 

8.四肢の捻挫・打撲 
①ＲＩＣＥが原則  

  ＲＩＣＥが原則です(図-５，６，７，８)。病院に来る患者を見ると湿布するだけの処置で来院する人が多いようで

す。 末梢が、むくまない程度に包帯などで圧迫してやると後の治りが良くなります。  

安冷圧挙 = ＲＩＣＥ 

Ｒ- Rest（安静） 

 Ｉ - Icing（冷却） 

Ｃ- Compression（圧迫） 

Ｅ- Elevation（挙上）  
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図-５   患部を安静にします。 病気の程度によって軽く

動かして良いものからギプスなどで固定しなければなら

ないこともあります。  

 
 

図-６   腫れを防ぐために冷却します(冷却しすぎて凍傷

にならないように)。 数日経って痛みが引いてくれば逆に

暖めていきます。  

 
 

 

 

 

 

図-７   腫れを防ぐためには、圧迫が大事だが行ってな

いことが多い 

 
図-８   なるべく心臓より上に上げておいた方が腫れは

少ない。 特に足のケガは腫れやすいので、数日は挙上

しておいた方が早く治る。 

 

②医師に見せる目安 

腫れがあるようならレントゲンなどを撮った方がよいでしょう。 痛みが強かったり、動きが悪かったり、力

が入らなかったりすれば、やはり精密検査が必要になると思います、早めに医師の診察を受けましょう。  
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救急蘇生法  

救急処置でもっとも急を要するものです。 図-１に示したように一刻も早く行うことにより命を救うことになりま

す。  

図-１ 心肺停止後の時間経過と蘇生率  

          （ドリンカーの生存曲線）  

Ａ．気道確保  
      図-２に示すように頭部を後屈し顎を引き上げ、舌根の沈下を防ぎ気道の通りをよくします。  

                                             図-２ 気道確保の仕方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ-１．気道内の異物除去法  

          異物が気道を塞いでいるときに行います。  

Ⅰ．ハイムリック法（上腹部圧迫法）  

 両手を使って上腹部を上方に圧迫し、異物を吐き出すまで繰

り返し行います。  

 

 

 

 

 

 

 

        図-３ ハイムリック法の仕方  
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Ⅱ．胸骨圧迫法・側胸下部圧迫法  

  心臓マッサージと同様に胸骨部を急激に圧迫する。 あるいは下部胸郭を内下方に強く引き絞るように瞬時的に

圧迫します。  

        図-４ 胸骨圧迫法の仕方  

 

Ⅲ．背部叩打法  

  片方の手で前胸壁を支え、他方の手のひらで肩甲骨間を４回

ほど力強く迅速に連続して叩きます。  

 

  

 

  

 

 Ａ-２.溺水時  

 溺水では僅かな水液の誤飲によって、肺胞の微細気管支に水の膜が張られ、無気肺、酸欠と進んで脳組織のマ

ヒ、そして心停止と進行するものもあると云われています。従って早期発見時、まず背部を平手で思い切り叩くこと

によって水膜を破り、吸気の疎通を得て、息を吹き返すことがあります。 

        図-５ 背部叩打法  

 

Ｂ．人工呼吸法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-６     口対口人工呼吸法 

 

①気道確保の状態で、親指と人差し指で鼻をつまみ、吹き込ん

だ空気が漏れないようにする。 

 

②術者は深く息を吸い、自分の口を大きく開けて患者の口の周り

にかぶせ、患者の胸が膨らむまで息を吹き込む(図６－１)。 

 

③吹き込んだら口を離し、患者の胸が自然に沈み、呼気が行わ

れていくのを見る(図６－２)。 

 

④１回目の吹き込みは気道開通の状態を確認する意味で、静か

に大きく吹き込み、続く３回の吹き込みは呼気が完了するのを待

たず、強く連続的に行うとよい（縮んだ肺胞を広げるため）。 

 

⑤胃膨満の発生を最小限にする目的で 0.8～1.2L を 1.0～1.5 秒

かけて行う。  

 

 



16 

 

Ｃ．心マッサージ  
  心臓は一度止まっても、適切な処置により再び動き始めることがあります。 ただし脳は酸素不足に弱いので、心

臓が止まり、血液循環がなくなると、心臓が再び動き出しても脳障害を残しやすいものです。 それ故早期に心マッ

サージを行う必要があります。  

  患者の体位は仰向けに寝かせて、１秒間に１回の割で、胸骨の下３分の１のところを背骨に向かって手のひらで

３～５cm 真っ直ぐに圧迫します。  

 

※心マッサージと人工呼吸の組合せ  

      二人で行うとき： 人工呼吸１回、心マッサージ５回の割で行います。  

      一人で行うとき： ２回人工呼吸をし、心マッサージを１５回行います。  
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心肺蘇生法の手順 
彦根市消防本部 

１  反応を確認する 

 傷病者に近づき、その耳元で「大丈夫ですか」または「もしもし」と呼びかけながら、肩を軽くたたき、

反応があるかないかを見る。  

 

