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スポーツ現場の熱中症最新トピックス

熱中症の分類1,2)

熱失神
めまいや一過性の意識消失。炎天下にじっと立っていたり、
立ち上がった時などに、脳血流が一時的に低下して起こり
ます。応急処置としては水分補給と仰向けで安静にします。

熱けいれん

痛みを伴う筋けいれん。大量に汗をかき、水分だけを補給
すると血液中の塩分濃度が下がるため生じます。応急処置
としては、ストレッチと水分・塩分の補給を行います。

熱疲労

発汗による脱水と皮膚血管の拡張による循環不全。脱力
感・倦怠感・めまい・頭痛・吐き気などの症状がみられま
す。通常は意識障害はありません。応急処置としては、身
体冷却と水分補給を行います。

熱射病

意識障害と高体温（深部体温40.5°以上）の状態。高体温
のために脳機能に異常をきたし意識障害がみられます。応
答が鈍い、言動がおかしい、居場所がわからない、目を閉
じてしまう、昏睡など、さまざまな程度の意識障害がみら
れます。死の危険のある緊急事態です。応急処置としては
積極的な身体冷却を行い、30分以内に体温を下げる必要が
あります。

熱中症の正しい対処法はご存知ですか？

最近、スポーツ活動中に起こる「労作性熱中症」に対する考え方が大
きく変わってきました。こちらでは、熱中症の分類と最新の予防法・
対処法についてご紹介させていただきます。

（2021年6月 理学療法士）



• 最近では氷と飲料水が混合したシャーベット状の飲料物である
「アイス・スラリー:Ice slurry」の効果が認められています3)。
氷が固体から液体に変化する際の融解熱や、氷と水の比熱により
液体のみよりも効果的に身体内部を冷却できます。

• 【効果】暑熱環境下において運動前にアイススラリーと冷水を
摂取した結果、アイススラリー群において深部体温が有意に
低下しました4)。

• 【方法】運動前のプレクーリングや運動中および運動後にこま
めに摂取することが推奨されています。

• 【注意点】一度に多量を摂取すると胃腸障害を起こすケースがある
ため注意が必要です。

【準備】
・スポーツ飲料で作成した氷：60%（例120g）
・スポーツ飲料：40%（例80g）
【作成】
①スポーツ飲料で作成した氷とスポーツ飲料を用意する。
②ミキサーで氷とスポーツ飲料を混ぜる。
③完成。
④水筒などに保存してスポーツ現場に持参する。

アイススラリー市販品

氷120g ,スポーツ飲料80g ミキサーで混ぜる 完成！ 水筒に保存

熱中症予防の最新トピックス

アイス・スラリーの作り方5)

◼ アイス・スラリー



◼ 手掌冷却

• 深部体温の減少はアイスバス等よりは低いものの、
皮膚温を低下させ、心血管系への負担を軽減させ
るとされています3)。熱中症予防効果までは証明さ
れていませんが、暑熱環境下におけるスポーツパ
フォーマンスの向上は期待できます6)。

• 皮膚温を低下させるには実用的なため、スポーツ
選手はウォームアップやリカバリーに用いることが
できます。ウォームアップにおいてクーリングベ
ストを着用することは、筋温を下げずに身体冷却
できるものとしてIOCも推奨しています8)。

• 手のひらには、動静脈吻合（ふんごう）が含まれており、暑熱環境下での運
動中の動静脈吻合の血流量は有毛部の約6倍とされています。そのため、手
のひらを冷水や保冷材を用いて冷却することで、冷えた血液が循環し深部体
温を低下させることができます6)。

• 運動前にプレクーリングとして、手のひらを30分間冷却することで、深部体
温が0.4°低下したと報告されています7)。

• 【注意点】通常の保冷剤を使用すると、冷刺激による血管収縮が起こるため
冷却効果を高めることができません。12~15°程度の冷水を用いた場合に冷却
効果を最大化できます。

