
弘前大学ワンダーフォーゲル部 ２０１２年度夏合宿企画書 

～いつか、届く、あの山に～ 

北アルプスパーティー 

・山域     ：薬師岳、三俣蓮華岳、双六岳、槍ヶ岳 

・期間     ：８月１５日（水）～８月２５日（土） 

・弘前出発予定日：８月１５日（水）弘前駅７：５３発 

・下山予定日  ：８月２１日（火） 

・最終下山日  ：８月２５日（土）行動予備日３日、非常予備日１日 

・メンバー 

C.L. 渉外 装備 会計：田邊真輝（理工学部電子情報工学科２年） 

S.L. 記録 気象   ：松崎祐太（農学生命科学部園芸農学科４年） 

医療 装備      ：今野智望（農学生命科学部分子生命科学科３年） 

気象 エッセン    ：本田泰彬（理工学部数理科学科１年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



行動予定 

 

８月１５日（水） （駅寝） 

弘前（７：３０/７：５３）〓大館（８：３５/１０：００）〓 

秋田（１１：４９/１２：１０）〓酒田（１３：５６/１４：２９）〓 

新津（１８：２９/２０：１１）〓直江津（２１：５３/２２：２２）〓 

富山（００：１５） 

 

 

８月１６日（木） 富山駅前～薬師峠キャンプ場  

行動時間（７時間５０分） 

富山駅前（５：００）― 折立（７：００/７：３０）→ 

五光岩ベンチ（１２：３０/１２：４０）→太郎平小屋（１４：４０/１４：５０）→薬師

峠キャンプ場（１５：２０） 

 

 

８月１７日（金） 薬師峠キャンプ場～薬師峠キャンプ場 （軽装行動） 

行動時間（７時間２０分） 

薬師峠キャンプ場（４：００/６：００）→薬師岳山荘（８：３０/８：４０）→ 

薬師岳（１０：００/１０：３０）→薬師岳山荘（１1：２０/１１：３０）→ 

薬師峠キャンプ場（１３：２０） 

 

 



８月１８日（土） 薬師峠キャンプ場～雲ノ平キャンプ場  

行動時間（９時間３５分） 

薬師峠キャンプ場（３：００/５：００）→太郎平小屋（５：３０/５：４０）→ 

左俣出合（７：３０/７：４０）→薬師沢小屋（９：００/９：１０）→ 

アラスカ庭園（１２：４５/１２：５５）→雲ノ平山荘（１３：５０/１４：００）→雲ノ

平キャンプ場（１４：３５） 

 

８月１９日（日） 雲ノ平キャンプ場～双六小屋キャンプ場  

行動時間（１０時間０５分） 

雲ノ平キャンプ場（３：００/５：００）→日本庭園（６：２０/６：３０）→ 

三俣山荘（９：２５/９：３５）→三俣蓮華岳（１１：０５/１１：３５）→ 

双六岳（１３：２５/１３：５５）→双六小屋キャンプ場（１５：０５） 

 

８月２０日（月） 双六小屋キャンプ場～槍ヶ岳キャンプ場 

行動時間（１０時間１５分） 

双六小屋キャンプ場（３：００/５：００）→樅沢岳（６：２５/６：３５）→ 

千丈乗越（１０：３５/１０：４５）→槍ヶ岳キャンプ場（１３：１５/１３：４５）→槍

ヶ岳（１４：２５/１４：３５）→槍ヶ岳キャンプ場（１５：１５） 

 

８月２１日（火）槍ヶ岳キャンプ場～新穂高温泉  

行動時間（９時間３５分） 

槍ヶ岳キャンプ場（４：００/６：００）→千丈分岐点（８：２０/８：３０）→ 

槍平小屋（１０：３０/１０：４０）→滝谷避難小屋（１１：５０）→ 

白出沢出合（１３：２５/１３：５５）→新穂高温泉（１５：３５） 



〓：電車 

―：バス 

→：徒歩 

 

行動予備日・・・８月２２日（水）～８月２４日（金） 

最終下山日（非常予備日）・・・８月２５日（土） 

 

 

 

・エスケープルート 

８月１６日（木）・・・すべて引き返す。 

８月１７日（金）・・・薬師岳までは引き返し、それ以降は強行。 

８月１８日（土）・・・左俣出合までは折立へ下り、それ以降は強行。 

８月１９日（日）・・・三俣山荘までは三俣蓮華岳キャンプ場へ行き、それ以降は強行。 

８月２０日（月）・・・千丈乗越までは槍平小屋を通って新穂高温泉へ下る。それ以降は

強行して槍ヶ岳キャンプ場へ行く。 

８月２１日（火）・・・すべて強行。 

 

・参考コースタイム 

山と高原地図３６（２０１２年版）『剱・立山（１/５００００）』 

山と高原地図３７（２０１２年版）『槍ヶ岳・穂高岳（１/５００００）』 

 

 



医療パック No.7 
<内服薬> 

 効能 用法 

新ルル-A 錠 風邪の諸症状の緩和 １回３錠、１日３回食後 30 分以内に服用 

正露丸 
下痢、食あたり、 

水あたり、虫歯 

１回３錠、１日３回食後に服用 

虫歯には 1/2～１錠を歯につめる 

新ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ S 錠 整腸、軟便、便秘 １回３錠、１日３回食後に服用 