反応あり 反応なし 

 

２  助けを呼ぶ 

 反応がなければ大きな声で、「誰か来て下さい！」と大声で人を集め、「あなたは、１１９番に連絡

してください！」、別の人に「あなたは、 AED を持ってきてください！」と指示する。  

 一人しかいない時は、まず１１９番通報をしてから、次の手順に移る。  

 
 

３  気道の確保 

 片手を額に当て、もう一方の手の人差し指と中指の２本をあご先にあて、これを持ち上げ、気道を

確保する。  

http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/shinpaitejun_s.html#4
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/shinpaitejun_s.html#2
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４  息を確認する 

 気道を確保した状態で、自分の顔を傷病者の胸部側に向ける  

 頬を傷病者の口・鼻に近づけ、息の音、吐息を確認する  

 傷病者の胸腹部を注視し、胸や腹部の上下の動きを見る  

 普段どおりの息があるか、どうかを、１０秒以内で調べる  

 息が感じられないか、よくわからない場合には、直ちに人工呼吸を開始する  

 普段どおりの息が感じられれば、回復体位にする  

 

普段どおりの

息がある 

→回復体位 

普段どおりの

息がない 

よくわからない 

→人工呼吸  

５  人工呼吸 

 普段どおりの息がなければ、人工呼吸を行う  

 気道を確保したまま、額に当てた手の親指と人差し指で傷病者の鼻をつまむ  

 口を大きくあけて傷病者の口を覆い、空気が漏れないようにする  

 傷病者の胸が持ち上がる程度の息を、１秒かけて２回吹き込む  

 １回目の吹き込みで胸が上がらなかった場合には、気道確保をやり直し２回目の吹き込みを行う

うまく胸が上がらなくても２回までとし、すぐに胸骨圧迫に進む  

  ※ 人工呼吸をためらう場合は、胸骨圧迫だけでも行う  

http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/shinpaitejun_s.html#5
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/shinpaitejun_s.html#5
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/shinpaitejun_s.html#5
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/shinpaitejun_s.html#5
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（人工呼吸によるウイルス感染の可能性はかなり低いといわれているが、ためらう場合は人工呼

吸をしなくてもよい。 胸骨圧迫だけでも心肺蘇生の効果がある。）  

 

吹き込む時間

と回数 
吹き込む量 

１秒かけて２回 胸の上がりが見えるまで  

 

 

６  胸骨圧迫(心臓マッサージ) 

 人工呼吸が終わったら、直ちに胸骨圧迫を開始する  

 圧迫部位は胸の真ん中にある「胸骨」という縦に長い骨の下半分（目安として胸の真ん中、あるい

は左右の乳頭を結ぶ線の真ん中）  

 その部位に一方の手の付け根を置く  

 他方の手をその手の上に重ねる  

 

  

  

   

 肘を伸ばし、垂直に体重をかけて圧迫する  

 圧迫の深さは、４～５cm  

 圧迫の速さは、約１００回／分  
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７  心肺蘇生 

 ３０回の胸骨圧迫と、２回の人工呼吸のサイクル（３０：２）を繰り返す。  

 
回数 胸骨圧迫 人工呼吸 

３０：２ 約１００回/分の速さで３０回 吹き込みに１秒かけて２回 

 

 心肺蘇生は体力が必要です 

疲れると圧迫が弱くなったり、遅くなったりするので、他に手伝ってくれる人がいる場合は２分を目

安に交代する  

 傷病者が動き出す、うめき声を出す、普段どおりの息を始めた場合は心肺蘇生を中止して、回復

体位にして様子を見る  

 救急隊が到着したときは、救急隊員の指示に従って、心肺蘇生を引き継ぐ  

動き出す 

うめき声を出す 

普段どおりの息

がある 

→回復体位  

救急隊到着 

 

 

 

http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/shinpaitejun_s.html#13
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AED 到着後の手順 

８  AED を傷病者の横に置く 

 AED を傷病者の胸の横に置く  

 機種により違いはあるが、ケースから AED 本体を取り出すか、ふたを開ける  

 
９  電源を入れる 

 AED のふたを開け、電源ボタンを押す 

(ふたを開けると自動的に電源が入る機種もある) 

電源を入れた後は、音声メッセージと本体に点滅するランプに従う  

 
 

10  電極パッドを貼る 

 傷病者の衣服を取り除き、胸部を裸にする  

 電極パッドの袋を開封し、電極パッドのシールをはがし、粘着面を傷病者の胸部にしっかりと貼り

付ける  (電極パッドを貼り付ける位置は、電極パッドが入っていた袋に絵で示されている)  

 電極パッドを貼り付けた後、ケーブルを AED 本体の差込口(点滅している)に入れる  （最初からケ

ーブルが接続されている機種もある）  

 小児用パッドを使用してはいけない  
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パッド貼り付け時の重要ポイント 

