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第 49回 JSPA総会は 2020年 9月４日に長野県茅野市、会員制リゾートホテル「エクシブ蓼科」で開催予

定でしたが、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況に鑑み，対面での開催を断念し，書面総会とさせ

ていただきました。何とぞご理解のほどよろしくお願い申しあげます。 

 また，本総会開催にむけ多大なるご尽力をいただいた，長野県関係者の皆様には、深くお詫び申しあげま

す。 

書面決議の結果、以下第 1～8号議案のすべてが承認されました。 

 第 1号議案 2020年度事業報告 

 第 2号議案 2020年度決算報告 

 第 3号議案 2020年度監査報告 

 第 4号議案 規約改定 

 第 5号議案 内規改定 

 第 6号議案 2021年度事業 

 第 7号議案 2021年度予算 

 第 8号議案 2020－2021一部役員改選 

 

 
次回は第 50 回の節目の総会です。一戸繁輝前会長（会長 7 期 14 年在任，青森県所属）から「皆様の御参

加を心より、お待ちしております」とのお言葉をいただいています。ご家族・ご友人をお誘いあわせの上、是

非参加いただきたく、日程、会場をお知らせします。 

詳細は次回パトロールニュースにてお知らせいたします。 

 

 
  

次回総会（第 50回）のお知らせ 

 

開催日：2021年 7月 10日（土）～11日（日） 

場 所：青森県青森市「浅虫温泉 南部屋 海扇閣」 

住 所：青森県青森市浅虫蛍谷 31 

 

第 49回総会報告と第 50回総会のお知らせ 
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【2020年度事業報告】 
事業行事名 期日 場所・内容 

地区幹事会 2019/ 8/31 北海道・定山渓ビューホテル 

総会 2019/ 8/31 北海道・定山渓ビューホテル 

第 1回理事会 2019/ 8/31 北海道・定山渓ビューホテル 

会報発行 2019/12/15 パトロールニュース 78号発行 

SAJ スキーパトロール検定会 2020/ 2/28-3/1 第 1会場︓北海道・ルスツリゾート（中止） 
第 2会場︓福井県・九頭竜スキー場（中止） 

SAJ スキーパトロール総会・研修会 2020/ 3/21-22 
2020/ 2/22-23 

東日本会場︓山形県・蔵王温泉スキー場（中止） 
西日本会場︓石川県・白山セイモアスキー場 

会報発行 2020/ 7/ 1 パトロールニュース 79号発行 

常任理事会 2020/ 6/20 仙台市 丘のホテル 

業務・会計監査 2020/ 6/21 仙台市 丘のホテル 

第 2回理事会 2020/ 8/30 オンライン会議 

支部活動 年  間 各支部 

物品販売 年  間 ネームプレート・ピンバッチ・ステッカー・名刺 

ホームページ 年  間 訪問者数︓181,885人（年間 18,633人） 

会員数充実 年  間 新規入会︓2名 再入会︓12名 

【2021年度事業計画】 
事業行事名 期日 場所・内容 

地区幹事会 2020/ 9/ 4 書面 

総会 2020/ 9/ 4 書面 

第 1回理事会 2020/ 9/ 4 オンライン会議 

会報発行 2020/12/15 パトロールニュース 80号発行 

SAJ スキーパトロール検定会 2021/ 2/26-28 第 1会場︓北海道・ルスツリゾート 
第 2会場︓福井県・九頭竜スキー場 

SAJ スキーパトロール研修会 
2021/ 3/20-21 
2021/ 2/20-21 

東日本会場︓山形県・蔵王温泉スキー場 
西日本会場︓兵庫県・ハチ高原スキー場 

会報発行 2021/ 5下旬 パトロールニュース 81号発行 

常任理事会 2021/ 5/14 仙台市 丘のホテル 

業務・会計監査 2021/ 5/15 仙台市 丘のホテル 

第 2回理事会 2021/ 7/10 青森県・青森市 南部屋 海扇閣 

支部活動 年  間 各支部 

物品販売 年  間 物販内容の充実・サービスの拡充 

ホームページ 年  間 サイトの充実 

会員数充実 年  間 事務局 
  

2020年度事業報告・2021年度事業計画 



-3- 

 

【収入の部】 (2020年 6月 1日～2021年 6月 30日 13 か月） 
科目 2020年度決算 2021年度予算 適用 

入会金 14,000 50,000 新規、再入会 
年会費 545,000 600,000 年会費、終身会費 
物品販売収入 31,500 50,000 ネームプレート、ステッカー、バッチ、名刺 
雑収入 117,002 786  
特別積立金より 0 0  
繰越金 875,868 328,214 前年度より繰越 

合計 1,583,370 1,029,000  

【支出の部】 (2020年 6月 1日～2021年 6月 30日 13 か月） 
科目 2020年度決算 2021年度予算 適用 

事務局費 102,593 100,000 事務消耗品、インターネット経費等 
通信連絡費 348,575 350,000 切手、葉書、郵便料金 
会議費 339,000 340,000 理事会、各種会議 
交通費 0 80,000 各種行事  
印刷費 264,988 100,000 会報、封筒 
物品作製費 0 50,000 オフィシャル商品 
協賛金 0 0  
積立金 200,000 0  
予備費 0 9,000  
      

