
低体温症の考察

ある。

蟷 1 浩嬌認覇警言警源くらも`あるか       く「言[]i:詈曾骨0][醤看[[[鯵ζlil
現在の日本の山の遭難事故件数は年間 1600件以    ため、一般に登山者の認識は薄い。しかし、気象条

上で、死亡者が 250～ 300人 に及ぶ。中高年者の登    件によっては真夏でも低体温症になり、死亡する

山者が多い現状を反映し、遭難者の年齢 も55歳以    ケースがあることをガイドおよび登山者は認識して

上が 60%を超えている。                おくべきである。

この中で「疲労凍死」と言われる死因はどのくら

いあるのだろうか。

「疲労凍死」

とキ|プ蠍窯i■ 粂|』慰覗嘉眩誕     蟷 2 
低体温症 の病態

のことであろうと解釈している。             今回の遭難事故から救助された 5名の内3名 は、

山森欣―によると、1970年 から2008年 までの間    病院にヘリ搬送されている。ここで行なった血液の

に死亡原因が「疲労凍死」とされた件数は23件あり、    データや症状の経過から低体温症の病態を探ってみ

その死者は85名 と報告している。            た。

しかし、その季節を見ると2～ 5月 、9～ 11月

などがほとんどで、7、 8月 の真夏に「疲労凍死」   (1)ガ イドC(38歳、男)

した例は少ない。真夏に8名 (同 日の大雪山系では     17日 11時 46分にJA帯広厚生病院救急救命セン

10名 )も の人が低体温症で亡くなったということは    ターに搬入される。

日本の山岳史上初めてであり、世界にも類を見ない     ⑦四肢冷感あり、全身的な震えが継続。

大量遭難だったといえる。                ④両膝下、左前胸部に打撲痕が多数あり、発赤が

真夏の低体温症による死亡事例は、同じトムラウ    見られた。

シ山で2002年 7月 に起こっている。台風の接近を     ○意識 :」CS 20大声に反応する程度。

知りつつ登山を続けたことが招いた遭難であり、そ     ○血圧 133/43 脈拍 100/分  直腸温 34.7℃ 。

の後、この教訓が生かされることなく、同じ山系で     ④異常値を示した検査。( )は正常の上限。

同じ悲劇を繰り返してしまった。              白血球数 15800/μ l(8500)

低体温症は、雪のある温度の低い季節や、霙など      GOT189(40)IU/J

で濡れる季節の変わり目に起こることがほとんどで      GPT86(45)IU/ι
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LDH641(400)IU/ノ

CK13020(197)IU/J

CRP O.74(0.35)―→翌 日3.11

②血液ガス

PH(37℃補正)7.246(7.400)

○乏尿 100ml 低血糖あり。

以上の異常数値を要約すると、

①自血球の増多

②肝機能異常

③アシドーシス (酸血症)

④ CKの 高値

ということになる。

この例は、前述したように32℃ 付近まで体温が

下がって意識を失い、その体温下降が止まったため

に、いわゆる「仮死状態」になった例である。

(2)男性客Dと女性客H

7時 30分 に清水赤十字病院に収容された2名 の

内1名 (女性客 H)は低体温症から回復した症例 (一

時仮死状態)である。以下は彼らの検査異常値であ

る。

男性客 D(69歳) 女性客 H(62歳 )

