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Abstract
Introduction: Trauma, hypothermia and avalanches are the most common causes of death
of Japanese mountain casualties. Most pre-hospital guidelines recommend to maintain
core temperature by preventing further heat loss in those patients. There is little
scientific evidence of the hypothermia wrapping and successful reports in Japan.
Objective: Utilizing mountain equipments, this study was performed to identify the
methods which are more effective for reducing further heat loss and treating
hypothermia. The methods used were done by the Hokkaido Police.
Methods: During the period of December 2011-January 2012 we made six different
re-warming ensembles with common mountain equipment. Consisting of putting a flat
plastic water bottle with boiling water in a sleeping bag on the victim inside, and
outside temperatures of -3.3〜5.5℃, 1.5〜4m/s. Water bottle surface temperature was
continuously monitored.
Results: Hokkaido Police’s method is a combination of blue sheet, silver camping
mat, self-inflating mattresses, sleeping bags and flat plastic water bottle with
boiling water and thicker underside insulation were more effective to reduce
temperature fall. Wrapping that was not sealed well was less effective. Transferring
the victims in these wrappings in actual mountain rescue missions performed
successfully to treat mild and moderate hypothermia. Frequent exchanging of the water
bottle for just boiling water compensated less insulation equipment.
Conclusion: These ensembles were carried out with an ideal combination of common
mountain equipment. However real world rescue wouldn’t have all of them. In Japanese
pre-hospital austere settings, the combination of active and passive re-warming by
making good-use of equipment have clinical benefits to treat and prevent hypothermia,
also with limited insulation available.
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はじめに
山岳遭難における死因としては、外傷、
偶発性低体温症、雪崩埋没が上位に含まれ
ている。低体温症死は北海道の 2002-2013
年のデータでは 87 件中 25 件、長野県の 2014
年のデータでは 65 件中 5 件、富山県の 2014
年データでは 26 件中 2 件であり、いずれも
死因の上位 4 位以内となっている(1)。同デ
ータにおいて外傷死は、長野県の遭難死因
の１位、北海道と富山県の２位となってお
り、富山県の死因の１位は雪崩埋没で 26 件
中 11 件（疑い 4 名を含む）を占める（図１）。
外傷患者における入院時の低体温症有病率
は 1.6〜43 %と重症度等により違いがある
ものの（2,3,4,5）、外傷患者の入院時低体温症
合併は死亡率増加の独立した因子である
（6,7,8,9,10,11）
。偶発性低体温症は通年発症し（12）、
その予後は、深部体温 32℃以下で心停止の
リスクが高まり、適切な処置がなされない
場合は死の転帰をとる（13）。雪崩埋没時には、
救出に時間を要すると、窒息や外傷による
死亡を免れた場合でも低体温症を発症し、
circum-rescue collapse による致死的病態
を引き起こすことが知られている（14）。外傷
患者においては、早期復温開始が重要であ
るとされ（15）、また低体温症における病院前
対応としては、熱喪失を減じ深部体温低下
を防ぐために、全ての低体温症患者への全
身の隔離・保温・加温（14,16,17,18）が、従来研
究やガイドラインで推奨されており、山岳
遭難の上位死因には、低体温症対策が重要
である。
本邦では、既存のガイドラインに則った
野外での実践的な熱喪失抑制の方法や、そ
れらの方法を用いた山岳遭難救助成功例の
報告は無い。野外環境における、実践的な
熱喪失抑制の方法としては、傷病者を包む
ラッピング方法が有効であるとされ欧米の
山岳救助の現場で用いられ、ヘリコプター
や車を用いた組織救助においては、毛布や
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バブルラップなどの資機材を使用したラッ
ピングを実施しており、また、それらの方
法についての有効性も比較検討されてきた
(19)
。しかしながら、これらは、個人の山岳
装備として携帯する資機材ではなく、小規
模な組織救助や、パーティー内の救助で用
いることは困難である。
本論文では、著者らは、野外環境におい
て、個人装備として携帯性および汎用性が
高く、国内で簡単に入手可能な資機材を用
いて、合理的な時間内でラッピング可能な
複数の方法に関し、熱喪失の抑制効果を比
較した。それらの方法のうちの有効ないく
つかを北海道警察による山岳遭難救助活動
で実践した事例について報告し、臨床的有
用性を検討する。

図１：長野県・富山県・北海道の山岳遭難死因
長野県・富山県・北海道警察調べを筆者が編集。長
野県(平成 25 年,65 名)、富山県(平成 25 年,26 名)、
北海道(平成 14 年〜25 年,87 名)の死因統計。