小計 1,255,156 1,029,000  
次期繰越金 328,214 0 次年度へ繰越 

合計 1,583,370 1,029,000  

特別積立金会計  
【収入の部】 (2020年 6月 1日～2021年 6月 30日 13 か月） 

科目 2020年度決算 2021年度予算 適用 
繰越金 600,000 800,000 前年度より繰越（定額） 
積立金 200,000 0  
雑収入 0 0  

合計 800,000 800,000  

【支出の部】 
科目 2020年度決算 2021年度予算 適用 

一般会計へ 0 0  
次期繰越金 800,000 800,000 次年度へ繰越 

合計 800,000 800,000  
次期繰越金 800,000円  内訳（郵便定額貯金 800,000円）  

2020年度決算報告・2021年度予算 
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日本スキーパトロール協議会規約 

日本スキーパトロール協議会規約 
 

第 1 章  総    則 
 
（名   称） 
第1条 本会は、日本スキーパトロール協議会という。 
(欧文でJapan Ski Patrol Associationとし、略称"JSPA"（「ジャスパ」と読む）を用いる) 
（目   的） 
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、公益財団法人全日本スキー連盟（以下SAJ）の安全対策事業

に積極的な理解と協力に努め、スキー傷害の防止と安全対策の普及振興に寄与することを目的とする。 
（事 務 局） 
第3条 本会に事務局を置く。事務局所在地は、会計委員長の居住地とする。 

2 事務局の組織及び運営に関する事項は、別に定める。 
（事   業） 
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

（1）会員相互の親睦並びにパトロール技術、知識の向上に関すること。 
（2）SAJの安全対策事業への協力に関すること。 
（3）会報作成並びにネームプレート等の作製に関すること。 
（4）前各号に掲げるもののほか本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。 

 
第 2 章  組    織 

 
（会   員） 
第5条 本会の会員は、SAJ公認スキーパトロール又はドクターパトロールの有資格者であって、本会の趣旨に賛同し、

別に定める入会金及び年会費を納入した者。 
2 前項以外で、医療関係の有資格者、赤十字関連の有資格者、各都道府県スキー連盟が認定したパトロール
（通称県パト）及び元公認パトロール等、雪上安全に関心があり、本会の趣旨に賛同し、別に定める入会金及
び年会費を納入した者。 

（賛助会員） 
3 本会の趣旨に賛同し、本会の目的達成のために協力することを希望し、別に定める入会金及び協賛金を納入し
た個人、法人及び団体を賛助会員とする。賛助会員の権利、義務は会員のそれに準ずる 

4 年会費を続けて3年間未納となった場合は退会とみなすことができる。 
（終身会員） 
第6条 第5条で定める個人会員で６０歳以上の者が別に定める終身会費を納入した者。 
 
 
（役   員） 
第7条 本会に、次の役員を置く。 

（1）会 長 1名 
（2）副 会 長 若干名 
（3）理 事 長 1名 
（4）副 理 事 長 1名 
（5）理 事（常任理事を含む） 若干名 
（6）事 務 局 長（常任理事） 1名 
（7）会計委員長（常任理事） 1名 
（8）監 事 2名 
（9）地 区 幹 事 若干名 

2 役員改選期における次期会長は、役員改選期における現理事会の推薦により、総会において承認する。 
3 副会長、理事長、副理事長、理事、常任理事、事務局長、会計委員長及び監事は、会長が指名し、総会の
承認を受ける。 
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4 地区幹事は、各地区会員の推薦により、会長が任命する。 
（任   期） 
第8条 役員の任期は、2年とする。 

2 役員は再任をさまたげない。 
3 役員に欠員を生じた場合は、次期総会において補欠役員を承認し、その任期は前任者の任期の残余期間とす
る。 

（任   務） 
第9条 会長は、本会を代表し会務を総括する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。 
3 理事長は、理事会、常任理事会、地区幹事会を統括し、会務を処理する。 
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その任務を代行する。 
5 事務局長は理事長の命により本会の事務を処理する。 
6 理事は、理事会を構成し、会務を処理する。 
7 常任理事は、常任理事会を構成し、理事会の決定に従い会務を処理する。 
8 会計委員長は、本会の会計処理を担当する。 
9 監事は、本会の業務並びに会計を監査する。 
10 地区幹事は、都道府県会員の代表として本会の業務遂行に協力する。 

（名誉顧問、顧問、アドバイザー、参与、会友） 
第10条 本会に、名誉顧問、顧問、アドバイザー、参与及び会友を置くことができる。 

2 名誉顧問は、SAJ安全対策担当理事及びSAJ安全対策部専門委員より選任し、会長が委嘱する。 
3 顧問は、本会に対する特別な功労者及び会長経験者から理事会で推薦し、会長が委嘱する。顧問は、会長及
び理事会の諮問に応ずる。 