低体温症の考察

寒冷前線の通過に伴って吹雪 とな り、10名 のパー

テイの内 8名が稜線上で、低体温症で亡 くなるとい

う遭難事故である。

この時、生存救助された 38歳、男性のデータに

よると、全身的な震えが著明で体温 34℃ の低体

温、自血球増多 (20800)、 肝機能異常、アシドー

シス (PH7 30)、 低血糖、低 タンパク症、低血圧

(70mmHg/)の ショック状態があった、 と報告して

いる。

(4)2007年 2月 14日 、八甲田山でのスキーツアー

中の雪崩による遭難例

24名 のツアー客の内 2名死亡、5名負傷 し、4時

間後に青森中央病院救急救命センターヘ救助搬入さ

れる。

この負傷者の中で 59歳、女性は低体温症を呈 し

ていた。この女性は低体温症 (29.1℃ )の ほかに血

気胸、下腿骨骨折を併発 していた (こ のほかの負傷

者の中には腸間膜損傷、腎損傷、骨盤骨折、前腕骨

折などの外傷を受傷した例が多 く、これは雪崩に巻

き込まれたための高エネルギータト傷であることを示

している)。

この症例 もPH7.16の アシ ドー シス、 白血球

13600と 、肝機能の軽度上昇、CRPの高値を示した。

このように、低体温症例はトムラウシ山の例に

限らず血液が「酸性」になり、肝機能は軽度から

中等度の高値を示した。また、白血球の増多、CK、

CRPの高値も示した。

これらの異常値は低体温症によるものなのか、登

山という激しい運動による生理的な反応なのか、あ

るいはその複合によるものなのか……。

■検査値の分析

。CKの高値

CKは筋肉内の酵素で、筋肉に障害があったり筋

白血球

GOT

GPT

LDH

CK

CRP

11000

207

95

760

6939

1.3

17000

277

104

517

8410

2.4

GPT、 CKの高値 をこの例もまた白血球、GOT、

認めた。

(3)1989年 10月 8日 、立山・真砂岳付近で遭難

した例

また、ほかの遭難例でも検査値異常を認めた例が

ある。
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繊維が壊された場合に血中に酵素が流れ出し、高値

を示す。正常 30～1901U/J。

CKは 普通の山登 りの後にもある程度高値 を示

す。これは骨格筋が壊れた指標であり、その評価で

もある。

山本正嘉 らによれば 24時 間山岳耐久 レース (ハ

セツネ・カップ)後の CKは 21341U/′、42kmマ ラ

ソン後で 14761U/J、 100 kmマ ラソン後で 90001U/′

だったと報告している。これらと比較 してもガイド

Cの 130001U/Jと いう値はやはり高い。

これは3日 間の登山という運動で壊れた筋肉と、

強風下での耐風姿勢により筋肉の伸縮性収縮によっ

て筋肉が壊れたこと、そして、転倒による打撲で直

接的に筋肉が壊れたこと、さらに低体温による震え

や熱産生のための筋タンパク分解によりCKが高値

を示したものと考える。

心筋梗塞など病的な時の CKの高値は問題である

が、運動後の高値はそれほど問題ではない。 しか

し、この 13000と いう値は、 トムムラウシ山中にお

いて身体に大きな物理的なス トレスをかけたことを

物語っている。

。肝機能異常とアシドーシス

体温が低下すると、人間の臓器の機能は恒温の時

と比べて著 しく低下 してい く。脳、心臓、肺、肝

臓、腎臓などすべての臓器の機能は低下する。低温

になって機能が活発になる臓器はない。

身体の隅々まで酸素を運ぶ役 目は、血液の中の赤

血球である。赤血球の中にあるヘモグロビン (鉄分)

は肺で酸素 と結合 し、血液の流れに乗って身体の

隅々まで行って、そこで酸素を遊離 して臓器に酸素

を送る役目をする。しかし、低体温になるとこのヘ

モグロビンから酸素を遊離するのが困難になり、臓

器や筋肉は次第に酸素不足に陥ってしまう。人間の

身体の中で最も酸素の消費量が多いのは脳で、酸素

不足に最も弱い場所でもあり、また、冷たい血液が

流れると脳機能はいち早 く低下してしまう。

したがって、低体温症は早い時期に脳機能障害に

陥って1民気がしたり、意識が朦朧とする症状が表わ

れるものと思われる。

低体温により人間の代謝が下が り、それが進行 し

ていくと肝機能も低下していく。肝機能の低下は固

定酸が蓄積 して血中の酸が増え、いわゆる「代
~Jl性

アシドーシス」になり、血液は酸性に傾 く。酸血症

は軽度であれば問題ないが、進行すると吐気や疲労

感を伴うようになる。さらに酸性に傾 くと脱力感と

眠気、そして意識障害になってゆく。軽度の酸血症

は、体温を上げれば (復温)自 然にPHは改善する。

筋肉運動のエネルギー源として糖が分解されると

乳酸が蓄積するが、これが低体温下でうまく排出さ

れなくなると乳酸が溜まり「乳酸アシドーシス」に

なる。また「震え」によっても乳酸は増えるために、

これもアシドーシスの原因になる。これらの低体温

症例が肝機能低下によるアシドーシスなのか、乳酸

蓄積のアシドーシスなのか・…・・。山での低体温症者

がアシドーシスになった理由は、その複合によるア

シドーシスと思われる。

肝臓の酵素であるGOTと GPTの 内、GOTは筋

肉内にも含まれている。筋肉が壊れたような場合は

GOTの値は上がるが、肝臓のみにある酵素の GPT

の値は上がらない。

ガイ ドC、 男性客 D(69歳 )、 女性客 H(62歳 )

