
当会初 へ 1ノ 出 動 要 請 顕 末 言己

85年 5月 25日 遠山友樹記

山行名 :剣岳周辺山スキー

メンバー :L遠山、古川、作野、島田、矢野、

日 程 :85年 4月 27日 -5月 5日 (5月 6日 は予備日)

1.概要

作野氏が5月 3日十二指腸カイヨウの発病でヘリコプターにて人院

4月 27日の夜4子にて出発し、室堂より入山、営鳥12へ

28日 は雷鳥平をベースに浄土山往復

29日は真砂岳経由内蔵助平往復

~   30日
は剣・71tを 長次郎出合往復

5月 1日 は真砂岳経由真砂沢滑降、真砂ロッジ付近へ

2日 は長次郎左俣を往復、2日夕方発病し翌3日 の9:30頃 ヘリコプターにて富山市民病院に人

院した。約2週 rnI後の5月 15日 に退院した。 (退院時には事故証明受領に合わせ遠山、菅沼が同

行した)

2.昨シーズンから発病までの経過 (作野氏の山行〉

①83. 9/23-24     餓鬼岳

②   12/10-11     天神平初滑り

③84. 2/ 4- 5     石打ツアー人間

④    4/28-5/2    雪倉岳、朝日岳

⑤84.12/ 2        浅間山、冬 トレ

⑥85. 1/12-14     神楽峰 〈リーダー〉遠山も参加

⑦85. 2/ 9-10     根子岳、四阿山  遠山も参加

③85. 4/13-14     富士山 くL遠山〉

⑨85. 4/28-5/5    剣岳周辺 (今回〉

今回の山行について少し詳しく経過を報告する。記録的な内容については古川氏の記事を御参照

頂きたい。

4/28 快晴

前日の夜行にて新宿発、雷鳥平にB.Cを設営し11:10出 発。浄土山を往復。
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4/29 快晴

5:30内蔵助平を目指して出発。下りはどうということもなく9:30に内蔵助平着。1時 rHI

休憩の後出発。下りは沢沿いであったが、登りは沢の左 く下から見て)の広大な1枚パーン (標高

差約 500術 、幅約 500術 、 斜度約40度 )の左端の尾根状のコースをとった。標高差

が大きいので実際よりも斜度が大きく見える。斜度が急になるところからトップを矢野氏とし、約

100やI位登り、次に遠山がトップで約 150やi登 り、最後の50続強を作野氏が トップで登つた。

心理的には50度を越えている感じの斜面なのでこの登りは作野氏も疲れたと思われる。真砂岳の

室堂側の尾根を下って雷鳥平へ着いたのは、出発してから12時間後であった。

4/30 快1青

7:00発 で剣沢へ向かう。長次郎出合まで下り、7時間40分の行動で言鳥平へ帰着。この日

は行動時間も比較的短く楽であった。

5/1 快晴

7:00発 でベースを移動すべくテントを撤収した。全装備を背負い真砂沢を目指した。真砂岳

の豊りはかなりしんどかったが、作野氏の体調に異常は無かつたようである。ベースはかなり早か

つた。しかし、真砂沢出合付近の重い雪は多少負担が大きかったかも知れない。この日の4子動は約

6時間で体を休ませる時情1は充分あった。

5/2 快晴

7:00発 で長次郎左俣を目指す。この日長次郎出合の数百1,上で初めて、体調がちょつとおか

しいと作野手が訴えた。左俣へ入つた時のベースは後から考えると作野氏のいつものベースより遅

かつたような気がする。コルでの休憩時も下りの悪雪も普通に下ったように見えた。

ところが夕食の少し前にテントの外で「申し訳ない、血便が出た」との声で、一 ulギ クとする。

作野氏だけおかゆを作り少し食べた。翌日は自力で剣御前経由で室堂へ帰ることに決めて寝た。と

ころが午前2時頃、まさかテントの外にいるとは思わなかった作野氏が外で「もうダメダ」とうな

つていた。ヘリを呼びに行くことに決め、朝食を作り始めた。

5/3 快晴

4時 50分に遠山単独で剣御前へ向かって出発。出発の前に作野氏がトイレといってテントの外

へ出てきた。そうしたらその場で貧血で倒れ、矢野氏が抱きかかえねばならなかった。その時点で

矢野氏と遠山の2人で行こうとしていたのを遠山が単独で行くことにした。隣のテントの「葵11の

会」の上村氏にトランシーバーで呼んで頂いたがダメであつた。約 2時間20分で剣御前着。剣御

前からの帰りにわかったのであるが、上村氏ともう 1人の方には長次郎の出合まで登って最寄りの
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小屋を呼んで頂いたが結局はダメだつた。御前小屋手前の野営場の管理人が御前小屋には県警の駐