4 アドバイザーは、名誉顧問またはSAJ安全対策部専門委員経験者で、本会に対して特別な功労があった者を理
事会で推薦し、会長が委嘱する。アドバイザーは会長及び理事会の諮問に応ずる。 

5 参与は、本会に対する功労者及び学識経験者を理事会で推薦し、会長が委嘱する。参与は理事会の諮問に応
ずる。 

6 会友は、役員（地区幹事を除く）及び事務局経験者を理事会で推薦し、会長が委嘱する。会友は、地区幹事と
連携しブロック及び地区の発展に寄与すると共に理事会の諮問に応ずる。 

 
第 3 章  会    議 

 
（会議の種類） 
第11条 本会の会議は、次のとおりとする。 

（1）総   会 
（2）常任理事会 
（3）理 事 会 
（4）地区幹事会 

2 総会、理事会においては議事録を作成し、出席者の過半数以上から指名された議事録署名人2名が署名し、事
務局に保管する。 

（総   会） 
第12条 総会は、本会の最高決議機関であり、毎年1回以上会長が必要に応じ招集し、議長は出席会員の中から

選出する。 
2 総会において議決する事項は、次のとおりとする。 

（1）事業計画及び事業報告並びに予算及び決算の承認に関すること 
（2）役員の任免に関すること 
（3）本規約の改訂に関すること 
（4）理事会における決議事項の承認、その他必要な事項に関すること 

3 総会の議事は、委任状を含む出席会員の過半数でこれを決し、賛否同数のときは、議長が決定する。 
（理 事 会） 
第13条 理事会は、会長、副会長、理事、常任理事で構成する。必要により会長の認めた者を加えることができる。 

2 理事会は、会長が随時招集し、理事長が議長となる。 
3 理事会において処理する事項は、次のとおりとする。 
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（1）総会への提案事項 
（2）規約の改廃案の決議 
（3）内規の改廃 
（4）会員の入退会の承認 
（5）会長の推薦 
（6）その他理事長が必要と認めた事項 

4 理事会は、随時招集することができる。 
5 議事は理事会構成員の3分の2以上の賛成で決する。 

（常任理事会） 
第14条 常任理事会は、会長、理事長、事務局長、常任理事をもって構成し、必要により副会長を加えることとする。 

2 常任理事会は、会長が招集し、理事長が議長となる。 
3 常任理事会において処理する事項は、次のとおりとする。 
（1）総会、理事会の決議事項の処理 
（2）その他、本会の運営に関し会長が必要と認めた事項の処理 

 
（地区幹事会） 
第15条 地区幹事会は、会長、理事長、事務局長、会計委員長及び地区幹事で構成する。 

2 地区幹事会は、会長が招集し、理事長が議長となる。 
3 地区幹事会において処理する事項は、次のとおりとする。 
（1）理事長、事務局長、会計委員長からの要望、各地区からの提案、報告の処理 
（2）その他本会の目的を達成するために必要な事項に関する事務の処理 

4 地区幹事会が開催できない場合は、文書により要望、提案、報告を行い、審議にかえることができる。 
5 地区、ブロックに関する事項は別に定める。 

 
第 4 章  会    計 

 
（経   費） 
第16条 本会の経費は、入会金、年会費、協賛金、終身会費、寄付金その他の収入をもってあてる。 
（資産の管理） 
第17条 本会の資産は、会長が管理する。 
（会計年度） 
第18条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。 
 
第 5 章  補    則 
 
（解   散） 
第19条 本会は、会員現在数の3分の2以上の同意がなければ解散することはできない。 
 

附  則 
施行 昭和 46年 7月 4日 
改訂 昭和 52年 4月 28日 
改訂 昭和 54年 6月 23日 
改訂 昭和 62年 9月 12日 
改訂 昭和 63年 5月 21日 
改訂 平成 7年 9月 23日 
改訂 平成 9年 10月 18日 
改訂 平成 10年 9月 6日 
改訂 平成 11年 9月 4日 
改訂 平成 15年 7月 12日 
改訂 平成 27年 7月 11日 
改訂 平成 29年 8月 26日 
改訂 2020年  9月 4日 
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日本スキーパトロール協議会内規 
 (趣旨) 
第 1条 本内規は日本スキーパトロール協議会規約に基づき、その運営について必要な事項を定める。 
(事務局) 
第 2条 規約第 3条第 1項に定める事務局の所在地を以下とする。 

   〒030-0921 青森県青森市原別 1-6-8 白取裕士 方 
2 規約第 3条第 2項に定める本会の事務局の組織及び運営に関する事項は、次のとおりとする。 

(1) 事務局に総務委員、会計委員、広報委員及び HP委員を置く 
(2) 事務局は理事長が統括し、規約第 4条各号に掲げる事務の処理を行う 
(3) 事務局の業務の報告は、理事会において行うものとする 
(4) 事務局は事業を遂行するために、旅費等支払い基準規定を別に定める 

