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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） 

2017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 「日本スキー教程安全編」発刊にあたっての文章です。（  ）を適当な語句で埋めなさい。 

   10点（1点×10） 

安全編 p.02 

本連盟は，わが国におけるスキー界を統括し代表する団体として（ 安全で楽しい ）スノースポーツ

の（ 普及 ）および（ 振興 ）を図り，（ 国民の心身の健全な発達 ）に寄与することを目的とし，

これを遂行するために（ スキーパトロールの育成事業 ）をその重要な柱として位置づけています。ス

ノースポーツへの視野を広げ，（ 幅広い知識 ），（ 正しい技術 ）を身につけ，数多くの経験を積ん

だスキーパトロールの育成が急務となっています。 

また，（ 安全への高い意識 ）を持ったスキー指導者の育成も重要となってきています。また，関係

団体や全国のスキー場事業者との（ 連携強化 ），合わせてルールやマナーの 

（ 啓蒙活動の推進 ）など，組織的，横断的な活動を見直していくことが求められています。 

 

 

問 ３ 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） 

オフィシャルブック規約規程抜粋 pp.109-110 

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。 
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問 ４ スキーヤーの基本的注意義務のうち，スキーヤーがスキー場を滑る際に最も大切な 4 項目につ

いて説明しなさい。 

10点 

安全編 pp.34-35 

【予見】 

2点 

危険を予測すること 

【結果回避】 

2点 

危険に遭わないよう回避行動を取ること 

【前方注視】 

3点 

 

予測を働かせるには，スキーヤーは滑走中つねに前方注視し，その視界

の及ぶ範囲内で行動する必要がある 

【スピードとスキー

のコントロール】 

3点 

いつでも止まったり曲がったりして危険回避できるよう，スピードを

コントロールする 

 

 

 

問 ５ 冬の気象に関する語句について説明しなさい。 

10点（5点×2） 

安全編 pp.107-108 

西高東低 

 

シベリア付近に高気圧，千島列島付近に低気圧がある西高東低の気圧配置です。シ

ベリアの高気圧は，地表面が冷やされて形成され，この高気圧から低気圧に向かっ

て北西の季節風が吹き込みます。そのため，季節風が強く吹くときは，日本海側は

雪，太平洋側は晴れて乾燥することが多くなります。 

 

 

 

二つ玉低気圧

（晩冬～春） 

 

複数の低気圧が日本を挟むように発達しながら，東に進む気圧配置です。広い範囲

で風が強く，大気の状態が不安定となるため雷をともなった雪や雨となり，山岳地

域では全層や表層雪崩の可能性があります。春先においてもっとも注意しなければ

ならない気圧配置です。 
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問 ６ BLS の手順について正しいものに〇，誤っているものに×を記しなさい。  10 点（1 点×10） 

安全編 pp.124-126 

× 傷病者に反応がなく，呼吸がないか異常な呼吸（死戦期呼吸）が認められる場合，あるいはその判断に自信が持

てない場合は心停止と判断し，ただちに人工呼吸を開始します。 

× 胸骨圧迫の部位・深さ・テンポ胸骨圧迫の部位は，胸骨の下半分とし，胸が約 5cm沈むように圧迫し，１分間あ

たり 75～90回のテンポで圧迫します。 

〇 毎回の胸骨圧迫の後には，胸を完全に元の位置に戻します。 

〇 人工呼吸や電気ショックを行うときに胸骨圧迫を中断するのはやむを得ませんが，これらの場合でも胸骨圧迫の

中断は最小にすべきです。 

× 疲労による胸骨圧迫の質の低下を最小とするために，救助者が複数いる場合には，2～3分ごとを目安に胸骨圧迫

の役割を交代します。 

× 胸骨圧迫と人工呼吸を 30：1の比で行います。 

× １回換気量の目安は人工呼吸によって傷病者の胸の上がりを確認できる程度とし，送気（呼気吹き込み）は約２

秒かけて行います。 

〇 右前胸部と左側胸部に電極パッドを貼付します。 

〇 小児用パッドがない場合には，成人用パッドで代用します。 

〇 BLS を中断してよいのは，救急隊など二次救命処置（ALS）を行うことができる救助者に引き継いだとき，明ら

かに ROSCと判断できる反応が出現したとき，救助者の生命に関わる危険が生じたときに限られる。 

 

 

