熱中症の予防と応急処置
● 熱中症ってどんなもの ？

熱中症とは、熱に中る（あたる）という意味で、暑熱環境によって生じる障害の総称です。
熱中症にはいくつかの病型がありますが、重症な病型である熱射病を起こすと、適切な措

置が遅れた場合、高体温から多臓器不全を併発し、最悪の場合死に至る場合があります。
学校の管理下における熱中症死亡事故は、ほとんどが体育・スポーツ活動によるもので、
それほど高くない気温（25 ～ 30℃）でも湿度が高い場合に発生しています。 暑い中では、
体力の消耗が激しく、トレーニングの質も低下し、効果も上がりません。熱中症予防のための
運動方法、水分補給等を工夫することは、事故防止の観点だけでなく、効果的なトレーニン
グという点においても大変重要です。
正しく理解し、学校の管理下で起こる熱中症事故を予防しましょう。

● 熱中症が起こりやすいときはどんなとき ？
高湿度・急な温度上昇などには要注意 ！！

日中の暑い時間帯は避けて行動しよう！ －暑熱馴化が必要です－
気温が高いと熱中症の危険が高まりますが、それほど気温が高くなくても湿度が高い場合
は発生します。また、梅雨明けなどに急に暑くなり、体が暑さに慣れていないときに多く発生
します。暑さに慣れるまでの 1 週間くらいは、短時間で軽めの運動から始め、徐々に慣らし
ていきましょう。発生時刻では、10 時から 16 時の間に多くみられますが、暑い季節は、朝
や夕方でも熱中症が発生することがあります。
ランニング、ダッシュの繰り返しには気を付けて ！
学校の管理下で起きている熱中症の事故は、運動部の活動中に起きているものがほとんどで
す。種目は野球、ラグ ビー、サッカー、柔道、剣道など多岐にわたります。練習内容をみると、
ランニング、ダッシュの繰り返しに よるものが多く、特に注意が必要です。

特に注意！ こんな人
熱中症の罹患率には個人差があります。 以下に当てはまる児童生徒は熱中症に
掛りやすい傾向にあるので、特に注意することが必要です。

① 肥満傾向の人
③ 暑さに慣れていない人

  ② 体力の低い人
④ 体調の悪い人

これらの児童生徒には熱中症の初期症状があらわれていないか注意をして観察するように
しましょう。特に、学校の管理下の熱中症死亡事故は、
７割以上が肥満傾向の人ですので、
充分な注意が必要です。
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大きいことを認識する必要があります。肥満傾向の人、体力の低い人、暑さに慣

こしたことがある人などは暑さに弱いので、運動を軽くするなどの配慮をしまし

中症死亡事故の７割以上は肥満傾向の人に起きており、特に注意が必要です。

調節能力も低下し、熱中症を発症しやすくなってしまいます。疲労、発熱、下痢

気温が高く、湿度も高い環境下だと体から放熱することが困難になることから熱中症になり

理に運動をしない・させないことです。

やすいことがわかっています。 学校の敷地内（特に運動施設）には温度計を常時設置し、教
師は児童生徒の体調に気を配るとともに以下の運動指針を守るよう心がけてください。

前提として、体調が悪くなったらすぐに運動を中止し、適切な応急手当など必要な措置

ついて

しても一定
す。これは、
熱放散が体
ているから
汗の蒸発に
が高いと制
が起きやす
大量の熱が
になります。
〜 15 倍の熱
〜 30 分で体
、熱放散が
が発生しや
運動は、大
補給しない
水になると、
効率が低下
なってしま