ともにGOTが増加 し、GPTも 軽度増加 している。

GOTの高値は筋肉運動により筋肉が壊れたために、

その酵素が増えたものと思われる。

GOTが 100～5001U/Lの 中等度の増加は筋肉疾

患の時に見られるが、これに低温による肝機能低下

がどう影響 したかは判別できない。

彼らのこの値も4日 後の退院時にはほぼ正常値に

戻っている。もし低体温により肝機能が低下したた

めにGOT、 GPTが高値を示 したのであっても、こ

の程度の異常値ではなんら心配ないと思われる。



。白血球の増多

白血球は外部から体内に入って来た異物 (細菌な

ど)を排除する役目がある。たとえば肺炎になると

白血球が増え、肺炎菌を食いつ くそうとする。低体

温症の症例では、この白血球が増加 し、正常の倍以

上の数値を示 したものがある。しかし、低体温症は

外部から徽菌などの異物が侵入 したわけではない。

なぜ低体温症で白血球が増えるのか。

低体温症は一般に「免疫能が下がる」と言われて

いる。体温が 1℃ 下がると免疫力は 30%以上低下

すると言われ、感染症を招 きやす くなる。そこで、

この免疫能の低下は外敵の侵入しやすい状況と生体

が認識し、白血球を増 したものと思われる。

しかし、運動負荷が高くなると免疫系の変動によ

り「運動性の白血球増多」という現象が起こると言

われている。したがって、この自血球の増多は、低

体温症と運動負荷の両方による現象だろうと思われ

る。

この白血球の増多 も、3日 後には全員 7000台の

正常値に戻っている。

。CRPの高値

身体に炎症が起こった時や細胞組織が壊れると、

血中のタンパク質の C― リアクテイブプロテイン

(CRP)が血中に流れ出すために、これが炎症の指

標になる。たとえば、細菌感染や虫垂炎の時にはこ

の値が高くなる。

この遭難例による CRPの高値は、運動負荷が大

きく筋繊維が損傷 したために、それを炎症としてと

らえ、高値を示したものと思われる。

これも入院 4日 目には正常に近い所まで戻ってい

る。

■以上の検査値の分析から

生存者は、悪条件の中での登山という運動と、低

低体温症の考察

体温の両方の大きな負荷を負っていたことになる。

この運動とは強風に耐えて歩いたこと、転倒したこ

と、低体温症による全身的震えがあったことを指す。

つまり、これは多 くの骨格筋の筋繊維を損傷させた

ことによって CKが高値になり、筋損傷は炎症反応

としてとらえられ、それで CRPも 高値になった。

また、この筋損傷は体内の乳酸を増やし、低体温

による肝機能低下によって酸排出が抑制されたこと

により、血液が酸性になる「代謝性アシドーシス」

になった。

炎症反応と低体温が免疫能を変動させことは、白

血球も増やした。つまり、これらの検査値の異常は

運動性のものと低体温によるものとの複合によって

起こったと推定した。

このデータはもちろん生存者のものであり、これ

がどのように進行して死に至るのかは知る由はな

υヽ 。

いずれにしても、強風雨下の登山行動が生体に大

きな負荷をかけていたことは間違いない。

今回のこの遭難事故の要因は、ツアー会社、ガイ

ド、ツアー客に低体温症の知識がなかったこともそ

のひとつである。

湿性寒冷に強風の環境であれば、夏とはいえ体温

は容易に下がって低体温症になり、死に至ることが

あるという知識があったら、遭難は防ぎ得たかもし

れない。最初に体調を悪 くした人が、疲労ではな

く、低体温症の始まりであったことがその表われで

ある。

ガイドのみならず、600～700万いるとされる日

本の登山人口の内、どの程度の人が低体温症の危険

性を知っていることだろうか。低体温症は冬に起こ

ることを知っていても、真夏にも起こり得ると知っ

】
』めたいならな】

』症遍肛体低
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ている登山者は少ない。

過去にも夏山において低体温症の遭難事故があっ

たにも関わらず、登山者はその教訓を学習する手段

が少なかった。

今回の調査で、これだけたくさんの低体温症に関

する証言や血液のデータを集められたことは貴重で

あった。これらのデータを基に議論してみると、今

までの医学書や登山の医学書などに書かれていた低

体温症の概念や症状経過に、必ずしも当てはまらな

いことがあるように思われる。それは症状の出現が

多彩であることと、悪化するスピー ドにある。

まず、低体温症が起こる現象についても想像 と

違っていたことは、当初、我々は雨で衣服が濡れ、

それに強風が加わり、体表面での著しい対流で体温

が奪われたために体温が下がったものと思ってい

た。

しかし、アミューズ・パーティも、伊豆ハイキン

グクラブや同時期に美瑛岳で遭難したパーテイも、

衣月反がびしょ濡れになったという人は多 くなかっ

た。

雨は土砂降りのような雨ではなく、むしろ細かい

雨または霧雨のような雨に強風という天候状態で、

風も断続的に吹く「縞模様のような強風」という表

現もあった。ただ、雨具の着方によっては、渡渉時

の足元の濡れや手首の濡れはあったと思われる。衣

服がそれほど濡れていなくとも、霧状の雨と強風は

体温を下げる大きな要因になるのだろうか。

低体温症を発症してから死亡するまでの時間が、

最短で 2時間だった。

小屋を出発した時の体温が37℃ に近い温度だと

して、心停止の温度が28℃ 以下だとすれば、体温

が9℃ 下がるのに2時間と要していなかったことに

なる。これは単純に計算すると15分で 1℃ 下がっ

たことになり、この急激な下がり方であれば、「震え」

で体温を上げることはとても間に合わないことにな

る。

「震え」の時間がなく意識障害に移行 した例は、

早期に脳における視床下部が機能不全に陥り、体温

調整不能になったものと思われる。

体温下降時の症状は前述したとおりで、体温が下

がる過程で体温下降を防御しようとする「震え」が、

必ず35℃ 台でくるものと思っていた。

しかし、その「震え」の過程を見ると、「震え」

