運動習慣による高齢労働者の暑熱障害リスク低減効果の解明
The risk of heat-related injuries decreases in elderly workers who partake in daily
exercise
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The “workforce” average age is increasing and will continue to do so. The risk for occupational heat-related
injuries is more pronounced in older workers. Further, climate change will add to the occupational thermal load
particularly during heat waves. Manufacturing labourers are often exposed to increased heat stress. The aim of the
present study was to simulate, using a bespoke thermal model, the potential for exercise to reduce the risk of heat injury
in older workers (60yrs) within manufacturing plants, i.e. automotive lighting components. Our group identified
maximal thermal conditions of 40°C in a Slovene manufacturing plant with predictions of 45°C in the future. Therefore,
we applied our thermal model to these thermal stress loads (40 & 45°C). The model allows one to change the thresholds
of sweating, vasodilatation and blood flow, which, are typical adaptations to exercise. The outcome measures were core
and mean skin temperature. Our model indicates that, as expected, reducing the thresholds for sweating and
vasodilatation causes notably decreases in core and mean skin temperatures. Secondly, increased blood flow and
vasodilatation maintained core and skin temperature in hot environments. The thermoregulatory parameters that are
improved by exercise are dependent on the specific exercise. Exercise tailored for the elderly would, ideally be designed
to target the sweating and vasodilatation thresholds to reduce the risk of heat injuries in this working population.
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