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2016年度 SAJ公認スキーパトロール検定理論試験問題 

 

 

問 １ 公認スキーパトロール検定種目を記入しなさい。 

10点（1点×10） 

2016年度オフィシャルブック規約・規程抜粋 pp.75-76 検定基準と実施要領 

①スキー実技テスト 

○基礎種目テスト（ プルークボーゲン ）（ 横滑り ）（ 片開きプルーク  ） 

（ パラレルターン  ）（ フリー滑降   ） 

○搬送種目テスト（ 浅まわり搬送   ）（ 大まわり搬送  ）（ 真下搬送 ） 

②理論テスト 

③（ ロープ操法テスト ） 

④（ 救急法テスト ） 

 

 

問 ２ 公認スキーパトロール規程について、（   ）を適当な語句で埋めなさい。 

   10点（1点×10） 

2016年度オフィシャルブック規約・規程抜粋 pp.109 公認スキーパトロール規程 

第５条 公認スキーパトロールは、次の各号に掲げる（ 義務 ）を負うものとする。 

(1)公認スキーパトロールの（ 使命 ）を完遂するため、スキーパトロール研修会に（ ３ ）年に１

回参加し、修了しなければならない。また、その他の関連研修も（ 積極的に受ける ）ものとする。 

(3)スキー場の常勤・非常勤・ボランティアスキーパトロールは、スキー場の（ 安全管理 ）・

（  安全指導 ）や（ 救護活動 ）に積極的に関与するものとする。 

第６条 公認スキーパトロールが、スキーパトロール研修会を（ ３ ）年続けて未修了の場合は、公認

スキーパトロールの資格を停止する。 

第６条の２ 公認スキーパトロールの資格の停止を解除しようとする者は、 

（ スキーパトロール研修会修了 ）をもって資格の停止を解除できる。 

ただし、その場合の資格の有効は、研修会修了の（ 翌年度 ）から始まる。 

 

 

問 ３ リスクマネジメントについて下文の（  ）にあてはまる言葉を下の語群から選んで記入しなさ

い。         10点（1点×10） 

教程安全編 pp.10-11 

（ リスク ）とは単に「危険」ではなく、「（ 損失 ）が発生する可能性 」を意味します。 

間接的要因（ ハザード ）の原因にはスキーヤーやスノーボーダーの（  不安全行動  ） 

天候やゲレンデのコンディションなどの（  不安全環境  ）、不適切な用具・服装などが考えられ

ます。（  ペリル  ）は損失をもたらす（  直接的な原因  ）、つまり事故そのものです。スキ

ー、スノーボードでは転倒、人や物・工作物との衝突などです。 

（  ロス  ）は（  人的  ）損失や物的損失、（ 経済的 ）損失などが考えられます。 

 

語 群 

 

 

  

・直接的な原因 ・不安全環境 ・リスク ・経済的 ・損失   ・バイオ 
・ロス     ・不安全行動 ・ペリル ・人的  ・自然環境 ・ハザード 



ビブ 

ＮＯ 
 

加盟 

団体名 
スキー連盟 氏名  得点  

ＮＯ 

2/4 

2016年度 SAJ公認スキーパトロール検定理論試験問題 

 

 

問４ 安全・安心なスキーを楽しむための要素について（    ）を適当な語句で埋めなさい。 

   10点（1点×10） 

教程安全編 pp.32-33 

スキーというスポーツが固有に持つ危険を回避するためには、（ 「滑る」 ）・（ 「止まる」 ）・ 

（ 「曲がる」 ）の３つの要素が必要です。また、転倒時やスピード制御を失ってしまった状態での回

転時の（ 安全確保 ）という要素も、一方で存在します。すなわち、スキーを自由に操作して 

（ 危険を回避 ）するという作業は、スキーヤーの技量と用具との性能上の適合性の問題が重要であ

り、スキーヤー自らが選ぶことのできる（ 安全対策 ）と言えます。また一方の、（ バインディング）

を適正に解放させて安全を確保するという作業は、（ 国際標準化機構（ISO） ）の基準に従ったバイン

ディングの解放値を設定する作業であり、その作業を行なう（ 販売店 ）や 

（ レンタルスキーショップ ）とスキーヤーの共同作業となります。 

 