 (入会金及び年会費) 
第 3条 規約第 5条及び第 6条に定める入会金、年会費、協賛金及び終身会費は、次のとおりとする。 

(1) 入会金 1,000円 
(2) 年会費 1,000円 
(3) 協賛金年額 個人︓ 1,000円 

 団体及び法人︓ 一口 10,000円 口数は問わない 
(4) 終身会費 10,000円 

2 入会金は、JSPA 入会届フォームの送信又は入会申込書(別紙様式 1 又は別紙様式 2)の提出に合わせ、指定口座への払込
又は現金で納入する。 

3 年会費の納入は原則として 3年分まとめて前納するものとする。 
4  名誉顧問、顧問、アドバイザー、参与の会費はこれを徴収しない。 

(副会長、理事、地区幹事) 
第 4条 規約第 7条第 1項第 2号、第 5号及び第 9号に定める副会長、理事、地区幹事の定数は、それぞれ次のとおりとする。 

(1) 副会長  6名以内 
(2) 理事(常任理事を含む) 12名以内 
(3) 地区幹事 各都道府県 1名 

(地区及び支部) 
第 5条 第 4条第 3号及び規約第 15条第 5項に定める地区は都道府県単位とする。 

2 各地区に支部を設ける。 
3 各支部は本会の目的達成のため、本会の円滑な運営に協力するものとする。 

(ブロック) 
第 6条 規約第 15条第 5項のブロック及びそこに属する地区は以下のとおりとする。 

(1) 北海道ブロック 
北海道 

(2) 東北ブロック 
青森県､岩手県､宮城県､秋田県､山形県､福島県 

(3) 信越ブロック 
新潟県､山梨県､長野県 

(4) 関東ブロック 
茨城県､栃木県､群馬県､埼玉県､千葉県､東京都､神奈川県 

(5) 東海ブロック 
岐阜県､静岡県､愛知県､三重県 

(6) 北陸ブロック 
富山県､石川県､福井県 

(7) 近畿、中国ブロック 
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、 
岡山県、広島県、山口県 

(8) 四国、九州、沖縄ブロック 
徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

2 ブロックに属する地区はブロック会議の開催等を通じて連携し、地区の提案、要望等を取りまとめて本会に提示することにより、本
会の目的達成及び事業の円滑な運営に寄与する。 

(本内規の改廃) 
第 7条 本内規の改廃は、理事会において出席役員の過半数の賛同により決議する。 
 

附    則 
昭和 62年 9月 12日 施行 
昭和 63年 5月 21日 改訂 
平成 7年 9月 23日 改訂 
平成 9年 10月 18日 改訂 
平成 10年 9月 6日 改訂 
平成 15年 7月 12日 改訂 
平成 27年 7月 11日 改訂 
平成 29年 8月 26日 改訂 
2020年  9月 4日 改訂 
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全国安全対策委員長会議報告 
 

11 月 1 日、2021 全国安全対策委員長会議が開催され、公益財団法人全日本スキー連盟（SAJ）理事、教育
本部安全対策パトロール部専門委員、加盟団体安全対策委員長ら 34 人が集まりました。今回は COVID-19 感染
拡大防止のため、初めてオンラインで開催され、遠藤 正 JSPA会長もオブザーバーで参加しました。 
まず上杉一哲 SAJ 安全対策パトロール部安全対策委員長の開会宣言、富樫泰一 教育本部理事（JSPA 理事

長）の SAJ 教育本部が安全なスノースポーツの普及・発展に一層強力に取り組む姿勢を表明するとともにウィズ・コロナ
時代の各種事業の円滑な運営への協力を求める挨拶がありました。続いて例年のように議事が進みましたが、本年は、や
はり、各行事での COVID-19 対策について、活発な意見交換があり、最後に秋元洋一 前委員長の閉会宣言で幕を
下ろしました。  
昨年度は SAJ の検定会や各加盟団体の行事が軒並み中止になった中で、受検者、受講者の増加を図り、予算削

減に対応する様々な工夫も紹介されました。宮城県や福島県では指導者研修会の中でけが人が出た場合の処置方法
を指導したり、パトロール活動を紹介したりしたこと、愛知県をはじめとしてブロックで養成講習を実施していることや、東京
都と神奈川県とが養成講習会、研修会を協働して開催すること、長野県、広島県では県認定パトロール研修会の内容
を工夫したことなどが紹介されました。また、人手不足への対応として、パトロール資格の充実や、富山県でのスキー場従
業員全員の救急員資格取得を依頼する活動が話題に上りました。JSPAからは検定会場での勧誘活動への協力への謝
意表明、SAJ 安全対策事業への協力、スキー傷害の防止への寄与などの活動紹介、来年の第 50 回の節目の総会へ
の勧誘を行いました。  

