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立山クラスタ I 申し込み先・問い合わせ先 

dimmutsunomiya2@jsmmed.org 

 

認定山岳医講習会実行委員長 草鹿元 

立山クラスタ I 実行委員 稲田千秋・森田高 

 

✦ クラスタ名称、開催地変更について 

今年度より旧宇都宮クラスタは富山県にて開催となりました。それに伴い、クラスタ名称も「宇都

宮クラスタ」から「立山クラスタ I」へ変更となっております。HP に掲載されております「2017 年度

日本登山医学会認定国際山岳医・国際山岳看護師 および日本登山医学会認定山岳医・山岳

看護師 講習会 募集要項」の記載とは異なりますことをお詫び致します。予めご了承下さい。 
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【期日・場所】 

 

5 月 13 日(土) 

 

富山県教育文化会館 大会議室（教育棟５階 501 号室） 

富山県富山市舟橋北町 7-1 TEL:076-441-8635 

www.bunka-toyama.jp/kyoubun/access/index.html 
※当日は張り紙等の案内に従いご来場ください。 

 

 

5 月 14 日(日) 

 

国立登山研修所 

富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂６ TEL:076-482-1211 

http://www.jpnsport.go.jp/tozanken/tabid/117/Default.aspx 

 

✦ 座学会場、実習会場とも自家用車での来場は可能です。また、座学会場から実習会場へは鉄

道による移動も可能です。 

✦ 本邦での認定医・看護師講習会は土日に集中して行うため過密スケジュールとなっておりま
す。講義や実習が遅延する可能性も考慮し、帰路の旅程については余裕のある計画をお願

い致します。 

✦ いずれの課程についても、30分以上の遅刻、早退は不合格です。 

✦ 講習を二日とも受講される方は宿泊の手配を各自で行って下さい。 
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【概要・注意】 

2017 年度立山クラスタ I（旧宇都宮クラスタ）は、日本登山医学会認定山岳医・看

護師(国内山岳医・看護師)もしくは UIAA/ICAR/ISMM 国際認定山岳医・看護師(国

際山岳医・看護師)の認定を取得するのに必要なクラスタです。また、日本登山医学

会認定山岳医講習もしくは日本登山医学会認定国際山岳医講習の修了のために

必要なクラスタです。 

本クラスタは座学と実習により構成されています。座学は国内・国際いずれの認定

においても必修です。実習はいずれの認定においても必修の課程と、国際認定の

み必修の課程とがありますので、本募集要項を最後までよくお読みください。どの課

程も受講後に事後課題を提出していただき、各々について合否判定がなされます。 

5 月 13 日(土)は高所医学 3、登山中の口腔・顎・顔面、皮膚、眼のトラブル、山の

有害ガス・電撃や有害生物による被害、女性・高齢者・身障者登山における問題に

ついて座学を行ないます。翌 14 日(日)午前、基礎的山岳技術としてロープワークに

ついて実習を行ないます。以上は国内認定、国際認定ともに必修です。これらに加

え国際認定の取得希望者は、14 日(日)午後のフリークライミング実習も必修となり

ます。 

 

✦ 前年度より、立山クラスタ II（旧立山クラスタ）の受講には、本クラスタを受講していることが必

須条件となりました。 

✦ 2011年度の国際基準の改訂に伴い、旧課程から新課程への移行措置があります。認定医プ

ログラムへエントリーした年度によって一部の講義は免除されます。本募集要項を参照の上

必要な座学や実習を受講して下さい。 

✦ 当クラスタの一部のみの受講は、過渡的措置の対象受講者以外は認められません。 
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【プログラム】 

5 月 13 日(土) 午前「高所医学 3」 

 

9:00〜 受付 

9:25〜9:30 挨拶と本クラスタについて(実行委員:稲田千秋/森田高)  

9:30〜9:40 認定山岳医・看護師制度について(認定制度委員長:草鹿元)  

9:40〜10:10 邦人登山者が訪問する高所地域の紹介(講師:増山茂) 

