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地区名

長崎市

氏　　名

衛藤　正雄

横瀬　昭幸

蒔本　　恭

新見　俊明

井手　　迪

本村龍太郎

大曲　武征

賀來　　俊

古賀　英俊

行成　寿家

今村宏太郎

吉武　孝敏

谷口　英樹

釣船　崇仁

天本　俊太

後藤　慎一

哲翁　裕邦

奥平　定之

尾﨑　　誠

米倉　暁彦

古川　敬三

乗松　崇裕

柴田　茂守

梶山　史郎

宮本　俊之

福島　達也

今村　　剛

日浦　　健

岡崎　成弘

志田　崇之

土居　　満

西野雄一朗

中添　悠介

滝田　裕之

850-0003

852-8117

851-0251

851-1132

851-0301

852-8123

852-8125

850-0045

850-0911

850-0017

852-8053

851-0301

852-8511

851-0115

850-0908

852-8511

852-8107

852-8013

852-8501

852-8501

852-8155

852-8116

851-0402

852-8501

852-8102

852-8102

851-0123

851-2326

852-8501

852-8501

852-8102

850-0835

851-0103

852-8104

095-826-9236

095-845-3121

095-826-8186

095-849-5991

095-871-1515

095-844-3456

095-846-1888

095-844-1281

095-827-0181

095-823-3330

095-856-2880

095-871-1515

095-847-1511

095-839-9993

095-820-0833

095-847-1511

095-846-5563

095-861-5050

095-819-7321

095-819-7321

095-846-0022

095-843-5161

095-892-1191

095-819-7321

095-819-7321

095-819-7321

095-830-1188

0959-25-0039

095-819-7321

095-819-7321

095-819-7321

095-823-2261

095-839-2051

095-847-1511

勤　務　先 専門分野 関 係 団 体 郵便番号 勤務先住所 （勤）TEL

済生会長崎病院

田上病院

にいみ整形外科医院

長崎記念病院

光仁会病院

聖フランシスコ病院

井上病院

昭和会病院

ゆきなりクリニック

いまむら整形外科

長崎記念病院

日赤長崎原爆病院

釣船医院

みのり会診療所

日赤長崎原爆病院

哲翁内科医院

奥平外科医院

長崎大学病院整形外科

長崎大学病院整形外科

乗松整形外科医院

晴海台クリニック

長崎大学病院整形外科

長崎大学病院外傷センター

長崎大学病院整形外科

たちばなベイクリニック

日浦病院

長崎大学病院

長崎大学病院

長崎大学病院整形外科

長崎病院

和仁会病院

日本赤十字社長崎原爆病院

長崎市片淵2-5-1

長崎市平野町10-13-201

長崎市田上2-14-15

長崎市小江原4-38-8

長崎市深堀町1-11-54

長崎市三原3-643

長崎市小峰町9-20

長崎市宝町6-12

長崎市東山手町6-51

長崎市新大工町5-7

長崎市葉山1-28-1-3F

長崎市深堀町1-11-54

長崎市茂里町3-15

長崎市かき道3-2-3

長崎市十人町1-7

長崎市茂里町3-15

長崎市浜口町13-9

長崎市梁川町4-15

長崎市坂本1-7-1

長崎市坂本1-7-1

