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トライアスロン大会における安全対策と傷害予防への取り組み
－救護班が運営に介入することで競技中の傷害発生を減少させる
ことは可能か？－
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はじめに
従来医療関係者が大会救護を依頼される
場合には大会当日のみ関与することが多い

スロン京都大会,ITU 和歌山マリーナシテ
ィ大会,まほろば奈良トライアスロン大会,
淡路島国際トライアスロン大会）を対象と
した.

が,我々は準備段階から積極的に介入する

全大会で救護活動に際して受診者の受傷

ことが競技中の傷害発生に対して予防・治

原因を問診し,併せて気象条件を測定して

療の両面から重要であると考え,運営に積

大会終了後に救護報告書を提出した.報告

極的に介入し外的因子の修正を行い,傷害

書において救護の立場から問題点を指摘し,

発生を減少させることが可能か試みた.ま

外的因子からのアプローチとして,気象条

ず気象条件やコース条件などの外的因子を

件に問題がある場合は開催時期と時間の変

修正することによる効果を検討し 1),次に参

更を要請し,受傷原因で運営面から改善で

加前セルフチェックにより体調を自己申告

きる点はその旨を具体的に要請した.また

させ,内的因子の中でも,特に誘発因子がレ

誘発因子からのアプローチとして,2004 年

ース結果に及ぼす影響について検討した 2).

に参加者に対して大会参加当日セルフチェ
ック（以下 SC と略す）を実施し,体調が傷

対象と方法

害に及ぼす影響について検討した.
気象条件は WBGT 計（WBGT-103，京都

2003～2005 年に近畿ブロックで開催さ

電子工業）を使用し,競技中 30～60 分毎に

れたトライアスロンおよびアクアスロン大

Wet Bulb Globe Temperature（WBGT）値

会のうち,3 年間続けて救護活動を行った 8

を測定した.ＳＣは日本臨床スポーツ医学

大会（ファインキッズ青垣大会,舞洲トライ

会内科部会で推奨されているスポーツ参加

アスロン大会,グリーンピア三木トライア

当日のセルフチェック 10 項目

スロン大会,奈良アクアスロン大会,アクア

注釈を一部修正して 2)自己チェックさせ,大

3)を使用し,
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会当日に受付での提出を義務づけた（表
1）.
統計学的検討は,救護所受診者,熱中症患
者,後方病院搬送者の割合に関しては
Welch-t test を使用して,有意水準 5%未満
で有意差ありとした.またＳＣの各項目が
及ぼす影響についてはマンテル－ヘンツェ
ルの統計量を用いて層別解析を行った

表 2. 各年度における各大会の参加者、救護所受診者、

2).

熱中症患者、後方病院搬送者数

図 2. 各年度における救護所受診者の傷病内容

2003 年度の結果から,気象条件に関して
表 1. セルフチェック用紙

は開催時期と競技開始時間の変更,もしく
は競技距離の短縮を要請し,外傷に関して

結果

はコース整備と危険箇所へのスタッフ増員,

2003 年の結果について,気象条件は京都
と和歌山で日体協の熱中症予防のための運
動指針 4)によると,厳重注意を超える危険な
値であった（図 1）.
救護所受診者は 67 名（4.6%）で,熱中症
の選手が 19 名あり,擦過傷をはじめとした
外傷患者も多く,後方病院搬送を必要とし
た者は 6 名であった（表 2,図 2）.

コースレイアウト変更を要請した.気象条
件を具体的に変更できたのは,京都大会に
おける距離の短縮（一般男女 スイム 1.5km
ラン 7km→スイム 1km ラン 5km）,和歌山
大会における時期と競技開始時間の変更
（時期：8 月→6 月,開始時間：女子 14:30,
男子 16:50→女子 11:00,男子 13:30）であっ
た.
この結果,翌年には和歌山で WBGT 値が
2 段階改善した（図 1）.
各年度の救護所受診者割合は 2003,2004
年と比べて 2005 年では有意に少なかった.
受診者の詳細をみると,熱中症患者は 2003

図 1. 各年度における各大会の気象条件

年の 19 名から 2004 年,2005 年にはそれぞ
れ 3 名と有意に減少した（表 2）.
外傷に関しては変化がなかったが重傷患
者は減少傾向にあり,後方病院搬送者数は
2003 年が 6 名で 2004 年以降は 0 名であり,
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有意に少ない結果であった.
次に内的因子が競技結果に及ぼす影響に
ついて,SC を提出したのは 1530 名中 1483
名（97%）であったが,このうちひとつでも
異常にチェックした選手は 220 名で提出者
の 14.8%であり,各項目の陽性者は睡眠不足
85 名,過労・ストレス 79 名,関節痛 28 名,
だるさ 23 名,下痢 22 名,前回大会の疲れ 12
名,食欲不振 11 名,大会参加意欲 10 名,発熱

図 3. セルフチェック項目別の異常の有無と棄権者の割

4 名,頭痛・胸痛 3 名であった.

合との関係

SC 未提出の選手 47 名中,棄権者は 7 名
（14.9％）,救護所受診者は 7 名（14.9％）,

考察

提出した選手 1483 名中,棄権者は 44 名
（3.0％）,救護所受診者は 35 名（2.4％）で

今回我々は救護に際して大会当日だけで

あり,未提出選手は提出選手に比べて有意

なく,運営に準備段階から積極的に関わる

に棄権者ならびに救護所受診者が多かった

ことで,競技中の特に重篤な傷害の発生を

（p<0.01）.

少なくできないかと試みた.

SC にひとつでも異常があった選手 220

気象条件に関して,トライアスロンは真

名中,棄権者は 14 名（6.3％）,救護所受診者

夏に行われることが多く,熱中症の発症は

は 8 名（3.6％）,SC が全く異常ない選手

常に念頭に置かねばならない.熱中症に影

1263 名中,棄権者 30 名（2.4％）,救護所受

響を及ぼす因子には外的因子として気象条

診者 27 名（2.1％）であり,ひとつでも異常

件,距離（競技時間）,給水所数,シャワー設

のあった選手は全く異常のない選手に比べ

置数,内的因子として競技志向の強さ,肥満,

て有意に棄権者が多かった（p<0.01）が,

体調不良,年齢,熱中症の既往歴など様々な

救護所受診の有無には影響しなかった

ものが挙げられるが,気象条件は特に重要

（p=0.18）.

である.今回は気象条件の過酷な大会につ

また SC の項目別異常の有無と完走の有

いては開催時期もしくは競技開始時間の変

無との関連については,チェック項目に異

更を要請し,これらの変更が難しい場合は

常がない場合,全項目で棄権者の割合は 2.7

距離の短縮をするように要請した.いずれ

～3.0％とほぼ同じであるが,異常がある場

も不可能な場合には給水所やシャワーの数

合，特に下痢（22.7％）と睡眠不足（7.1％）

を増やし,競技中は放送で水分と塩分の摂

で有意に棄権者の割合が高かった（下痢：

取を促した.

p<0.01，睡眠不足：p=0.02）（図 3）.

この結果,和歌山大会の気象条件は著明
に改善し,2005 年には他の大会も含めて全
て 28℃の警戒以下に改善していた.しかし
中井の示した過去 21 年間の熱中症発生例
から,12-RMR の運動強度（RMR: Relative
Metabolic Rate,12-RMR はジョギングで
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1km5 分ペース） で WBGT 値 28℃から熱
中症での死亡例が見られることから,低く
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