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【後編】糖尿病の治療 

 

◎ 糖尿病の治療の目的は 

 前回の「一期一会」では、糖尿病の実態とその

原因、診断について書きました。治療について書

き切れなくなったので、今回は後編として糖尿病

の治療について書きます。 

 ご存じの方も多いと思いますが、糖尿病の発症

初期には全く症状は無いと言ってよいのです。血

糖値が高いことそれ自体では、何か痛いとか痒

いとかの自覚症状を感じることはないからです。

かなりの高血糖になると、尿の量が増えて喉が渇

く、肥満が糖尿病発症のきっかけだったのが逆に

痩せてくるなどの症状が現れることもありますが。 

 言うまでもなく、血糖値やHbA1c（前回説明した

とおり、過去1〜2ヶ月の血糖値の平均を示す指

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）を良好に

下げるというのは、それ自体が目的では無く、糖尿病治療の目的は合併症を防いで、健康

寿命を延ばすことです。 

 合併症はどんなものがあるかを説明する面白い語呂合わせを、奈良県の公式ホームペー

ジにある「すこやかネット」というところで見つけました【図１】。これを見ていただければ詳細

な説明は不要だと思います。合併症を防ぐための、最も大切で分かりやすい指標が、

HbA1cの値で７％未満を達成することです。 

 

◎ 治療の前に予防です 

 既に糖尿病になってしまった人は、適切な治療が大切なのは言うまでもありませんが、糖

尿病は予防が大切です。前回、誰も「自分は糖尿病と無縁」とは言えない病気であることを

説明しました。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

など、糖尿病の発

症に関わる様々な

要 因 を 示 し た 通

り、それらを出来る

だけ少なくすること

が予防には大切

です。 

図１ 

図２ 
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 その中で、何と言っても「肥満を防ぐような生活習慣」が予防には最も有効です。ひとこと

言うのは簡単でも実践はそう簡単ではないのは、皆さんも感じていると思いますが。 

 そして、糖尿病の予防のための生活習慣は、そのまま糖尿病の治療の三本柱のうちの生

活習慣部分２つ＝「食事療法、運動療法」＝と同じなのです（前頁【図２】を参照）。 

 

◎ インスリンを分泌する膵臓を守ることが大切 

 糖尿病は、１）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と、２）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＝インスリン抵抗性の２

つが病気の本体であることは前回も説明しました。そして肥満が主な原因で糖尿病が発症

する場合、まずインスリン抵抗性が生じます。インスリン抵抗性があるということは、インスリン

の効きが悪いということですから、血糖を下げるために沢山のインスリンが必要になるという

ことです。そうなると次第にインスリンを分泌する膵臓に負担をかけ、膵臓が疲れて働きが悪

くなってしまいます。それではますます血糖値が高くなるという悪循環になります。この悪循

環をなるべく早い段階で断ち切ることが、糖尿病の発症を予防したり、発症してしまった糖

尿病を悪化させないために大切です。 

 なぜ、早い段階で断ち切ることが大切かというと、早い段階で手を打てば、疲弊した膵臓

の負担を取ってやることで、膵臓に再び元気を取り戻すことが可能だからです。対応が遅れ

て疲弊し過ぎた膵臓は、元に戻らないのです。同じ理由で、たとえ早いうちに糖尿病の治療

を始めても、コントロール（治療の結果）が不十分だと、やはり膵臓は次第に疲弊してしまい

ます。 

 インスリン分泌のパターン

は、常に一定量の分泌があり

（基礎分泌）、食後には、糖類

が吸収されて血糖が上がるの

に対応して追加分泌がありま

す（【図３参照】）。膵臓が疲弊

しはじめる初期には、食後に

追加分泌をする瞬発力が無く

なり、食後血糖が高く、また長

い時間続くことが知られていま

す。その時期に異常を発見し

て、早期対応できるのが理想

ですが、実はこの時期の異常

は、健康診断では引っかから

ないことも少なくありません。 

そして、病気の段階や重症度にかかわらず、膵臓を守るためには、食事療法、運動療法を

基本に据えた良好な生活習慣が大切です。 

 

◎ ひと昔前と様変わりしたのは薬物療法 

 【図２】で示した通り、糖尿病の治療の三本柱は、食事療法、運動療法、薬物療法です。

食事療法は、昔に比べて糖質（炭水化物）制限の重要性が言われるようになるなど、変わっ

た点も少々ありますが、何よりひと昔前と様変わりしたのは薬物療法です。 

図３ 
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 糖尿病の薬物療法には、飲み薬と注射薬があります。【図４】には今ある糖尿病の飲み薬

