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◎ くまモンが登場した2013年 

 最近は数え切れないほど

沢山目にする御当地キャラクター、いわゆる「ゆる

キャラ」の中でも、熊本のくまモンは最も有名な

キャラの１つなので、皆さん見たことがあると思い

ます。では、くまモンが糖尿病に関係あるのもご存

知ですか？ 実は、昨年5月に熊本で糖尿病学会

が開催された時に、「熊本宣言」というものが発表

され、くまモンが登場しました（図１）。 

 その宣言とは、「HbA1c（糖尿病の状態を示す指標で、ヘモグロビン・エイ・ワン・シー ある

いは エイチ・ビー・エイ・ワン・シーと読みます）を７より低くしましょう！」という呼び掛けで

す。さて、その呼び掛けは誰に向けたものだと思いますか？ 患者の皆さん、患者家族の方

だけでなく、医師や看護師をはじめとする医療者にも向けたものなのは当然のことですが、

実は今まで「自分は糖尿病とは無縁」と思ってきた人も含ん

だ全ての人々に向けた宣言です。だからこそ、誰にも親しま

れているくまモンに登場してもらい、全ての人々に糖尿病に

もっと関心をもってもらおうという話だったのです。 

 

◎ ２型糖尿病 

 糖尿病を病気の原因で分類すると１型と２型に分けられま

すが、大半を占めるのは２型なので、単に「糖尿病」として医

療者から一般の方に向けて話題に上ったときは、２型糖尿

病のことを指し、１型とか２型は気にしなくて結構です。くまモ

ンも１型２型の区別は意識していないはず！？ 

 

◎ 誰も「自分は糖尿病とは無縁」ということはありません 

 最近の色々な統計を総合すると、いわゆる予備軍「グレー

ゾーン」の人を除いた、ハッキリ「クロ」の糖尿病患者は、日本

の成人の9人に1人と推定されます。そう聞くと9人に8人は

「シロ」か「グレー」だから、やはり糖尿病は「特別な人」がなる

病気で自分は関係ない」と思う人がいるかも知れません。 

 その一般の人が思っている糖尿病になる「特別な人」のイ

メージは、実は、医師をはじめとする医療者も、ほんの10年

20年くらい前までは、糖尿病の専門と言われるような人を除

いて、そう大差ない認識だったかも知れません。すなわち、

「暴飲暴食や不摂生していないから大丈夫」「痩せているから

図１ 

図２ 
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大丈夫」「糖尿病の家系じゃないから大丈夫」という、３つの大丈夫神話を信じ、大丈夫じゃ

ない人がなる病気という「誤った認識」です。 

 確かに、大食いで酒飲みの人、肥満体の人、血縁者に糖尿病患者がいる人は、そうでな

い人に比べると糖尿病になりやすいとは言えますが、そういう「特別な人」ではない糖尿病

患者も全く珍しくない、というのが今は常識です！ 

 

◎ 実は「老化現象」「老人病」である糖尿病 

 糖尿病は年齢とともに有病率が高くなることが、最近よく知られるようになりました。前頁の

図２にもあるように、40歳代から糖尿病患者数はグーンと増え、更に60歳以上の患者数は、

40歳代と50歳代を合わせた患者数の2倍近くに上ります。このことは、実は糖尿病が、血糖

代謝・調節機能の「老化現象」を背景とした「老人病」であることを物語っています。 

 

◎ 糖尿病とはどんな病気か（１） 

 では「老人病」としての背景がある糖尿病について、改めてもう一度、どんな病気か概説し

ます。 

 我々ヒトの体を構成する最小単位である細胞は、主要なエネルギー源としてブドウ糖を利

用します。ブドウ糖を体の隅々に至る細胞で利用できるように、血液に溶けた状態のブドウ

糖が全身に運ばれるのです。ですから、血液中には適正なブドウ糖の濃さ（血糖値）が必

要なのですが、必要以上に血糖値が高い状態になってしまうのが、糖尿病です。ちなみ

に、適正な血糖値がどれくらいのレベルかというと、コーラやサイダー、ジュースなどに含ま

れる糖分の濃さの100分の1程度です。意外と少ないと思いませんか？ そして、どんなに重

症な糖尿病の人でも、それらの甘い飲み物のレベルまで血糖値が高くなることはありませ

ん。 

 糖尿病という病名から、尿に糖が出ることが病気の本質かのように誤解されることがありま

すが、あくまで病気の本質は血糖値が高くなることです。血糖値が高くなると尿が沢山出る

（理由は省略します）というのが、糖尿病という病名の「尿」の本来の意味です。 

 