長崎市中園町22-10

長崎市平和町4-27

長崎市晴海台町43ｰ5

長崎市坂本1-7-1

長崎市坂本1-7-1

長崎市坂本1-7-1

長崎市網場町487-8

長崎市下黒崎町1402

長崎市坂本1-7-1

長崎市坂本1丁目7-1

長崎市坂本1-7-1

長崎市桜木町6-41

長崎市中里町96

長崎市茂里町3-15

リハビリ科
外科・循環器科

ラグビー・水泳
バスケットボール

整形外科
スポーツ医学 ラグビー・野球

バスケットボール
サッカー・バレーボール

バスケットボール
サッカー

柔道・格闘技
トライアスロン

外科・消化器科 柔　　道

空手道・合気道
武術太極拳
野　　球

水泳・ゴルフ

バスケットボール

サッカー

柔　　道

卓　　球

カヌー・スキー

サッカー

バスケットボール

サッカー・ゴルフ

ラグビー

テニス・ラグビー

サッカー・サーフィン

剣道・野球・柔道

バレーボール
サッカー

ラグビー・サッカー
野　　球

陸　　上

トライアスロン

整形外科・リハビリ科
リウマチ科
整形外科
リハビリ科

柔　　道
野球・水泳

ソフトボール・ソフトテニス
スクーバダイビング

外科・消化器科
整形外科

整形外科・リハビリ科
スポーツ医学

麻酔科
緩和ケア

陸上（マラソン）
合気道

整形外科
リハビリ科

緩和ケア内科
ペインクリニック内科

産婦人科・内科

外科・呼吸器外科

循環器科

循環器科・内科

外科・胃腸科
肛門科

カヌー・ボート
バスケットボール

外科・呼吸器外科

内科・循環器科

内　　科

古川宮田整形外科
内科クリニック

整形外科

整形外科

野　　球
バスケットボール整形外科・リハビリ科

水泳・スキー
ソフトボール循環器科・内科

循環器科・内科

整形外科

サッカー・野球整形外科

整形外科

バスケットボール整形外科

整形外科

サッカー

バスケットボール

整形外科

整形外科

整形外科・救急医学
スポーツ医学

整形外科・救急医学
スポーツ医学

整形外科・救急医学
スポーツ医学
整形外科
リハビリ科

公益財団法人日本体育協会公認スポーツドクタースポーツドクター



佐世保市

西彼杵郡

地区名 氏　　名 勤　務　先 専門分野 関 係 団 体 郵便番号 勤務先住所 （勤）TEL

諫早市

村上　英世

富村　　健

中村　洋樹

江口　圭介

松永　陽一

千住　　晋

谷口　善孝

島　　義勝

北原　博之

村上謹士郎

徳田　晶彦

田中奈津美

（医）平世会　村上医院

富村整形外科

愛健医院

千住博内科

福田外科病院

福田外科病院

佐世保中央病院

村上きんしろう循環器内科

長崎労災病院

859-3223

858-0918

858-0903

857-0862

857-0054

857-0862

857-0832

857-0832

857-1195

857-0052

859-6134

857-0134

0956-38-1026

0956-47-6840

0956-40-8488

0956-20-1178

0956-22-6268

0956-22-8632

0956-34-0151

0956-34-0151

0956-33-7151

0956-56-7060

0956-66-9221

0956-49-2191

佐世保市広田1-5-25

佐世保市相浦町256

佐世保市上本山町1059

佐世保市白南風町1-13-206

佐世保市栄町5-9サンクル2番館202

佐世保市白南風町6-2

佐世保市藤原町38-3

佐世保市藤原町38-3

佐世保市大和町15

佐世保市松浦町2-21-3F

佐世保市江迎町田ノ元467

佐世保市瀬戸越2-12-5

リハビリ科
外科・整形外科

消化器科
外科・整形外科

循環器科・内科

整形外科

整形外科・救急医学