方法
実験は 2 回実施し、第 1 回（以下実験①）
は 12 月 30 日、札幌市豊平峡標高 400 m 地
点、第 2 回（以下実験②）は札幌市内ビル
14 階屋外で実施、気象条件、および、ラッ
ピングに用いた資機材を表１に示す。山岳
遭難の救助現場でのラッピングでは、内部
で傷病者の代謝による熱産生が存在し、ま
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た、低体温症の進行により代謝も変化する
が、今回の実験では、異なるラッピングに
よる熱喪失の抑制効果を比較するため、内
部には人は入れない。
実験①では、A、B、C、D、実験②では、A’、
E、F、計 6 種類のラッピング方法の熱喪失
抑制の効果を比較した（図 2）。A、A’は同
一のラッピング方法である北海道警察山岳
遭難救助隊が標準的に実施している村上式
（以下村上式）を用い、実験①および②を
比較する際のコントロールとし、資機材は
以下の同一規格を乾燥した状態で使用した。
ブルーシート（厚さ#3000, 2.6 m×3.4 m）、
バブルラップ（1.2 m× 3m, 2 枚）、銀マッ
ト（CAPTAIN STAG, 銀面は寝袋側にして使
用,1.5 m×2 m, 2 枚）、エア注入式マット

（サーマレスト ProLite R, infaltion 時厚
さ 2.5cm）、レスキューシート（ポリエステ
ルフィルム, ハイマウント 1.3 m×2.1 m）、
ザック（Macpac80 リットル,2 つ）、2 人用
ツエルト、シュラフ（モンベル社, ダウン
ハガー800）、毛布、平たい袋状水筒（Cascade
Designs 社, プラティパス１リットル, 15
cm×28 cm、沸騰水を満水にして使用（以下
熱湯入りプラティパス）、120 cm オープン
スリング、カラビナ。先行研究でバブルラ
ップによるラッピング効果を検討している
が、山岳装備との比較はされていないため
本実験では山岳資機材との比較のため用い
た。全てのラッピングは屋外のコンクリー
ト上で作業し、ラッピングを完全に準備し
た後、熱湯入りプラティパスを作成し、ラ

図 2：ラッピング種類と仕様
A〜F は６種類のラッピング仕様を示す。下欄から上欄の順で、コンクリート上に資機材を重
ね、灰色に反転した寝袋内に毛布を折り畳んで入れ傷病者の位置とした。寝袋首部分のファ
スナーから足側 30cm の毛布上に熱湯入りプラティパスを置き、最下欄の資材で全体をくる
み、シート又はツエルトの両端を合わせて巻き込み、頭部と足部の両端はキャンディ状にひ
ねり密閉し、スリングとカラビナで固定している。
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ッピング内部の毛布上に置いた。ラッピン
グ内の温度比較のため、いずれの場合も、
熱湯入りプラティパスの表面温度を測定し
た。温度計は、Gram 社の LT-8 を用い、プ
ラティパスの上面蓋下部 10 cm に貼付け、
実験①では１秒毎、実験②では 10 秒毎に温
度計測を行い、熱喪失抑制の効果の比較と
して、測定結果から 10 秒毎の時間あたりの
平均温度勾配を算出した。測定結果では１
分あたり 0.1℃以下の温度の減少であった
ため、10 秒毎の計測による標本化で十分で
あった。各方法における測定は、実験①、
②とも野外において各 1 回ずつ行い、150
分間測定し、同時に、外気温および風速も
測定した。

実験結果
図 3 に実験①②のプラティパス表面温度
の時間あたり平均温度勾配を示す。村上式
の 結 果 は 類 似 天 候 下 で 再 現 性 が あ り (A:
2.14 ℃/h、A’: 2.21 ℃/h)、温度低下が
最も小さかった。E (3.66 ℃/h)は温度低下
が大きいが、終了時に毛布を入れた寝袋の
首周りの密閉性の不良を認めた。下面から
の隔離の少ない E、C、F(C:3.40 ℃/h、F:
3.95 ℃/h)では、下面からの隔離を多くし
た他の方法より温度低下が大きかった。E、
F でツエルトとブルーシートの隔離効果の
差は 0.29 ℃/h と小さく、D(2.6 ℃/h)、E
でザックとエアマットの隔離効果の差は
1.05 ℃/h と大きかった。