胸が汗や水で濡れている → 水分をタオルなどで、よく拭き取ってからパッドを貼り付ける 

胸に貼り薬がある → 貼り薬をはがして、薬剤を拭き取ってからパッドを貼り付ける 

ペースメーカーや除細動器が 

体内に埋め込まれている 

→ 
ペースメーカーなどから３センチ以上離してパッドを貼り付ける 

胸毛が濃い → パッドを強く押して、パッドを密着させるか、体毛の薄い場所で

心臓部を挟めるパッドの位置を探す 

金属製のアクセサリーをつけている → アクセサリーが簡単に外せるなら外すが、手間取る場合は、パ

ッドの位置から遠ざける 

 

11  心臓のリズムの解析 

 電極パッドを貼り付けると「傷病者から離れてください！」との音声メッセージが流れ、自動的に心

臓のリズムの解析が始まる  

 傷病者から離れるようにと音声メッセージが出たら、「みんな、離れて！」と注意を促し、誰も傷病

者に触れていないことを確認する  
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12-1  除細動(電気ショック)の指示が出たら、除細動を行う 

 AED が除細動を加える必要があると判断すると、「電気ショックが必要です」などの音声メッセージ

が流れ、自動的に充電が始まる 

充電には数秒間かかる  

 充電が完了すると、「除細動ボタン(ショックボタン)を押してください」などの音声メッセージや、除細

動ボタンの点滅、充電完了の連続音声が出る  

 充電中や充電が完了したら、再び「みんな、離れて！」と注意を促し、誰も傷病者に触れていない

ことを確認してから、除細動ボタン(ショックボタン)を押す  

 

 

除細動不要のメッセージ 

→心肺蘇生 

除細動の後は AED の指示に従う 

 除細動を実施した後、すぐに心肺蘇生を行うようメッセージが出る  

 ２分後に再び自動的に心臓のリズムの解析が始まる  

心臓のリズムの解析 

↓ 

除細動（電気ショック） 

↓ 

約２分間の心肺蘇生 

 

この手順を繰り返す。 

違う手順の AED もあります 

以前の AED のプログラムは、除細動を実施した後、再び解析を始める 

電気ショックが必要な状態が続く場合、連続３回まで除細動を繰り返す 

その後、AED の指示に従い、心肺蘇生法を行う 

おおむね１分後、再び解析が始まる 

この手順を繰り返す  

o 以前の AED のプログラムも、医療機器として許可を受けた機種であり、効果に問題はない  

 

※  大切なことは、機種や手順に違いがあっても、その AED の指示に従うということ 

 

http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/shinpaitejun_s.html#12-2
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/shinpaitejun_s.html#12-2
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12-2  除細動(電気ショック)不要の指示が出たら心肺蘇生を行う 

 心臓のリズムの解析の結果、「電気ショックは必要ありません」などの音声メッセージが出た場合、

除細動の必要がなくなったということであり、救急隊が到着するまで心肺蘇生を続ける  

 胸骨圧迫３０回、人工呼吸２回の心肺蘇生を実施する 

心肺蘇生を再度実施中に AED から指示が出された場合（おおむね２分後）には、指示に従う  

 傷病者が動き出す、うめき声を出す、普段どおりの息を始めた場合は心肺蘇生を中止し、傷病者

の体を横向き（回復体位）にして注意深く観察を続ける  

 

動き出す 

うめき声を出す 

普段どおりの息

がある 

→回復体位  

救急隊到着 

 

13   到着した救急隊に情報を伝える 

 救急隊が到着したら、傷病者の倒れていた状況、実施した応急手当、AED による除細動を加えた

回数などを伝える。  
 

http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/kaifuku_s.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/shobo/kyukyu/shinpaitejun_s.html#13
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熱中症について 