リハビリ科

軟式野球
野球・ゴルフ
バレーボール
陸上・ジョギング
テニス・卓球

スクーバダイビング

トライアスロン
ソフトテニス・陸上

えぐち内科
ステーションクリニック
まつなが内科栄町
クリニック

潜竜徳田循環器科内科
整形外科病院

バスケットボール

サッカー

バドミントン

外科・消化器科
整形外科

バレーボール
卓球･ソフトテニス

ハンドボール
バレーボール・ソフトボール
テニス・ソフトテニス
野　　球

ラグビー・バスケット
ボール・サッカー

整形外科・リハビリ科
リウマチ科

宮本外科

野田医院

髙原内科循環器科医院

長崎刑務所

コムタ外科・整形外科医院

にしむらクリニック

宮本外科

チカラ整形外科

JCHO諫早総合病院

宮本　峻光

野田　　晋

髙原　　晶

成松　政治

小無田　要

西村　誠介

宮本　俊吾

宮本　　力

玉井　　崇

池田　重成

都　　正彦

榎本　　寛

小鳥居　衷

854-0082

859-0312

854-0062

854-8650

854-0022

854-8501

854-0082

854-0045

854-8501

0957-25-0024

0957-24-1777

0957-22-1740

0957-22-1330

0957-22-2597

0957-46-8118

0957-25-0024

0957-22-1188

0957-22-1380

諫早市西栄田町654-16

諫早市西里町23

諫早市小船越町1144-8

諫早市小川町1650

諫早市幸町25-7

諫早市永昌町43-22

諫早市西栄田町683

諫早市新道町68-1

諫早市永昌東町24-1

空手道

アイスホッケー・ボート
モータースポーツ

陸上・サッカー
バスケットボール・卓球
バスケットボール

バレーボール・ゴルフ

バドミントン

剣　　道

陸上（マラソン）
ソフトテニス
ラグビー

サッカー・野球

バスケットボール
陸上競技・水泳

ラグビー・サッカー
ジョギング

循環器科・内科

循環器科
内科・小児科

内科・消化器科

内科・循環器科

整形外科・リハビリ科
スポーツ医学

外科・消化器科
スポーツ医学
消化器科

外科・整形外科

リハビリ科・整形外科
スポーツ医学

外科・内科
消化器科

整形外科・リハビリ科
スポーツ医学

外科・消化器科
整形外科

整形外科・リハビリ科
スポーツ医学

外科・整形外科
消化器科

整形外科・リハビリ科
スポーツ医学

整形外科・救急医学
スポーツ医学

南島原市有家町山川347-1

東彼杵郡 小鳥居病院 859-3722 0956-85-3408東彼杵郡波佐見町岳辺田郷778心療内科・精神科 サッカー
バスケットボール

川村　純生北松浦郡 医療法人　かわむら内科 857-0312 0956-62-6789北松浦郡佐々町市場免7-1ソフトテニス
ゴルフ・柔道

整形外科
リハビリ科

野球・軟式野球
ソフトボール

南島原市

中桶　了太平戸市 859-5393 0950-28-1113平戸市草積町1125番地12 内　　科

産婦人科

平戸市民病院

テニス
レスリング循環器科・内科

サッカー・剣道柴田　英徳

松島　吉宏
島原市

855-0806

855-0861

0957-64-1111

0957-63-1145

島原市中堀町68

島原市下川尻町7895

内　　科柴田長庚堂病院

長崎県島原病院

池田循環器科内科 859-2202 0957-82-0993バレーボール

田中　寿典西海市 851-3506 0959-32-0033西海市西海町黒口1491整形外科田中医院 サッカー

大村市

河野　前宣

秋山　寛治

牟田　幹久

貞松　俊弘

川原　俊夫

ゴルフ
バレーボール
サッカー

軟式野球・柔道

856-0017

856-0831

856-0822