◎ 糖尿病とはどんな病気か（２） 

 適正な血糖値が、全身の細胞が活動するエネルギーを得るために必要だと言いました。

だとすると、血糖値が低すぎる（低血糖）のと高すぎる（高血糖）のと、どちらが緊急の危険と

なり得るでしょうかはお分かりになるでしょう。そう、血糖が低すぎる方が、今すぐ迫る危険に

繋がるのです。そして我々ヒトは進化の中で、緊急に迫る危険＝低血糖を回避するため

に、血糖を上げるホルモンは多数持っているのですが、血糖を下げるホルモンはたった１

つしかありません。それが膵臓（すいぞう）で作られるインスリンです。 

 糖尿病の本質である高血糖を引き起こす直接の原因は２つです。１つは膵臓からインスリ

ンが出なくなってしまうこと（インスリン分泌不全）、もう１つはインスリンは出ているのにインス

リンの働きが悪い体質になってしまうこと（インスリン抵抗性）です。インスリン分泌不全とイン

スリン抵抗性は、どちらか一方が100％、もう一方がゼロというように考えるのではなく、どち

らがより大きく原因となっているかと捉えるのが良いでしょう。また、インスリン抵抗性があると

次第にインスリン分泌不全を起こしてくることは、よく見られる現象です。 

 

◎ 糖尿病の原因は複雑多岐、全ての人が予備軍 



４ 

 糖尿病の直接の原因は、インスリン分泌不全とインスリン抵抗性の２つだと述べました。で

は、それらを引き起こす更に上流にある原因は何なのでしょうか。それは多くの要因が複雑

に絡み合って、インスリン分泌不全やインスリン抵抗性の原因になってくると考えられます。 

 その要因を挙げてみると、肥満、内臓脂肪（メタボ）、ストレス、睡眠不足や夜更かし、過

食、糖質や脂質に偏った食生活、運動不足、遺伝的素因、膵臓の疲弊、筋肉量の低下、

等々です。加齢によって強まる要因も多く含まれることがお分かりと思いますし、これらの要

因が長い期間継続して存在することによってインスリン分泌不全やインスリン抵抗性に繋が

り、先に述べたように糖尿病が「老人病」であることの背景となっています。 

 繰り返しになりますが、糖尿病は特別な人がかかる病気ではなく、誰もがなり得る病気で、

加齢に伴い発症しやすくなるのです。その意味では、検査で正常と糖尿病と間にいるグレー

ゾーン＝境界型の人だけを、「予備軍」と呼ぶのはふさわしくなく、全ての人が「予備軍」だと

いう認識を持つべきだと考えます。くまモンの登場はそういう意味を含んでいます。 

 

◎ 検査はシンプル、毎年必ず健診を 

 原因が複雑な一方で、糖尿病そのものの発症や病状の診断のための検査はシンプルで

す。通常は、血糖値と、くまモンが７より低くしましょうと言っているHbA1c（検査時点から過去

1～2ヶ月の血糖値の平均を示す指標）だけです。 

 そして、毎年健診を受けていれば、正常からいきなり糖尿病へと急な発症をすることは稀

で、大抵シロ→グレーゾーン→クロと、徐々に発症します。ですから毎年健診を受けることが

大切です。それから、高血圧、コレステロールや中性脂肪が高い脂質異常症、高尿酸血症

など生活習慣病で通院治療を受けている人は、治療に伴う定期検査の際に糖尿病の検査

もしてもらうことをお勧めします。 

 

※ 当初、糖尿病の話を1回でまとめる予定でしたが、色々書いているうちに、盛り沢山に

なって1回でまとめ切れなくなってしまいました。それだけ糖尿病の話は重要ということなの

で、次回に後編として、やはりひと昔前とすっかり様変わりした糖尿病の治療についての話

を中心に、続きを書きたいと思います。 
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 「風邪は万病のもと」と言われますが、実際、風邪のあとに重症の