がほとんどなく意識障害にすぐに移行した例や、「震

え」と同時に「眠気」に襲われた例、震えながら意

識が飛んだという症状が見られたことは、体温下降

の過程で同じ症状が段階的に進行していくのではな

い、ということが分かった。

今回の遭難パーテイにおいては、北沼分岐での待

機が体温を下げた大きな要因である、と前述した。

しかし、伊豆ハイキングクラブや美瑛岳の例では、

行動中に症状が悪化している。

行動中のどこかの時点で「震え」があったものと

思われるが、行動していれば低体温症にならないと

いうことではなく、体温を作り出す「熱量」がなく

なれば、「震え」がこずに体温が低下すると思われた。

酸素不足や低体温 (冷たい脳血流)に 最も影響さ

れやすい脳、特に意識や機能、言語などの中枢のあ

る大脳皮質の障害は、低体温によって思っているよ

りも早期に機能低下に陥っていくことが多くの証言

から分かった。

「行動中に意識が飛んだ」「ストーンと落ちていく

ように意識がなくなった」という証言は、急激な意

識喪失がきたものであるが、これは寒中の街で起

こった低体温症の患者の例には見られない症状で、

山で起こった偶発性低体温症の特徴的な症状とも思

われる。

以上のように、今回の生存者の中で明らかに低温

体温症になったと思われる者の発症および進行が、

同一ではなかったということは特記しておきたい。

疲労度、体表面積、体重、体力などの個体差による

違いがあるにしても、山で起こり得る偶発性低体温
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症の症状の出現、進行度に関しては、教科書を塗 り

替える必要があると思われた。

では、夏の山中で低体温症になったら、どうすれ

ばよいのか ?

体温を保つために歩き続けるべきという一方、風

を避け、ビバーク態勢に入って体温の回復を待つべ

きという、両者に意見が分かれるだろう。

アミューズ 。パーティは、低体温症に気づかぬま

ま前に歩き出した。伊豆ハイキングクラブは止まれ

ば寒い、歩き続けなければ、とトムラウシ温泉まで

歩き通した。そして、それが良い結果だった、と話

した。しかし、途中で低体温症になったメンバーが

いて、このパーティにも危機的状況はあった。

季節は違うが 1989年秋の立山の遭難は、風を避

けることも、ビバークすることもなく前に進んで、

稜線上で 10名 中 8名が低体温症で亡 くなった。こ

れも引き返すタイミングを失い、前へ前へと進んだ

結果での遭難だった。

今回の場合、北沼分岐での待機が低体温症になっ

た最大の原因であったにせよ、前に進んだことが以

後、6名の死亡者を出すことに繋がった。

しかし、生存した者の中には意識を失いながらも

テントの中で生還できた者があり、 トムラウシ公園

付近の道端でビバークした者も生存 している。また、

無事下山した者が幸運だったのは、午後には風がや

み、天気が回復して体温を維持できたためだった。

大田里美らによると、低体温症から回復できる絶

対的な安全限界は 34℃ である、 と報告 している。

これは山中でも34℃ であれば、風雨を避け保温に

努めれば体温は回復するということになる。前述 し

た伊豆ハイキングクラブの低体温症になった例も、

この 34℃ だったので回復が可能であったと考える。

その意味では、ビバークという選択肢が第一という

ことになるが、ビバークするより、強風下では登山

をしない方がよい。

低体温症の考察

もう一つ、下がり続ける体温をストップさせるに

は「熱量」が必要である。そのためには、こまめに

カロリーのある行動食を補給してゆくことが大切で

あり、体力、熱量の補給、体温の維持ができない状

態では風雨の中は歩くべきではなく、特に基礎代謝、

体力の低下のある 50～ 60歳代は進むべきではない。

それを決める目安は「風の強さ」だろう。低体温

症には徐々に体温が下がっていくタイプと急激に下

がるタイプがあると思われる。この二つを分けるも

のは「濡れ」と「風の強さ」である。

今回の遭難は、この影響で短時間に体温が下がっ

て、時間の猶予がない状態で死に至った。 しかし、

風がやんだころから体温が回復 した例がある。

体温を下げる最大の要因は「風の強さ」にあるこ

とから、風を避けるビバークを選び、体温をこれ以

上下げない、疲労を貯めない、食物が取れる環境で

風雨をや り過ごすのが最適であり、生命を維持する

ことができると考える。

当然のことながら、防寒用のウェアを早め早めに

重ね着をして、体温を逃がさないようにすることが

第一である。そして「風の強さ」は生死を分ける分

岐点になることを登山者は十分認識すべきである。

低体温症の初期の症状を見抜 くには「震えJの徴

候が最初だろうと思われるが、行動中に急激に意識

障害がくる症状は、ガイドがついていても判断する

ことは困難であろう。それよりも、夏であっても強

風雨下での行動は低体温症を起こす可能性があるこ

とを登山者、ガイ ドともに認識すべきである。

そのことは、今回の トムラウシ山大量遭難事故が

教えてくれた教訓である。

①風雨下での長い待機が低体温症を発症した。

②強風下の低体温症は加速度的に体温が下がった。

めとま４
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③低体温症は発症から2時間で死に至ることがあ

る。

④低体温症の症状は必ずしも同二に進行しない。

⑤脳機能障害が早期にきて判断力がなくなる。

⑥体温下降がなんらかの理由で止まると、いわゆる

「仮死状態」になる。

⑦病態として、代謝性アシドーシス、肝機能異常、

自血球増多、CK、 CRPが高値になったのは、運動

性と低体温による生体への負荷のためと思われる。

③強風下での登山行動は骨格筋に大きなダメージを

与える。

⑨山中での体温回復可能な温度は34℃ が限界。

⑩夏山の強風雨下での登山行動は、体力の消耗、低

体温症の危険性などを考えれば、中止またはビバー

クが最適である。

(金田正樹 。記 )