856-0831

856-0831

080-1725-9532

0957-54-1161

0957-52-4501

0957-54-1161

0957-54-1161

大村市荒瀬町465

大村市東本町537

大村市古町2-533-6

大村市東本町537

大村市東本町537

貞松病院

むたクリニック

貞松病院

貞松病院

サッカー・ラグビー
バスケットボール

ソフトテニス
サッカー・陸上

循環器科・内科
リハビリ科

深江　政秀 壱岐市郷ノ浦町東触1626番地壱岐市 長崎県壱岐病院 811-5132 0920-47-1131トライアスロン
ロードレース・マラソン内科・外科

都クリニック

えのもと整形外科

851-2127

851-2102

095-855-9777

095-881-0012

西彼杵郡長与町高田郷47

西彼杵郡時津町浜田郷756-1

バドミントン
テニス・剣道

　内科・麻酔科
ペインクリニック

呼吸器科
内科・救急医学

外科・胃腸科・内科

※関係団体に関わらず診察いたします。

長崎県協議会員一覧長崎県協議会員一覧

サッカー整形外科・リウマチ科

水泳・水球整形外科



スポーツドクター長崎県協議会とはスポーツドクター長崎県協議会とはスポーツドクター長崎県協議会とは
公益財団法人日本体育協会公認

スポーツドクター長崎県協議会

会　長　衛　藤　正　雄

スポーツドクター長崎県協議会は、長崎県内在住の公益財団法人日本体育協会

公認スポーツドクターの連携組織であり、スポーツ選手の健康管理、県立総合体

育館で実施されるスポーツ選手の体力総合診断におけるメディカルチェック、国

民体育大会における長崎県選手団への帯同並びに、各種研修会での講義等を通し

て、スポーツ医・科学の普及活動等を行っています。

また、スポーツ選手がスポーツ活動を安全かつ効果的に行えるよう健康管理や

スポーツ傷害の予防及びアンチ・ドーピングなどのスポーツ医・科学に関する冊

子やＤＶＤを作成するなど情報の提供に努めています。

このように、スポーツドクター長崎県協議会では、ただ単にスポーツ傷害の予

防や応急処置だけでなく、様々な問題をかかえるスポーツ選手にとって最もよい

対応策を講じるとともに、選手の競技力向上に向け、協力できるよう活動してい

ます。

「長崎から世界へ」一人でも多くのトップアスリートをわが長崎県から輩出でき

るようスポーツドクター長崎県協議会は、選手の皆さんや指導者の方々を全力で

サポートします。

問い合わせ先

公益財団法人日本体育協会公認スポーツドクター長崎県協議会事務局

〒852-8118 長崎市松山町２−５　長崎県営野球場内

（公財）長崎県体育協会スポーツ振興課

長崎県体育協会 ホームページ

メールアドレス

http://www.nagasakiken-sports.com/

nagasakiken@japan-sports.or.jp

ＴＥＬ．０９５−８４５−２０８３



学校または競技団体に所属する高校生

以上のスポーツ選手を対象に行う体力総

合診断の際、医学分野の専門性を活かし、

メディカルチェック等、スポーツ医・科

学面でのサポートを通して競技力の向上

に努めています。

学校運動部活動及び競技スポーツ指導者を

対象に行われる各種研修会において、スポー

ツ医・科学を中心とした研修講座等の講師と

して、指導者の資質の向上や最新のスポーツ

医・科学情報の普及を行っています。

毎年開催されている国民体育大会

において、長崎県選手団のスポーツ

ドクターとしてまた本部役員として

帯同し、国体選手の健康管理や負傷

選手の治療・相談、また、アンチ・

ドーピング対応に努めています。

国民体育大会

体力総合診断

指導者研修会

スポーツドクターの活動紹介スポーツドクターの活動紹介スポーツドクターの活動紹介



運動中には相手とぶつかったり、転んだりして手