問 ７ スノースポーツ外傷・障害に関する文章である。(  )を適当な語句で埋めなさい。 

20点（1点×20） 

安全編 pp.127-134 

(1) 頭部外傷で，痛み・（ 意識障害 ）・（ 上下肢の麻痺 ）症状等があれば，上顎骨・頭蓋骨・鼻骨骨

折などや，急性硬膜下血腫・（ くも膜下出血 ）・硬膜外血腫などの懸念があります。 

(2) （ 脳震盪 ）を繰り返すと重症化し回復も遅れ，生命への危険もあります。初期診断・初期対応が

非常に重要です。 

(3) 肩関節脱臼は，雪面に突いたストックが抜けず，上肢が（ 外旋 ）し後方に引かれて（ 前方 ）

へ脱臼し，転倒した際の外力により脱臼します。 

(4) 橈骨（ 遠位端骨折 ）は，手から転倒した際に受傷し，手関節の疼痛・変形・レントゲンから診断

がつきます。 

(5) 頸椎・頸髄損傷は，ジャンプの着地失敗や転倒による頭部強打，または立ち木等に直接強打して受傷

し，頭痛・頸部痛に加え上下肢の麻痺（ 知覚・運動障害 ）がある場合が多く，意識障害や 

（ 上位頸髄損傷 ）の場合は呼吸が止まり致命傷となります。 

(6) 膝前十字靭帯（ACL）損傷の受傷機転には，A)初心者：（ Phantom foot ），②ボーゲンで尻餅をつ

き膝が（ 外反・内旋 ），③スキーの先が雪面に引っかかり膝が（ 外反・外旋 ），B）ジャンプ着

時失敗による，大腿四頭筋の（ 脛骨前方引き出し ）及びブーツ後方の脛骨前方押し出し，C)カー

ビングスキーの（ セルフステアリング効果 ）による受傷があります。 

(7) （ 半月板 ）は荷重分担のクッションの役割と，膝の（ 安定性 ）に関わる役割を担っており，

過度な力が加わり，（ 内側側副靭帯 ）や ACLと同時に損傷する場合が多い。 

(8) （ 脛骨高原骨折 ）は，カービングスキーの発達で ACL損傷と似たような機序で，ひねりと 

（ 外反 ）と（ 軸圧 ）がかかり，関節面が陥凹する骨折で，特に中高年に多く見られます。 
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問 ８ バックカントリーの基本的な行動原則に関する文章で，正しい場合は〇，誤っている場合は×を

（  ）に記しなさい。 

10点（1点×10） 

安全編 p.141 

（ × ）雪崩地形のなかや下部を通過する場合は，かならず複数で行動する。 

（ 〇 ）風が強いと体温と体力が奪われるので，安全で風の弱いところを見つけ行動する 

（ × ）視界がきかないときは，一刻を争い視界が開ける場所に移動する。 

（ × ）滑走前にかならず目視できる範囲内に安全地帯を見つけ，そこを早く通過する。 

（ 〇 ）林道の横移動は滑走よりも遅くなるので，周辺からの雪崩や落石などに注意する。 

（ 〇 ）木の周りにはツリーホールがある可能性があるので，わざわざ木の近くは滑らない。 

（ × ）不安定性要素が高い場合は，その斜面をできるだけ早く滑り降りる。 

（ 〇 ）クラックを見つけたら絶対に避ける（見えている以上に大きく裂けている可能性がある）。 

（ × ）斜面に入って滑るのはかならず複数で滑り，残っている人は滑走者から目を離さない。 

（ 〇 ）安全地帯に到着した人は，雪面の状況を上部にいるメンバーにフィードバックする。 

 

 

問 ９ 雪崩事故を避けるための安全行動に関する下記項目について説明しなさい。 

10点 

安全編 p.154 

登高は安全な 

ルートを選ぶ 

傾斜の緩やかなところや尾根、密な樹林など安全なルートで登ります。傾斜が強く

危険要素のある場所を選ぶと、登行は時間を要するため、長時間、危険にさらされ

ることになります。 

間隔をあけて 

移動する 

 地形の規模と積雪の状態に合わせた適切な間隔をつねにあけるようにします。危

険にさらされる人数を減らせば、もし事故が起きたとしても被害を軽減できます。 

安全地帯から 

安全地帯へ 

雪崩の危険にさらされない安全な場所を探し、そこを利用しながら移動します。雪

崩の危険にさらされる場所を行動するときは、仲間が安全地帯に移動するまで注視

します。 

休憩は 

雪崩地形を外す 

 休憩など、ある場所に停滞する際は、かならず雪崩地形を外します。自分より上

方にある発生区の存在をつねに考えるように。 

滑る時は 

一人ずつ 

 危険にさらされる人数を最少にします。また、滑走する前に再集合する安全な場

所を決めておき、滑走者をつねに見守るように。 

地形の罠を 

避ける 

 小さな雪崩でも危険度が格段に上がる地形の罠が斜面の先にないか確認します。

崖、深い谷、漏斗状の地形、あるいは岩や樹林といった障害物などです。 

 


