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第 ４ 編  熱中症の基礎知識と予防、発生した場合の救急処置の留 意点 

災害共済給付の統計によると平成 24 年度に学校の管理下において 4,971 件の熱中症

が発生し、そのうちの約80％に当たる3,995件が、体育の授業や運動部活動などの体育活

動の中で発生している。学校における熱中症を防ぐためには体育活動に参加する児童生

徒や指導者が熱中症を理解し、適切に対処することが特に重要である。

熱中症とは熱に中(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ある。

熱中症には熱失神、熱けいれん、熱疲労（熱ひはい）、熱射病などの病型があるが、重

症な病型である熱射病では処置が遅れると、高体温から多臓器障害を併発し、死亡率が

高い。

学校の管理下での熱中症は体育活動で多く発生しているが、それほど高くない気温 

（25～30゜Ｃ）でも湿度が高いと、熱中症を発生しており、注意しなければならない。 

暑い中ではトレーニングの質が低下するため、トレーニング効果もあがらない。しかも消

耗が激しい。従って、熱中症予防のために運動の方法や水分補給などを工夫することは、

事故予防という観点だけでなく、効果的トレーニングという点からも重要なことである。

Ⅰ基礎知識

１ 体温調節  

深部の体温は環境温度が変化しても一定に保たれるようになっている。これは体

内での熱産生と体表面からの熱放散が体温調節中枢によって平衡を保っているから

である。熱産生は体内での代謝に伴って生じ、肝、筋が主な場となる。熱放散は輻

射、伝導、対流、蒸発といった物理的過程で行われるが、前三者の効率は皮膚温と

環境温の差が関係し、蒸発には湿度が関係する。 

 

高温環境では皮膚血流を増して熱放散を高めようとするが、輻射、伝導、対流に

よる熱放散効率が悪くなるため、汗の蒸発が主な熱放散の手段となる。湿度が高い

と汗の蒸発が制限されるためうつ熱が起こりやすくなる。直射日光などは輻射熱と
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図 4-1 熱産生と熱放射のバランス 
（日本体育協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」より） 
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して体内に加わる。

運動時には筋で大量の熱が発生するため、熱の放散が問題となる。激しい運動で

は安静時の 10～15 倍の熱が発生するが、これは 20～30 分で体温を 4℃上昇させる熱

に相当し、熱放散が制限された状況では容易にうつ熱が生じることが理解できる。  

高温環境の運動では大量の発汗が生じるため、水分を補給しないと脱水になる。脱

水では循環が悪くなるため熱放散の効率が低下し、さらにうつ熱が生じやすくなる。

の強度と体温

２ 熱中症の病態と処置

（１）熱失神：血管拡張、脳血流低下によるもので、めまい、失神の症状が起こる。涼

しい場所に運び、座らせる、ねかせる、脚を上げ水分（0.1％～0.2％程度の低張食

塩水）を補給すれば通常は回復する。

（２）熱けいれん：大量の発汗があって水のみ補給した場合に塩分が不足して起こるも

ので、筋の興奮性が亢進して四肢や腹筋のけいれん（つる）と筋肉痛が起こる。生

理食塩水（0.9％食塩水）を補給すれば回復する。

（３）熱疲労：脱水によるもので、全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛などの

症状が起こる。体温の上昇は著明ではない。涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせ、

水分（0.1～0.2％程度の低張食塩水）を補給すれば通常は回復する。

 

地面からの輻射熱 
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図 4-2 運動時の環境ストレスと熱の放散経路 
（日本体育協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」より） 
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（４）熱射病（重症）：体温調節が破綻して起こり、高体温と種々の程度の意識障害（見当識