の一覧表です。難しい専門用語は無視して良いのですが、インスリン分泌能低下、インスリ

ン抵抗性という概念が、治療薬の選択にも大切だということはお分かりいただけると思いま

す。それから左端に「糖毒性」と書いてあるのは、簡単に言うと、上に述べた悪循環のことだ

と思って下さい。 

 【図４】にあるように、糖尿病の飲み薬は系統として７つあります。20年ほど前には、７つのう

ち２つの系統しかありませんでした。しかも、そのうちの１つは当時、副作用を防ぐための情

報が不足していたこともあり、実質的にはＳＵ薬と書いてある治療薬１系統だけしか使われ

ていませんでした。20年で１つから７つに増えたということで、糖尿病の治療も様変わりしま

した。詳細は省略しますが、注射薬も増えて使いやすくなりました。 

 ひと昔前は治療薬が限られていたため、コントロールが不十分だと薬物療法には限界が

あって生活習慣を改善するしか方法がなく、「糖尿病で医者にかかる患者は、いつも食べ

過ぎなど生活習慣を叱られている」というイメージが強かったと思いますが(笑)、今は医師と

患者の関係のあり方も変わってきたこともあり、そのような光景も少し減ってきたかも知れま

せん。ただし、繰り返しになりますが、薬物療法の選択肢が増えたからといって、食事療法、

運動療法の重要性に変わりはありません。 

 

◎ 治療指標の三本柱 

 HbA1cが７％を下回るようにコントロールするという治療指標は、非常に分かりやすく、最も

重要な治療指標です。糖尿病治療の目的である合併症を予防するには、この値を目標に

コントロールすることが大切で、これが達成できていればまずまず安心と言えるでしょう。 

図４ 
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 ではHbA1cが７％未満なら、ほかに何も心配しなくてよいかというと、実はほかにも大切な治

療指針があります。もし、ご自身やご家族が糖尿病の治療をしていて、糖尿病の理解が進ん

できたら、もう一歩更に良好な治療のための指針を知っておいて下さい。 

 １つは、糖尿病の治療薬、特にインスリンを使用している人は聞いたことがあると思います

が、低血糖を起こさないということです。もう１つは、食後の血糖値が極端に高くならないという

ことです。 

１）良好なHbA1c ２）低血糖を起こさない ３）極端な食後高血糖がない 

 これが良好な治療指針の三本柱です。逆に言うと、低血糖、極端な食後高血糖は、合併症

の危険を高めることが分かっています。 

 

◎ それでも糖尿病のコントロールは不確定、一喜一憂し過ぎないこと 

 今では、糖尿病の薬物療法、特に飲み薬の種類が増えているので、我々医師としては、患

者の皆さん一人一人の特徴をとらえて、治療薬を考えて処方します。飲み薬を複数組み合わ

せることや、注射薬と飲み薬を組み合わせて治療に用いることも少なくありません。 

 しかし、糖尿病は日々の生活習慣による影響もあって、薬物療法の効果については、理論

的にこの薬が効果的なはずだと思って処方しても、効果については予想外に効果が無かった

り、逆に効き過ぎたりなど不確定なところも多いということが、経験から言えます。患者の皆さん

も苦労が絶えないと思いますが、医師も常に苦労する悩ましい疾患なのです。 

 糖尿病は一生付き合う病気なので、あまり検査結果に一喜一憂し過ぎず、長く続けられる糖

尿病に良い生活習慣を自分なりに確立することが大切だと思います。患者さん同士、励まし合

う仲間がいるのも良いと思いますが、あまり「糖尿病には○○が良い」という情報に振り回され

るのも考えものです。いわゆる「巷の情報」を聞いても鵜呑みにせず、専門職である医師や看

護師、保健師、栄養士に気楽に相談して下さい。 
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 肥厚性幽門狭窄症は、生後３−４週目で繰り返す嘔吐で発症する病気

