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概要

近

年注目されるサウナ入浴では，高温のサウナ室入浴，低温の水風呂入浴，休憩を 1 セットとして

2~3 セットの繰り返し入浴を行う.繰り返し入浴時，人体深部温度が急激に変化し，発汗量も増大するこ
とか ら，心臓病罹者のヒートショック，熱中症事故の危険性は高い.サウナ浴でのヒートショック，熱中
症事 故を防止するためには，人体の生理反応の定量的理解が必要である.本研究では，サウナ繰り返し
入浴に 適応可能な高精度生理解析モデルを構築し，サウナ繰り返し入浴時の生理反応の定量的理解を目
的とする. 飲用型カプセル無線温度計およびウェア
ラブルデバイスを用いたサウナ浴の実地試験，サウナ
浴を模擬した熱流体解析を行い，生理解析モデルに必
要となる種々パラメータを測定・評価する.実地調査，
解析で 取得したパラメータを応用して，サウナ浴の
極限環境下での人体の生理反応を予測するモデルを
構築する. そして，年齢や代謝量に応じた適切なサ
ウナ浴時間や，入浴環境の熱工学に基づいた科学的な
提案を行う。

背景
これまで，人体の生理反応の理解のために種々の生理反応モデルが構築されてきた。(Gagge et al.,
The Japanese Journal of Sauna
For personal use only. No other uses without permission.
Japan association of sauna. All rights reserved.

The Japanese Journal of Sauna, vol.1, 2021
Memoirs of the Faculty of Engineering, 1972.)しかしながら，従来の生理反応解析モデルは常温環境下を
想定しているため，サウナ繰り返し入浴のような極限環境下の生理反応は予測することは不可能であっ
た.そのため，極限環境でのヒートショックや熱中症の熱的因果関係は定量的には明らかとなっていない。
その中で，極限環境下での生理反応解析モデルが本研究によって高度化されれば，ヒートショックや熱
中症が発生する熱的限界量を予測することが可能となる。熱的限界条件から，サウナ，水風呂の環境温度
や，入浴時間などの安全な繰り返し入浴条件を示すこと
が可能となる。また本研究で構築される生理反応解析モ
デルを応用すれば，屋外の熱中症事故，冬季中の高齢者
の防止方法をより具体化することができ，熱工学的観点
から医療 現場に新しい価値を創造することが可能であ
ると考える。

目的
近年，健康維持の観点からサウナブームが続いている。サウナ入浴では，認知症，うつ病，心臓病の罹
患リスクが低下する可能性があることが報告されている(加藤，医者が教えるサウナの教科書，2020)。サ
ウナ浴では，高温のサウナ室内の入浴，低温の水風呂での入浴，休憩の一連の行動を 1 セットとして 2~3
セットの繰り返し入浴を行う。繰り返し入浴ではサウナ室から水風呂に入浴する際に，短時間で人体深
部温度は高温状態から低温状態に変化する。その後休憩によって人体の深部温度は通常の温度までに回
復する。サウナの繰り返し入浴では，サウナ室と水風呂での急激な深部温度の変化により脳内ドーパミ
ンが多く分泌され，その後の休憩によって副交感神経が活発化する。休憩時，多量のドーパミン分泌と副
交感神経が 優位な状況となり，脳内は極限的なリラックス状態となる。この状態を世間では，「ととの
う」現象と呼称 している.短絡的に考えれば，サウナ室，水風呂の長時間の入浴は「ととのう」現象の効
果を大きくする。しかしながら，極高温や極低温環境に長時間人体を晒し続ける時，体内の血圧量は急激
に変化する。そのため，心臓病罹患者のサウナ入浴におけるヒートショック事故の危険性は極めて高い
といえる。またサウナ入浴時の発汗反応によって，急激に体内の水分量は低下するため，熱中症の危険性
も指摘されている (Muhammad et al., Science of Computer Programming, 2015.)。
本研究では，サウナ繰り返し入浴時の生理的反応を定量的に評価・予測可能な，生理解析モデルを構築
し，サウナ繰り返し入浴時の生理反応の定量的理解を目的とする。生理解析モデルの精度向上のために，
サウナ繰り返し入浴の実地試験及び熱流体解析を実施する.実地試験および解析で取得した，環境，生体
条件を使用して，生理解析モデルの伝熱機構および生理反応モデルの高度化を図る。そして，サウナ繰り
返し入浴時の人体深部温度の変化や，発汗量を正確に見積もる。そして入浴時間や，サウナの環境条件等
の年齢に応じた適切なサウナ入浴方法の提言を目指す。
これまで，サウナ入浴の適切な入浴方法や環境条件については，経験則的によるものがほとんどであっ
た。本研究により高精度な生理解析モデルが構築されれば，定量的なサウナ入浴の安全条件を示すこと
ができ，高齢化する我が国の社会福祉を高質化できると考える。
The Japanese Journal of Sauna
For personal use only. No other uses without permission.
Japan association of sauna. All rights reserved.