肺炎を患うことは珍しくありません。また、風邪以外のウイルス感染

症でも初期には風邪のような症状を示すことがあり、例として「ウイル

ス性肝炎」などが挙げられます。今回は、この風邪と間違えやすい

病気の一つ、「ウイルス性心筋炎」についてお話しします。 

 この病気は、心臓の筋肉にウイルスが感染し心臓の働きが悪くな

る病気です。軽い風邪と思って病院を受診した人でも、動いたときに少し息苦しいとか、動

悸の症状があって、詳しい検査を行うと心筋炎が見つかることがあります。心筋炎と診断され

た場合は幸運なほうで、実際には心筋炎であっても見逃されることが決して珍しくはありませ

ん。学会などで聞いたなかには、「夜間、救急外来を受診した患者を当直医は風邪と診断し

ました。しかし、元気がないのでとりあえず入院させ経過をみていたところ、翌朝急死した」と
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いう症例もありました。このケースでは、死亡後に解剖して初

めて「心筋炎」と判明したわけですが、診察した医師は、患者

が元気に歩いて受診したため重篤な疾患とは思いもしな

かったわけです。このように、「心筋炎」では急変することがあ

ります。しかも元気な若い人にも突然発症する病気ですか

ら、急死した患者の家族は、到底その死を受け入れることが

できず裁判になる、という危険性の高い疾患の一つでもあり

ます。 

「心筋炎」の原因には、細菌や寄生虫、薬などもあります

が、日本で発症するものは、そのほとんどがウイルスによるも

のです。原因ウイルスとしてはコクサッキーウイルスが多いの

ですが、風邪ウイルスとして知られるアデノウイルスやエコー

ウイルスなども心筋炎を引き起こす場合があります。インフル

エンザが重症化すると、死亡するケースもあることは、ご存知

の方も多いと思いますが、その死因の一つが実はインフルエ

ンザウイルスによる心筋炎です。 

ウイルス性心筋炎は、軽症であれば心筋炎と診断されるこ

ともなく、本人の知らないまま自然治癒してしまいます。心筋

炎と診断された場合でも、通常は重度の心不全には至りま

せん。ところが、ごくまれに「劇症型」という極めて死亡率の高

い病態に移行してしまうものがあります。ウイルス性心筋炎で

はウイルスが心筋に感染し心筋細胞を破壊するため心筋は

収縮しなくなり、さらに重症になると、心臓全体がほとんど動

かなくなり生命が維持できなくなってしまいます。しかしなが

ら、現在この病気に有効な薬はありません。 

このように恐ろしいウイルス性心筋炎ですが、１週間もする

と風邪と同じように自分の免疫力がウイルスを追放してくれ

ます。つまり、最悪の状態さえ乗り切れば、やがて心臓の機

能は回復してくることが多いのです。そこで考え出されたの

が心機能の低下している間「人工心肺」を使用して乗り切ろ

うという治療法です。「人工心肺」とは、まさに人間の心臓と

肺の働きをする補助器械です。一般的には心臓の手術時

に使用しますが、最近ではもう少し小型のPCPS（経皮的心肺

補助装置）というものがあります。心臓の機能を完全に代用

できるほどではありませんが、心

機能のかなりの部分を補うことができます。実際に使用するとき

は、患者の大腿の付け根の動脈と静脈に太い管を挿入して、

PCPSの装置に接続します。患者の静脈から血液をPCPSに取り

込み、装置内で酸素を供給した後、その血液をポンプで動脈

に戻すのです。PCPSは、患者が重症化する前に開始しなくて

はなりませんが、患者は突然に重症化することが多いため

PCPSを始めるタイミングが難しいところです。PCPSで１週間の

重篤な時期を乗り切れば、心臓の機能は回復しPSPCを外すこ

とも可能となります。しかし、一方でPCPSを使うことにより重い合

併症を起こすことも多く、さらに「心臓は回復したが脳をやられ

た」というケースもあります。残念ながらPCPSを使っても、５０％く

らいの方しか助からないのが実情です。 

（上）正常な心筋の組織像 

（下）心筋炎の組織像。白血球

（濃紺の斑点像）が多数浸潤し

ています。 

コクサッキーウイルスの電子顕

微鏡像 

PCPS    
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では、単なる風邪とウイルス性心筋炎を区別するにはどうすればよいのでしょう。患者の