です。 

 この病気は比較的稀な外科で診る病気であるため、小児科でなかな

か診断がつかなかったりすることもよくあります。しかし、すでに新しい治

療ができて十数年経ちますが、手術しないで治せるようになっておりますのでご紹介します。 

 肥厚性幽門狭窄症は次頁の図１のように消化管で一番狭い胃の出口（幽門筋）が筋肉の攣

縮により通過できなくなる病気です。攣縮や肥厚をきたす原因としてはマクロライド系抗生物質

や、十二指腸まで入れるような経管栄養などが指摘されています。 

 症状としては生後３−４週間でミルクを飲ませるたびに噴水のように嘔吐するのが典型的で

す。常に空腹になっているので、元気よく飲むのですが噴水のように吐いてしまうのでhungry 

vomitter（空腹なのに吐いちゃう子）と呼ばれる状態となります。 
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 治療としては肥厚した幽門筋を切

開する開腹手術が必要でした。開腹

手術ですので、図２のような手術痕が

どうしてもできてしまいますし、赤ちゃ

んの全身麻酔であるため、一定のリス

クを伴います。術後の癒着性腸閉塞

も発症し得ます。 

 私が小児外科にいた時も、術前に

内科的治療を行っておりました。当時

は、現在とやや違ったやり方で有効性

が１／３程度だったように思います。最

近はその頃よりも手法が改善してほぼ

１００％薬で治療できるようになってお

ります。 

 やり方は実に簡単です。授乳のたび

に幽門筋を弛緩させるようなアトロピン

というお薬を点滴することと、お腹に平

滑筋を弛緩させる作用のあるテープを

貼って１週間続けるだけです。こうする

ことによって攣縮して血の巡りの悪く

なった幽門筋内部の脱落した内臓神

経が再び伸びていき、神経が働くよう

になることで自発的に幽門筋が弛緩

するようになり治癒するというわけです。 

 

 いままで多数の患者さんを治療しましたが治癒率１００％であり、痕も残りませんのでオス

スメです。比較的稀な病気であるため、役に立つことは少ないですが（笑）。                      

    

町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その７２その７２その７２その７２    

    インフルエンザの予防と治療インフルエンザの予防と治療インフルエンザの予防と治療インフルエンザの予防と治療    

                                    薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師            吉村吉村吉村吉村    則明則明則明則明    

 

 インフルエンザは、感染者が咳やくしゃみをすることで他人へウイル

スが飛沫によって感染しますが、接触による感染もあると考えられてい

ます。インフルエンザウイルスにはA型（理論的には多数の亜型があります）、B型が存在

し、近年の流行はA型（香港・H1N1pdm０９）とB型 の３種類があり、１シーズンに数回罹患

することもあります。特に２００９年に発生したH1N1ｐｄｍ０９は、新型インフルエンザとして大

流行し、現在は季節型となりましたが流行は継続しており、健康人であっても重症化する傾

図１ 

図２ 
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向があります。また、昨今報道されているＨ５Ｎ１型トリインフルエンザやＨ３Ｎ2vブタインフル

エンザが、抗原性を変化させて数年後大流行する危惧もあり、これらのウイルスの動向には

厳重な注意が必要とされています。 

 

【インフルエンザの予防】 

 一般的に言われている手洗い、うがい、マスクの着用（咳やくしゃみが出る時）はもちろん

ですが、１２月初旬までにインフルエンザの予防接種を受けておくことが大切です。 

 現在のワクチンは副反応を少なくするためにウイルス粒子の形態を壊して不活化している

ので、免疫性が低くなり有効性に限界があるとされています。しかしながら重症化予防効果

も期待されることから、６５歳以上の高齢者、６０～６４歳で基礎疾患がある人（心臓腎臓、呼

吸器、免疫不全など）はもちろん、重症化や合併症のリスクが高い患者の家族の方も、接種

が困難なことがない限り、接種しておいたほうが良いでしょう。 

 一般に接種後抗体が出来るまでには２週間程度かかり、５か月間効果は持続されます。あ

くまでも「接種したからといって１００％インフルエンザにかからないということではない」と理解

しておいて下さい。 

 