障害から昏睡まで）が特徴である。脱水が背景にあることが多く、血液凝固障害（DIC）、脳、

肝、腎、心、肺などの全身の多臓器障害を合併し、死亡率も高い。

熱射病は死の危険が迫った緊急疾患であり、冷却の処置をしながら一刻も早く集中治

療のできる病院へ運ぶ必要がある。熱射病の予後は高体温の持続時間に左右されるため、

現場での冷却処置が重要である。発症から 40 分以内に体温を下げることができれば、合

併症の発生もなく、確実に救命できるともいわれている。現場での冷却処置としては、水を

かけてあおいだり、頚、腋下、鼠径部などの太い血管のある部分に、氷やアイスパックを当

てる方法が効果的である。 

現場で救急処置を行うには熱射病か熱疲労かの鑑別が問題となる。熱射病の特徴は高

体温と意識障害である。意識障害は初期には軽いこともあり、自分の名前、今いる場所、今

何をしているか等の質問をして、応答が鈍い、言動がおかしいなど、少しでも意識障害があ

る場合には熱射病を疑って処置をしたほうがよい。

３ 熱中症の発生しやすい条件 

熱中症の発生には、環境の条件、個人の条件、運動の条件が関係している。 

（１）環境の条件：気温、湿度が高いほど、直射日光など輻射熱が大きいほど熱中症が起き

やすいが、スポーツではそれほど気温が高くなくても湿度が高いと事故が起きている点に

注意が必要である。特に前日と比較して気温や湿度が大幅に上がった日は要注意であ

る。

（２）個人の条件：肥満傾向の者、体力が低い者、暑さに慣れていない者、体調の悪い者は

熱中症になりやすい。特に学校管理下の熱中症死亡事故の 7 割は肥満傾向であり、注意

が必要である。

（３）運動の条件：激しい運動ほど熱中症を起こしやすい。学校管理下の体育活動における

熱中症死亡事故は、競技別では、ラグビー、野球、サッカーなどの球技や剣道、柔道など

の武道で事故の約 80％を占めている。また、種目に係わらず半分以上が持久走やダッシ

ュの繰り返しで発症しており、暑い時期の走運動は注意が必要である。
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Ⅱ 熱中症予防の原則 

１ 環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給を行うこと。 

暑い時期の運動はなるべく涼しい時間帯にするようにし、休憩を頻繁に入れ、

こまめに水分を補給する。汗には塩分も含まれているので水分補給は 0.1～

0.2％程度の食塩水がよい。運動前後の体重を測定すると水分補給が適切である

かがわかる。体重の 3％以上の水分が失われると体温調節に影響するといわれて

おり、運動前後の体重減少が 2％以内におさまるように水分補給を行うのがよい。

激しい運動では休憩は 30 分に 1回以上とることが望ましい。

 

２ 暑さに徐々に慣らしていくこと 

熱中症は梅雨明け直後など急に暑くなった時に多く発生する傾向がある。また、

夏以外でも急に暑くなると熱中症が発生しやすい。これは体が暑さに慣れていな

いためで、急に暑くなった時は運動を軽くして、１週間程度で徐々に慣らしてい

く必要がある。週間予報等の気象情報を活用して気温の変化を考慮した１週間の

活動計画等を作成することも大事である。

 

３ 個人の条件を考慮すること 

肥満傾向の者、体力の低い者、暑さに慣れていない者は運動を軽減する。特に

肥満傾向の者は熱中症になりやすいので、トレーニングの軽減、水分補給、休憩

など十分な予防措置をとる必要がある。

また、下痢、発熱、疲労など体調の悪い者は暑い中で無理に運動をしない。 

 

４ 服装に気をつけること 

服装は軽装とし、吸湿性や通気性のよい素材にする。直射日光は帽子で防ぐよ

うにする。

 

５ 具合が悪くなった場合には早めに運動を中止し、必要な処置をすること 

このような熱中症予防の原則はすでに確立されたものであるが、実際にどのような環

境条件でどのように運動・スポーツを行ったらよいかが問題である。日本体育協会の

「スポーツ活動における熱中症事故予防に関する研究班」が作成した運動指針を表に

示す。環境条件の指標としては湿球黒球温度（WBGT）を用いてあるが、参考として目安

になる湿球温度と乾球温度も示してある。
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熱中症のリスクは個人差が大きく運動のやり方によっても異なる。運動指針はひ

とつの目安である。脱落者がなく、よいトレーニングができているかどうかが現場

での一番の目安である。環境条件を把握し、運動指針を参考にして、自分たちにあ

った暑さ対策を構築するとよい。 

 

 

図 4-3 熱中症運動指針図（日本体育協会） 
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図 4-4 月別の熱中症死亡事故発生状況（H2 年～H24 年） 

表 4-1 月別の熱中症死亡事故 場所別（H2 年～H24 年） 

Ⅲ 熱中症予防の留 意点 

学校の管理下の体育活動での熱中症事故の実態からは予防の留意点として以下のこと

があげられる。 

１ 死亡事故では、7 月、8 月に 85％が発生している。特別に暑い時だけでなく夏のごく普

通の環境条件でも多く発生している。従って夏は個人の条件（特に肥満傾向の者は熱中

症死亡事故の７割以上を占めており、注意が必要。）や運動の方法によってはいつでも熱

中症事故が起こりうることを認識する必要がある。また、ラグビー、陸上の長距離走（マラソ

ン大会）などの活動では夏以外でも熱中症事故が起きている。

２ 体育館・屋内運動場で 23.8%が起きている。屋内環境でも運動に対する配慮が必要で

ある。

 