大正漢方胃腸薬 
飲みすぎ、胃もたれ、胃痛、 

胸やけ、二日酔い、消化不良 

１回４錠、 

１日３回食前又は食間（食後 2～3 時間）に服用 

太田胃散 
飲みすぎ、食べ過ぎ、胸焼け、 

吐き気、胃痛、胃もたれ 

１回 1.3g（添付のさじ すりきり 1 杯）、 

１日３回食後又は食間（食後 2～3 時間）に服用 

ﾉｰｼﾝﾎﾜｲﾄ錠 
頭痛、歯痛、神経痛、腰痛、 

悪寒・発熱時の解熱 

1 回 2 錠、2 回を限度とし、 

空腹時を避け、4 時間以上空けて服用 

ｱﾚﾙｷﾞｰﾙ錠 
かゆみ、かぶれ、虫刺され、 

湿疹、皮膚炎、じんましん 
1 回 3 錠、1 日に２～３回服用 

<外傷薬> 

 効能 用法 

ﾊﾞﾝﾃﾘﾝｺｰﾜ ｹﾞﾙ LT 
筋肉痛、関節痛、腰痛 

打撲、捻挫、腱鞘炎 
1 日 4 回を限度とし、適量を患部に塗擦する 

ｸ ﾛ ﾛﾏ ｲｾﾁﾝ軟膏

2％ 

外傷、火傷、 

化膿止め（抗菌剤） 

適量を 1 日 1～数回、直接患部に塗布する、 

又は、無菌ガーゼにのばして貼付する 

ﾃﾗ･ｺｰﾄﾘﾙ軟膏 
化膿を伴う かぶれ、皮膚炎、 

湿疹、しもやけ、じんましん 

適量を 1 日 1～数回、直接患部に塗布するか、 

ガーゼなどにのばして貼付する 

液体ムヒ S2a 
かゆみ、虫刺され、皮膚炎、 

湿疹、しもやけ、じんましん 
適量を 1 日 1～数回、直接患部に塗布する 

きず薬 デシン A 
切り傷、擦り傷、刺し傷、 

掻き傷、靴擦れ、殺菌・消毒 

1 日数回、適量を直接患部に塗布するか、 

本液を浸したガーゼをあて、包帯などで覆う 

ﾊﾟﾃｯｸｽうすぴたｼｯﾌﾟ 

冷感タイプ 

筋肉痛、関節痛、腰痛、打撲、 

捻挫、骨折痛、筋肉疲労 

適当な大きさに切り、表面のﾌｨﾙﾑをはがし、 

1 日に 1～2 回患部に貼付する 

サンテ 40（目薬） 目の充血、目のかゆみ 1 回 2～3 滴、1 日 5～6 回点眼 

<その他> 

ポケットコール（清浄綿）、亜麻仁油紙、滅菌ガーゼ、三角巾、絆創膏、包帯、 

ホワイトテープ、テーピングテープ、靴擦れ防止パット、 

体温計、爪切り、爪磨き、かみそり、刺抜き、綿棒、 

ポイズンリムーﾊﾞー、ポリエチレン手袋、足首用簡易サポーター 

平成２４年度 北アルプスパーティー  エッセン計画 



持ち物：・米  朝 １人当たり 0.8 合×６日分＝4.8 合 

        夕 １人当たり 0.8 合×５日分＝4.0 合 

       合計 １人当たり 8.8 合  四人合計 35.2 合 

・スープの素、スポーツドリンクの素など 

・その他（ビタミン剤等） 
 

日付 朝食 昼食 夕食 宿泊地 

１日目 

８月１６日（木） 各自 各自 
マツザキ・リキッドカリー 

スープ付き 

（スープカレー） 

薬師峠キャンプ場 

２日目 

８月１７日（金） 

やっちゃん 

らーめん 行動食 
ホンダ・ダーク・ビックボウル 

スープ付き 

（闇丼） 

薬師峠キャンプ場 

３日目 

８月１８日（土） 

松ちゃん 

お好み丼 

スープ付き 
行動食 

ライスパウダー・タナベ 

スープ付き 

（ビーフン） 

雲ノ平キャンプ場 

４日目 

８月１９日（日） 

今ちゃん 

チャーハン 

スープ付き 
行動食 

コンノ・インスタント・カリー 

スープ付き 

（レトルトカレー） 

双六小屋キャンプ場 

５日目 

８月２０日（月） 

まさちゃん 

五目ちらし 

スープ付き 
行動食 

アルプス・デ・チュウカ・ドン 

スープ付き 

（中華丼） 

槍ヶ岳キャンプ場 

６日目 

８月２１日（火） 

北のアルちゃん 

お茶漬け 行動食  宝岳館 

行動予備日 

１日目 お茶漬け 行動食 ジフィーズ  
行動予備日 

２日目 ラーメン 行動食 ジフィーズ  
行動予備日 

３日目 お茶漬け 行動食 ジフィーズ  

非常予備日 非常食 非常食 非常食  