【インフルエンザ治療薬】 

 実際にインフルエンザに罹患した場合は、脱水にならないように注意することが大切です。

昔の治療は熱が出たら解熱剤、咳が出たら咳止めなど対症療法しかありませんでしたが、現

在はこれらの薬に加えて抗インフルンザ薬で治療できるようになりました。この薬はインフル

エンザウイルスの増殖をおさえる効果があり、４８時間以内に投与を開始することで発熱期間

の短縮や、重症化するのを抑えられます。ただ小児・未成年者についての因果関係は不明

ですが、転落など異常行動の報告があり、少なくとも２日間、保護者は小児・未成年者が１人

にならないようにする配慮が必要となります。抗インフルエンザ薬には４種類の薬があります

が、効果の面ではほとんど差がなく、Ａ型インフルエンザには有効性が高く、Ｂ型インフルエ

ンザにはやや効果が劣る傾向にあるとされています。また解熱剤も処方されることが多いで

すが、１５歳未満のインフルエンザ患者が服用してはいけない薬剤(アスピリン、サリチル酸

系解熱剤、ジクロフェナックナトリウム、メフェナム酸)もあり、これらの成分を含む大衆薬もあ

るので注意が必要です。 

 以下に現在医療機関で処方される抗インフルエンザ薬について解説します。 

 

<タミフル> 

 内服薬で、小児用のドライシロップもあり１歳以上で広く使われ

ています。異常行動との関連が疑われて、１０歳以上の未成年

では合併症、既往歴からハイリスク患者と判断される場合を除い

て、原則使用を控えることになっています。下痢・吐き気などの

副作用があります。 

 １回１カプセル １日２回５日間服用します。（内服薬） 

 

<リレンザ> 

 吸入薬でウイルス増殖部位の気道へ直接に作用することから、全身への悪影響は少ない
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とされています。ただきちんと吸入出来ることが前提となります。 

 １回２吸入  １日２回５日間吸入します。 （吸入） 

 

<イナビル> 

 リレンザと異なり、単回投与で長時間効

果が持続することから、投与忘れ等の心配

もなく確実な効果が期待できるのが特徴で、吸入可能な幅広い年齢層に

使用されています。ただ反面単回のため吸入が十分されなければ、治療

効果に影響を及ぼしてしまう欠点もあります。 

 １回４吸入  単回吸入します。   （吸入） 

 

<ラピアクタ> 

 注射薬で長時間作用し１回の点滴で飲み薬や吸入薬と同等の効果が

期待出来ます。経口や吸入困難な患者さん、ハイリスクな患者さんに使

用されます。 

 

 注）４剤ともに小児用量は成人と異なります。 

 

【抗インフルエンザ薬の予防投与】 

 インフルエンザに罹患すると重症化しそうなハイリスクな患者さんが、イ

ンフルエンザ患者に濃厚接触した場合、抗インフルエンザ薬をあらかじめ予防的に服用して

いれば発症を防ぐことが出来ます。ただし、予防効果は１００％ではありませんし、予防できる

期間は薬の効果が継続される期間のみです。但し、保険適応ではなく自費となってしまいま

す。タミフル、リレンザ、イナビルの３薬剤が予防投与可能ですので、希望される場合はかかり

つけ医に相談して下さい。 

 

今シーズンも多くのインフルエンザ患者が発生しました。高齢者の方は特に肺炎などの合

併症を併発し重症化する場合も少なくありません。十分な予防をしてもインフルエンザにか

かった場合は、早めに医療機関を受診して適切な薬を処方してもらって下さい。 

 

参考   インフルエンザ診療マニュアル 日本臨床内科医会 

 

 

 

 

 

 

 



９ 

町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その７３その７３その７３その７３    

    誤嚥性肺炎を予防する誤嚥性肺炎を予防する誤嚥性肺炎を予防する誤嚥性肺炎を予防する    

                                        病棟看護師病棟看護師病棟看護師病棟看護師            井上井上井上井上    弘美弘美弘美弘美    

 

誤嚥性肺炎の早期発見 

高齢者は、脳血管障害、神経・脳疾患、

認知症など、加齢による影響で摂食・嚥下

障害が起こりやすくなります。高齢者の介護

に携わっていると、肺炎を繰り返し衰弱して

いく人を目の当たりにすることがあります。高

齢者は摂食・嚥下障害によってムセてしま

い、苦しかったり、息切れが生じたりするほど

になると、誤嚥性肺炎を罹患する危険が高

まります。高齢者の食べる楽しみや生きがい

を支える意味でも、摂食・嚥下障害のある人

には適切なケアを実践して肺炎の予防につ

なげていくことが大切です。 

◎日常のケアで注意すること 

 肺炎にかかると、一般的には咳、痰、発熱、

呼吸困難などの症状が出現します。しかし、高

齢者では、咳の反射が鈍かったり、痰を出す

力が弱くなっていたり、高熱が出にくいなど、

典型的な肺炎の症状が現れないことがありま

す。その代わりに、食欲が低下したり、眠気、

ふらつきなどといった、普段より元気がないサ

インや、落ち着き無く歩き回ったり、よくしゃ

べったりするようになるなど、いつもと違うサイ

ンが現れることがあります。予備力の少ない高

齢者では、食欲が低下することで脱水や低栄

養状態に陥り、肺炎が重症化することがありま

す。普段とは違う小さなサインを見逃さないこと

が大切です。 

 