訴えだけで判断するのは難しいのですが、風邪症状に加えて認められる「胸が重い」「動

悸、不整脈がある」「息苦しい」などの症状を見逃さないことです。このような症状がある場

合は、積極的に心電図をとることが大切です。少しでも心電図に異常があれば血液検査を

して、CPKという筋肉が破壊された場合に血液中に放出される酵素の値を測定します。病

院では①心電図の異常、②CPKの上昇、を認めれば心臓超音波検査で心臓の筋肉の動

きを観察します。これらの結果から心筋炎と診断されれば、入院加療が必要となります。 

さて、「心筋炎」もウイルス性感染症ならば、他人へ感染するのでしょうか。私は何人もの

劇症型心筋炎患者を診てきましたが、幸い受け持ち患者から感染を受けたことはありませ

ん。ですから、家族にこのような患者が出たからと言って過敏に反応する必要はないと思い

ます。たとえ風邪ウイルスに感染しても、ウイルス心筋炎を発症するのはごく一部の人だけ

です。ただ、どんな人が発症するのかについては解っていません。 

「風邪は万病のもと」であることを忘れず、風邪を予防するために普段から手洗いやうが

いの習慣をつけることが大切です。もしも、風邪にかかって、上記のような症状を自覚した

ら、なるべく早く医療機関を受診して下さい。 
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        高齢者のせん妄について高齢者のせん妄について高齢者のせん妄について高齢者のせん妄について    

                            ２階病棟看護師２階病棟看護師２階病棟看護師２階病棟看護師        篠塚篠塚篠塚篠塚    里恵里恵里恵里恵        

はじめに 

 みなさんは、家族や知人が病院に入院し、しばらくしてから医師や

看護師に「環境が変わったことが原因で、患者さんに普段と違う行動

や言動が見られます」などと言われた経験はありませんか。なかに

は、ご自身でそのような体験をされた方もいらっしゃるかもしれませ

ん。 

 このような症状は「認知症」に似ていますが、医学的には「せん妄」と呼ばれ「認知症」とは

異なるものです。 

 「せん妄」とは、「脳機能の失調によって起こる、注意の障害を伴った軽い意識のくもり（意

識混濁）を基盤とする症候群」と定義されています。 

 しかし、実際には「認知症」などとどこが違うのか分かりにくいと思われる方が多いでしょ

う。そこで「せん妄」について簡単に説明させていただきます。 

１） 「せん妄」の症状 

① 注意障害 

 注意が散漫し、会話に集中できない、行動や言葉にまとま

りがない 

② 記憶障害 

 昔のことは覚えているが、さっき話したこともすぐに忘れて

しまう 

③ 見当識障害 

 日時や場所がわからなくなる（特に「時間」の障害が多い） 
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④ 知覚障害 

 ・幻視（実際にないものが見える） 

  ・幻聴（実際にしない音が聞こえる） 

  ・錯視（実在するものを異なって知覚する、例えば天井の「しみ」を虫と思う） 

⑤ 精神運動障害 

 ・亢進：興奮、多動、多弁など 

 ・抑制：自発的な言動がない、刺激に反応しない 

⑥ 情動障害 

 不安、恐怖、抑うつ、怒り、多幸、無欲など 

⑦ 睡眠覚醒周期障害 

 不眠、断眠、昼夜逆転など 

２） 「せん妄」は、「認知症」と症状が似ていますが、両者の脳の状態は下表のように異なっ

 ています。 

 

      せん妄：一過性の脳機能の失調によって起こる意識障害 

      認知症：脳神経細胞の変性や脱落に伴う脳機能の欠損によって起こる 

 

３） 「せん妄」のタイプは、症状により大きく３つに分けられます。 

 

           せん妄      認知症 

  

意識レベル 

  

意識混濁 

周囲に対する注意を集中する能力が低

下 

  

正常 

発症の仕方 急激（数時間～数日） 

発症した日時が特定しやすい 

潜在的（数か月～数年） 

  

症状の変動 日内変動あり 中核症状は変動しない 

経過 一過性 慢性進行性 

タイプ      主な症状   特徴 

 

 過活動型 

興奮、幻覚 

妄想、不眠など 

・興奮、過活動が主体 

・夜間徘徊、転倒、点滴抜去などが 

 あり時に抑制が必要 

 

 低活動型 

無表情、無気力、傾眠など ・低活動ではあるが、意識障害、 

 内的不穏は持続している 

・うつ病や不眠症と誤診しやすい 

 

 混合型 

過活動型と活動低下型の 

症状が混在 

・上記２つの特徴が混在するため 

 「せん妄＝興奮」と考えていると 

 混乱しやすい 
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４） 発症に関連する要因 

 「せん妄」を発症させやすい因子として、脳機能の低下にかかわる条件（高齢、認知症、脳神

経疾患、呼吸器疾患、心疾患の既往など）を持っていることがあげられます。特に、高齢者は

複数の身体疾患を抱えていることが多く、そのことが発症に大きく影響すると考えられていま

す。 

 