図３：プラティパス表面の平均温度勾配
縦軸にプラティパスの表面温度（℃）
、横軸に時間（分）を示す。
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図４：道警式ラッピング
ⅰ-a）下面から、ブルーシート、エアマット、銀マット、寝袋３枚、エアマット左右に各１枚の順。真
ん中の寝袋に傷病者が入る。傷病者の胸に熱湯を入れたプラティパスを置く。ⅰ-b）熱湯入りプラティ
パスは接触面積を広くとり衣類の上から傷病者の胸に置く。ⅱ）密閉性を高めるためシートの両端を合
わせて巻き込み、キャンディー状にくるむ。顔面は換気とバイタルサイン確認目的で、くるんだ後に開
ける。ⅲ）両端はクローブヒッチで閉じ密閉する。搬送時は雪が入らないよう両端を折り返す。

事例
北海道警察山岳遭難救助隊によるラッピン
グ（図４）を用いた救助事例を提示する。
事例 1
［傷病者］30 代男性, 8 m 滑落、
［時・場所］
8 月上旬午後, A 岳, 標高 1800 m 地点,［天
候］雨, 気温 5〜6 ℃, 風速 3 m/s、［初期
評価］意識清明, ABC 異常なし、軽度震え、
大腿部自発痛・圧痛・腫脹あり、
［現場判断］
大腿骨骨折疑い, 低体温症軽度疑い、
［処置］
担架固定、低体温症ラッピング F 施行（熱
湯入りプラティパス衣服の上から体幹部に
置いた）、［搬送］担架 4 時間半、搬送中熱
湯を 3 回交換、
［病着時］低体温症は認めず
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事例 2
［傷病者］60 代男性, 道迷い、
［時・場所］
２月下旬, M 岳, 標高 350 m 地点、［状況］
道迷いで翌日午後救助隊接触、
［天候］吹雪,
気温−5 ℃, 風速 7 m/s、［初期評価］だい
たい意識清明だが今ひとつはっきりしない、
ABC 異常なし、会話緩慢、震え無し、自力
歩行不可、体幹冷感、
［現場判断］低体温症
中度、［処置］衣服着用、お湯 100 ml、ど
ら焼き１個、村上式ラッピング施行（熱湯
入りプラティパス衣服の上から体幹部に置
いた）（図２）、［搬送］担架２時間、［病院
診断］低体温症無し、凍傷無し
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考察
熱喪失抑制に関し有効なラッピングとし
ては、村上式が最もラッピング内部の温度
低下が小さく、事例 2 において中度の低体
温症の改善を示した。また、携帯性および
汎用性のある簡易な山岳資機材であるツエ
ルト、レスキューシート、ザックを用いた
場合でも、全周を隔離素材としてツェルト
でしっかり密閉し、下面の保温材としてザ
ックを用い、ラッピング内部に熱湯入りプ
ラティパスを置き加温することで、ラッピ
ング内部の温度低下は、2.60 ℃/h と小さ
くできた。簡易な山岳資機材でも、ラッピ
ング内部の温度低下を抑制でき、事例 1 に
おいて、低体温症の進行を防ぐことに有効
性を示した。
還流リズム（血圧＞90mmHg）のある低体
温症患者へは、体外循環ができない医療施
設でも、積極的な体外加温（温かい環境、
ヒートパッド、forced air blanket）かつ
最小限の加温点滴による復温成功例がある
（17,20,21）
。また、熱を持った当て物を傷病者
にあてると相当の熱伝導が認められ（22,23）、
加温部位は体幹が効果的である（23）。山岳環
境では、適当な電源がないこと、寒冷環境
での機器の動作不安定、大きさや重量など
可搬性の点から、利用可能な資機材や搬送
中に継続して実施可能な復温方法には限界
がある。村上式は宿泊を伴う登山では一般
的に携行する資機材を活用しており、ブル
ーシートによる風や雨雪暴露からの隔離、
テントマットとエアマットを重ね下面の熱
伝導からの隔離をおこなっている。また、
熱喪失を抑制するためには保温材を厚くす
ることが有効であり（24）、村上式では保温に
は寝袋を３枚、エアマットを２枚使用して
いる。また、村上式では、加温の熱源とし
て熱湯入りプラティパスを用い、熱傷を防
ぐため衣類の上から体幹部に置く。プラテ
ィパスは登山で汎用される折畳式水筒で、