誤嚥予防の大切なポイント 

 食べ物の誤嚥が必ずしも誤嚥性肺炎を引き起こすいうわけではありません。誤嚥の頻度や誤

嚥した物の量と成分、高齢者の抵抗力などが誤嚥性肺炎を引き起こすリスクに影響します。 

 食道に入るべきものが気道に入ることを誤嚥と呼び、健康な成人でも誤嚥し、誤嚥すると咳で

喀出する反射が起こります。これは咳反射と呼ばれ、いわゆるムセです。気道の反射機能が正

常に働いて咳の力が発揮できれば、誤嚥した物は喀出できますが、高齢者では咳の反射が鈍

くなっていたり、咳の力が弱まっていたりするため、誤嚥した物を喀出できなくなることがありま

す。 

 誤嚥する物は食べ物や飲み物に限らず、唾液や吐物を誤嚥することの方が危険な場合もあ

ります。口の中が汚染し、細菌を多く含んだ唾液を誤嚥すると、肺炎リスクが高まります。また、

誤嚥性肺炎の発症機序 
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高齢者では胃と食道の間で逆流を防ぐ機能がおちて、胃食道逆流が起こりやすくなります。逆

流物はのどまで上がり、のどから気道に入り胃酸を含んだ逆流物が気道を損傷させます。 

 これらの要因が影響し合って、誤嚥・肺炎のリスクを高めます。つまり、食事の時以外も高齢

者の状態を観察して適切な誤嚥予防策を取ることが大切です。 

 

◎食事前の観察ポイント 

◆覚醒状態の観察◆ 

   高齢者が覚醒せず「もうろう状態」の場合では、嚥下反射や咳反射が減弱して誤嚥する危

険が増えます。そのため、眠気があると食事はできないので、覚醒させます。 

◆姿勢の調整◆ 

   

 
◎食事中の観察ポイント 

◆ムセの観察◆ 

 ムセが嚥下前、嚥下中、嚥下後のどのタイミングで出現するのかを観察します。口の中に

食べ物や飲み物が入って、のどに送り込まれ、ごっくんと嚥下反射が起こり、のどぼとけが上

下する動きを観察します。 

・嚥下反射が起こる前にむせる場合嚥下反射が起こる前にむせる場合嚥下反射が起こる前にむせる場合嚥下反射が起こる前にむせる場合 

  口の中で食べ物や飲み物を保持できないと起こります。食べ物や飲み物が不意にのどに流

れ、嚥下の反射が間に合わずに気道に流入し、嚥下前にムセが起こります。このような場合

は、流れの早い水分にとろみをつけて誤嚥を予防します。 

・嚥下反射の最中にむせる場合嚥下反射の最中にむせる場合嚥下反射の最中にむせる場合嚥下反射の最中にむせる場合    

 嚥下の動きが不十分で喉頭蓋という気道の蓋が閉まらず、隙間から食べ物や飲み物が気

道に流入した場合に起こります。嚥下に意識を集中させ力込めて「ごっくん」と飲み込むよう

にさせ、嚥下の力を強化して誤嚥を予防します。 
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・嚥下後にむせる場合嚥下後にむせる場合嚥下後にむせる場合嚥下後にむせる場合    