や足をケガすることがあります。ケガして手や足が

腫れることを打撲（うちみ）と言い、これがひどい

と骨折していることもあります。打撲も骨折も症状

は似ていますが、最初にする治療は全く同じです。

もし運動中に手足をケガして全力で動けなくなった

らすぐに運動を中止しましょう。そして、安全なと

ころに移動してケガした部分の治療を始めます。こ

のときに覚えていてほしい言葉に「RICE」という

言葉があります。そうです「ご飯のライス」と覚え

てください。

本当はRICEとは、Rest（安静）、Ice（冷却）、
Compression（圧迫）、Elevation（挙上）の頭文字

をとったもので、打撲や捻挫など、スポーツでよく

起こるケガの多くに対応できる応急処置です。腫れ

や痛みをおさえるのに効

果的ですが、あくまでも

応急処置であって「治療」

ではないので、処置後は

整形外科医かスポーツ医

の診察を受けましょう。

創傷（キズ）の手当てですが、これまでに創傷の

治療は、

などと考えられてきましたが、医学的な証拠は乏し

く、むしろ最近では消毒するとキズの治りが悪くな

ると言われています。

まず消毒薬ですが、消毒薬は確かにキズを化膿さ

せる原因となる細菌（バイ菌）を殺すことができま

すが、それ以上に人間の細胞も殺してしまいます。

ですから毎日消毒薬をキズに塗ることは、ケガした

うえにさらにキズに傷害を加えることになります。

さらにいつ開封したか分からない消毒薬が、多くの

クラブの救急箱に入っているかと思いますが、実は

一度開けた消毒薬にバイ菌が繁殖することがありま

す。このことから病院の消毒薬は、毎回新しいもの

を使っています。

キズをきれいにしようと思って、痛みを我慢して

つけていた消毒薬が、キズにさらに傷害を加えるだ

けでなく、バイ菌を塗っているというまさに最悪の

事態を引き起こすこともあります。以上のことから

きちんと管理できなければ、救急箱から消毒薬はな

くしたほうが良いかもしれません。

キズの手当てでまず一番大切なことは「キズを洗

うこと」です。日本の水道水には、バイ菌はまずい

ませんので、大量の水道水で洗い流してください。

近くに水道がない場合は、未開封のお茶などで洗っ

てもかまいません。多少痛むかもしれませんが、が

んばりましょう。もし砂粒や泥が傷口に入ってい

て、簡単に洗い流せない場合には病院を受診して、

麻酔（痛みどめ）をしてもらってからキズを洗う必

要があります。

次にきれいになった後のキズの手当は、これまで

はキズは乾かすと治ると考えられてきましたが、実

はキズは乾かさないほうが早く、きれいに治ります。

みなさんもケガをしてから傷口、からジュクジュク

したシルが出ているのを見たことがあると思います。

実はこのシルには「キズを治す成分」が含まれてい

ます。水をあげないと生き物は死にます。これと同

じく、せっかくキズを治すシルが出ていても、乾い

てしまうと傷口の細胞は死んでしまいます。このこ

とからキズは乾かさず、潤いをもたせた方（潤い治

療）が良いのです。潤い治療には市販の上等なカッ

トバンなどの、キズを乾かさない被覆材を貼る方法

が一番簡単だと思います。

擦り傷程度だと１週間もかからないできれいにキ

ズが治ります。しかし注意点としては、キズをきれ

いに洗えなかったり、黒くなった部分がキズにある

まま潤い治療を行うと、キズの周りが赤く腫れて、

痛みを伴うことがあります。これは化膿（バイ菌が

入った）した症状なので、少しでもこのような症状

があれば、近くの病院で治療を受けてください。

最初から病院を受診すると決めていた場合でも、

ケガしたらまずキズを洗うといった処置を行ってか
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ら受診すると、バイ菌が入る可能性は低くなるので