 
議事・報告の中から会員の皆様に関係する内容を中心にお知らせします。 
§公認スキーパトロール研修会予定 
  全国スキーパトロール総会、東日本会場併催 2021年 3月 20～21日 蔵王温泉スキー場 
  公認スキーパトロール研修会西日本会場 2021年 2月 20～21日 ハチ高原スキー場 
COVID-19 拡大による事業中止やスキー場等の営業中止により、雪上活動がままならない中で、2021 年度も事業

再開に向け、指導者が心掛ける安全対策の啓発、事故防止、スキーパトロールの技術の再確認、インバウンドへの対応
について、内容を継続しながら、課題とした。  

§公認スキーパトロール検定会 
 2021年 2 月 26 日～29 日、第１会場︓北海道・ルスツリゾート、第２会場︓福井県・九頭竜スキー場 
 2020年度特別措置（必ず 「資格検定受検者のために」等の公式情報を確認ください） 

 2020年度修了の養成講習修了証は 4年有効とする。受検申請時に「2020特別措置」チケットで申し込む。 
 日本赤十字社救急員認定証がなくとも受検できるが、2021年 5月末までに認定証を取得して SAJ提示しなけ

れば認定されない。（認定証所持者は、受検申請時に PDF ファイルでアップロードする。） 
 COVID-19対策 

 宿舎は基本的に各自手配とする。希望があれば、現地連絡先から宿舎を紹介する。 
 規程どおりの検定種目について検定するが、室内については感染拡大防止対策を取って実施する。 
 特例措置を受け、DVD に収録されている全種目を事前に学習することが求められる。 
 具体的な検定方法等については、SAJ安全対策パトロール部サイトに掲載予定の動画を参照する。 

（http://snowsafety.info/?page_id=172 COVID-19対策三角巾種目動画） 
 合格時に会場で「合格証」が交付され、7月末までにシクミネットで公認料、登録料を支払うと公認される。 

 
各加盟団体報告 
各委員長からの提出資料にそった説明及び日本スキーパトロール連絡協議会の報告があった。 
また、アドバイザーから、FIS との連絡の中で、COVID-19 対策として人を集めた大会等については注意するように話が

あった、など、機会があれば情報共有する旨提案があった。 
 
 

http://snowsafety.info/?page_id=172
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●北海道 
北海道からの公認スキーパトロール受検予定者 17人、公認スキーパトロール検定会受検予定者 26人。 
北海道の技術選手権大会、全日本のジュニアの大会には、専門委員をチーフに必ず大会のサポートに当たることを主

眼において、安全対策部とスキー担当の者とが一緒に活動するよう心掛けている。 
●青森県 
雪不足に始まり、コロナで終わった。 
受検予定者は県認定パトロール受検予定者 6人、公認スキーパトロール受検予定者 5人。 
2020年度の公認スキーパトロール検定受検予定者のうち 2人が、今シーズンも受検できない。 

●宮城県 
2019年度の活動について報告する。 
指導者研修会の中で、研修会の際にけが人が出た場合の処置方法をスキー技術員に指導し、安全対策への理解を

深めてもらった。公認スキーパトロール受検者が増加したが、その成果と考えている。 
●秋田県 
八幡平で研修会を開催した。雪不足だったが標高が高いスキー場だったので豪雪に見舞われるほどで、良い研修会にな

った。 
今年度は 12月に田沢湖スキー場で開催する予定。 

●山形県 
毎年同様に活動している。 
２月頃まではインバウンドが入り、蔵王では翻訳機が活躍したシーズンだったが、３月に入ってパタリと来なくなった。 

●福島県 
近年技術員や指導者の講習中のけがが多いので、指導者研修会で時間を取ってパトロールの活動を周知し、公認ス

キーパトロール受検者増を図っている。 
●茨城県 

COVID-19感染拡大に対し、各種事業で感染予防実施や事業中止等で対応した。 
今シーズンは、SAJ のガイドラインが出たので、それに基づいて感染防止に努める。 

●栃木県 
公認スキーパトロール受検者はいなかった。 
今シーズンは、栃木始まって以来初の５～６人の受検が見込まれている。 

●群馬県 
宝台樹で研修会を開催した。 
救急法では利根沼田広域消防本部から２名の講師を招き、現場の経験を生かした心肺蘇生法の指導を受け、雪研

修では全員でアキヤ練習を行った。また宝台樹スキー場の中島隊長から現地での安全対策、過去の事故現場の説明、
小雪対策の説明を受けた。 
●埼玉県 
公認スキーパトロール受検者の講習が主。受検者 3人を予定していたが、今シーズンは 2人が受検予定。 
研修会参加者を集めたい。また、教育本部事業へパトロールを派遣していきたい。 

●東京都 
公認スキーパトロール受検予定者 6人。今年度も受検することを願っている。研修会受講者は約 20人。 
加盟団体安全対策担当者講習会を全加盟団体に向けて開催している。来年度からは、この講習会を受講しないと行

