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Abstract: Most of persons with spinal cord injury have lost their autonomic nervous system function as well as ones of sensory and 

motor nervous systems, resulting in the loss of thermoregulatory capacity. Consequently, persons with SCI face the risk of heat stress 

in everyday life. The purpose of present study is to develop a heat removal system mountable on a wheelchair in order to prevent 

hyperthermia from persons with SCI. In this report, we developed a prototype of the heat removal system utilizing Peltier devices 

and validated its basic evaluation in three healthy male students. After 60min rest in anterior chamber at 24 °C , the subjects are 

exposed to a hot environment ( at 33 °C and 44% ) with either back cooling or no back cooling. This result suggests that the artificial 

heat removal from the backrest successfully replaced a sweating response and contributed to maintaining the body temperature. 

 

１． はじめに 

脊髄損傷者（以下，脊損者と呼ぶ）の多くは自律神

経系にも損傷を受けており，発汗や血流調節といった

体温調節に必須の機能が失われている場合が多い．こ

の体温調節機能障害は，うつ熱と呼ばれる体内への熱

の異常蓄積の原因となる．これまでにも，脊損者を含

む肢体不自由者の体温上昇と冷却手法に関する研究は

数多く報告されている．しかし，そのほとんどが，例

えば車いすスポーツに伴う体温上昇時など，限られた

状況での急性的な対症療法に関する報告であり，うつ

熱の発症自体を予防するという観点からの技術開発は

例がない． 

そこで本研究では，脊損者のうつ熱予防のために，

日常的に利用される電動車いすに搭載できる接触式の

抜熱システムの開発を目的とする． 電動車いすのバッ

クレストに，連続的な熱移動が可能な熱電素子 (ペル

チェ素子) を搭載することで，接触面から恒常的な抜

熱によるうつ熱予防を実現する． 

２． 提案する抜熱システム 

Figure1 に本研究で提案する抜熱システムの簡略図

を示す．同システムは，電動車いすのバックレスト背

面に搭載されたペルチェ素子と，身体との接触面に貼

付された熱伝導性ゲルシートからなる．本報告では，

まず健常者を対象とした被験者実験を行い，試作した

システムの有効性を把握し，検討を行う． 

３． 検証方法 

人工気候室（室温 33 ºC ，相対湿度 40%）において，

試作した電動車いすに着座した人体の体温挙動を，ペ

ルチェユニットを 

稼働させた場合（冷却実験：BC）と稼働させない場

合（非冷却実験：NC）で比較した．詳細な温熱環境条

件を Table.1に示す．被験者は健常な男子学生 4名であ

る．ペルチェユニットは素子の低温部側が 10 ºC とな

るように駆動電力を制御した．実験中は，実験環境側

として室温・相対湿度・ペルチェ駆動電圧及び電流，

低温部温度を，人体側は皮膚表面温度（背部・腹部・

胸部），鼓膜・口腔温度，また血圧・心拍数・指先血流

量・発汗量を計測した．なお，今回は熱伝導性ゲルシ

ートを装着しない状態でシステムの基本性能を評価し
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Figure 1. 提案するシステム 

Table 1. 温熱環境条件 

前室 

（室温 24 ºC） 

人工気候室 

（室温 33 ºC ，相対湿度 40%） 

安静時間 センサ取付 実験時間 

60分 15分 90分 
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た．本実験は国立障害者リハビリテーションセンター

倫理審査委員会の承認を得て実施した． 

４． 結果と検討 

Figure2に背部温度の経時変化を示す．非冷却実験で

は，34.1 ºC から約 2 ºC 上昇したのに対し，冷却実験

では測定開始直後から急激に低下していった．非冷却

実験（BC）と冷却実験（NC）の最大皮膚温度差は 15.5 

ºC であった． 

次に，鼓膜温度変化量の経時変化を Figure3 に示す．

非冷却・冷却実験ともに著しい変化は見られなかった．

これは体温調節機能により，深部温度が一定に保たれ

ているからだと考える．しかし，非冷却実験に対して

冷却実験の方が若干ではあるが増加量が減少している．

これは背部冷却による影響だと考える． 

胸部温度変化量と胸部発汗量の経時変化を Figure4, 

5 示す．胸部温度変化量の経時変化を見ると，非冷却

実験では測定開始から上昇し，約 3800秒あたりから減

少する傾向がみられる．また，胸部発汗量と比較して

みると，同様に約 3800秒あたりで発汗量が増大してい

るのがわかる．これに対して，冷却実験では，胸部温

度は測定開始から上昇し，その後熱平衡状態に達する．

発汗量は測定開始から終了までほぼ 0 であった．これ

により，背部冷却により発汗による放熱が抑制されて

いる事がわかる．さらに，深部温度が一定に保たれて

いる事から発汗による放熱量を本システムが代替して

いる事が考えられる． 

５． まとめ 

健常者を被験者とした評価実験より，本システムが

うつ熱予防に有効であることを示唆する結果が得られ

た．特に，システム稼働時に発汗による放熱が低下し

たのに対して，深部温度が一定に保たれている事から，

高温環境下において発汗の代替機能として体幹部深部

温度の上昇を抑制する性能があると考えられる．今後

は，同一環境条件のもと，熱伝導性ゲルシートを装

着したシステム全体で，非冷却・冷却実験を行う．

そして，ペルチェユニットの熱的挙動と人体側の生

理反応との関係を把握することなどの検討を通して

問題点を抽出し，障害当事者に適用できるシステム

モデルを構築していく． 
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Figure 2. 背部温度の経時変化 

 

Figure 3. 鼓膜温度変化量の経時変化 

 

Figure 4. 胸部温度変化量の経時変化 

 
Figure 5. 胸部発汗量の経時変化 
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