 また、「せん妄」を発症させる直接的な誘因と考えられるものは、次のとおりです。 

・環境の変化（入院や部屋の移動など） 

・感覚過剰または遮断（視覚・聴覚障害） 

・不動、身体拘束（治療的安静指示、身体拘束具の使用など） 

・身体的ストレス（不快症状、不眠、便秘、排泄方法の変更） 

・心理的ストレス（不安、緊張、不満、圧迫感など） 

 特に高齢者は、適応力が低下しているため、より一層これらの誘因の刺激を受けやすいと言

えます。 

 

５） まとめ 

① 高齢者は加齢に伴い、健康であっても心身機能が低下しているため、予備・適応能力の

減少により環境の変化・薬物の影響を受けやすい。 

② 高齢者のせん妄は、認知症の発症や身体状況の悪化などを招くので、予防が大変重要

である。認知症の患者では、せん妄を起こすリスクが５．２倍高いと言われているので特に

注意が必要。 

 

予防のケアとして 

① 環境調整 

 プライバシーが保護されるように配慮する。アナログ時計やカレンダーを近くに置く。ラジ

 オを聴かせる。 

② 心地よいコミュニケーション 

 ゆっくりとした声で話しかけ、落ち着いた優しい態度で接する。 

③ 感覚遮断を最小限にする 

 患者が普段使っているメガネや義歯、補聴器を装着させる。 

④ 活動と休息のバランスを整える 

 睡眠の妨げになる原因を見つけ、改善し、睡眠・覚醒リズムの障害を是正する。 

⑤ 身体拘束を最小限にする 

⑥ 全身状態の観察と改善を図る 

 

私たちは、患者様が入院生活を送るなかで何を感じ、何を考え、何がしたいのかを常に感じと

り、その気づきを看護ケアに結びつけることで、患者様により良い療養環境を提供できることを
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日々目指しています。 
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        薬の飲み方薬の飲み方薬の飲み方薬の飲み方                    

                            透析室看護師透析室看護師透析室看護師透析室看護師        寺本寺本寺本寺本    恵美子恵美子恵美子恵美子 

 薬は、症状を改善したり病気を治すために処方されます。しかし、薬

が処方されていても、きちんと指示どおりに飲まなければ期待した効果

は得られません。そこで、正しい薬の飲み方についてお話したいと思

います。 

 

１. 水またはぬるま湯で薬を飲みましょう 

     それはなぜなのでしょうか。 

 1）薬が途中で引っかかるのを防ぎ、薬を食道から胃へスムーズに送り込むためです。 

 2）同じ飲み物でも、ジュースや牛乳などで薬を飲むと飲み物の中に入っている成分に反

 応して、薬の効果が弱くなったり効きすぎてしまう事があります。たとえば、牛乳にはカ

 ルシウムが含まれていますが、抗生物質や抗菌剤、骨粗鬆症の薬の中にはカルシウ ム と

 結合しやすい成分を含んでいるものもあり、牛乳と一緒に飲むと薬の効果が弱くなってし

 まいます。また、グレープフルーツジュースで薬を飲む人は少ないと思いますが、血圧を下

 げる薬の中には一緒に飲む事で、水で飲んだ場合より薬の血中濃度が上がり、効きすぎ

 てしまうものもあるからです。 

 

2.  薬を飲むタイミング 

    薬は、決められた時間に飲んでこそ効果が得られます。また、薬には「食前」「食間」「食

後」など飲むタイミングがあります。なぜ飲むタイミングが違うのでしょうか。 

1）食事によって薬が体内に吸収される速さや量が変化

し、薬の効果が変わってしまうからです。 

2）食事に含まれる物質（たとえばブドウ糖、コレステロー

ル、リンやカリウムなど）の吸収を遅らせたり、抑制す

るような薬では、食事とのタイミングが大切だからで

す。 

3）薬による副作用を防ぐためです。 
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＜食前＞ 食事のおよそ30分前に飲みます 

       一般に吸収が速く効果がより早く現れます。 

＜食直前＞ 食事の直前に飲みます 

       目安としては、お箸を持つタイミング。 

＜食直後＞ 食事の直後に飲みます  

       目安としては、食後に箸をおいてすぐ。 

＜食後＞ 食事の後30分以内に飲みます 

       食後の胃は、消化活動が盛んで血流が良くなっており、薬の吸収が良くなり

ます。さらに食後は胃に食物があるため、胃粘膜を荒らす事をさける事ができ

ます。 

＜食間＞ 食事と食事の間、食事の約2時間後に飲みます 

      食間を食事中と勘違いする方もいると思いますが、食事中は「食中」といいま

す。   

＜就寝前＞ 寝る前または、寝る30分から60分前に飲みます 

＜頓服＞ 必要に応じて飲みます 

      ほとんどの薬は、1日に飲んでも大丈夫な最大量が決められています。 

 