The Japanese Journal of Sauna, vol.1, 2021

方法
本研究では，Gagge モデルをベースとした極限環境下の高精度生理解析モデルの開発を実施する。モデ
ル高精度化のために，サウナ繰り返し入浴時の実地試験および熱流体解析を実施する。図 3(次頁参照)に
本研究の概念図を示す。実地試験では温湿度やふく射平衡温度等の環境値，サウナ繰り返し入浴時の人
体 深部・皮膚表面温度の時間変化，発汗量等の生体反応を計測し，生理解析モデル構築に必要なデータ
を取得する。サウナ繰り返し入浴時の熱流体解析を実施して，対流・ふく射熱伝達量を評価し，実地試験
で取得した環境値の妥当性を評価する.実地試験，数値解析で取得した生体反応，環境条件を入力パラメ
ータとして使用して，生理解析モデルの改善を行う。以下にそれぞれの研究計画事項を列挙する。
1. サウナ繰り返し入浴中の実地試験

実地試験では八戸市内の銭湯を使
用する.サウナ室内部の実地試験で
は，赤外線温度カメラによる多点観
測を実施して，壁面温度データの計
測を行う。市販の赤外線カメラでは，
高温環境下での連続使用は困 難で
ある。本問題を解決するために，日
本アビオニクス特製の保温ケーシ
ングを使用して，サウナ室内部の温
度測定を実施する。高温環境下での
デジタル機器による湿度計測は困
難であるため，バイメタル式の温湿度計を用いることも想定している。アナログ式の空洞黒体球を用い
て，ふく射平衡温度を測定する。ふく射平衡温度の測定原理から間接的に，空洞黒体球に入射する入射
強度を見積もることができ，皮膚表面でのふく射熱伝達率を算出する。飲用カプセル型無線温度計を用
いてサウナ繰り返し入浴中における体内深部温度の計測を行う.本温度 計を使用することにより，これ
まで困難であった高温環境下での深部温度測定が可能となる。
さらにウェアラブルデバイスと同時に保温ケーシングで保護された放射温度計による皮膚温度計測も
実施する。そして，ウェアラブルデバイスで計測した皮膚温度の時系列変化データの比較検証を行う。ウ
ェア ラブルデバイスによる脈拍測定機能および血中酸素濃度を計測し，代謝の活性変化量と体内温度
の相関性についても調査する。発汗のモデリングのために，繰り返し入浴中の体重変化を測定して水分
損失量を測定する。基礎代謝と温度変化量の相関関係を取得するために，20 代~60 代の幅広い年齢層で
の温度計測を行う。
2. サウナ繰り返し入浴中の CFD 解析

過去の実地試験からサウナ室内部では，ヒーターのみならず，窓の放射冷却効果がふく射伝熱に強く影
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響することが明らかとなっており，三次元形状を考慮した伝熱解析が求められる。そこで本研究では数
値流体力学ソフトウェアを用い，サウナ繰り返し入浴中の熱流体解析を行う。数値解析では 3D-CAD
モデルを用いて人体およびヒーターの三次元性を考慮する。過去の研究(伊藤ら，空気調和・衛生工学会
論文集，2006.)によって構築された人体の解析メッシュを使用する。実地試験と同様に空洞黒体球を設
置した解析を行い，空洞黒体球表面の入射強度と実地試験のふく射平衡温度の比較を行い，実地試験の
測定方法，解析方法の妥当性を検証する。実地試験との比較から，空洞黒体球周囲のふく射強度の整合
を取り，サウナ室内部のふく射伝熱解析の高度化を図る.また水風呂入浴時，休憩時の人体周辺の熱対流
解析も実施する。これら解析から得られた人体周辺部の対流熱伝達量及びふく射伝熱量を生理解析モデ
ルの入力パラメータ として設定して，生理解析モデルの高精度化今後図る予定である。
3. 高温下環境下の生理解析モデルの高度化