満水にすると１リットルサイズでは、15 cm
×28 cm の長方形の袋状となり、円柱型の
水筒と異なり、傷病者への加温のために十
分な接触面積を持つという利点がある。搬
送中や待機中には、ガスストーブでお湯を
沸かし水筒内を熱湯に交換することで、加
温効果を持続し、ラッピング内の温度低下
を抑制する。事例 2 では、村上式ラッピン
グにより低体温症中度の患者の搬送を実施
したが、２時間後の病院到着時、低体温症
は認めなかった。また、ラッピングは、搬
送中に破損したりほどけたりすることなく、
密閉状態を保持し、高い耐久性を示し、搬
送機能と同時に低体温症の治療効果も認め
られた。
本研究の村上式以外の方法での熱喪失の
抑制効果も認められ、したがって、村上式
よりも一般に携行する山岳資機材を用いた
場合でも、全周を隔離素材でしっかり密閉
し、下面の保温材を厚くし、熱湯入りプラ
ティパスを置く（加温）ことにより、温度
低下を小さくし、熱喪失を抑制することが
可能であると考えられる。一般登山者にお
いては、限られた装備品を有効に使用する
ことが重要である。下面からの隔離をザッ
クで行った D とエアマットを使用した F を
比べると、D がより有効であった。D のザッ
クはショルダーベルトを下向きにして置い
ており底からザック上面までは 5cm 程度で
あったが、本実験で使用したエアマットは
厚さが 2.5 cm であり、厚さが影響し、ザッ
クを使用した方が熱喪失の抑制効果が高か
った。また密閉性不良の E の温度低下が他
より大きく、ラッピングにおいて密閉する
ことが重要であると考えられる。ブルーシ
ートとツエルトとの比較では、ブルーシー
トは廉価で丈夫さと耐候性に優れ、救助や
搬送を前提とした場合は非常に有用である
が、かさ張り、やや重いため、通常、ツエ
ルトを緊急用として山岳地域での行動では
6
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個人装備として用いる。ツエルトを使用し
た場合でも、下面の保温材を厚くすること
で、本環境下で静置した状態では温度低下
の差は小さかった。山岳環境において、隔
離、保温、加温の実施は資機材に依存する
ため、遭難現場において村上式を実施する
には装備が不足する場合がある。事例１で
は、隔離はツエルト素材とレスキューシー
ト、寝袋は１枚のみであり、村上式に比し
簡易であったが、熱湯入りプラティパスに
よる加温を１時間毎に交換することでラッ
ピング内部の温度低下を抑制し、低体温症
の進行を予防した。事例１で行った装備の
特性を応用したラッピングは、一般登山者
にも実施可能であり、外傷時および低体温
症予防と治療、救助待機の際に有効と考え
られる。
バブルラップを使用した B、C ではラッピ
ング内部の温度低下は 2.59 ℃/h、3.40 ℃
/h であり温度抑制効果の点において一定の
効果はあるものの山岳資機材に比し高くな
いこと、先行研究では有効性の低いことが
示され（16,19）、装備特性の点では山岳装備に
比し脆弱で汎用性が高くないこと、登山時
に持ち合わせていないこと、携帯にかさ張
ることから、山岳地域での実用における利
点は低いと言える。
本研究には２つの limitation がある。第
１に実際の患者でラッピングの比較実験を
行えないため、低体温症や外傷患者の体温

調節応答や深部体温とラッピング仕様との
関連を示すことができない。第２に、実際
の事例においては救命が優先されるため、
本ラッピングを実施した場合の有効性を、
実施しない場合との比較はできない。
本論文で提案したラッピング方法は、ラ
ッピング内部の温度低下の抑制効果が示さ
れ、実際の山岳遭難救助での低体温症の予
防と病院前治療効果が実証された。また、
本論文で提案したラッピング方法は、山岳
地域で個人装備として携行可能な資機材を
用いており、現場で実施可能である。以上
より、ガイドライン推奨機序に基づいた道
警山岳遭難救助隊によるラッピング方法で
ある、村上式および簡易資機材の活用によ
るラッピング方法は、いずれも野外におけ
る低体温症の有効な治療の一つとして、臨
床的に有用と言える。今後は、climatic
chamber を使い外的要因の一致した条件下
で、重症度に応じた方法の選択、少ない資
機材の有効活用、天候や搬送形態に応じた
装備の使い分けなど、傷病者ならびに速や
かでより安全な救助活動の両者に有益とな
るラッピング方法を検証していきたい。
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供戴きました警察庁、長野県警察本部、富
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