3.  飲み忘れた時や、他の病院で処方された薬、あるいは市販薬を一緒に飲む時は、医師

 や薬剤師に相談しましょう 

 薬は飲み忘れないのがいちばんですが、飲み忘れた場合は薬によって対処方法が違うの

で、医師や薬剤師に相談しましょう。また、複数の病院にかかってもらった薬を一緒に飲んでも

大丈夫なのか医師や薬剤師に相談しましょう。複数の病院で処方された薬を同じ薬局でもらう

と、飲み合わせや同じような薬の処方がないか確認してもらえます。 

 

4.  自分の判断で薬を飲むのをやめたり、量を調節しないよう

にしましょう 

 薬を飲むと具合が悪くなる、あるいは、飲みにくいなどで勝手

に薬をやめたり、飲む回数や量を調節しないようにしましょう。他

の薬に変更したり、飲みやすいように工夫してもらう事もできるの

で、医師や薬剤師に相談しましょう。                      

 

5  薬は、他人に譲らないようにしましょう   

 薬はその人の状態や体質などを考慮して、最も適切な薬を処方しています。たとえ相手が同

じ病気であっても、自分が飲んでいる薬を他人に譲るのはやめましょう。 
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 薬は、指示どおりにきちんと服用

すれば、みなさんにとって強い味方

になりますよ。 

 

 

 

 

