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身体検査証明



航空身体検査



航航航航空空空空身体身体身体身体検検検検査査査査

身体検査には前年の用紙（赤い紙）を持参すること。

コンタクトレンズ使用者は、眼鏡で行くこと。
身体検査だけのために老眼鏡が要るキャプテンは多い。
（年々視力が良くなる方はいないのであきらめて）
女性はストッキングなしでTシャツを下に着て来ると
早く終わる。

（参考）東京国際空港診療所　03-5757-1122
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アルコール飲料
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Pre-test 
あなたがソロで飛行する時に酸素を使用す
べきかどうかの判断の根拠になるものはど
れか。

A. 低圧訓練の時と
　　同じ症状の発現

B. 高度計の指示値

C. 乗る機体が酸素
　　を装備している
　　高性能機か否か



低酸素症
症状は一定していない。つらくない人が多い。



Aerospace Medical AssociationHighest Human Habitation...18,000 ft
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Aerospace Medical Association

10,000フィートが分かれ目
� 10,000フィートを
超えたら酸素を使
うのが空軍。

� 高々度では純酸素
でも足りない。加
圧呼吸が必要。

� 喫煙者は症状が出
にくくあぶない。

� 夜間は5,000フィー
トで機能低下あり。

10,000 MSLHYP    XIA



高々度では体の酸素は減るが心拍はあまり変わらない。
高度計だけが低酸素の指標。



昏睡

有効意識時間
6,000 m

9,000 m

18,000フィート以上では酸素なし
の操縦は不可。
安全高度は昼間10,000フィート



高度 有効意識時間



低酸素の症状には個人差がある。

航空用の民間施設は筑波宇宙センターにあるのみ。
機会を作りFAA, 米空軍に申し込むのが推奨される。



Aerospace Medical Association

低圧チャンバーによる訓練
�� A flight surgeonA flight surgeon

must be able tomust be able to
recognize whenrecognize when
problems are dueproblems are due
to lack of oxygento lack of oxygen

�� Altitude chamberAltitude chamber
training helpstraining helps
aircrewaircrew to to
discover their owndiscover their own
hypoxiahypoxia
symptomssymptoms















過呼吸は多い。



ソロで過呼吸に対処するのは易しくない。
飛行経験を積むのが王道か。
独り言を続けるのが確実な呼吸制御法。



Hyperventilation
（過換気症候群）

の治療
（ペーパーバッグ法）
�過換気は高頻度
�症状では低酸素と
区別が困難
�ソロフライトでは
独り言が有効
�青白く、手足が「
かたまって」しま
う
�不安強し
�ペーパーバッグが
効くのに時間が必
要

大塚敏文1989





Aerospace Medical Association

� There are several places in the human body
where air can get trapped. The ear, the
sinuses, and the stomach and intestines are a
few examples.

Trapped Air



Aerospace Medical Association

Trapped Air
� Usually expanding

air is not a problem
since it can be
released.

� When you come
back down after
being at altitude,
the expanded air
gets smaller... if
this occurs in a
closed space it
creates a vacuum
effect...This is a



Aerospace Medical Association

圧力によるその他の障害

� 減減減減圧圧圧圧障障障障害害害害
DECOMPRESSI
ON ILLNESS
� Air bubbles can form

in the body if you go to
high enough altitudes

� These bubbles are
made of nitrogen and
usually dissolve as you
descend.



Aerospace Medical Association

減圧症（減圧障害の1つ）
� Bubbles that do not

dissolve can get
trapped in the joints
and cause pain
(bends)

ベンズ
� If they form in the

blood and go to the
brain they can
cause serious
neurologic
symptoms.