在警備隊がいるのでと呼んでくれたがここでもダメだつた。御前小屋へ着いたのが7時 10分だっ

た。駐在員は4名おられ、遠山の報告を落ち着いてrIIぃ てくれた。報告した内容は、

①本人の氏名と年齢、勤務先  ②症状と発病迄の経過

◎行動日程の概略と今後の予定 ④遭難保険への加人の有無

等であった。そして「ヘリは8時にならないとバイロットと連絡が取れない。空港に丁度ヘリがい

れば30分で真砂出合へ着くことが出来る」との説明に一安心した。ヘリがいなかった時のことな

ど考えていなかった。

作野氏へ早く連絡しようと、途中2回ほど止まっただけで7時 55分にはテントヘ着いた。8時

45分頃にはヘリが来た。警備隊の説明通りであった。ヘリには県警本部の方が2人乗ってこられ

非常に手際良くヘリに作野氏を乗せ、一度室堂で患者を降ろし、もう一度来て荷物と島田氏を乗せ

て室堂へ。室堂で患者と島田氏のみを乗せて富山市民病院へ。市民病院にはヘリポートがあり、9

時30分頃には人院出来た。

実は患者と島田氏の荷物に付いては矢野氏が強く警備隊員 〈室堂駐在)に頼んでヘリで運んでも

らった。黙っていたら人間だけ運んで、装備は置き去りとなるところであった。ヘリが飛び去って

から残った3人は後続パーティーを待ちながら装備の重量を減らすことに専念した。後続が来ない

来ないとシビレをきらした頃6人が来た。先発パーティーのみ翌日下山とし、後統は残ることに決

めた。

5/4 快晴

4:40出 発。まだ装備が重い。途中でアクシデントがあったため 13:10室 堂着。都会の雑踏

を思わせるにぎわいの中をかき分けて荷物を預け、弥陀ケ原迄滑り、あとはパスで 15:00美 女

平着。銭湯へ寄ってから市民病院へ、作野氏を見舞った。既に奥さんがおられ5/3夕方には着い

ていたとのこと。作野氏にはもつたいない美人の奥さんといったらおこられるかな。約20分位で

退出。22:50発 の急行能登で帰京した。

3.警察との対話

この5月連体だけで6回ヘリが出動したとのこと。私達のパーティーだけでは無かった。

①剣御前にて く5月 2日 、3日 )

登山届はこまめに出したい。今回は信濃大町では出したが、室堂では出さなかつた。 く室堂の警

備隊は自然保護センターにある。従って届もそこへ出すべきである。これは下山時に場所を発見し

た。一言いわせてもらえば室堂ターミナルの中に登山届投入ボストを設けるべきだと思う。〉警備
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隊員より何故富山側へ出さなかつたのかと詰間された。誰もいなかったから出さなかったのだが、

上記 ( )内のことは何もいわなかつた。5月 4日下山時にお礼を言うべく、御前の警備隊詰所に

1子 ったらビールが出たのには驚いた。さすが飲むとか、持つて帰るとかいう気にはなれなかつた。

②上市警察署にて (5月 15日事故証明書受領)