北海道の自然北海道の自然北海道の自然北海道の自然    第１５回第１５回第１５回第１５回    

雪原を駆ける犬たち雪原を駆ける犬たち雪原を駆ける犬たち雪原を駆ける犬たち    

                                                循環器内科医師循環器内科医師循環器内科医師循環器内科医師    松井松井松井松井    寛輔寛輔寛輔寛輔    

冒険家植村直己の著書『北極圏一万二千キロ』を読んだことがありますか。グリーンランド

からアラスカまで、なんと北極圏12000キロを、たった一人犬ゾリで旅をする記録です。私がこ

の本を読んだのは、まだ大学生の頃、山の事故で足を骨折し、入院生活を余儀なくされてい

た時です。私自身の身体はといえば、ベッドから一歩も離れることはできない状態でしたが、

心ははるか極寒の北極圏で、私は植村氏とともにありました。その影響で、私は「マッシャー」

（犬ゾリ使い）に憧れを抱くようになりました。そもそも極寒の地では馬が使えず、当時は犬ゾリ

が日常の交通手段となっていました。私は、この本を読んで以来ずっと犬ゾリはアラスカやグ

リーンランドへ行かないと体験できないと思い込んでいました。ところが、最近になって極寒の

地でなくとも積雪さえあれば犬ゾリは可能であることから、娯楽を目的とした犬ゾリツアーが広

がり、北海道にもいくつか体験できる場所があることを知りました。 

インターネットで調べると、北海道で犬ゾリ体験が出来る場所は、「旭川」と「南富良野」「遠

軽」「鹿追」などです。ただ、場所により体験出来る時間や料金はかなり異なります。当然のこ

とながら、料金の安いところは体験できる時間も短い。半日楽しみたいと思えば料金はその

分高くなり、「乗馬」の料金と同じくらいになります。それでも、人生で一度は犬ゾリに乗ってみ

たいという願望は募り、検討を重ねた結果、鹿追町の犬ゾリガイドに申し込みました。 

 鹿追町へは美幌から車で約２時間半で、途中足寄町から上士幌町を抜けて行きます。カー

ナビを利用して指定された場所へたどり着くと、そこには廃墟と化した牧場のサイロが立ち、

そのすぐそばにそれぞれ小屋を与えられた約２０頭の犬がいました。私たちが着くと、犬たち

は一斉に、さも嬉しそうに吠えます。雪原のど真ん中、人間は私と妻以外見当たらず不安に

感じていると、ほどなくガイドの方が一組の若いカップルのお客を乗せて車でやってきまし

た。 

 今回の犬ゾリガイドは４０歳代前半の方です。北海道出身で、数年前に鹿追町で、売りに出

ていた牧場の土地を買って移住し、犬ゾリツアーガイ

ドの仕事を始めたそうです。犬ゾリのコースは長いた

め、自分の牧場だけでなく隣接する他の人の牧場も

通らせてもらわなければなりません。ガイドの方は移

住後に地域の人と親しくなってから、冬の間、隣人の

牧場を犬ゾリ体験に使わせてもらえるようお願いした

そうです。 

 ソリ犬といえばエスキモー犬を想像します。エスキ

モー犬とは、アラスカン・マラミュートやシベリアン・ハ

スキーなどの数種類の犬の総称です。しかし、ここの

犬たちはほとんどがアラスカン・ハスキーです。体が大

きく太い足を持ったエスキモー犬に比べアラスカン・ハ
シベリアン・ハスキー 
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スキーははるかにスリムで、私の乗ったソリを本当に引