 

問５ スキーパトロールの任務について述べた文章である。正しいものに○を，謝っているものに×をつ

けなさい。 

教程安全編 pp.42-43 10点（1点×10） 

（○） 雪庇の崩落・雪崩発生などの危険度の高いところを優先して点検する。 

（×） 標識・防護ネット・マット・ロープなどが適切な場所に設置されていれば、積雪は

考慮しなくてよい。 

（○） 定期的にゲレンデを巡回し、気象や雪面などの滑走環境の変化、スキーヤーの滑走

状況などを把握する。 

（×） 巡視中に異常を発見しコース規制が必要な場合は、場内放送だけでよい。 

（×） 規制標識の視認性・衝突の危険性の有無・損傷の有無を、滑走しながら確認する。 

（×） 他のスキーヤーへの迷惑行為や危険行為は無視する。 

（○） リフト乗車待ちの列整理や、その周辺の減速規制を適切に行う。 

（○） スキー傷害を招く恐れのある初心者スキーヤーには、スキー指導を受けるよう助

言する。 

（×） 用具の破損や不備があればすぐに修繕してあげる。 

（×） 不適切なスキーヤーの行動に介入する場合、毅然とした態度で接し、相手の心情を

害してもかまわない。 

 

問６ 前方一人牽き、後方一人牽き、前後二人牽きによるアキヤボートの運動特性を述べなさい。 

教程安全編 pp.54 10点 

前方一人牽きは、空アキヤボートを搬送するときに多く使われるが、傷病者を乗せて搬送すると、横ず

れを始め修正が困難である。 

後方一人牽きは、傷病者をやむなく一人で搬送する場合に使用し、巧みなスキー操作が必要になるた

め、検定会に採用されている。 

前後二人牽きでは、前方の牽き手が搬送ラインの選択と制動に心がけ、後方の牽き手は前方に合わせな

がら制動をし傷病者の観察をしながら搬送スピードなど状況に応じて前方に指示をだす。搬送者の転倒

を想定し流れ止めを必ず着ける。 
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2016年度 SAJ公認スキーパトロール検定理論試験問題 

 

 

問 ７ 下表はスキーパトロールに必要なロープの結び方についてまとめたものである。（  ）を適当

な語句で埋めなさい。         10点（1点×10） 

教程安全編 pp.56 

結びの分類 結びの用途・目的・特徴 主な結びの種類 

ロープの端に 

コブを作る場合 

ロープの端にコブ（節）を作り、 

（ ストッパー ）や握り手として使用します。 

止め結び 

（ 8の字結び ） 

ロープ同士を 

繋ぐ場合 

ロープの両端を結び合わせて物を締めたり、ロープ同士

を繋ぎ合わせて長さを伸ばしたりするときに使用しま

す。 

本結び 

（ 外科結び ） 

（ ふたえつなぎ ） 

ロープを他の 

物に結ぶ場合 

ロープを他の物に結び付けて搬送に利用したり、端を立

ち木などに結びつけたりするときに使用します。「結び」

の中でもっとも用途が広い結び方です。 

ひと結び 

（ 巻き結び ） 

（ もやい結び ） 

二重もやい 

ロープの中間に 

輪を作る場合 

ロープの中間部に輪を作り、物を吊るしたり登山で使用

したりします。 

（ ちょう結び ） 

二重８の字結び 

ロープの端に 

輪を作る場合 

ロープの端に輪を作り、負傷者の救助作業や船を繋ぎ止

めたりするときに使用します。輪の大きさが変わらない

（ 固定式 ）と、自由に輪の大きさを変えられる 

（ 緊張式 ）に分類されます。 

もやい結び 

二重もやい 

（ 腰掛け結び ） 

二重８の字結び 

 

 