イ
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低体温症の考察

■用語解説                          低い。

*ア シ ドーシス                          たとえば、意識清明であれば 0、 大声で呼びかけたり強 く

人間の血液は酸 とアルカリのバランスで中性に保たれて    揺するなどで開眼する状態は 20、  痛みや末1激にまったく反

いる。これを酸塩基平衡 という。血液の中の酸が多 くなる    応 しない状態は 300と する。

とこれを「アシ ドーシス・酸血症」 といい、アルカリが多

くなると「アルカローシス・アルカリ血症」という。        ■参考文献

正常の PH7 4の 血液が PH7 35以 下にな り、酸性 に傾い     ・金田正樹 :単純低体温麻酔による乳幼児開心術 胸部外科 ,

たものを「アシ ドーシス」 という。アシ ドーシスになると     12,vo1 27,1974

吐気、嘔吐、疲労感の症状を生 じ、さらに悪化すると脱力感、     ・金田正樹 :低体温症とその治療 登山研修,vol ll,文部

眠気、意識障害に発展 していく。                 省登山研修所,1996

酸性が著 しくなった場合は、重曹を用いて中性に戻す治     ・牧野 博 :山岳事故による acddental hypothermiaの 1例

療が必要。                          麻酔,vol.40,1991

・壇上 渉 :横紋筋融解症を合併 した偶発性低体温症の 1

*CK                                       症例  機茉生、 v0118, 1999

CK(ク レアチンキナーゼ)は、骨格筋などの筋肉内にある     。太 田里美 :低体温法 (凍死 の限界 ).Low Temp Med、

酵素で、筋肉細胞のエネルギー代謝に重要な役割を果たし    vol l,1975

ている。筋肉に障害があるとその数値は上昇するが、激 し     ・許斐真由子 :24時 間山岳耐久レースに於ける生理的負担

い運動、マラソン、山登 りなどの後にもその値は高 くなる。     度と疲労に関する研究.登山医学,vo124,2004

心臓や筋肉の病気の指標になるが、普通の運動でも高値     ・山本正嘉 :24時 間山岳耐久 レースの生理応答 と疲労に関

になり、それは運動をやめると元に戻る。             する研究 疲労と休養の科学,vo118,2003_

正常値は男子 57～ 1971U/ノ、女性 32～ 1801U/′。          ・山村秀夫 ら:麻酔と酸塩基平衡 臨床麻酔全書,金原出版 ,

1969

*GO丁、GP丁                         ・二宮石雄 ら :体温 エネルギー 生理学,文光堂,2008

GOT(グ ルタミン酸オキサロ酢酸 トランスアミラーゼ )、     ・JAウ イルカー ソ ン :登 山の医学 東京新 聞出版局 ,

CPT(グ ルタミン酸ピルビン酸 トランスアミラーゼ)は 肝臓     1993

の細胞内にある酵素。肝細胞が壊れると血中の GOT、 GPT     ・マイクル・ウォー ド,高所医学.山 と漢谷社,1976

は増加する。たとえば、肝炎になるとこの値は高値を示す。     ・河合 忠 :異常値の出るメカニズム 医学書院,2009

肝臓の機能を知る上で重要な検査値である。            ・吉岡利忠 ら :筋 肉をデザインする 杏林書院,2003

GOTは手足の筋肉の中にも存在 し、筋肉が壊れると高値     ・中野昭一 :ス ポーツ医科学 杏林書院,1999

を示す。筋肉疾患の場合は GOTは増加するが、GPTは そ    ・山森欣一 :大量死亡遭難事故か らみた時代別年齢推移

れほど増加 しない。                       日本山岳文化学会,遭難分科会,小誌,2009

正常値は GOT401U/′ 、GPT451U/′。              ・浅利 靖 ら :八 甲田山前獄山頂付近で発生 した雪崩災害

調査報告書 八甲田雪崩災害特別調査委員会, 日本集団災

*CRP(C‐reacJve protein)                  害医学会,2008

CRPは炎症のマーカーである。C反応性 タンパクは炎症     ・」WilkersOn:Hypothermia Frostbite and other Cold

時に最も著 しく反応 し、増加する。                ittunes The Mountaineer,1989

正常は 0.5mg/dl以下。

*LDH(乳酸脱水素酵素 )

糖の代謝に関わる酵素で肝臓、筋肉などの細胞に存在す

る。これらの細胞が破壊するとその値は高 くなる。

正常は 100～ 4001U/′

*」CS(Japan Coma Scale)と は :