くことができるのか不安でした。しかし、ガイドによると、

近年の犬ゾリレース犬は短距離の場合、アラスカン・ハ

スキーがほとんどだそうです。なぜなら長距離レースに

は持久力のあるエスキモー犬のほうが向いています

が、短距離ではアラスカン・ハスキーのほうが早いから

です。国内や海外の短距離犬ゾリレースの写真を見る

と、確かにアラスカン・ハスキーとおぼしき犬ばかりで

す。アラスカン・ハスキーは純血種ではなく、ハスキー

と他の足の速い犬種（ポインターやグレイハウウンドな

ど）とを交配して作られた種で、ソリ犬としての優れた総

合能力を備えています。 

  では、犬ゾリの準備です。まず服装ですが、当然しっかりとした防寒が必要なのは言うま

でもありません。風を通さない手袋、ウェア、帽子、ゴーグル、これらはスキー用のもので大

丈夫です。ただ、犬にハーネス（胴輪）を付けたり、その際に犬が喜んで飛びついてくるの

で、手袋やジャケットはかなり汚れると思って下さい。しかも、結構強い犬の臭いも服に付き

ます。気になる人は汚れてもよい物を準備しておきましょう。無料のウェアの貸し出しもありま

した。 

 使用するソリは木製で、ガイドの手作りです。ソリ

は、前後に人が二人乗り、それを６頭から８頭の犬

が引きます。私のソリには、ガイドが私の体を見て８

頭の犬を割り当てました。ちなみに、スリムな若い

カップルのソリに割り当てられたのは６頭だけでし

た。ソリの足元にはペダルがついていて、これが簡

単な構造のブレーキです。カーブを曲がるときはス

キーと同じ要領で体を傾けます。ソリは華奢な作り

なので、ちょっと体で押すだけでしなって歪みま

す。後になって気付いたのですが、実は、この歪む

構造が犬ゾリにとって大切な点でした。犬たちに引

かれてソリは前へ進むわけですが、カーブを曲がる

ときはスキーと同様に、バランスをとるため乗っている人間も体を傾けます。このとき、体を傾

けることでソリはしなって歪み、それでソリ板のエッジが効いてスムースに曲がることができる

のです。 

実際に犬にお願いする前に、初心者はスノーモ

ビルが引くソリで、何度か「体を傾けてカーブを曲

がる練習」をします。操作のコツをつかんだら、自

分のソリを引く犬たちを自らのソリに繋ぎますが、ど

の犬をどの位置に繋ぐかが大切なポイントです。

最初に、「リード」と呼ばれる先頭の位置に頭の良

い犬を繋ぎますが、これだけはガイドの方がされま

す。その後に「ポイント」「スイング」の順番で私たち

が自分の手で繋いでいきます。いちばん後ろの

「ホイール」には力の強い犬を繋ぎます。その間、

興奮した犬たちが勝手に走りださないよう、ソリは

雪面にしっかりと固定しておきます。すべての準

備が整ったところでソリの固定をはずし、いざ出発

アラスカン・ハスキー 

手作りのソリ 

ソリに犬をつなぎ終えました 
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です。 

私たちが乗ったソリの横を、ガイドのスノーモービルが前へ

後ろへと並走します。スタートしたばかりの犬たちは元気いっ

ぱい、かなりのスピードで走ります。一方、生まれて初めての犬

ゾリ使いになった私は、予想外の早さにびっくりして、思わず

不安になってきました。全速力で走る犬たちに引かれ、ソリは

真っ白な雪原を猛スピードで駆け抜け、カーブでは、なだらか

なコブを軽くジャンプするように飛び越えます。ソリにしがみつ

いている私は、思わずバランスを崩してソリごと倒れてしまいそ

うでしたが、そこはスキーの要領を思い出し、なんとか持ちこた

えました。若いカップルのソリはと、後方を見ると、自己紹介の

とき、スキーの経験が全くないと言っていた女性のほうが何度

かソリごと倒れていました。 

出発前は走りたくて大騒ぎしていた犬たちも、いったん走り始めると、吠えることなく白い息

を吐きながら黙々と走り続けます。ソリの滑る音は予想以上に静かです。エンジン音もない乗

り物に乗って雪原を高速で走っていると、不思議な世界に入り込んで行くようです。初心者

の私も少しずつ犬ぞり操作のコツが分かってきます。急なカーブでは、犬のスピードをブレー

キで微妙に調整することが大切です。例えば、ブレーキで減速しすぎるとソリは犬の走った

ルートより内側に寄ってしまい、立木に激突しかねません。ス

ピードは出したまま、多少横滑りしてソリがカーブの外側に振

られるくらいが良いようです。これは車のレースの運転技術と

同じです。 

 コースも後半になったころ、私たちのソリ犬のうち一番後ろ

に繋がれていた１頭が不自然な走り方をし始めました。つい

にはダウンして走れなくなり、他の犬たちに引きずられるよう

になったのです。急遽、ソリを停めガイドを呼んだところ、彼

はその犬をソリから外し、「この犬、もう歳だからね。そろそろ

引退かな」と、つぶやいていました。そんな高齢の犬に、重

い私を引っ張らせていたかと考えると、とても申し訳なく思い

ました。今回の犬ゾリは距離にして往復で１２ｋｍですから、

後半は元気な犬でも疲れが出てスピードも落ちてきます。一

方で、ソリの操縦に慣れてきた私たちは、雪原や林の景色を

楽しむ余裕がでてきました。 

 ゴールに着くと犬たちは、マラソンランナーのように、ハアハアと苦しそうに肩で息をしなが

ら呼吸を整えます。走っている間、あれほど静かであった犬たちが、一転、仕事を終えた嬉し

さからか競うように吠え始めます。犬ゾリ体験を

終えた私たちは心からの感謝とねぎらいの気持

ちを込めて、ソリを引いてくれた犬１頭１頭の頭

や体を撫で、ハグします。犬の苦手な人にとって

はこのような犬とのスキンシップは難しいかと思

いますが、数年前まで愛犬と暮らしていた私は

久々に犬たちと濃厚なひとときを持つことがで

き、すっかり心が癒されました。北海道の方でも

犬ゾリの経験をする機会はなかなかないと思い

ます。少々お金はかかりますが、ひととき、極寒

の地を行く冒険家になった気分を味わってはい

かがですか。 
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外来診療案内 初診の方：初診の方：初診の方：初診の方：保険証を持って受付窓口へおいで下さい 

 午前８時４５分～午前１１時００分  午後１時００分～午後４時００分 

   診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：再来受付機をお使いください 

 午前８時００分～午前１１時００分 午後０時３０分～午後４時００分 

 

総合診療科 

（杉浦、雨宮） 

腎臓内科 
（雨宮） 

内科 

 

 

循環器内科 

 

 

外科 

 

 

 

小児科 

 

 

 

眼科 

     旭川医科大学からの出張医の診察となります。 

     予約検査は医師不在です。 

 

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    

午後午後午後午後    休診休診休診休診    休診休診休診休診    休診休診休診休診    休診休診休診休診    休診休診休診休診    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    杉浦・雨宮杉浦・雨宮杉浦・雨宮杉浦・雨宮    

午後午後午後午後    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    休診休診休診休診    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    高正高正高正高正    高正高正高正高正    國本國本國本國本    高正高正高正高正    休診休診休診休診    

午後午後午後午後    休診休診休診休診    國本國本國本國本    高正高正高正高正    國本國本國本國本    高正高正高正高正    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    

午後午後午後午後    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    古賀古賀古賀古賀    古賀古賀古賀古賀    古賀古賀古賀古賀    古賀古賀古賀古賀    古賀古賀古賀古賀    

午後午後午後午後    

    

古賀古賀古賀古賀    

    

古賀古賀古賀古賀    

    

古賀古賀古賀古賀    

15:00～～～～    

古賀古賀古賀古賀    

    

古賀古賀古賀古賀    

    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    

午後午後午後午後    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    

北里大学からの出張医の診察となります。 