10:10〜10:55 高所における大気の性質と人体への影響(講師:稲田真)  

 休憩 

11:05〜11:50 高所順応と衰退、高山病(講師:増山茂) 

11:50〜12:50 高所に関する実践的理論(講師:上小牧憲寛) 

 休憩・昼食 

 

昼食は各自でご用意ください。休憩時間が短い為、事前の購入をお勧め致します。 

なお会場にて飲食可です。 

 

 

5 月 13 日(土) 午後「山岳医療上の諸問題について」 

 

13:40〜14:10 口腔・顎・顔面のトラブル(講師:井出里香)  

14:10〜14:25 皮膚のトラブル(講師:千島康稔)  

14:25〜14:40 眼のトラブル(講師:上小牧憲寛)  

 質問・休憩 

14:50〜15:05 有害ガス・電撃(講師:上小牧憲寛)  

15:05〜15:20 山の有害生物(無脊椎動物)(講師:梶谷博)  

15:20〜15:35 山の有害生物(脊椎動物)(講師:梶谷博)  

15:35〜15:50 山の有害生物(植物)(講師:草鹿元)  

 質問・休憩 

16:00〜16:20 女性と山(講師:稲田千秋) 

16:20〜16:40 老人と山(講師:稲田千秋) 

16:40〜17:00 ハンディキャップと山(講師:稲田千秋)  

17:00 質問・解散 
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✦ 2013年度より宇都宮クラスタの講義区分が一部以下の様に変更されております。尚、2013 年

度 「高所医学 3」及び「山岳医療上の諸問題」の修了(受講・事後課題の合格)は、2012 年度「

高所医学 3-1」・「高所医学 3-2」及び「山岳医療上の諸問題」の修了(受講・事後課題の合格)

と同等とみなされます。 

 

―変更点― 

「高所医学」 

 <変更前:2012 年度>「高所医学 3−1」、「高所医学 3−2」 

 <変更後:2013 年度以降>「高所医学 3」 

「山岳医療上の諸問題」 

 <変更前:2012 年度>「耳鼻のトラブル」、「歯・口腔・顎のトラブル」  

 <変更後:2013 年度以降>「口腔・顎・顔面のトラブル」 

 

✦ 旧課程の対象である受講番号 94 以前の受講生は、13 日の座学「高所 3」を受講しなくてもか

まいません。ただし会場費など経費の都合上、受講免除でも受講料金の減額は行いません。

また受講免除者であっても、今後の勉強のため「高所 3」を聴講することを大いに推奨いたし

ます。 

✦ 2010～2014 年度の宇都宮クラスタ座学を受講し事後課題に合格している場合、13 日の座学

を受講する必要はありません。 

 

✦ 全ての受講生には、講義内容に関連した事後課題が出題されますので、これに合格しなくて

は修了とみなされません。 

（受講番号 94 以前の受講生は「高所 3」の事後課題は免除されます） 
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5 月 14 日(日)午前「山岳技術基礎・ロープワーク実習」 

8:45〜 受付 

9:00〜13:00 ロープワーク実習 (講師:国際山岳ガイド)  

 休憩・昼食（午前のみの参加者は解散） 

 

昼食は各自で用意ください。休憩時間が短い為、事前に購入しておくことをお勧め致します。なお

会場にて飲食可です。 

 