問 ８ 身体の機能と構造に関する文章である。(   )を適当な語句で埋めなさい。 

10点（1点×10） 

教程安全編 p.70-80 

(1) 捻挫は軽視されがちですが、（ 靭帯損傷 ）なので、正しく治療しないと捻挫や脱臼を繰り返すよ

うになります。 

(2) 関節に外力が加わって、関節を構成する骨の位置関係が正常でないものを脱臼と呼び、不完全なも

のを（ 亜脱臼 ）と呼びます。 

(3) 頭部外傷で内出血が生じた時に、血腫の貯留した場所によって、硬膜と頭蓋骨の間に貯まれば 

（ 硬膜外 ）血腫、硬膜とくも膜の間に貯まれば（ 硬膜下 ）血腫と呼びます。脳動脈瘤（動脈の

コブ）が破裂すると、くも膜下腔に出血するので、（ くも膜下 ）出血 と呼びます。 

(4) （ 骨格筋 ）は、筋線維に横紋がみられて、主に骨格に分布して体重の 30％を占めます。 

(5) 大腿前面には、膝関節を伸展し、股関節を（ 屈曲 ）する大腿伸筋群である（ 大腿四頭筋 ）

があります。 

(6) 動脈と止血点について：大腿動脈（そけい部で触れる）→（ 膝窩 ）動脈（膝の後方で触れる）

→前脛骨動脈→足背動脈（足背で触れる） 

(7) 人体を循環している血液の量は体重の（ ８ ）%程度と言われている。 
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2016年度 SAJ公認スキーパトロール検定理論試験問題 

 

 

問 ９ 雪上救急法に関する文章である。(   )を適当な語句で埋めなさい。 

10点（1点×10） 

教程安全編 pp.82-97 

(1) 傷病者の観察で、意識障害、気道閉塞、呼吸停止、（ 心停止 ）、大出血などは、発見しだい、直ち

に手当しないと生命に関わります。 

(2) 一度に多数の傷病者が発生した場合、傷病者の緊急度、重症度によって傷病者を選別し、処置の優

先度を決定することを（ トリアージ ）という。 

(3) 骨折の局所症状は、疼痛、機能障害、変形、軋轢音、（ 異常可動性 ）、皮下出血などである。 

(4) RICES処置とは、R:安静、I:冷却、C:圧迫、E:挙上、S:（ 固定 ）のことである。 

(5) CPR とは、Cardiopulmonary Resuscitationのことで、日本語では（ 心肺蘇生 ）のことです。 

(6) CPR の手順は、心肺停止の傷病者に対して換気の前にまず（ 胸骨圧迫 ）を開始します。 

(7) 肩関節の丸みを作っている三角筋の膨隆が消失し、肩峰が尖って角状に突出し肩峰の下に上腕骨

骨頭が触れない場合は、（ 肩関節脱臼 ）と判断します。 

(8) 膝が「ぬけるような感じ」や「グラグラと不安定な感じ」がする場合は不安定性や動揺性があると

考え、（ 靭帯損傷 ）を疑います。 

(9) 前腕骨骨折の多くは、撓骨遠位端骨折で通常コーレス骨折と呼ばれていて、骨折部の変形は 

（ディーナーフォーク ）状変形と呼ばれる独特の変形を呈している。 

(10) 寒冷による障害には、からだ全体に影響して体温が低下する（ 低体温症 ）と、局所の障害であ

る凍瘡（しもやけ）や凍傷があります。 

 

 

問 １０ バックカントリーの 3種の神器について説明しなさい。 

10点（10点×1） 

教程安全編 pp.112 

雪崩ビーコン 
雪崩に埋まった遭難者の捜索に使用する。アナログとデジタルがあり、周波数は

世界共通だが、機種により操作性、電波の受信範囲が異なる。 

プローブ 

（ゾンデ棒） 
１本の棒に繋いで使用し、雪崩で埋没した人を発見するために使用する。 

シャベル 
遭難者を掘り起こす時に使用する。シャベルは携帯性、堅牢性、機能性を考慮し

て選択する。 

 