「汗をかいたら水を飲もう」  「のどが乾いて」 からでは遅い 

日差しが強くなった太陽の下、激しい運動と地面よりの輻射熱によって油断をすると熱中症は襲ってきます。ま

た、高温時閉め切った体育館の中でのスポーツは注意が必要です。 バレーボールなどでは１試合で５リットルもの

汗が出ると言われており、これは私たち体の中の血液の量に相当します。 したがって汗で失った水分を補給しな

いと脱水症となり、体温が上昇し熱中症を起こし、命取りとなります。 しかし、突然死と異なり、病気を知ることによ

りその発生を予防することが出来ます。  

１．熱中症とは 
私たちの身体は運動をすると大量に熱を発生します。 この熱は皮膚へ流れる血液の量が増えたり、汗を出す

ことによって体外に放散します。 外気温が高く、あるいは湿度が高いとこの熱放散の効率が悪くなり、体温は上昇

します。 こうした高温環境下において発生する障害を総称して熱中症と呼んでいます。 熱中症と呼ばれる中には

その発生機序と臨床症状から大きく分けて熱疲労、熱痙攣、熱射病等がありますが、実際には重複しての発生が

多く、その症状も複合したものが多く見られます。  

２．原 因 
原因は前記したように高温環境ですが、その発生条件としては次のものが挙げられます。 

（１）外的条件  

  ①気温や湿度が高い  

  ②輻射熱が大きい  

  ③風が少ない  

  ④換気が不十分  

  ⑤通気不良の衣服 

（２）内的条件 

  ①激しすぎる運動  

  ②不適当な水分・塩分の摂取  

  ③睡眠不足  

  ④不摂生な生活  

  ⑤貧血や空腹時  

  ⑥慢性心血管疾患患者  

  ⑦小児・肥満・老人 

３．分類・症状  
（１）熱失神 

皮膚血管の拡張によって血圧が低下、脳血流が減少しておこる。 

症状として 

めまい失神などで顔面層は蒼白となり、脈は速くて弱くなる。 

救急処置 

涼しい場所に運び、衣服を緩めて寝かせ、水分を補給すれば通常は回復します。 足を高くし、手足を

抹消から中心部に向けてマッサージするのも有効。 吐き気やおう吐などで水分補給ができない場合には

病院に運び、点滴を受ける必要があります。 

（2）熱疲労 

脱水による症状で、暑いところで動き回ったとき、熱放散のための皮膚への血流の増加のほか、運動

のために筋肉その他の血流増加が加わるため、心臓からの血液排出量が減少して起こる一種の循環失

調です。 
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症状としては  

①軽いショック症状。全身の脱力感、倦怠感が強い  

②顔面蒼白、血圧低下、脈拍微弱頻数  

③発汗多量、皮膚湿潤  

④体温上昇はほとんど無い  

⑤頭痛、イライラ、めまい、嘔吐 

救急処置 

熱失神に同じ 

（3）熱痙攣 

多量の発汗により体内の NaCl が喪失し、水分と電解質のアンバランスを来して起こります。 たとえば

大量に汗をかき、水だけを補給して血液中の塩分濃度が低下したときに、足、腕、腹部の筋肉に痛みを

伴った痙攣が起こります。 

症状としては 

特に良く使う手足の筋肉や腹壁の筋肉に、突然激しい痛みを伴う痙攣が起こります。 運動中に起こ

ることが多いですが、運動後の休息時や入浴中に起こることもあります。  

救急処置 

生理食塩水（0.9％）を補給すれば通常位は回復する。 

（4）熱射病 

非常に暑いところで、熱放散を汗のみに頼っていて、発汗が不十分になり過熱、体温上昇により脳の

温熱中枢機能に異常をきたし、体温の調節がきかなくなって起こります。 重篤のものは死にいたります｡ 

症状としては 

①体温の異常上昇、しばしば 40℃以上の高熱  

②全身の脱力感、倦怠感が強い。嘔吐、頻脈  

③頭痛、イライラ、めまい、耳鳴り 

④発汗停止、皮膚紅潮乾燥  

⑤意識障害  （応答が鈍くなり、言動がおかしくなり、意識がなくなる） 

⑥手足の運動障害や視力障害  

⑦わめく、痙攣→昏睡状態  

救急処置 

死に至る危険な緊急状態です。 体を冷やしながら集中治療のできる病院に一刻も早く運ぶ必要が

あります。 いかに早く体温を下げて意識を回復させるかが予後を左右するので、現場での処置が重要

です。 

まず着衣を緩めます。 涼しい所に運び体温を下げます。 早く体温を下げるには、水を掛けたり、濡

れタオルを当てて扇ぐ方法、首、わきの下、足の付け根など太い血管のある部分に氷やアイスバッグを

当てる方法が効果的です。 循環が悪い場合には、足を高くし、マッサージをします。 症状としては、意

識の状態と体温が重要です。 意識障害は軽いこともありますが、うわごとを言う、応答が鈍い、言動が

おかしいなど少しでも意識に異常が見られるときには重症と考えて救急車を呼び早く処置しましょう。 

４．予  防 

1.知って防ごう 熱中症 

無知と無理で起こるので、知って防ぎましょう。 病状・応急処置等知っておいて下さい。 

2.暑いとき、無理な運動は事故のもと 

熱中症の発生には気温、湿度、風速、輻射熱 (直射日光など) が関係します。 同じ気温でも湿度が高いと

危険性が高くなります。 また運動強度が強いほど熱の発生も多くなり、やはり熱中症の危険性は高くなりま

す。 暑いところで無理に運動しても効果は上がりません。 環境条件に応じた運動、休息、水分補給の計画も

欠かせません。  
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3.高温環境下での馴化。急な暑さは要注意 