意識 レベルを示す分類。数字が大 きいほど意識 レベルは



運動生理学の観点から見た

本遭難の問題点と今後に向けての提言

この遭難における直接的な死亡原因は低体温症で

あり、この症状に陥ってからのことについては別の

章で詳しく検証されている (43ペ ージ参照)。 そこ

で本稿では、それ以前の段階、つまりどのような要

因が低体温症を起こしゃすくしたのかについて、気

象的および身体的な要因に分け、運動生理学の立場

からその問題点を指摘したい。また今後、このよう

な事故を防止するために、ッアー会社、リーダー、

ガイド、ッアー参加者が持っておくべき知識や、行

なうべき対策について、いくつかの提言を行ないた

い。

低体温症に最も直接的に関係するのは気象的 (環

境的)な要因である。具体的には、寒さ、風、濡れ

の 3つがある。ヨーロッパゃアメリカの山岳遭難で

は、このうちの寒さと風が主要因となる。しかし日

本の山では、それらに加えて濡れの要素も関係 して

くることが多い。今回の事故では、山岳における低

体温症遭難の一般的な概念に、水難事故の概念も加

えて考える必要がある。

(1)寒 さ

寒さが低体温症に深 く関係していることは言うま

でもないが、低体温症とは体温が 35℃ 以下に下がっ

た状態であることから、気温がかなり高くても起こ

ることには注意すべきである。

たとえば水難事故の場合、図1に示すように、水

温が20℃ 以下の水に浸かっていれば、低体温症が

起こり得る。今回の遭難地点に比較的近いところで

得られた気象データ(79ペ ージ図3)に よると、当

日は、気温が終日10℃ 以下 (最低で4℃ 程度)であ

り、低体温症が起こる可能性は十分にあったことに

なる。

以前は、低体温症という用語ではなく、疲労凍死

という言葉が使われていた。この用語がいつごろか

ら使われ始めたのかは特定できなかったが、おそら

く多くの登山者は、明治時代の八甲田山での陸軍の

大量遭難、大正時代の立山・松尾峠での槙、三田、

板倉パーティの遭難、昭和に入ってからは加藤文太

郎パーティや松濤明パーティの槍ケ岳・北鎌尾根で

の遭難などを思い浮かべるだろう。つまり風雪の冬

山で長時間行動をし、疲労困億とも相俊っての体温

低下による死亡、というィメージが強いと思われる。

つまり、従来から用いられてきた疲労凍死という

言葉を使うと、環境温が0℃ 以下の時、つまり、主

として冬山で起こるものだという印象を与えやす

い。しかし実際の低体温症は、今回のように夏山で

も起こるし、きわめて短時間のうちに起こることに

も注目しなければならない。

なお今回の生還者も、疲労凍死という言葉は多く

の人が知っていたが、低体温症という言葉について

はほとんどの人が知らなかった。低体温症という用

語は近年使われることも多くなってきたが、知らな

題問な的象をヌ
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い人も少なくないことが分かる。したがって、低体

温症という用語や、それに関する正しい知識を今後

広く啓蒙していくことは重要である。

(2)風

①風による体温の消耗

気温が同じであっても、風がある時の方がより冷

たく感じる。この現象について、登山界では昔から、

風速 lmにつき体感温度は約 1℃ 下がるという表現

がよく用いられてきた。表 1は その元となったデー

タである。この表で、今回の遭難時の気象条件に近

いところを見てみると、気温が 4.4℃ で風速 15.6m

の時には体感温度がマイナス 11.7℃ となっており、

非常に低いことがわかる。

ただし、表 1の ようなデータはもともと、南極に

おいて、さまざまな気温や風速の時に水が何分で凍

るか、という実験から得られたものである。した

がって、風速 lmについて約 1℃ 体感温度が下がる

といったことは、裸体の状態での話と考えるべきで

ある。

いっぽう実際の山では、風雨の際には、衣類を着

た上に雨具を着る。したがって、気温が5℃ で風速

15mの時に体感温度がマイナス 10℃ になるかとい

運動生理学の観点から見た本遭難の問題点と今後に向けての提言

えば、必ずしもそうではない。つまり、気温と風速

に加えて、衣類による防風・防寒の効果を加味した

上で体感温度を考える必要がある。生還者のコメン

トを見ると、自主的にフリースやダウンのジャケッ

トを着たり、レスキューシー トを身に着けた人が何

人かいる。このような人では、それをしなかった人

よりも体温の低下を防ぐことができ、生死を分ける

要因となったことも考えられる。

なお、ここで注意しておきたいこととして、雨具

は防寒具ではないということも知っておくべきであ

る。雨天時の行動では、下着のような薄い衣服を1

低体温症で死亡する

危険性大

15

水温 (℃ )

図 1 冷水中での生存曲線

個人差も大きいが 20℃以下の水に浸かれば、体温が奪われ

続け、生命の危険がある

(ウ ィルカースン、低体温症と凍傷、1989)