事を開催できないこととし、全クラブに対して安全対策の啓発を行う。 
また、教育部、競技部の各行事にパトロールを派遣している。 

●神奈川県 
通常どおりの活動を行った。公認スキーパトロール受検者がいなかったが、今シーズンは早めに勧誘し、何人か受検しそう

な状況。今シーズンから東京都と協働し、南関東ブロックとして養成講習会、研修会を合同で開催することによって、受検
者・受講者の確保、予算の削減を図る。 
受検生のけがが多く見られるので、事故防止にむけ、講師への啓発を進めている。 
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●山梨県 
コロナ対策は、シーズンの終わり頃に行った。 
公認スキーパトロール受検予定者 1人。今シーズンも受検する予定。 

●長野県 
雪不足に悩まされたが、県認定パトロールの行事は予定通り開催した。受検者は減少してしまった。 
公認スキーパトロール受検予定者はいなかった。研修会は県認定パトロールの研修と併催し、JPTEC スタッフによるファ

ーストレスポンダーコースを受講した。 
●新潟県 
年々公認スキーパトロール受検者が減少している。スキー場は多いので、受検者を増やすよう努力する。 

●富山県 
公認スキーパトロール受検者が減少しているので、増やすよう努力する。 
スキー場でもパトロールとして働く人が少なくなってきているので、従業員に最低でも日赤の救急員認定を取らせるよう

に、スキー場に依頼しようと考えている。 
●石川県 
西日本研修会を開催した。雪不足と COVID-19 とで参加しにくい状況の中で多くの参加者を得た。 

●愛知県 
日赤救急員養成は、県内では日程が合わず、福井県に赴いて実施した。 
養成講習会はブロックで開催している。養成は他県に赴いて行うことが多いが、他県の受検者と共に練習している。公

認スキーパトロール受検者は４人の予定。 
研修会は西日本会場が石川県だったので、数名が西日本会場で受講した。 

●岐阜県 
公認スキーパトロール受検予定者 4人が今シーズンも受検する見込み。 

●滋賀県 
（音声がつながらず割愛） 

●京都府 
安全対策行事は行っていない。 
安全委員会としてアイスパック、三角巾等の用具を行事に出せるように維持している。 
数年来公認スキーパトロール受検者がいないので、増やしていきたい。 

●兵庫県 
指導者養成講習会に講師を派遣した。 
指導者研修会の講師派遣および研修会を予定していたが、COVID-19 の影響で中止になった。 
今シーズンは研修会西日本会場の開催に協力する。 

●広島県 
県認定パトロール研修会の内容を、今回からまったく別の、公認スキーパトロール研修会のようなバックボード固定やロー

プレスキューを取り入れたメニューにしたが、参加者は増えない。 
近県では珍しい、ゴンドラのあるスキー場 2 カ所や県内の大小のスキー場が閉鎖され、既存のスキー場にスキー客が集

中する結果、今シーズンはけがが増えるのではないかと心配している。 
●日本スキーパトロール協議会（JSPA） 

JSPA の規約にある目的には、SAJ の安全対策事業に協力し、スキー傷害の防止に寄与することなどがあり、SAJ 行
事に積極的に参加し、活動している。毎年の検定会には担当者を派遣し、入会勧誘の機会を得ていることに感謝する。 
夏に総会を開催している。昨年は初めて北海道で開催したが、本年はCOVID-19の影響で書面総会になった。来年

は節目の第 50回を青森県浅虫温泉で 7月頃に予定している。各加盟団体の会員への参加の呼びかけをお願いする。 
 
追記︓報告は 2020 年 11月 1日時点での報告です。COVID-19感染拡大により日々SAJ の事業計画が変更されて

います。最新情報は各都道府県連に確認ください。 
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屋代 隆 

SAJ公認ドクターパトロール 

SAJ国際情報委員会委員 
（自治医科大学名誉教授、那須看護専門学校学校長） 

 

 
新型コロナウイルスの感染拡大（Covid-19 の拡大）により、パンデミック状態となっていること

は論を待たない。SAJ 関連の多くの事業にも大きな影響を及ぼしている。医学研究社、医療関係者、

そしてスキー・スノーボードの安全面を担当する SAJのドクターパトロールの立場から、この Covid-
19に関するいくつかの重要な課題について考察してみたい。 

 
感染拡大に注目して 
 付図をご覧いただきたい。AFP 通信社が出しているデータをそのまま掲載させていただいた
（https://www.afpbb.com/articles/-/3314855）。本稿を書いている 2020年 11月 11日時点で、

世界の感染者数は 5,000万人を超え、死者数も 125万人となっている。5か月前にとあるところで、
Covid-19に関するオンラインの講演を依頼されたが、その時に紹介した同じ AFPのデータでは、感
染者数が約 1000万人、死者数が約 50
万人であった。半年にも満たない期間
に、感染者数は 5 倍、死者数は 2.5 倍
にも増加した。このパンデミックは、ち
ょうど 100 年前の「スペイン風邪」以
来である。この時は、たった数年（1918
年から 1920年）の間で、世界中で約 5