暑熱環境での体温調節能力には、暑さへの慣れ（暑熱順化）が関係します。熱中症の事故は急に暑くなっ

たときに多く発生しています。夏の初めや合宿の第一日目には事故が起こりやすいので要注意です。また、

夏以外でも急に暑くなると熱中症が発生することがあります。 

急に暑くなった時には運動を軽減し、暑さに馴れるまでの数日間は、軽い短い運動から徐々に増やしていくよ

うにしましょう。  

4.体重測定の習慣 

毎朝起床時に体重を計ると疲労の回復状態や体調のチェックに役立ちます。 

運動による脱水状況の把握のため、運動前後の体重測定の習慣づけましょう。 運動中に汗などで失った

水分量が求められます。 

体重の３％の水分が失われると運動能力や体温調節能力が低下しますので、運動による体重減少が２％

以下に納まるように水分を補給しましょう。  

5.水分・電解質の補給 

汗は体から熱を奪い、体温が上昇し過ぎるのを防いでくれます。 

失われた水分を補給しないと脱水になり、体温調節能力や運動能力が低下します。 暑いときにはこまめに

水分を補給しましょう。 汗からは水と同時に塩分も失われます。 塩分が不足すると、熱疲労からの回復が遅

れます。 運動前及び運動中の水分の補給には 0.1～0.2％程度の食塩水が適当です。  

6.スケスケルックでさわやかに 

皮膚からの熱の出入りには衣服が関係します。 暑いときには軽装にし、素材も吸湿性・通気性の良いもの

にしましょう。 屋外で直射日光が当たる場合には帽子を着用しましょう。 またやむを得ない場合では、休憩

中に衣服を緩め、出来るだけ熱を逃がしましょう。  

7.身体因子のチェック。体調不良は事故のもと 

体調が悪いときは体温調節能力も低下し、熱中症につながります。 疲労、発熱、かぜ、下痢など、体調の

悪いときには無理に運動をしないようにしましょう。 また二日酔い、睡眠不足も同様です。 体力の低い人、肥

満の人、暑さに馴れていない人、熱中症をおこしたことがある人などは暑さに弱いので、注意が必要です。 

熱中症死亡事故の 7 割は肥満の人に起きており、肥満の人は特に注意が必要です。 

8.熱中症予防のための運動指針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

湿球温 乾球温 熱中症のための運動指針 

～１８℃  

  

～２４℃  

  

ほぼ安全  

適宜  

   水分補給 

熱中症の危険は小さいが適宜水分の補給は必要。 市民マラソンなどで

はこの条件でも熱中症が発生するので注意 

 １８～  

  

 ２４～  

  

注 意  

積極的に  

   水分補給 

死亡事故が発生する可能性がある。 熱中症の兆候に注意するとともに

運動の合間に積極的に水を飲むようにする。 

 ２１～  

  

 ２８～  

  

警 戒  

積極的に  

      休息 

熱中症の危険が増すので、積極的に休息をとり、水分を補給する。 激し

い運動では 30 分おきくらいに休息をとる。 

 ２４～  

  

 ３１～  

  

厳重警戒  

激しい運動は 

      中止  

熱中症の危険が高いので激しい運動や持久走など熱負荷の大きい運動

は避ける。 運動する場合には積極的に休息をとり水分補給を行う。 体

力の低いもの、暑さに慣れていないものは運動中止。 
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 ２７～  

  

 ３５～  

  

 運動中止  

 運動は  

    原則中止 

皮膚温より気温の方が高くなる。 体から熱を逃がすことができない。  

特別の場合以外は運動は中止する。 

 

9.運動時の水分補給の目安 

環境条件により変化しますが、発汗による体重減少の 70～80％の補給を目標とします。 

気温の高いときには、15～20 分ごとに飲水休憩を取ることによって体温の上昇を抑えられます。 

1 回 200～250ｍｌの水分を 1 時間に 2～4 回に分けて補給します。 たとえば 10～15 分おきに、ひとくちかふ

たくちの水またはドリンクを飲みます。 一日中、戸外にいる場合には、２リットルは飲まないと水分不足になり

ます。 水と同時に塩分も補給しましょう。 

水の温度は 5～15℃が望ましい。 

食塩（0.1～0.2％）に加え、糖分（4～８％）を含んだものは疲労の予防にも役立ちます。 

 

日本体育協会発行「熱中症予防ガイドブック」参照 

 

 

 

＜参考＞特製ドリンク 

ポカリスエット粉末注１） 1 袋（74ｇ） 

FINE クエン酸粉末注２） 約 10g 

蜂蜜  大匙２杯 

水   ２ リットル 

 

これに冷凍したレモンをすりおろして加えても良い 
レモン、クエン酸は疲労回復に効果があります 

 

注１）  商品名   電解質含有健康飲料 

注２）  商品名   V.C、V.B６、V.B２、V.B１を含む 
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過呼吸になってしまった人への対処法 