と

湿
球
温
℃

乾
球
温
℃

31 27

35

Ｗ
Ｂ
Ｇ
Ｔ

℃

参考

熱中症予防のための運動指針

運動は原則中止

WBGT31℃以上では、皮膚温より気温のほうが高くなる。
特別な場合以外は運動は中止する。

厳重警戒

WBGT28℃以上では、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。

（激しい運動は中止）

28 24 31
警

戒

（積極的に休息）

25 21 28
注

意

（積極的に水分補給）

21 18 24
ほぼ安全
（適宜水分補給）

WBGT25℃以上では、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。
WBGT21℃以上では、熱中症による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。
WBGT21℃以下では、通常は熱中症の危険は小さいが、適
宜水分補給は必要である。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。

WBGT（湿球黒球温度）
屋外：WBGT＝0.7×湿球温度＋0.2×黒球温度＋0.1×乾球温度
室内：WBGT＝0.7×湿球温度＋0.3×黒球温度
○ 環境条件の評価はWBGTが望ましい。
○ 湿球温度は気温が高いと過小評価される場合もあり、湿球温度を用いる場合には乾球温度も参考にする。
○ 乾球温度を用いる場合には、湿度に注意。湿度が高ければ、1ランクきびしい環境条件の注意が必要。

※ 「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック（財団法人日本体育協会）」

③

― 76 ―
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事例紹介

熱中症予防の取組み

「熱中症対策について」 －埼玉県熊谷市－
昨年の夏は暑さも一段と厳しくなり、節電も伴って各地で熱中症の発生率が増加する傾向
にありました。日本一暑いと言われている埼玉県熊谷市では、熱中症から子供たちを守るため
に、次のような取組みをしています。

【熱中症予防情報発信システム】
システムは、市内３０の小学校に設置した
熱中症予防指標解析表示計と百葉箱（気象
観測用の白く塗った木箱）で測定された気
温と湿度を基に、熱中症の危険度を知らせ
るものです。
危険度は、
「31 度以上 危険」
、
「28 度以
上 厳重警戒」
、
「25 度以上 警戒」
、
「21 度
以上 注意」
、
「2１度未満 ほぼ安全」の５段
階となっており、厳重警戒になると学校にＦ
ＡＸを送付して警戒するようにしています。
このシステム導入により、学校側も早め
の対応ができるようになったそうです。

【携帯型熱中症計と熱中症グッズの配布】

熊谷市では、温度と湿度が計れる携帯型熱中症計を市内の小・中学校へ、各５個ずつ配布

しています。アラームが鳴って危険を知らせてくれるので、学校内を移動する先生には、とて
も役にたっているそうです。
また、熱中症グッズの配布では、市内の小学生を対象に、水に濡らして首に巻くと体温を下
げて涼しく感じられるクールスカーフを無料で配布しています。
今回は、その中のひとつ、熊谷市にあります「中条小学校」の熱中症対策の取組みを紹介
したいと思います。

埼玉県熊谷市立中条小学校（明治６年に開校 創立 138 年 児童 19４名）
～移動教室と時間割の変更～

中条小学校では、熱中症対策として市から配布されたクールスカーフを首に巻いて体感温

度を下げ、扇風機を利用して授業を行っています。教室内の温度が上がり暑くなった時は、熱
が教室内にこもってしまい、湿度も上昇して、子供たちも授業に集中できないため、冷房のき
く部屋や比較的涼しい特別教室を交代で利用して授業を行うようにしています。
また、６月・７月に行われる体育の水泳の授業では、一日の中でも暑さの厳しい５・６時間目
に時間割を変更して実施することで、午前中に上昇してしまった体温を下げるようにしていま
す。このように、小規模の学校ならではの特性を生かして、健康管理に注意しています。
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～運動会の応援席が日陰に～
９月に入っても３０度以上の真夏日の
ような暑さが続いていたので、中条
小学校では暑さが少し落ち着くのを
待って、例年よりも２週間遅らせて９月
２４日に運動会を開催しました。
運 動 会 当 日に撮 影された 写 真を
よーくご覧ください・・・
子供たちが整列している後の応援
席がちょうど日陰になっています。
中条小学校では、運動会の当日と練習期間、テントの支柱を組み立てて、その屋根の部分
に結束バンドで遮光ネットを張り、日陰が出来るように工夫していました。
遮光ネットは、長さ３０ｍ、幅３.６ｍの大きさで、遮光率は７５％もあり、風を通してくれるの
で熱がこもらず、強風が吹いても飛ぶことはないので安心です。 競技を終えて戻ってきた子
供たちが水分補給をする時には、直射日光から守ってくれます。