３ ラグビー、野球、剣道、サッカー、柔道などで 1 人当たりの医療費が高い。ということは、

これらの種目で症状が重くなる傾向があると考えられ、特に注意が必要である。また、運

動種目に関わらず、持久走やダッシュの繰返しによって多く発生している。激しい運動で

はもっと頻繁に（30 分程度に１回以上）休憩を取る必要がある。 

      

 場所 件数 ％ 

運動場・校庭 36 45.0 

屋内運動場・体育館 19 23.8 

道路 15 18.8 

山・林野 8 10.0 

校舎内 1 1.3 

その他 1 1.3 

合計 80 100.0 
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表 4-2 熱中症 医療費競技別（H24 年） 

表 4-3 熱中症 災害報告書「災害発生の状況」テキスト分析（H24年） 

    

  競技 平均値 件数 

ラグビー 23339.77 48 
柔道 19456.82 39 
剣道 17533.34 117 

サッカー 17367.29 388 
野球 16046.84 616 

準備運動・筋トレ 14999.95 230 
ホッケー 14616.60 15 

ハンドボール 14328.15 53 
バスケット 12671.99 342 
陸上競技 11374.26 446 

バドミントン 11063.94 108 
ボート 11038.86 7 
テニス 10140.07 350 

バレーボール 9572.47 237 
ソフトボール 8870.64 96 
ボクシング 8773.33 3 

卓球 8534.04 47 
水泳 6410.17 49 
体操 3958.90 30 
相撲 2247.50 2 

その他競技 12707.07 164 
その他 8813.76 608 
合計 12676.91 3,995 

           ※平均値は被災当初 1 か月分の医療費の平均給付額

           ※「その他」は運動会の待ち時間等

             ※平均値の合計欄は、医療費総額から算出した平均 

４ 災害発生時の症状をみると「頭痛」、「吐き気」、「眩暈」等が多くみられる。これらの症状

は熱中症を疑う参考となる。

   

 

 

※テキスト分析ツール（数理システムＴＭＳ）により発生時の症状を抽出 

どんな状態か （件） 

単語 小学校 中学校 高等学校 合計 

倒れる 36 305 414 755 

動く+できない 12 98 178 288 

座り込む 25 101 82 208 

ふらつく 4 30 32 66 

 

 

どんな症状 （件） 

単語 小学校 中学校 高等学校 合計 

頭痛 126 605 508 1,239 

吐き気 54 309 337 700 

痺れ 10 183 286 479 

眩暈 13 134 194 341 

だるい 18 102 146 266 

つる 0 26 66 92 
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Ⅳ 救急処置 

熱中症を４つの病型に分けて、病態と対処法を説明してきたが、実際の例ではこ

れらの病型に明確に分かれているわけではなく、脱水、塩分の不足、循環不全、体

温上昇などがさまざまな程度に組み合わさっていると考えられる。したがって、救

急処置は病型によって判断するより重症度に応じて対処するのがよい。

 暑い時期の運動中に熱中症が疑われるような症状が見られた場合、まず、重症な

病型である熱射病かどうかを判断する必要がある。熱射病の特徴は高体温（直腸温

40℃以上）と意識障害であり、応答が鈍い、言動がおかしいなど少しでも意識障害

がみられる場合には熱射病を疑い、救急車を要請し、涼しいところに運び、速やか

に身体冷却を行う。

 意識が正常な場合には涼しい場所に移し、衣服をゆるめて寝かせ、スポーツドリ

ンクなどで水分と塩分の補給を行う。また、うちわなどで扇ぐのもよい。吐き気な

どで水分が補給できない場合には、医療機関へ搬送し、点滴などの治療が必要とな

る。

 大量に汗をかいたにもかかわらす、水だけしか補給していない状況で、熱けいれ

んが疑われる場合には、スポーツドリンクに塩を足したものや、生理食塩水（0.9％

食塩水）など濃いめの食塩水で水分と塩分を補給する。

 このような処置をしても症状が改善しない場合には、医療機関に搬送する。現場

での処置によって症状が改善した場合でも、当日の体育活動への参加は中止し、少

なくとも翌日までは経過観察が必要である。

[熱射病が疑われる場合の身体冷却法]

 医師などの医療スタッフがいない学校現場では、 

① 水をかけたり、濡れたタオルを当てたりして扇風機などで強力に扇ぐ。

② タオルをいくつか用意し、氷水につけて冷やしたものを交互に使うのもよい。

③ 氷やアイスパックなどを頚、腋の下、脚の付け根など太い血管に当てて冷や

 すのを追加的に行うのもよい。

 

 現場で可能な方法を組み合わせて冷却を開始し、救急隊の到着を待つ。 
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