平
均
生
存
時
間
（時
間
）

表 1 風による冷却効果 (山崎ら:環境生理学、2000

等価冷却温度は、無風の時の気温を基準とした等感覚表で求められる。

無風

22

45

67

89

112

134

156

179

100    44   -11   -67  -122  -178  -233  -289

89    28   -28   -82  -144  -乏 Ю6  -乏32

44   -22   -82  -156  -22.7  -311

22   -56  -128  -"6  -278

0    -78  -156  -233

-11   -82  -178  -る 3
-22  -106  -189  -278

-28  -117  -200  -289

-33  -122  -211  -24

危険ノ」ヽ

乾いた皮膚 で 1時間以内。安全 と思

い違いする危険最大

-344  -Ю O  -456  -511
―

"2  -377  -439  -495  -550-361  -433  -∞ 0  -572
-356  -428  -∞ 0  -578

-317  -394  -467  -544

-334  -422  -∞ 6
-361  -“ 4 -528
-372  -461  -544

-383 -467 -561

危険増大

10分 以 内に体 の露出部分

凍結の恐れあり

-650  -729  -800

-633  -755  -787  -850

-582  -667  -783  -822  -913

-617  -700  -783  -87.8  -955

-633  -722  -804  -900  -983

-650  -733  -822  -911  -1∞ 0

危険大

30秒以内に体が凍結する



枚だけ着た上に、直接雨具を着ている人がいる。こ

れは無風の場合ならばあまり問題にならないが、今

回のような強風時には、肌とタト気との間に形成され

るはずの空気による断熱層がほとんどなくなってし

まう。つまり、裸体に近いような状態となり、急速

に体温を奪われることになる。

②風による体力の消耗

風については、体温を低下させるだけではない。

強風に逆らって歩く場合には莫大なエネルギーや体

力を使い、疲労を早めるという問題がある。遭難

地点に比較的近い地′点での気象データ(79ペ ージ図

3)に よると、当日は平均風速が 15m程度、最大風

速は20m超、最小風速でも10m超 という状態が持

続している。

図2は、人間の歩行に与える風の影響を示したも

のである。風速が 10～ 15mの時でも「意志どおり

の歩行は困難」となる。また、15m以上では「意

志どおりの歩行は不可能、風に飛ばされそうになる」

となる。今回の生還者は、「強風に逆らうため、木

道のへりに手をかけてやっと歩いた」「何度も風に

飛ばされて転んだ」とコメントしているが、図 2の

記載内容ともよく合致している。

重い荷物を背負った上に、強風に耐え、風に逆らっ

て歩き、バランスを取ったり、 しばしば風に倒され

て起き上がるといった運動は、登山というよりはむ

しろ、ウエイトトレーニング、柔道、レスリング、

ラグビー、アメリカンフットボールなどの運動に近

い。それを長時間続けた時の体力の消耗は、無風時

の登山とは比較にならないほど大きいことは容易に

想像できる。

生還者のうち3名 については、病院に収容された

際の血液検査データが残されている。その中で、ク

レアチンキナーゼ (CK)と いう、筋肉が壊れた時に

値が高 くなる指標が、約7000～ 13000U/′ という

値を示している。これは基準値 (30～ 270U/J)と 比

べて異常とも言えるほど高い値である (註 1)。 この

ようなデータからも、遭難パーテイがきわめて激し

い運動を強いられたことがわかる。

図3は、向かい風に逆らって歩いたり走ったりし

た場合に、酸素摂取量 (消費エネルギーを意味する)

がどの程度増えるかについて、過去の研究者の報告

をまとめたものである。風が強くなるほど、消費

エネルギーは加速度的に増えていくことが読み取れ

る。これは、急流を川上に遡って泳ごうとすること

にたとえればイメージしやすいだろう。

この図を見ると、研究者や実験条件によって数値

がかなり異なるが、山崎 (1988)の データでは、風

速 10mの風に逆らい、空身もしくは20 kgの荷物

を背負って時速 5km台 で歩こうとすると、消費

エネルギーは5割以上増えることがわかる。また、

Pugh(1971)の データでは、風速 15mの風に逆らっ

て時速 4.5kmで歩こうとすると、無風時と比べて

約 8割消費エネルギーが増すことがわかる。また、

この関係を外挿すれば、風速 20mの 時には消費エ

ネルギーは2倍以上になることも予想できる。

別の表現をすれば、このような強風に逆らって歩

くことは、無風時において歩く速度を 1.5～ 2倍速

くするのとほぼ同じということである。このような

ハイペースで歩いたとすれば、短時間のうちに疲労

困億に達してしまうことは容易に想像できる。

以上のことを考えれば、遭難当日は体力のあるな

しに関係なく、人間が歩けるような状態ではなく、

行動すべきではなかったことになる。また、たとえ

出発した場合でも、引き返すか、もしくはビバーク

するべきだったといえる。

それにもかかわらず前進してしまった理由とし

て、ヒサゴ沼では稜線の陰になって風がそれほど強

くなかったために出発したこと、また稜線に上がっ

てからは強風に遭遇したが、それでも風には息が

あって全く進めない状態というわけではなく、「も

う少し歩けば安全地帯に入れると考えた」ことがあ
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図 2 風の強 さと歩行への影響 (関 ら:人間の許容限界ハンドブック,1990