ICAOのののの推推推推奨奨奨奨すすすするるるるササササンンンンググググララララススススはははは無無無無偏偏偏偏光光光光ののののももももののののににににななななっっっったたたた。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（計計計計器器器器ののののたたたためめめめかかかか？？？？））））



糖尿病でインスリンを使っていてはだめ（日本）





視覚



瞳孔pupil, 虹彩iris

eyes - bwn

大塚敏文他1989



視器の構造

2 角膜cornea 4 虹彩iris 23 瞳孔pupil 19 lens 17網膜retina
DeHart RL 1996

角膜

水晶体

視神経



視野

•両眼視では盲点は
問題にならない



航空生理学概論#2-2

暗順応
•数分で効果が出てくるが、30分間かかる。
•夜間はまぶしい光を見つめない。10度そらして見る方法。
•酸素装置を使用しないと1,000mでも低下あり。

閾値

min.
Ganong WF 1991

錘状体

桿状体

Hollyfield JG1992



錯視夜間が危ない



滑走路の傾斜

DeHart RL 1996



滑走路手前の傾斜

DeHart RL 1996



滑走路の幅の効果

DeHart RL 1996



木の高さの効果
•事故の例

DeHart RL 1996



板倉1999年11月28日

False Horizon （雲頂の傾きの効果）

DeHart RL 1996



板倉1999年11月28日

スター・ウォーズ効果
�キャノピーへの映り込みによる

�プレクシグラスの歪みの問題も別途あり

野崎1990



板倉1999年11月28日

視程が悪いと地平線が下（手前）に見える



板倉1999年11月28日

空間失認



Aerospace Medical Association

空間失認
Spatial Disorientation

SEAT-OF-THE-PANTS

VISION VESTIBULAR

ORIENTATION
          AND
        BODY
  RESPONSES

SENSES OF
 BALANCE



板倉1999年11月28日

人体と航空機の
軸の定義



板倉1999年11月28日

滑り旋回 釣り合い旋回

Ernsting J1996



板倉1999年11月28日

三半規管
頭の回転

内リンパの流れ

Ernsting J1996



Aerospace Medical Association

宇宙酔い
Space Motion Sickness (SMS)

• Affects 75% of
crewmembers

• Symptom range from
loss of appetite to
nausea and vomiting

• Thought to be caused
by sensory conflict or
fluid shifts



板倉1999年11月28日

Ernsting J1996

前後の加減速で頭の傾き
と同じ刺激が耳石にかかる



板倉1999年11月28日 Ernsting J1996

�加速で機種上げを感じる
�機種下げの対応が危ない



板倉1999年11月28日

ピッチに関する空間失認
�加減速による失認は個人差が大きい。
�実験室では効果が現れるまで数分間かかるが、5G/2secのカタ
パルト発進でも5度機種上げを感じる。この感覚は1分間以上持
続する。米海軍では発射時の姿勢を訓練している。
�輸送機でも事故が起きている。離陸後10秒間で100ktから
130ktに加速する際+0.16Gxかかり、1.01Gが9度後方に作用する
ので機種上げとしては9度の効果がある。輸送機の上昇角は6度
程度なので9度機種を下げると地面に衝突する。
�正しい地平線を視野に入れるか計器をチェックすればOK。

Carl Vinsonの赤外線写真





ブルー・エンジェルスでも頭は傾ぐ

� 当たり前の現象  A

 B

 O

 H  H'

 S

tilt of the head = 15 deg

Shimada K 1996
板倉1999年11月28日



Flight study

� VFR flight
� Cessna 172

tilt of the head = 11 deg

 11°

 48°

Shimada K 1996板倉1999年11月28日



バーティゴ



DeHart RL 1996

水平飛行

旋回中に頭を傾けると耳石に大きな力がかかる

実際の傾き 感ずる傾き



DeHart RL 1996

G-excess illusion

�旋回内側を向いて
頭を上げるとバンク
を深くしてしまう例
�2Gで10～20度、1.5G
でその半分の誤差



（物理的 にはトルクの作用）

DeHart RL 1996コリオリCoriolisの力の作用

1 1

2

cross-coupling
第3の平面



バーティゴ Vertigo
�あらゆる空間失認による困難を指す。
�飛行中に急激に頭を動かした時のバーティゴ
はコリオリ力ではなくG-excessによるものと
現在では考えられている。

野崎1990



空間失認を起こすと、
機体が自由にならない錯覚に陥る

Giant Hand 現象

DeHart RL 1996



•何もターゲットがないと近視になる。
•1～1.5 mに焦点が合う。
•見張りは翼端から。
•夜間に特に注意。

space myopia

野崎1990



衝突-5sec

視覚の感覚0.1sec + 調節0.29sec + 知覚0.65sec + 判断2sec + 操作0.4sec + 機体の反応0.2sec

野崎1996



衝突-0.2sec

視覚の感覚0.1sec + 調節0.29sec + 知覚0.65sec + 判断2sec + 操作0.4sec + 機体の反応0.2sec

衝突コースにいるものは見つけにくい



見張りの方法

•blind spot盲点の認識
•昼は視神経の出口(optical disc)
•夜は中心窩(fovea)