静脈

動脈
動静脈吻合

12~15°の冷水

◼ クーリングベスト



• 暑熱環境下で東京オリンピックが開催されることもあり、その準備に向けてこ
の2～3年で熱中症対応の考え方が大きく変わってきました。

• 国外の臨床医学研究の進歩により、重度の熱中症の場合は、病院に搬送するよ
りも、その場ですぐに冷却することが大切であることがわかってきました
（クール・ファースト,トランスポート・セカンド）9)。

• 熱射病では、深部体温（直腸温）が40.5°以上になります。これを30分以内に
39.0°以下にすることが重要です10)。そのためには搬送するよりも前に、直ちに
その場で冷却する必要があります。

熱中症対処法の最新トピックス

◼ クール・ファースト

• これまで国内では、氷嚢を用いて頸部・腋窩部・鼠経部などの動脈を冷却する
方法が広く用いられてきました。しかしこの方法は、重度の熱中症への対応に
は不十分であるというのが近年のコンセンサスとなっています11)。

• 熱射病では30分以内に深部体温を2°前後低下させる必要がありますが、氷嚢
を用いた冷却法では、30分冷却しても0.9°しか低下しません12)。

• 一方、体幹部を冷水に浸けて冷却する方法では、1分あたり0.15°低下させる
ことができます。これは氷嚢を用いた方法の約5倍にあたります12)。

• そのため最新の知見では、重度の熱中症に対しては、氷嚢を用いた方法ではな
く、アイスバス（後述）を用いた全身冷却が推奨されています。

◼ 氷嚢で冷やす方法は効果がない？

重度熱中症では不十分



アイスバスの準備

氷嚢*流水*アイスタオルアイスバス

水の準備

労作性熱中症疑い

なしあり なしあり

意識障害・高体温

なしあり

◼ 労作性熱中症の冷却方法 文献10）改変

氷の準備

あり なし

*単独使用では不十分。送風・霧吹きとの併用が必要。



【平均冷却速度：1分あたり0.13~0.35°】10)

• 労作性熱射病は一刻を争うため、短時間での冷
却が必要になります。そのためアイスバスによ
る全身冷却が望ましいとされています。

• この方法では、直腸温を経時的に測定し深部体
温を評価する必要があります。そのため本法は
医療行為にあたり、医師をはじめとした医療有
資格者を事前に配置する必要があります。

• 日本ではこれまでほとんど実施されていない方
法でした。しかし東京オリンピックでは、IOC
の暑熱対策エキスパートグループの勧告に従い、
アイスバス全身冷却を行う予定とされています
13)。これを機に国内の大規模スポーツイベント
で普及することが期待されています。

【平均冷却速度：1分あたり0.11°】10)

アイスバスが準備できない環境においては、冷却したタオルを全身にかぶせて
全身の冷却を図ります。氷水につけたタオルを全身にあてることで、多くの体
表面を一度に冷やすことができます1)。タオルは常に冷たい状態にしなければ
ならないので、定期的に氷水に浸けて交換し続ける必要があります。

◼ アイスバス

◼ アイスタオル

専門家向け



【平均冷却速度：1分あたり0.03°】10)

• 氷嚢を腋窩部や頸部などを冷却する方法で
あり、日本では最も一般に普及しています。
しかし深部体温冷却への効果は少なく、そ
のため熱射病などの重度の熱中症の応急処
置としては不十分です1)。

• 現在では、単独での使用は効果的ではない
ため推奨されておらず、補助的手段として
利用すべきとされています。冷所への移
動・霧吹き・送風などと併用します。

【平均冷却速度：1分あたり0.04~0.15°】10)

• ホースによる流水は、屋外スポーツ現場では比較的準備しやすい方法です。
しかし本法のみでは熱射病の応急処置としては不十分とされています。

• 送風・氷嚢との併用にて冷却速度が大きくなることが報告されています14）。
このように重度の熱中症の処置のためには他の手段との併用が必要とされ
ています。

◼ 氷嚢による冷却

◼ 流水
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