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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） 

2018年度オフィシャルブック規約・規程抜粋 pp.77-79 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 pp.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） 

2018年度オフィシャルブック規約規程抜粋 pp.116-117 

第７条 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)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（ ２ ）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８条 スキーパトロールが，公認スキーパトロール研修会を（ ２ ）年続けて未修了の場合は，スキ

ーパトロールの資格を停止する。資格停止中の者は、スキーパトロールとして活動ができない。 

 

第９条 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 スキーおよびスノーボードの死亡事故態様について述べた文章で，正しいものに○，誤っている

ものに×をしないさい。 

10点（1点×10） 

安全編 pp.19 

（○）立木との衝突によって頭部，頸部，胸部などに強い衝撃を受けて致命傷にいたる。 
（×）立木衝突が多発するコース脇は，吹き溜り・荒踏み等により，バランスを保ちやすい。 
（○）滑走者が自身で周囲をよく見渡し，スピードコントロールして滑ることが大切である。 
（×）スキーヤー同士の衝突，スキーヤー対スノーボーダー衝突がほぼ同数発生しており， 

スノーボーダー同士の衝突はそれらに比べると多い。 
（×）高齢者は，危険回避に必要な視力・反応・平衡・筋力が加齢とともに向上する。 
（○）スノーボーダーは転倒時，雪面に頭部を激しく打ちつけ致命傷にいたる例が目立つ。 
（○）初心者・初級者のスノーボーダーに，緩斜面での逆エッジ転倒が多い。 
（○）事故の未然防止には，ヘルメットやプロテクターの着用が推奨される。 
（×）コース脇への転落や衝突による頭部や全身打撲を防ぐため，滑走にあたっては 

ネット・ロープ等に近づいて滑る。 
（○）ジャンプ・着地失敗による事故が減少した一方，深雪・新雪にはまる事故が 

増加している。 
 

 

問 ５ スノースポーツ安全基準（全国スキー安全対策協議会）に定める，スキーヤーの禁止行為を 5つ

あげなさい。                                                                   5点（1点×5） 

安全編 pp.39 

① コース外を滑走すること 
② 閉鎖中のコースに立ち入ったり，滑走したりすること 
③  立木・リフト支柱・人工降雪設備・ネット・ロープ・マットなどの間近を滑走すること 
④  他のスキーヤーの間近を滑走すること 
⑤ 他のスキーヤーの滑走を妨げること 
⑥ 圧雪車(ゲレンデ整備車)を含む全ての雪上車両に近づくこと 
⑦  リフトの運行を妨げること 
⑧  飲酒や薬物等の影響により，心身が正常でない状態で滑走すること 
⑨ 長時間コース内で立ち止まったり座り込んだりすること 
⑩ その他，これらに類する行為 
 
 
問 ６ コース管理について述べた文章で，（  ）に適当な語句を埋めなさい。     10点（1点×10） 

安全編 pp.70-71 

 スキー場には，人工構造物〈（ 建物 ）・（ リフト支柱 ）・（ 造雪機等 ）〉と，人工構造物以外

〈（ 樹木 ）・（ 雪の塊等 ）〉の障害物があり，この障害物への対策や表示方法について安全基準では

「スキーヤーが通常の視界条件のもとで（ 30m ）手前から（ 視認 ）しにくい障害物があるときは，

コース内またはコースに隣接する箇所に（ 危険 ）（ SLOW ） 

（ SPEED DOWN ）などの表示をして，スキーヤーに注意をうながさなければならない」とあります。 
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問 ７ 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。    5点（1点×5） 

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。 

× 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。 

〇 右前胸部と左側胸部に電極パッドを貼付します。 

 

 

問 ８ 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 ９ 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 pp.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 １０ 雪崩の危険関する文章です。（ ）を適当な語句で埋めなさい。 

10点（1点×10） 

安全編 pp.150 

雪崩リスクは，雪崩という危険要因（ 雪崩ハザード ）に，人がさらされると（ 曝露と脆弱性 ）

生じるので，地形を慎重に選び雪崩危険要因にさらされなければリスクは生じません。 

雪崩ハザードは，（ 破壊の規模 ）と（ 誘発の可能性 ）で定義されます。 

 国内外を問わず雪崩事故のほとんどは，（ 遭遇者 ）あるいは仲間が誘発した雪崩によって起きてい

ます。これらは，雪崩ハザードが（ 中程度 ）のときに起きており，当事者の雪崩に関する 

（ 知識の欠如 ）というよりも，（ 状況認知 ）の誤り，あるいは（ 意思決定のミス ）によるも

ので，その背景には（ 人的要因 ）が潜んでいます。 

 

 