  嚥下の力が弱く、飲み込みきれずにのどに残ったままになり、息を吸った時に気道に流入

し、ムセが起こります。高齢者では頻繁に起こる症状ですので、例えば食事をゼリー状にし

たり、ゼリーと交互に食べる、などのまとまりやすい食形態を選択します。 

◆鼻水が出ていないか観察◆ 

   食事中に透明の鼻水が出てくることがあります。嚥下の時は、のどと鼻の間はすき間なく

閉じて、開いた食道へ圧力をかけて絞り込むように食べ物や飲み物を送り込みます。この

時の圧力を「嚥下圧」と呼びます。のどと鼻の間の閉まりが悪いと、「嚥下圧」が鼻に漏れて

鼻へ逆流し、鼻水となって出てきます。「嚥下圧」が漏れるので、食べ物や飲み物がのどに

残りやすくなります。水分は鼻に逆流しやすいのでとろみをつけると有効です。 

◎食事後の観察ポイント 

◆口腔内の観察◆ 

 食後の口腔内に食べかすがたくさん残る場合には、舌や頬の運動・感覚の麻痺が原因

で、食べ物を口の中でまとめる機能が低下していると考えられます。たくさん残る場合には、

軟らかくまとまりやすい食形態にする必要があります。食べかすは口腔ケアで取り除きます。

食べかすが残ったままになっていると、菌が繁殖し、菌を多く含んだ食べかすが不意にのど

へ流れて誤嚥し、肺炎の原因になることがあります。 

最後に           

 高齢者は、年齢が増すごとに肺炎での死亡率が増える傾向にあり、特に誤嚥性肺炎が主

な原因であると言われています。今回述べてきたことを高齢者の方の誤嚥の予防に役立て

いただけたらと思います。よく分からなかったり、お困りのことがあれば当院の看護師にお気

軽にご相談下さい。 

  参考文献   高齢者安心安全ケア 実践と記録Vol.11        
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新人自己紹介新人自己紹介新人自己紹介新人自己紹介    

    

看護グループ看護グループ看護グループ看護グループ    篠永久美子篠永久美子篠永久美子篠永久美子    

１月より、勤務しています篠永久美子です。３月までは、人工透析科、

内科外来、病棟を回り勉強させて頂いております。各科それぞれ異なっ

たカラーがある為、日々驚きと戸惑いの連続です。また、私は病院での

臨床経験がない為、学ぶことが山ほどあり、毎日が勉強になります。 

不慣れで至らないことが多い為、周りの皆さんにはご迷惑をおかけしま

すが、１日でも早く業務内容に加え、看護の知識、技術を体得できるよう

頑張りたいと思います。今後ともご指導のほどよろしくお願い致します。 

 

病棟薬剤科長病棟薬剤科長病棟薬剤科長病棟薬剤科長    矢﨑貴子矢﨑貴子矢﨑貴子矢﨑貴子    

 神奈川県より来ました、薬剤師の矢﨑と申します。昨年の１０月より美幌

町民となりました。初めての北海道生活で、想像以上の雪に驚いていま

す。 

 新しい職場で今までに経験のない診療科もあるため、まだまだ慣れて

いない面もありますが、先輩職員の方々のご指導のもと成長していきたい

と思っております。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

看護補助者看護補助者看護補助者看護補助者    門脇聡美門脇聡美門脇聡美門脇聡美    

 はじめまして。１２月２２日より３階の看護補助者として働いています門

脇聡美です。 

 前職も介護の仕事をしていましたが、病院で補助者として働くのは初め

てで、学ぶことがたくさんあり、まだまだ不慣れで至らない点もあります

が、早く仕事を覚えて頑張りたいと思います。 

 ご迷惑をおかけしますが、今後ともよろしくお願いします。 

 

総務主幹総務主幹総務主幹総務主幹    但馬憲司但馬憲司但馬憲司但馬憲司    

 昨年１０月に総務グループ主幹として着任いたしました但馬と申しま

す。 

 この数ヶ月お仕事をさせていただき、事務職員の業務は、病院という大

きな組織の中で医事、人事、経理、施設管理や経営マネジメントなど多

岐に渡り、町職員としてなかなか経験のできない専門性の高い総合職で

あると改めて実感しています。 

 これからも医師や看護師が安心して医療に専念できるようにサポート

し、そして患者様には「国保病院に来てよかった。安心できた。」と言って

いただけるよう、チーム医療の一員として医療・患者サービスに関わって

行きたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 
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総務担当総務担当総務担当総務担当    小野義高小野義高小野義高小野義高    

 昨年10月より施設管理職員として勤務している小野義高といいます。 

 施設管理の仕事は多岐に亘り、なかなか大変な仕事と思っています

が『縁の下の力持ち』となり、病院の維持管理に貢献するべく様々な仕

事を覚え・対応できるよう日々努力し患者様に安心して受診して頂ける

ように、微力ではありますが一生懸命頑張っていきたいと思います。今

後ともよろしくお願いします。 

 