～教室に緑のカーテン～
緑のカーテンとは、５月頃から育てたつる性の植物の苗が、夏にはカーテンのように窓を覆
うものです。
中条小学校では、熊谷市の助成によるゴーヤの苗を子供たちが世話をして育て、暑くなる
頃には立派な緑のカーテンが出来上がりました。水やりでは、プランターに取り付けたホース
に穴をあけて、蛇口をひねるといっせいに水が行くように工夫されています。
葉が全部窓を覆ってしまうと風が抜けなくなりますが、ゴーヤの実が葉と葉の間に適度に隙
間を作ってくれて、風を通してくれるようです。日差しを遮り、葉から出る水蒸気で涼しい風を
教室に運んでくれます。

今 年 の 夏も、 中 条 小 学 校で
は、 子供たちが育てたゴーヤ
が立派な緑のカーテンとなっ
て暑さから守ってくれることと
思います。

熱中症は、これからの健康問題として、ますます重要になってきます。一人ひとりが熱中症
について正しい知識を持って、予防に心掛けることが大切であると思います。
これから暑い夏を迎えるにあたって、今回紹介させていただいた取組みが、少しでもお役に
たてれば、幸いです。
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熱中症予防のための

１０カ条

◎暑さに慣れるための訓練を怠らない
梅雨明けなど急に暑くなり、体が暑さに慣れていない時期に熱中症が発生することが
あります。暑さに慣れるために運動時間の短縮、運動強度の緩和などを行うようにし
ましょう。

◎環境条件を知る

校内に熱がこもりやすい所、直射日光から避けられない所、風通しが悪い所などが

ありませんか。そのような場所での運動には気をつけましょう。

◎風通しを良くし、直射日光をできるだけ避ける

直射日光を避けるための遮光や風の通り道を作るなど高温・高湿な環境にならない

ための工夫をしましょう。

◎当初の計画にとらわれず、柔軟な対応を行う

体育的活動を予定していても当日の気温や練習場所の環境により柔軟に計画の修正

を行いましょう。

◎児童生徒の個人差に注意する

肥満気味の児童生徒は熱中症に掛りやすいという報告があります。児童生徒の個人

差に注意して、健康状態の観察を欠かさないようにしましょう。

◎水分・塩分補給を積極的に行う

汗で失った水分や電解質の補給のため積極的に水分補給や塩分の補給を行いましょう。

休憩をまめにとってスポーツドリンクなどを飲むよう指導しましょう。

◎日頃からの体調管理を行い、体調不安があれば無理をさせない

日頃から児童生徒の体調に目を配り、不調があれば休ませるよう指導しましょう。また、

児童生徒が自ら体調不良の訴えをするよう指導していきましょう。

◎熱中症予防のための道具を活用する

気化熱を利用して冷やすクールスカーフやミストシャワー、扇風機など熱中症を予防で

きるものを活用しましょう。児童生徒に自宅から冷たい飲み物を持参させるのも良い方法
です。

◎アイスノンなどを常備する

保健室には応急処置がいつでもできるよう氷枕やアイスノンなどを常備しておく必要

があります。

◎初期症状を見逃さない

熱中症の初期症状には①めまい②吐気③ふらつき④顔色が悪い⑤頭痛⑥疲れやすい

⑦下肢や上肢の筋肉の痛みやけいれんなどがあります。これらの症状がある場合は、
直ちに正しい応急処置を行い、必要に応じて病院へ搬送するようにしましょう。
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