良いと思います。もちろん洗った後にはキズの消毒

は不要です。もし消毒薬を塗られたら、もう一度キ

ズを水道水で洗いましょう。

全力で走っている途中や走っていて急に方向を変

えたり、ジャンプをした時などに大腿（腰から膝ま

での部分）やふくらはぎの筋肉が「プチッ」とか「ブ

スッ」とかいう感じで切れたような、あるいは「蹴

られた」とか「ボールがあたった」ような痛みを感

じて、動けなくなることがありますが、これが肉離

れです。肉離れとは、瞬間的なスポーツ動作（ダッ

シュやジャンプなど）中に筋膜（筋肉を取り囲んで

いる膜）や筋腱移行部が損傷され、その結果、肉離

れを生じた部分に急激な痛みを感じ、プレーが続行

できなくなる状態のことを言います。損傷部を押さ

えると強い痛みがあります。損傷の程度が強い場合

には筋が断裂していることがあり、その部分がへこ

んでいる場合もあります。すぐに皮下出血（皮膚が

青黒くなる）することはありませんが、数日経つと

損傷部位より下の方（末梢側）に皮下出血を見られ

ることがあります。これは、血液が重力の働きで下

方に下がるためで、皮下出血の部位と損傷部位とは

必ずしも同じではありません。

肉離れは筋肉が縮もうとしている時に伸ばそうと

する力が加わった場合などに筋肉に無理な力がかか

り、筋肉内にある腱から筋肉がはがれて生じます。

発生の原因としては

などが考えられます。

起こりやすい部位は下肢（脚部、あし）で、ハム

ストリングス（大腿後面の筋肉）、腓腹筋（下腿後面

の筋肉）、大腿四頭筋（大腿前面の筋肉）の順に多く

なっています（図17）。

応急手当としては、肉離れを生じたら競技を中止

して、それ以上損傷を広げないこと、筋肉内の出血

を最小限にくい止めることが大切です。そのために

はケガをした直後からRICE処置を行って下さい。

一度肉離れをした場合の再発予防は、日頃のスト

レッチングや十分なウォーミングアップを行うこと

です。テーピングも予防効果は期待できます。
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運動中には相手とぶつかったり、転んだりして手

や足をケガすることがあります。ケガして手や足が

腫れることを打撲（うちみ）と言い、これがひどい

と骨折していることもあります。打撲も骨折も症状
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キズをきれいにしようと思って、痛みを我慢して

つけていた消毒薬が、キズにさらに傷害を加えるだ

けでなく、バイ菌を塗っているというまさに最悪の
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うこと」です。日本の水道水には、バイ菌はまずい

ませんので、大量の水道水で洗い流してください。

近くに水道がない場合は、未開封のお茶などで洗っ

てもかまいません。多少痛むかもしれませんが、が

んばりましょう。もし砂粒や泥が傷口に入ってい

て、簡単に洗い流せない場合には病院を受診して、

麻酔（痛みどめ）をしてもらってからキズを洗う必

要があります。

次にきれいになった後のキズの手当は、これまで

はキズは乾かすと治ると考えられてきましたが、実

はキズは乾かさないほうが早く、きれいに治ります。

みなさんもケガをしてから傷口、からジュクジュク

したシルが出ているのを見たことがあると思います。

実はこのシルには「キズを治す成分」が含まれてい

ます。水をあげないと生き物は死にます。これと同

じく、せっかくキズを治すシルが出ていても、乾い

てしまうと傷口の細胞は死んでしまいます。このこ

とからキズは乾かさず、潤いをもたせた方（潤い治

療）が良いのです。潤い治療には市販の上等なカッ

トバンなどの、キズを乾かさない被覆材を貼る方法

が一番簡単だと思います。

擦り傷程度だと１週間もかからないできれいにキ

ズが治ります。しかし注意点としては、キズをきれ

いに洗えなかったり、黒くなった部分がキズにある

まま潤い治療を行うと、キズの周りが赤く腫れて、

痛みを伴うことがあります。これは化膿（バイ菌が

入った）した症状なので、少しでもこのような症状

があれば、近くの病院で治療を受けてください。

最初から病院を受診すると決めていた場合でも、

ケガしたらまずキズを洗うといった処置を行ってか ̶（財）長崎県体育協会スポーツ医・科学委員会 編　　明日のために　できること：2011年̶より

肉離れについて
ばなにく

①筋肉に柔軟性がない（身体が硬い）

②筋力や筋持久力が弱い

③ウォーミングアップ不足

④筋肉の収縮のアンバランス

⑤不良な走り方

⑥肉離れ後、不十分なリハビリによる復帰

⑦気候やグラウンド状態

かた

しゅくしゅう

図17　肉離れの好発部位
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スッ」とかいう感じで切れたような、あるいは「蹴

られた」とか「ボールがあたった」ような痛みを感

じて、動けなくなることがありますが、これが肉離
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いる膜）や筋腱移行部が損傷され、その結果、肉離

れを生じた部分に急激な痛みを感じ、プレーが続行
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には筋が断裂していることがあり、その部分がへこ
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ることがあります。これは、血液が重力の働きで下

方に下がるためで、皮下出血の部位と損傷部位とは
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肉離れは筋肉が縮もうとしている時に伸ばそうと
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り、筋肉内にある腱から筋肉がはがれて生じます。