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１６回第１６回第１６回第１６回    

    冬のオンネトー冬のオンネトー冬のオンネトー冬のオンネトー    

                                                    循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科    松井松井松井松井    寛輔寛輔寛輔寛輔    

 阿寒湖は全国的に知られた湖ですから湖畔の温泉

街は一年を通じて多くの観光客で賑わっています。

一方、オンネトーは同じ阿寒国立公園内にあり、阿

寒湖からそう遠くない場所にもかかわらずひっそり

としていて、森の中に静かに佇む様から北海道三大

秘湖のひとつとされています。近年、このオンネ

トーに大型観光バスが次々と押し寄せ、湖畔の展望

台は、時にカメラやスマホを持った観光客で埋め尽

くされていることすらあるのを皆様はご存知でしょ

うか。かっての、訪れる人もほとんどなく、深閑と

したオンネトーのイメージは今や遠い過去のものとなりつつあります。そんなオン

ネトーでも、冬を迎えると積雪のために、湖の２ｋｍほど手前にある野中温泉で道

路が閉鎖され、それから先は観光バスはもちろん、一般車両も入ることはできなく

なります。そうして、湖周辺は再び本来の静けさを取り戻します。この時期、道路

は閉鎖されますが、徒歩で湖に行くのは自由です。もちろん、新雪の中を歩く労力

と、誰もいない冬の森に入っていく少しばかりの勇気、それに自己責任が求められ

ますが。 

 私は、北海道に赴任して以来、何度もここを訪れています。特に厳冬期には、毎

年必ず一度は足を運ぶことにしています。今回は、そんな、私が本当は余り教えた

くない真冬のオンネトー「スノーハイキング」をご紹介いたします。 

オンネトーへ行くには、まず美幌から国道２４０号線を使い阿寒に向かいます。

釧北峠を越え、２．６ｋｍ先を右手に曲がり足寄へ向かう国道２４１号線に入りま

す。そこから約８ｋｍ走ると、少しわかりずらいのですが、道道６６４号線が左に

分岐していますのでこの道へ入ります。両側を森にはさまれたまっすぐな道を行く

と、間もなく真正面に雪化粧した雌阿寒岳がそびえ、その美しい姿を仰ぐように進

んでいくと、やがて道路が冬季閉鎖されている場所に突き当たり、その左手が野中

温泉です。ここには本来広い駐車場があるのですが、冬期は十分除雪されていない

こともあり、その場合は他の車の邪魔にならないよう、必ず路肩に寄せて駐車しま

しょう。駐車場の側には掃除の行き届いたトイレも設置されています。冬期は、こ

の場所より先に使用できるトイレはありませんので、こちらで用を済ませてから、

冬のオンネトー 
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雪の中を歩く準備を始めることをお勧めします。 