過呼吸（かこきゅう、英: Hyperpnoea）とは、何らかの原因で呼吸を必要以上に行うことがきっかけとな

り発症する。 運動直後や過度の不安や緊張などから引き起こされ、パニック障害などの患者に多くみら

れる。 

過呼吸には、陸上競技（長距離走・マラソン・駅伝）・水泳・サッカー・バスケットボールなどの呼吸を多く

必要とする運動の後に起こる過呼吸症候群と、精神的な不安、緊張感、恐怖心によっておこる過換気症

候群（かかんきしょうこうぐん、Hyper Ventilation Syndrome、心身症の一つ）との二つがある。 発症の原

因は異なるが、発症後の症状はほぼ同じである。 

１．症状 

初期症状は、低酸素症や心臓疾患に似ており 

 息苦しさ 

 呼吸が速くなる(呼吸を深くすると胸部に圧迫を感じる)、頻脈 

 耳鳴り 

 悪寒 

 眠気 

程度が強くなると 

 胸部の圧迫感や痛み 

 動悸 

 目眩 

 手足や唇の痺れ(テタニー痙攣) 

 頭がボーとする 

重度になると 

 死の恐怖を感じる、パニックになる 

 筋肉の硬直、特徴的なのが手の指が内側に巻いてしまい、斜めに手を握ったような状態 

 （まれに）失神 

過換気症候群の場合、直接的にこの症状が起因して死ぬ事はない。 しかし心臓発作などを誘発し死

に至るケースもある。 

他の病気で発熱し、息が荒くなっただけで発症するケースもあり、特に中高年の過呼吸は、体に重い

病気が隠れている可能性が高く、命に関わるばあいがあり、要注意です。 

胸の圧迫感や痛み→ 肺塞栓、心筋梗塞 

頭痛→ 脳出血、くも膜下出血 

手の痺れや筋肉の硬直→ 糖尿病性・腎性アシドーシス 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E9%9A%9C%E5%AE%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E4%B8%8A%E7%AB%B6%E6%8A%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%B7%9D%E9%9B%A2%E8%B5%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%82%BD%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%85%E4%BC%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%B3%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E6%8F%9B%E6%B0%97%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E6%8F%9B%E6%B0%97%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E8%BA%AB%E7%97%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%BF%E3%83%8B%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E7%A5%9E


30 

 

２．過呼吸発作になる過程 

過呼吸は、水泳（特にダイビングなどの息止め競技など）で危険とされ禁じられている、「ハイパーベン

チレーション呼吸法（ダイビングなどの息止め競技などで潜水時間を伸ばすことができるために盛んに行

われている潜水前に行う呼吸法）」と同様のメカニズムで起こると考えられている。 

呼吸が浅くかつ速くなることにより、血液中の酸素と二酸化炭素のバランスが崩れ、酸素過多になり、

二酸化炭素不足となる状態で、結果として動脈血中の酸素分圧が上昇、炭酸ガス分圧が低下し 1 回換気

量が増大する。 

呼気からの二酸化炭素の排出が必要量を超え動脈血の二酸化炭素濃度が減少して血液がアルカリ

性に傾くため、息苦しさを覚える。 そのため、無意識に延髄が反射によって呼吸を停止させ、血液中の

二酸化炭素を増加させようとする。 ところが大脳皮質は、呼吸ができなくなるのを異常と捉え、さらに呼

吸させようと呼吸が激しくなる。 自分では呼吸をしているつもりなのに息が吸い込めなくて苦しく、死んで

しまうのではないかという恐怖に駆られることになる。 程度が強くなると、血管が収縮し、初期の軽度の

場合には手足や唇の痺れや動悸、呼吸困難、目眩、頭のふらつき、息苦しさ、眠気、激しい耳鳴りや悪寒

をきたし、重度になると筋肉が硬直する。 それらが悪循環になって発作がひどくなっていく。 

３．発症しやすい人 

心身症としての過換気症候群は、次のような人に多く見られる。 

 几帳面、神経質な人 

 心配症であり、考え込んでしまう人 

 10～20 代の若者 

 自己犠牲の多い人 

４．対処法 

精神的にはストレスや緊張、恐怖心などが引き金になりやすく、また、睡眠不足や疲労状態でも起こり

得ます。 

過呼吸がストレスや過度の緊張状態で起こっているのであれば自然に時間が経てば症状は落ち着く

ので、安静にしてそっとしておくのが大事。 また、二酸化炭素が減少することで起きるので息を吐く前に

少し止めながらゆっくり呼吸をし、とにかく気持ちを落ち着かせることが大切です。 

息苦しいために深呼吸をしてしまいがちですが、それがさらに症状を強める原因となります。 これは

自分ではコントロールができず、初めて経験する人は非常に恐怖心を抱きますが、浅く速い呼吸、さらに

手指の硬直などは一目で過呼吸とわかる大きな特徴です。 

＜過呼吸の正しい応急処置＞ 

・ 呼吸のリズムを整えてあげる 

・ 吐くことに意識 

・ 「吸う：吐く」＝1：2  

・ 1 回の呼吸で、吐く前に 1～2 秒くらい息を止める 

・ 胸や背中をゆっくり押す。 (速くなった呼吸を整えるため) 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%B3%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E6%B6%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%95%E8%84%88%E8%A1%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0%E5%88%86%E5%9C%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%82%AC%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%9B%E6%B0%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%9B%E6%B0%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E6%B6%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%9F%BA%E6%80%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%9F%BA%E6%80%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E9%AB%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%BC%E5%90%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%84%B3%E7%9A%AE%E8%B3%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%BC%E5%90%B8%E5%9B%B0%E9%9B%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E4%BD%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E8%80%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%8A%A0%E7%89%B2
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呼吸の速さと深さを自分で意識的に調整すれば 2～3 分で自然に治まる。 このことを利用し、万一発