億万人が感染し 500 万人から数千万人
が死亡したという。今から調べれば、そ
の原因ウイルスは H1N1 亜型インフル
エンザウイルスであった。 
 
新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の特徴、どの細胞が障害されどのような症状が出るのか？ 

原因ウイルスの正式名称は SAS-CoV2 という。体外からこのウイルスが侵入し、無症状で終わる
者、軽症の上気道感染症の症状を呈する者、中程度の症状、そして重症の症状を呈する者など、いろ
いろある。最終的には呼吸不全等に陥り、死に至る者が多いのが最大の問題である。 

Covid-19 とスキー・スノーボード ―医療関係者の立場で考察する－ 
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体内へ侵入後、どのような細胞に感染してウイルスは自身の増殖を図るのであろうか。大変興味深

い報告がなされた。マサチュウセッツ工科大学のチームが CELL 電子版に４月 27 日付けで発表した

論文（Ziegler CGK et al. 2020）、によるとターゲットとなる細胞は、鼻粘膜で粘液産生する杯細胞、
小腸の(吸収)上皮細胞、そして肺胞壁の II型肺胞上皮細胞であるという。このウイルス感染による患
者の症状を考えると、実に興味深い。最近では、それら以外の臓器の細胞や血管内皮細胞にも侵入す

ることがわかってきている。 
ウイルスは、まず咽頭や鼻粘膜に付着する。この杯細胞が障害を受ければ、鼻水の産生は低下する。

また、嗅感覚に異常をきたす原因ともなるであろう。次に消化器症状である。感染後の初期症状は当

然ながら上気道障害からくるであろうが、後にウイルスが血中に入り全身に運ばれ、小腸・大腸の（吸
収）上皮細胞に選択的障害をおよぼすなら、消化器症状が当然起こりうる。また、呼吸器系でのター
ゲット細胞は II型肺胞上皮細胞である、という事実には驚いた。この感染後比較的早期から、無症状

の状態でも多くの症例でいわゆる間質性肺炎像が CT で確認できる。死亡率が大変高く、重症化から
死亡までの時間も短い原因は、そこにあると思われる（Yashiro et al. 2020）。 

 
なぜ東アジア諸国の感染者数が低いのか？ 
一つのミステリーがある。日本、韓国、台湾、中国などの東アジア諸国の感染者数・死亡者数を欧

米の数値と比較すると、一桁時に二桁も少ない。驚くべき事実である。京都大学 iPS研究所の山中伸
弥教授がこれをファクターXの存在、とよんだことはよく知られている。何がファクターXであろう
か。いくつかの候補がある。 

1） クロス免疫説︓今回の原因ウイルスは新型コロナウイルスであるが、いわゆる風邪症状を起こす旧型コロナ
ウイルスには数種類がある。ごく一般的な普通の風邪の原因ウイルスに他ならない。遺伝子構造が近似してい
るから、過去にこのウイルスにかかっていれば、新型にもある程度強い免疫を持っているという可能性がある。東
アジアでは、欧米の人たちよりこの免疫を持っているのであろう、という説である。 

2） ウイルスの遺伝子形が異なるという説︓東アジア地区で流行しているウイルスと欧米等のウイルスでは、遺
伝子のタイプが異なるという説である。その違いにより、臨床上の重症度が変わってくるという理解である。 

3） 人種の遺伝的な違い説︓東アジア地区では、新型コロナウイルスに対する免疫応答がしやすい HLA遺伝

子も持っている人が多く、特定の感染症に対してそもそも強いのではないか、という説である。 
4） 社会的要因説︓医療制度がしっかりしている、国民の健康意識が高い等の違いによる説である。説明は
不要であろう。 

5） その他（血液型説、BCG説等） 
以上のような諸説がある。どれが正解かは未だに不明である。現時点では 3）の可能性が高そうだが、ともあれ

欧米諸国と比較して日本は幸運である、と言っては叱られるであろうか。  
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今我々はどうすべきか 
 前述したスペイン風邪がパンデミックを起こした 100 年前と現代の医療レベルでは、雲泥の差が
あることは言うまでもない。100年前には、点滴による補液療法もなく、もちろん臨床上の診断に必
須な CTも MRIもなかった。さらに、何が原因なのかそれを調べる知識も技術もなかった。無論 PCR
による確定診断法もなかった。今、我々はそのような武器をいくらでも手にしている。それでは、ど
のように Covid-19と戦えばよいのであろうか。答えは簡単である。感染症対策の大原則は、「感染者
の特定と隔離」である。PCR等による感染者の特定と、そして完全な隔離が基本対策であるというこ
とである。これをやれば良い。100年前はどうしたのか。当時は、都市をロックダウンして、感染者
も未感染者も自宅にこもるだけしか対策はなかった。病原ウイルスや感染者の特定をすることもでき
なかった。 
 今世界中に、Covid-19 の第三波が押し寄せている。しかし現代医療を駆使して戦えば必ず勝利を
手にすることができると信じている。まず「感染者の特定と隔離」を徹底し、そして有効なワクチン
が開発・製造されるのを待ちたい。一日でも早く有効で安全なワクチン接種ができるようになること
を祈っている。 
 