•10度のセクターごとにスキャンする
•space myopia（近視）対策（翼端から見始めるなど）
•空中衝突は好天で発生する
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参考

米国
National Transportation
Safety Board

パイプラインの事故も担当。





Aerospace Medical Association

荷重



大きなGの影響

L-1/M-1マニューバー



Aerospace Medical Association

Positive Acceleration (+Gz)
(連続負荷)

POOLING BEGINS
1-3 �G�

GREYOUT
3-4 �G�

BLACKOUT
4-5 �G�

UNCONSCIOUSNESS
5-6 �G�



航空生理学概論#2-2

心臓から網膜への血圧

眼が頭より先にやられる
1. グレイ・アウト
2. ブラック・アウト
3. 意識消失



Aerospace Medical Association

荷重への訓練

� Centrifuge Facility,
Brooks AFB, TX

� 遠心加速器によ
る訓練



G-LOC

DeHart RL 1996



航空運行システム研究会



CRM

Cockpit Resource Management
Crew Resource Management

クロスカントリー飛行で必要なものを全て手の届く
所に収納するのもCRM。「地図が背中に入っちゃった」

複座機では大事。「どっちが着陸操作してたの？」
�I have.�   �You have.�



L

S H

E

L
自分

ヒューマン・ファクターのSHELLモデル
事故などを考えるのに使う

ソフトウェア ハードウェア

環境
Environment

他の人間
Liveware



「人間の能力についてどう考えるか」

回答の一例
ここで「能力」というのは「グライダー運行での事故を予防す
る能力」と言い換えられるであろう。PICについては航空知識
を得、それに基づき判断力を養い、操縦技能を磨いて体調を整
えておく、という対応により平常時の能力の向上を図ることが
できる。しかし訓練プログラムになかった状況(S 例えばウェー
ブ訓練課題の欠如)、状況に不適な装置 (H 姿勢が示せない計
器)、 悪天候(E 山頂まで閉じてしまったフェーン・ギャップ)
という状況に置かれた場合には平常では適切なPICの能力を持っ
てしても事故は起こり得るのであり、一人PICの能力を論議し
ても事故は防げない。この例では同乗者(L)の知識と助言の活
用でギャップが閉じる前に変針できるかもしれず、あらゆるリ
ソースの利用による(CRM)事前予防・問題解決がなされるべき
である。またこのような思考は「エアマンシップの発揮」とも
表現されるであろう。













時差

ミンデンについて翌日に
飛んでもよいのだろうか？

ワイケリーでは？

インゴ・レナーの例



時時時時差差差差症症症症候候候候群群群群



東東東東行行行行ききききのののの旅旅旅旅行行行行はははは不不不不利利利利



時時時時差差差差へへへへのののの対対対対策策策策方方方方法法法法
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航空生理学概論#2-2

予防・救急



体調を保つこと。予防が一番。
ソアリング能力に影響大。

1. 睡眠　インゴ・レナーは無理をしない
2. 飲水　 種類にはこだわらなくて良い。
　　　　　　食事でも良い。
　　　　　　夏に滑空場を走るのは論外。
　　　　　　冬にも注意。
3. タバコ  高空での危険予知力が下がる。
　　　　　　酸素の摂取力も落ちる。
4. 酒        能力はとにかく下がる。



救急処置

1. 重症の場合、救急車を呼ぶ連絡が最も重要。
　　医療関係者でない場合、携帯電話と無線が
　　最も役立つ医療機器。
     帽子はけが予防にも熱中症防止にも役立つ。
2. 重症の外傷の場合、呼吸が最も重要だが
    分かり易いものではない。訓練の受講が必要。
    赤十字などでは無料講習の機会あり。
3. 出血の場合は押さえて止める。血を押さえるのでは
    なく、血の出ている所を押さえること。ハンカチくらい
   より大きな布は不要。



呼吸停止

心臓より呼吸
を気にすること
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