作が起きた場合は、介助者は何もせずに、大丈夫だ、安心しなさいと、患者を落ち着かせ、息を吐くことを

患者に意識させ、ゆっくりと深呼吸をさせる。 

「吸う：吐く」が 1：2 になるくらいの割合で呼吸する。 一呼吸に 10 秒くらいかけて、少しずつ息を吐く。 

また息を吐く前に 1～2 秒くらい息を止めるくらいがベター。 胸や背中をゆっくり押して、呼吸をゆっくりす

るように促し、二酸化炭素を増やしながらも、酸素を取り込んで、窒息しないように呼吸管理をすることが、

推奨されている。 

かつては紙袋などに口・鼻をあて、吐いた空気を再度吸い込むという行為をくり返し、血中の二酸化炭

素濃度を上げる方法(ペーパーバッグ法)がしばしば試みられた。 この場合、酸素不足にならないよう、少

し隙間を作っておくなどの配慮が必要でその加減が難しく、袋を用いる方法は有効性よりもむしろリスク

の方が大きいという意見もある。 誤った処置(袋をぴったりと口・鼻に当ててしまい、外気を遮断してしまう

など)により、発作時には、酸素が多すぎた状態から、一気にバランスが逆転し二酸化炭素が多くなり過ぎ

て、窒息死に至ったケースも報告されているという[1]。 酸素不足から失神することもあり、専門家が付き

添っていないと少々難しく、素人には危険な対処法です。 

また頻呼吸や過剰呼吸が見られるのは過換気症候群だけではない。 例えば肺水腫で呼吸が乱れて

いるときにペーパーバック法を行なうと症状が悪化し、時に死をもたらすので、慎重な鑑別診断が必要で

ある。 

直接的にこの症状が起因して死ぬ事はない。 しかし心臓発作などを誘発し死に至るケースもある。 

他の病気で発熱し、息が荒くなっただけで発症するケースもある。（上述） 

過呼吸の症状は一つ一つが激しく、大変苦しい思いをしますが、「死にはしない」と考え慌てないことで

す。 一度経験した人は、さほどパニックにならずに対処できると思いますが、それでも苦しいことに変わり

はありません。 

一般的に発作は数時間以内に自然寛解することが多いが、繰り返し過呼吸を起こすようなら、精神安

定剤を持ち歩くなど（実際には飲まなくても）精神的な『お守り』があるといいかもしれません。 また、不安

が強い場合は専門医に抗不安薬を投与してもらうと良い。 パニック障害やうつ病などが元疾患として存

在する場合は、その治療も行われる。 

５．脚注 

1) http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~resident/kyukyushoreikentoukai/2007.7.6kakanki.pdf 

６．参考文献 

2012 年 8 月 29 日放送 NHK 総合テレビ「ためしてガッテン」 窒息死を招く大誤解! 本当は怖い過呼吸 SP 

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E6%8F%9B%E6%B0%97%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4#cite_note-1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E8%87%93%E7%99%BA%E4%BD%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E7%86%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E4%B8%8D%E5%AE%89%E8%96%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E9%9A%9C%E5%AE%B3
http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~resident/kyukyushoreikentoukai/2007.7.6kakanki.pdf
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迷走神経反射 