そしてスキー・スノーボードは 
 低温、低湿度が呼吸器感染症を引きおこすウイルスにとって、住みやすく感染を広げやすい環境で
あることは言うまでもない。だから、感染者は冬に多くなるのである。感染の場として、スキー場は
どうであろうか。休憩所と食事の場であるレストハウス、レストランを除けば、「三密」になる状況は
生まれにくい。都会で時間を過ごすよりはるかに安全な場であろうと思われる。雪上は湿度が高いし、
滑っている時に「密」にはなりようがない。「密」が生まれにくいのはゴルフ場も同様であろう。 
一例を示したい。そもそも北海道はインフルエンザ等があまり流行しないところであった。それは、
冬の間街は雪で覆われ、湿度が高くなるからである。それでも新型コロナウイルスの感染者が多く出
ているのは、東京などからの人が移動し、その人がウイルスを運ぶからである。このように人と人と
の接触交流が最大の問題であり、課題である。例えば、100年前と比較し、国際的な人的交流は飛躍
的に拡大している。そのために、公衆衛生や医学医療面で格段の進歩があった現代でも、今回のパン
デミックがおきているわけである。仮に今回の Covid-19が日本の江戸時代に起きたとすると、中国
武漢周辺のみで感染がみられるだけで、世界に広がりパンデミックを起こすことはなかったはずであ
る。 
団体・グループで不特定多数のメンバーが集まりスキー場に出かける、同じ施設・同じ部屋に複数人
が宿泊する、複数人で会合・ミーティングを開くとかは、人と人との接触をふやす直接的な要因とな
ってしまう。避けるべきである。個人やご家族単位でスキー場に出かけてスキー・スノーボードを楽
しむことは、GoTo 何とかで観光地へ旅行に出かけるより、はるかに安全であると思う。但し、繰り
返すが不特定多数の人と接する機会が生じてしまう「団体」的な行動は厳に慎むべきである。 
 
追記：本稿は本年 11月 11日の時点までに発表された報告を参照して書いたものである。日々新しい情報・知見
が出てくるので、できる限りアップデートしてこのコロナ感染症の本態を考えることを希望している。（引用論文
の紹介は簡略形とした。）  
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新終身会員の紹介 
2020年 6月 1日から 

2020年 11月 15日までに 
登録された方です。（敬称略、順不同） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寄付金受領名簿 

日付 県連・期 氏名 
2020/6/27 東京都 24期 保坂 淳司 

2020/7/27 石川県 31期 小笠原 昭与 

2020/7/27 東京都 12期 鶴巻 等 

2020/7/27 東京都 11期 小野 傳 

2020/7/27 東京都 49期 村松 寛治 

2020/7/27 愛知県 20期 小椋 健司 

2020/7/30 山口県 14期 大森 誠 

2020/7/31 島根県 Dr.P 中寺 尚志 

2020/8/4 北海道 31期 池田 卯一郎 

2020/8/4 埼玉県 39期 伊藤 清美 

2020/8/6 新潟県 12期 三沢 博敬 

日付 県連・期 氏名 
2020/8/6 福井県 23期 扇浦 行弘 

2020/8/7 青森県 15期 山内 春吉 

2020/8/11 富山県 22期 廣田 正利 

2020/8/13 愛知県 26期 杉野森 松男 

2020/8/14 栃木県 08期 後藤 昌弘 

2020/8/14 東京都 45期 櫛田 実 

2020/8/14 東京都 45期 蓮井 宣子 

2020/8/21 秋田県 11期 佐藤 良男 

2020/8/26 東京都 11期 平田 春雄 

2020/10/1 福井県 18期 清水端 明 

2020年 6月 1日から 
2020年 11月 15日までに寄付された方です。（敬称略、順不同）  

事務局より（終身会員・寄付金名簿） 
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訃報のお知らせ 

県連（期） 氏名 

岩手県 57 期 冨田 幸紀さま 

 

謹んで御冥福をお祈り申しあげます。 

 

 

 JSPAオンラインショップより、新しいシール

シリーズと、缶バッチシリーズの登場です。 

 現在、販売に向けて準備中ですが、一足お先に

ご紹介いたします。 

シールは、ストックやスキー板などのマテリア

ルに貼って利用できる耐水・耐冷タイプとなって

います。 

100枚単位で、県連名やオリジナルのワードを

追加するカスタマイズも可能です。 

 缶バッチは、オリジナルのデザインでピンタイプやストラップなど、選べるスタイルで新登場です。 

 デザインの中に、県連名やひとことを

追加できるカスタマイズタイプです。 

 また、ピンバッチが基本ですが、希望

によりストラップ、キーホルダーにも変

更が可能です。 

 

近日中に JSPAオンラインショップにて

発売開始予定です。お楽しみに！ 

 

 

事務局より（訃報のお知らせ） 

事務局より（JSPAオンラインショップの案内） 

  ●シール（65*55サイズ） 

●缶バッチ（38mm） 