Gagge モデルでは人体を(1)深部層，(2)皮膚層の二層からなる球体とみなし，球体間と外部環境との熱
の授受を計算する。モデルでは，常温環境下での実験値からの経験パラメータを使用して，伝熱量， 皮
膚からの発汗量が求められている.本研究では Gagge モデルをベースとしてサウナ繰り返し入浴時の高
温・高湿に適用可能な生理解析モデルの開発を行う。本研究では(a)伝熱モデルの高度化，(b)生理モデル
の高度化と二段階に分けて研究を実施する。
(a) 伝熱モデルの高度化
Gagge モデルでは皮膚表面での発汗による蒸発伝熱，対流伝熱・ふく射伝熱が外部環境との熱の授受と
して計算される。発汗は乾いた皮膚と濡れた皮膚それぞれでモデル化されている。しかしながら，皮膚
表面の濡れ率の評価は難しく，二種の発汗現象を定量的に分別することは難しい。そこで本研究では，発
汗による蒸発潜熱が身体からの水分損失量に比例すると仮定して発汗による熱損失をモデル化する。身
体からの水分損失量は実地試験で測定したものを使用する。発汗以外の対流・ふく射伝熱による伝熱量
は実地試験，熱流体解析で算出されたものを生理解析モデルの入力パラメータとして使用する.実地試験
で取得した人体温度の時間変化と比較し，伝熱モデルの精度を議論する。
(b) 生理モデルの高度化
実地試験では生理パラメータとして脈拍，体重，年齢，水分損失量を取り扱う.実地試験で測定した脈
拍から血流量を類推して，血流量の時間変化と水分損失量との相関関係を把握する。そして，体重，年
齢 に基づいた水分損失量と結びつけ，人体からの発汗量のモデル化を行う。具体的には過去の研究
(Takada et al., Building and Environment, 2009.)に基づいた個人パラメータを付加した発汗モデルを提案
する。以上述べた研究を実施することで，サウナ浴の極限環境に適応可能な高精度生理解析モデルを構
築し，サウナ入浴の安全条件を提案し，我が国の高齢化社会の高質化を目指す。

結果
既存のモデルとして Gagge らによって開発された⽣理解析モデル(Gagge et al., Memoirs of the Faculty
of Engineering, 1972.)に着⽬した。図 4 に Gagge モデル及び銭湯での実地試験で計測した⼈体 深部温
度の⽐較結果を⽰す。実地試験では飲⽤カプセル型無線温度計を使⽤して，⼈体深部温度を測定した。
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図 4 に⽰されるように，⽣理解析モデルはサウナ繰り返し⼊浴時の深部温度を過剰に⾒積もることが
⽰唆された.本モデルでは⽪膚表⾯からの発汗による潜熱，⽪膚表⾯での対流・ふく射熱伝達が⽀配因⼦
となっており，これら伝熱量を正確に⾒積もることが必要である。また本研究では，サウナ室内部のふ
く射伝熱量を把握するために，サウナ室内部の温度測定実験を実施した。サウナ室内部の実地調査から,
サウナ室内部の外気と繋がる窓部やドア部において放射冷却が強く影響し,気温よりもふく射平衡温度は
5- 6°C 低くなることが明らかとなった(図 5 参照)。本結果から，⽣理解析モデルの⾼精度化にはサウ
ナ室内部のふく射熱伝達率の正確な⾒積もりが必要であることも⽰唆された。また本研究ではウェアラ
ブルデバイスを⽤いてサウナ繰り返し⼊浴中の脈拍数の時系列変化を測定した。図 6 に脈拍数の時間変
化を⽰す。図に⽰されるように，サウナ繰り返し⼊浴中においては，脈拍数は周期的な変動を繰り返
し，サウナ⼊浴中では急激な脈拍数上昇，⽔⾵呂⼊浴中では急激な脈拍数の低下をもたらすことが明ら
かとなった。本結果は，サウナ繰り返し⼊浴が⼈体の⽣理反応に密接に関わっていることを⽰してお
り，本結果を⽤いて，従来モデルには組み込まれていなかった脈拍数を⽣理反応解析モデルに取り⼊れ
て，モデルの⾼度化を図る予定である。
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考察
国内の研究では熱中症およびヒートショック予防の提⾔のために，従来の⽣理反応解析モデルを⽤い
た熱中症指標の開発等が⾏われている(⽦⽥浩之ら, Naturalistae,2013)。しかしながら,これら研究では
常温環境下での⽣理反応解析モデルを前提とし議論がなされており,サウナ繰り返し⼊浴中のような極限
環境下に適応可能な熱的指標値などは依然として提案されていない。その中で,本研究ではより具体的な
極限環境であるサウナ⼊浴中を対象としたモデル開発を試みており,⾼度な熱中症指標が提案できると考
える。
また国外の研究ではサウナ室での⽣理反応を再現するモデルの開発も試みられている(Fadlisyah et al.,
Science Computer Programming, 2015.)。しかしながら,実地試験等のデータと⽐較してモデルの有効性
が議論されておらず,モデルの正確性に疑問が残っている。その中で,本研究はサウナ繰り返し⼊浴中の
実地試験結果をもとにした⾼精度⽣理反応解析モデルの構築を⽬指す点において優位性があると考え
る。
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