げられる。また、遭難パーテイと前後 して歩いてい

た伊豆ハイキングクラブの一人は、「ヒサゴ沼の避

難小屋に戻ることも考えたが、暴風下で雪渓を下る

ことに危険を感じ、前進を選んだ」とコメントして

いる。

(3)濡 れ

水は空気の 24倍 ほど熱伝導率が高い。つまり、

身体が濡れている時には、そうでない時よりもはる

かに体温が失われやすい。水難事故の場合には、図

1に示 したように、水温が 20℃ 以下であれば低体

温症が起こり得る。個人差も大きいが、平均的には

水温が 15℃ の場合は 4～ 5時間、10℃ の場合には

2～ 3時 間、5℃ であれば 1～ 2時間程度で死亡す

る。

今回の事故当日には、雨はあまり降っていなかっ

たとの報告がある。また生還者の証言でも、衣服は

濡れてはいなかったという人が何人かいる。死亡者

も同様であったとすれば、低体温症を引き起こした

主要因は寒さと風だったことになる。

ただし前日は終日雨で、衣類もかなり濡れたとい

う人が多い。したがって、死亡者の衣類が事故当日、

オ寸上ら(1980)
による分類

注)風速は3秒間の平均

0 5        10        15
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図3 風に逆らって歩く時の風速とエネルギー消

費量 との関係 (関 ら:人間の許容限界ハンドブック,1990

縦軸に示 した酸素摂取量 とは、エネルギー消費量 とほぼ同

じ意味と考えてよい。

どの程度乾いていたのかは検証する必要がある。ま

た、衣類は乾いていたとしても、足 (靴 )や 手に関

しては、ほとんどの人が濡れてお り、体温の喪失を

助長したと考えられる。今回の事例では、渡渉後に

急速に衰弱した参加者がいる。また、若 くて体力が

あるガイ ドが、渡渉中に転倒 してずぶ濡れになり、

その後急速に低体温症に陥っている。

なお、濡れによる冷却についても風による冷却と

同様、遭難者は裸体ではなく衣類や雨具を着ていた

ことを加味して考える必要がある。つまり、気温が

5℃ の環境で雨に濡れたからといって、5℃ の水に
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浸かり続けたわけではないということである。水難

事故の場合には、衣類はできるだけ着ておく方が体

温を維持する効果が高い。したがって、今回の遭難

でも(衣類が濡れていたとすれば)、 やはり重ね着

をしていた人の方が有利であったことになる。

Ⅱ 身体特性の問題

身体特性とは、年齢、性別、体格、体質などのこ

とで、これらの違いによって低体温症に対する抵抗

性 も異なる。表 2は、生還者のうちで聞き取 り調

査ができた 7名 (男 性 3名、女性 4名 )の身体特性、

トムラウシ登山でのザック重量、普段における登山

や トレーニングの状況を示したものである。

(1)年齢

一般的に 60歳代になると、体温調節に関わる能

力が低下するとされる。また、暑さや寒さの変化に

対する感覚も鈍 くなる。したがって、気がつかない

うちに低体温が進行 しやすい。今回のツアー参加者

の大部分は 60歳以上で、死亡者 も8名 のうち 7名

は60歳代、ほかの 1名 も59歳だった。したがって

低体温症に対する抵抗力は弱い年代だったといえ

る。

(2)男女差

身体の機能的な面だけを見れば、男女で低体温症

に対する抵抗力には差がないとされる。また、形態

面から見ると、女性は一般的に体脂肪量が多いので、

じっとして寒さに耐えたり、飢餓に耐える場面など

では、男性よりも有利になることもある。

ただし、女性は男性よりも一般的に体格が小さい。

これは熱の損失に対 しては不利となる。このことも

加味すると、女性の方が男性よりも寒さに不利だと

考える人も多い。たとえば、水中ダイビングのテキ

ス トでは、女性の方が低温に弱いと書いているもの

もある。

(3)体脂肪量

体脂肪、特に皮下脂肪は、環境温の影響に対 して

断熱材の役割を果たす。したがって、寒冷な環境下

でじっとしていなければならない場合には、体脂肪

がある人の方が有利である。また、脂肪はエネルギー

源でもあることから、飢餓状態に陥った時にも有利

である。

その一方で、行動中のことを考えると、体脂肪は

ザックと同様な重 りとなるので、たくさんある人は

疲労しやすいということにもなる。つまり、体月旨肪

をたくさん持っているか否かは、状況に応 じてプラ

スとマイナスの両面がある。

(4)身体 の大 きさ

体格が小さい人は、大きな人よりも体熱を失いや

すい。その典型は子供で、低体温症に弱い。同様に、

女性も男性よりは小柄であることが多いので、上記

の (2)で も述べたように、低体温症に対する抵抗力

は一般的には弱い。

また、荷物を背負って歩 くという登山の特性を考

えた場合にも、身体の小さい人 (筋 肉量の少ない人)

の方が、一般的に不利である。たとえば、今回のよ

うな 10 kg以上のザックを背負 う登山を考えてみる

と、体重が軽い人の方が相対的な負担度はより大き

くなり、疲労しやすいことになる。強風に逆らって

歩く場面でも同様のことが言える。

本遭難では女性の死亡者が多いが、体格の小ささ

や、その影響による相対的な体力の低さが関係して

いるかもしれない。死亡者と生還者の身長や体重を

調査することは、このような観点で意義がある。
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