スノーハイキングに欠かせない物はスノー

シュー（西洋カンジキ）ですが、さらにストッ

クが有ると大変重宝します。ストックはスキー

用のものではなく、リングの大きなバックカン

トリー用のものが良いでしょう。靴は長靴でも

よいですし、本格的な長いスノーブーツなら寒

さ対策は完璧です。私は、皮の登山靴にスパッ

ツを付けて歩きます。スノーシューは登山用で

はなく平地用で十分ですが、自分の体重に合っ

たサイズのものを選ぶことが大切です。晴れた

日はサングラスを、風の強いときはゴーグルを準備しましょう。手袋と靴には使い

捨てカイロを入れておくと温かいです。 

 準備ができたら、いざ出発です。野中温泉からオンネ

トーへ向かうルートは２つあります。森の中を進むルート

と、車道を歩くルートです。森の中を歩くルートは、駐車

場の入口から見て対角線上の奥の一角から出発します。茶

色の「錦沼」を右手に見ながら、森の中へ入っていきま

す。先に森へ入った人の足跡が残っていると分かりやすい

のですが、降雪で足跡が消えてしまい全く分からないこと

もあります。その場合は、ルートに沿って、目印のために

濃いピンク色のリボンが木にくくり付けてありますので、

そのリボンを探しながら進みます。 

 冬の森は静寂そのもので、わずかにそよぐ風の音と

「キュッ、キュッ」という自分が雪を踏む音しか聞こえま

せん。晴れた日は、見上げ

るほど高いアカエゾマツが広げた枝葉の間から、クレ

パスで描いたような青い空がのぞき、そこからやや暗

い森の中に幾筋もの日差しがキラキラと差し込んでい

ます。時折、木々の枝葉に積もった雪は風に舞い上げ

られ、それが太陽光に反射してダイアモンドダストの

ように輝きます。足元に積もった雪は深く、一歩一歩

踏み分けて進んでゆくのに難渋しますが、変化する森

の景色に心を奪われ、疲れも忘れてしまいます。ルー

トは半ほどから右に曲がり、緩やかな下り坂となった

谷底を進みます。そろそろ湖が見えてくるはずなのに、なかなか森から抜け出せな

い、と少々不安を感じ足を速めると、突然、眩いばかりの真っ白なオンネトーが目

の前に姿を現します。完全に凍結した湖畔に立つと対岸の右奥に自動車道側の展望

台が見えます。湖の氷が充分厚ければ、そこから真っ直ぐ対岸に向かいオンネトー

の湖上を歩いて横断することができます。ただし、岸に近いところは逆に、所々、

氷が薄くなっている場所もあるので注意が必要です。 

 湖を横断するのが不安な人は、しばらく湖畔で休み、再び来たルートをそのまま

戻るか、あるいは湖に出たところを右に曲がって湖畔を反時計回りに歩いて対岸の

森ルート入口 

森のアカエゾマツ 

オンネトーの森の中 
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車道まで出るのも良いでしょう。ただし、この湖畔に

沿って回るルートは、冬期には通常足跡がないので少

しばかり歩くのに苦労するかもしれません。 

 まだ、誰の足跡もない真っ白なオンネトーの氷上に最

初の足跡を描き、充たされた気持ちで対岸の展望台に

着いたら、ここで昼食です。私は、冬に野外で作って

食べるものはいつもカップラーメンと決めています。

魔法瓶に入れたお湯でもラーメンはできますが、現地

でお湯を沸かして作るほうが、熱くてより美味しいも

のです。オンネトーへ行く時は荷物はあまり多くは要

らないと思うので、是非、お湯を沸かすコンロをもっ

て行くことをお勧めします。雪に覆われた大自然の中

で食べる熱々のラーメンは、どこの名店で食べるより

私には美味しく感じられます。夏は、臭いのするラー

メンを森の中で食べるとクマが寄ってくるので厳禁です。冬はその心配もないものと

思っていたのですが、この冬、真冬にもかかわらず標茶や厚岸でクマに襲われた事故

もありましたので、そこはあくまでも自己責任で行動しましょう。正月休みには、オ

ンネトーを歩いて訪れた人が１０名前後いましたが、冬期のその他の時期は誰にも遭

遇したことがありません。まさにオンネトーの森に一人だけ、あるいは１パーティだ

けとなります。 

 帰りは、どのルートも上り坂となります。晴れた日ならば、森の中のルートは自分

の足跡が残っていますから迷うことはないでしょう。しかし、雪の日や風の強い日は

自分の歩いた足跡もあっという間に消えてしまうので、森の中で迷子になりかねませ

ん。くれぐれも天候にはご注意ください。車道ならば、迷う事もなく安心して戻れま

す。 

 オンネトーから戻ったら、私は必ず野中温泉に入ります。「野中温泉別館」と「元

ユースホステル」に温泉があります。どちらも内湯は似た作りで、露天は別館だけに

あります。真冬の露天はお湯の温度が低めなのが残念ですが、どちらも内湯は最高で

す。ただし、シャンプー等はありませんし、体を洗うための給湯設備もありません。

すべて掛け流しの温泉で洗います。あまりに硫黄の匂いが強く体にしみ込みますの

で、その日は他の人に近づくと「臭い」と言われてしまうかもしれません。 

 マイナス10℃以下の森で汗をかき、硫黄の匂いが香る源泉かけ流しの温泉に浸か

り、美幌に帰ってビールを一気飲みする。これが、冬の北海道で私が見つけた「幸

せ」を感じるひと時です。 

 

 

 

オンネトー横断の足跡 

展望台周辺 ランチはカップヌードル 
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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 

 

 

泌尿器科 

 

 

小児科 

 

 

 

眼科 

 

    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。 

    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    西村西村西村西村    西村西村西村西村    西村西村西村西村    西村西村西村西村    西村西村西村西村    

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    

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。 