迷走神経反射とは、自律神経のバランスが崩れた時に起こる血圧低下などから、脳の血流量が減って起こる

失神やめまいなどの多様な症状を総称したものです。 自律神経失調症のうちの一つです。 

迷走神経とは脳と直接繋がっている神経の 1 つで、首からお腹までのほぼ全ての内蔵に伸びています。 

迷走神経は下部延髄から、各臓器に広く分布し、多数の枝を延ばす。 首から腹（消化器における下端は横行

結腸右 1/3）までのほとんど全ての内臓の運動神経と副交感性の知覚神経が迷走神経の支配である。 機能

的には心拍数の調整、胃腸の蠕動運動、発汗や発話、頚動脈小体における血中ガス分圧の感知、外耳道の

体性感覚等に関与する。 

心拍数の調整にも関係しているため、迷走神経の反射運動によって血圧や心拍が低下することがある。 

迷走神経反射の症状 

迷走神経反射は瞬間的に起こる時は、必ず前触れ（前兆、前駆症状）があると言われています。 

以下の様な症状（前兆）が見られる場合があります。 

 顔面蒼白 

 耳鳴り 

 めまい、ふらつき 

 視界が真っ白になる 

 視界が悪くなる 

 視野が少しずつぼやけていく 

 吐き気 

 気分が悪くなる 

 あくびが出る 

 急に眠くなる 

 発汗（冷や汗） 

 血圧低下 

 心拍数低下 

 不快感 

 失神 

 けいれん 

前兆（前駆症状）を過ぎると一時的な意識消失に至ります。状況によっては、意識消失をきっかけに転倒し、外

傷をきたすことがあるので注意が必要です。 そこで、以上のような症状を自覚したら、なるべく安全なところに

避難して、横になるか少なくとも座るようにしましょう。 

迷走神経反射の原因 

迷走神経反射の原因はさまざまあります。 

 長い時間立ちっぱなし 

 暖かい場所での激しい運動 

 こらえきれない程の激しい痛み 

 脱水 

 排便、排尿 

 注射など針を刺す 

 強いストレス 

 緊張 

これらは可能性があるというだけで、必ずしも迷走神経反射を起こすものではありません。 
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これらに誘発されて、迷走神経が刺激され、心拍数の低下や血圧の低下を起こし、脳に行く血が足りなくなるた

めに症状が起こります。 

血圧がもともと低い方などで、朝礼や集会時に立ちっぱなし状態で倒れたことがある人は、迷走神経反射だっ

た可能性もあるようです。 

迷走神経反射が起きた時の対応法 

倒れるかも・・・みたいな感覚があった場合は、無理せずに原因と思われることを一度止めましょう。 

脳に血流が足りない状態が続くと症状が出るため、横になって足を高く上げる体勢なども、症状改善に有効で

す。 

失神してしまったり、症状が数分で治まらない場合は、病院へ行きましょう。 

近所にかかりつけ医があればそちらへ、特になければ神経内科のある総合病院を受診した方が良いでしょう。 

迷走神経反射は、それ自体が命にかかわるわけではありません。 横になって安静を保つことで、前駆症状や

意識消失を含め、症状の自然回復が期待できます。 しかし、転倒時などのケガには十分な注意が必要です。 

前駆症状を自覚したときは、ケガが起こらない状況を早く確保するようにしましょう。 
 

迷走神経反射になりやすい人とは？ 

迷走神経反射とは、自律神経失調症の一種です。 

 ということは、自律神経のバランスを崩しやすい人が迷走神経反射になりやすいといえます。 

 具体的には、以下のような特徴を持つ人でしょうか。 

 神経質 

 低血圧気味 

 気を遣い過ぎている 

 ストレスが多い 

 悩み事が多い 

 いつも疲れている 

 ストレス発散がヘタ 

 情緒不安定 

 何かしらの強迫観念がある 

 水分不足で脱水を起こしやすい 

 塩分不足 

 長時間同じ姿勢で立っていることが多い 

また、夏場は特に迷走神経反射が起こりやすくなるようです。 

水分不足になりやすく、水分補給時に塩分を取っていないと塩分不足にもなるためだと思います。 

迷走神経反射を予防するには？ 

迷走神経反射は自律神経の乱れが原因なので、自律神経を乱した原因を取り除くことが予防になり、自律神経

を整えることで予防が可能です。 

過去に失神したことがある場合などは、当時を思い出すことで、思い当たる節があるかもしれません。 

今現在、症状に悩んでいるわけでなければ、すぐに病院へ行く必要はありませんが、過去に発症したことがあ

ると思う場合は、ストレスなどに気を配り、自律神経を整えるように意識するのがおすすめです。 

自律神経がどんな時に乱れやすいのかは人によって差が大きいため、一概にどうすべきかを言えません。 

ただ、迷走神経反射の症状が出る前には、予兆や前触れといったものが感じられるため、この予兆などを感じ

た時の状態や行動が原因に関係してくるものとなります。 

この予兆を感じた時に、すぐに座るなどして休むことで、迷走神経反射の症状を防ぐことが可能です。 

脳に行く血液が不足することが症状の主な原因となるため、横になって足を高くする体勢も改善に有効です。 

予兆を感じたら、慌てずに横になるなどして休むことで回復することができます。 
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また、人によっては採血時に症状がでて、失神される方もいるそうです。 

この場合は、事前に医師や看護師に失神したことがあることを伝えておけば、横になって採血してくれるようで

す。 

脳への血流低下を防げれば、発症を防げるため、横にすることで事前に血流がまわりにくくなることを予防しま

す。 

迷走神経反射は基本的には休めば回復する症状なので、それほど心配する必要はないかと思います。 

ただ、発症したことが無い場合は、予兆を感じてもちょっと調子が悪いなと思う程度で我慢してしまうことも多い

でしょう。 

 突然倒れた場合は、何にぶつかるかわかりません。 

単純に床に倒れただけでも、顔面骨折などの大怪我に繋がることがあるため、普段から調子が悪いと感じたら

無理をしない習慣を持つようにしたいですね。 

  

まぁ、社会人の場合など、周りの環境によっては無理しないといけない状況もあるかと思いますが、倒れて不幸

になるのはアナタだけではないので、思い切って休むことも重要です！ 

 