発生の原因としては
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起こりやすい部位は下肢（脚部、あし）で、ハム

ストリングス（大腿後面の筋肉）、腓腹筋（下腿後面

の筋肉）、大腿四頭筋（大腿前面の筋肉）の順に多く

なっています（図17）。

応急手当としては、肉離れを生じたら競技を中止

して、それ以上損傷を広げないこと、筋肉内の出血

を最小限にくい止めることが大切です。そのために

はケガをした直後からRICE処置を行って下さい。

一度肉離れをした場合の再発予防は、日頃のスト

レッチングや十分なウォーミングアップを行うこと

です。テーピングも予防効果は期待できます。
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あなたの身近なスポーツドクターを探せます。

あなたの身近な
スポーツドクター
を探せます！

スポーツドクター検索は、インターネットから簡単に「都道府県」「スポーツ種目」「診断科目」
「氏名」「病院名」の区分けで、「スポーツドクター」の詳しい情報を探すことができます。

スポーツドクター検索はこちら http://www.japan-sports.or.jp/tabid/75/Default.aspx
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地域で探す

スポーツ種目で探す

診察科目で探す

氏名、病院名で探す

̶（財）長崎県体育協会スポーツ医・科学委員会 編　　明日のために　できること：2011年̶より

過呼吸といっても、多くの場合、本人には呼吸が速くなっているという自覚はないようです。しかし周りで見

ている人たちには、とても息苦しそうに、息をハーハーしているわけですので、過呼吸症候群と呼ばれています。

むしろ本人にとっては不安、パニック状態といった症状が当てはまるようです。多くの場合、突然呼吸が速くな

り、意識をなくしたかのような、重病感をともなう症状をきたします。ほとんどが目を閉じており、どんなにあ

るのか病状を尋ねても、それに答えることもなく、時には手足にジンジンしたしびれ感やけいれんが見られ、痛

みを訴えることさえあります。頭がボーッとした感じをともなうことも多く、頭痛として訴えることもあります

が、実際には本人がこうした症状を訴えることは少ないようです。しかし全く突然ではなく、スポーツの現場で

は、緊張と不安のなかで、試合に負けたり、ミスをしたり、監督・コーチから本人にとっては不本意な注意を受

けたり、何らかの精神的な要因が必ずといっていいほど先行します。その点何ら誘因（原因）がなく、同様の症

状が見られる病気として広く知られるようになった、パニック障害とは多少異なるかも知れません。しかし過呼

吸症候群も、一度起こした人は繰り返し生じやすい点を考えれば、ほぼ同じ病態と考えていいのかもしれません。

現場では過呼吸を起こすような何らかの誘因がなかったか、などの状況を周りの人に聞き、また過去にも同様な

ことがあったというような既往を参考にして、過呼吸症候群という診断をつけることになります。脈は多少速く

なるかも知れませんが、血圧が著しく低下することはなく、身体の中の酸素も不足することはありませんが、気

管支喘息や、肺血栓塞栓症（いわゆる旅行者血栓症）との鑑別（見分ける）が必要になることがあります。

命に関わることはまずありませんし、多くは30分もすれば、なんら治療することなく、すっかり元通りになる

ことがほとんどです。おさまればそのまま競技に復帰することも可能ですので、まずは本人を安心させることが

大切です。呼吸をゆっくりするよう声を掛けてあげることも大事かもし

れませんが、実際にはあまり効果はありません。「よく頑張ったね。次

の試合で頑張ろうね！」といったように、本人をねぎらってあげること、

本人の精神的苦しみや不安を理解してあげることが、より効果的と思わ

れます。以前はペーパーバッグ法と呼ばれる、ちょっと大きめの紙袋を

鼻と口に当て、再呼吸をさせる方法が広く行われました。しかし、かえっ

て不安を強めたり、息苦しさが強くなったりして紙袋を払いのけられる

ことも多く、また代用として用いられるビニール袋では窒息の危険性も

高まりますので、最近では推奨された方法ではありません。

過呼吸症候群の症状
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