✦ ロープワーク実習は、山岳技術が未熟な受講者が少なくないことから 2011 年度より新設され

た山岳技術の課程で、国内、国際ともに全員必修です。立山クラスタ IIや八ヶ岳クラスタの実

習を受講し修了するためには、このロープワーク実習の内容を十分理解できていることが前

提となります。 

✦ 2010 年 10 月以前にエントリーした受講番号 54 以前の受講者の皆様へ 

ロープワーク実習が免除されます。しかし、今後国内認定から国際認定への変更を目指す場

合で、いまだ必修である旧宇都宮クラスタ・フリークライミング実習、旧立山クラスタ実習、八ヶ

岳クラスタ実習のいずれかを修了していない受講者においては、当ロープワーク実習の受講

を強く推奨いたします。 

✦ 2010 年 11 月以降にエントリーした受講番号 55 以降の受講者の皆様へ 

2011~2014年度宇都宮クラスタでロープワーク実習を修了し合格している受講者は当ロープ

ワーク実習を受講する必要はありません。未修了の受講者は、フリークライミング実習、トレイ

ルランニング実習、旧立山クラスタ、八ヶ岳クラスタを修了し合格していても当ロープワーク実

習の受講が必要です。 

✦ 参加条件、装備は次ページを御参照ください。装備の不備は不合格となります。 

✦ ロープワーク実習においても事後課題が出題されます。事後課題の合格なくては修了とみな

されません。 
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5 月 14 日(日)午後「フリークライミング実習」  

13:30〜 受付 

14:00〜16:00 フリークライミング実習(講師:国際山岳ガイド)  

16:00 解散 

 

✦ フリークライミング実習もしくは 2014年度まで開催されていたトレイルランニング実習のいず

れかを昨年度までに修了、合格している場合は本実習を受講する必要はありません。 

✦  参加条件、装備は下記を御参照下さい。装備の不備は不合格となります。 

✦ フリークライミング実習においても事後課題が出題されますので、これに合格しなくては修了と

みなされません。 

 

5 月 14 日の参加条件(午前・午後とも) 

・	ロープワークやクライミング実習を行なえる健康状態であること 

・	山岳保険(登攀活動時の事故に対応した傷害保険)に加入していること 

・	2017年度認定山岳医講習会募集要項で指定されている参考図書に記載されているロープワ

ークを理解できていること 

 

5 月 14 日午前の必要装備 

運動に適した衣服、室内用運動靴またはクライミングシューズ、クライミング用ヘルメット、クライミ

ング用ハーネス、安全環付きカラビナ 2枚、カラビナ 2 枚程度、ソウンスリング 120cm ×2 程度、

ソウンスリング 60cm ×2 程度、プルジックコード(150cm)×2、ATCなどの確保器（+安全環付きカ

ラビナ）、ビレーグローブ (ヘルメットやハーネス、カラビナなどは、登攀用に限ります) 

 

5 月 14 日午後の必要装備 

午前の装備に加え、クライミングシューズ(運動靴は不可)、チョーク、チョークバック 
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【参加申し込みと費用】 

参加資格 

日本登山医学会認定山岳医・看護師講習会コースにエントリーし、受講番号を取得

している日本登山医学会会員 

※今年度より、日本登山医学会会員であれば医師・看護師以外の方も本コースにエントリーが可

能となっております。エントリーは日本登山医学会ホームページの認定山岳医講習会のページに

ございます登録フォームから行なって下さい。年度途中からでもエントリー可能です。 

※認定資格更新のための受講も可能ですが、参加希望者が多数の場合にははじめて受講される

方を優先とさせていただく場合がございます。予め御了承下さい。 

 

申し込み方法・費用・支払い方法 

1. 5 月 13 日全日 座学 17,000 円 

2. 5 月 14日午前 ロープワーク実習 17,000 円 

3. 5 月 14日午後 フリークライミング実習 17,000 円 

（事前振込のみ、施設利用料含む） 

4 月 17 日までに、参加費用合計を下記記載口座にお振込みのうえ、別紙の参加申

請書および事前アンケートをメールてに添付しお申し込み下さい。 

メール送付先：dimmutsunomiya2@jsmmed.org 

 

振込人名義 

「姓名+受講者番号+クラスタ名」を記入して下さい。ATMやネットバンキングからの場合は、カタカ

ナ又は半角英数字大文字で「姓名+受験番号+クラスタ名略語」を記入して下さい。 

(例:稲田千秋 92 立山 1) (例:イナダチアキ 92TATE1) 

振込先 

みずほ銀行 神田駅前支店 普通口座 2296725 口座名義 一般社団法人日本登山医学会認

定山岳医委員会 シャ）ニホントザンイガクカイ ニンテイサンガクイイインカイ 

締め切り 4 月 17 日 21 時まで  