訪問したところ心安く応対してくれた。慣れている様子だった。課長風の方が約 1時間相手をし

てくれた。最初に御前小屋で報告をrHIい てくれた方と、翌下山時にお礼を申し上げた方とが、たま

たま訪FuIIし た時におられた。

*警備隊員は7～ 8人位で 1年中任務についている。

*冬は馬場島に駐在、5月連体は御前、室堂、馬場島に駐在、夏は室堂に駐在している。

*4輪駆動のパ トカーを持つており、室堂へもそのまま入者とのこと。

*富山市民病liのヘリポートは当初計画には無かつたが、上市警察と市民病院の医者が運動して追

加予算を組み完成させたとのこと。

*剌1日 航洋 (今回出動のヘリ会社)の社長は山屋で、レスキューに情熱を持った方とのこと。

*以前にヘリ代を健康保険でまかなつたことがあるとの発言に心強くなつた。

*相手をしてくれた50歳位の課長風の方は、普本人も現地に駐在していて、苦労しながら遭難者

を運んだことがあったとのこと。今はヘリがあるので昔とはえらい違うと強調していた。その上

病院にはヘリポー トもあるので、富山県は日本一の救助体制が整っているとのことだった。

③県警本部にて 5月 15日

5月 3日 にヘリで御世話になった方は外出中で、上市と同様酒2本を置いて早々に引あげた。

④失敗したこと

5月 4日下山時に偶然「自然保護センター」を発見したのは、5月 3日ヘリで救助にきてくれた

書備隊員の方がツアーコースの人口の所で椅子に座って本を読んでいるのを発見したからであつた。

実は覆面をしているのを忘れてお礼をいつたのである。当たり前だが「プス」っとしていてまとも

に口を開いてもらえなかった。後で覆面に気が付いたのだった。

4.反省

私は作野氏に持病があつたことを全く知らなかつた。リーダーとしてやはリメンバーの体力的な

ことは知っていなければいけないと思う。自然に古川氏や島田氏についてtま負荷を考慮していたが

作野氏、矢野氏と私の3人は負担は同じでよいと思つていた。

5.保険

これに関しては島田氏及び作野氏より後日報告があると思う。それを参照して下さい。 以 上
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b乏燿野 と
=文

寸月罫                    6月 18日 菅沼 博 記

1.反省

①遠山バーティー、菅沼パーディーとも剣岳登山を規制している富山県登山届出条例に従つた登山

届けを提出していなかった。このため、後発パーティーは計lll」 を変更し、比較的安全に行動でき

そうな範囲にとどめた。

②今回は条例に気付いたのが遅かつたため入山前から違反登山であることは知つており、不必要な

登山届は出しにくい状況にあった。今後は剣岳、谷川岳の危険地域での登山に際しては必ず条例

に従った登山届を提出しておくべきだ。

*剣岳は20日 前迄に、谷川岳は 10日前迄に登山届を提出しなければならないとされている。

③今回の事故は急激な体力的、精神的な疲労による持病の再発が原因と考えられる。従って原因の

―    追求や事前の防止対策についての検討はあまり意味がないようだ。ただ、こうした病気の持主は

常に体調に注意し、極端な精神疲労に陥らないように自己管理する必要がある。そして最悪な事

態は防ぎたいものだ。

2.対応 85年 5月 8日運営委員会での決定事項その他

①救助、捜素に関する費用は、原則として山岳保険で充当するが、保険の対象とならない場合やオ

ーバー分に付いては全て受益者 く遭難事故者及びその家族)の負担とする。

②①以外の費用で山岳保険でカバーできない出費のうち関係機関へのお礼に要する交通費やお礼の

品物の代金は鈴木基金を利用し会で負担する。これ以外の人院費用その他は受益者が負担する。

③保険金の請求に必要な事故証明書はリーダーもしくは代わる者が申請し、受領する。富山県の場

合は

"」

紙の通り指定用紙があるが、無い場合にはこれに準じて申講者が作成する。

④事故後のお礼状 (単い時期に行う〉は今回は総務が出した。遠山氏の報告にある葵山の会には直

~    
接遠山氏が出した。

3.費用

①ヘリコプター代  291200円   朝日航洋  飛行時間 1時間05分

②人院費用      22860円   5月 3日 -15日  13日間人院 健保 1割負担

◎お礼交通費     31600円   遠山、菅沼2名富山往復

④お礼品代       7400円   上市警察署、県警本部 各酒2本

今回の事故に要した表面的な費用は以上の通りである。合計353060円 のうち①救助費用の

291200円 は山岳保険で充当し②22860円 は作野氏が負担し◎④39000円 は会の鈴

木基金で負担した。
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最後になつてしまいましたが、今回の事故に際してお見舞い金のカンバを皆様にお願い致しまし

た。お陰様で目標と致しました3万円をすぐに集めることができました。申し訳ありませんがひと

りひとりのお名前は1空えませんでしたので、お名前は発表できません。おIITし 下さい。

ご協力有難うございました。

追記 2.対応の項目は 10回総会の席で、会則に定めたほうが良いという意見がありましたので

運営委員会で検討の上、後日会報誌上にて会則の改正を提案する予定です。

山 岳 適 難 事 故 証 明 申 請 書
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凛聡毀ザ雛T
上記のとおりの山岳遭難 があ ったことを証明願い ます。

幅和どo年 よ月  日
富 山県上市警察署長殿

上記のとお り相違ない ことを証明する。

昭和   年   月   日
富 山県上市警察署長

警視 印
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