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北海道心臓協会

大切な人を突然死でなくさないために
～あなたに救える命があります～

筒井

裕之氏

北海道大学大学院
医学研究科
循環病態内科学教授
今年の北海道心臓協会市
民フォーラム「願いは健や
かハート」では、旭山動物
園の小菅園長先生から「命」
という事でお話をいただきます。私は心臓の病気を
担当する医師として、今日は「命」を守るという立
場で皆様にお話をさせていただこうと思います。人
は寿命がありますから、必ず命が終わります。皆死
を迎えないといけないわけでありますけれども、こ
の「死」というものがあまりにも突然に起こります
と、その方にとってはあまりにも無念な出来事とい
う事になります。ご家族にとっても、非常に大きな
衝撃が起こるわけであります。今日お見えの方の中
には、自分はもうポックリ逝きたいと思っている方
もいらっしゃるかもしれませんが、残された方に非
常に影響が大きいですし、自分の旦那さんにはポッ
クリ逝って欲しいというのはあまりよろしくない考
北海道心臓協会市民フォーラム2008が 3 月22日、
「願いは健やかハート」をテーマに札幌・道新ホー
ルで開催されました。筒井裕之・北海道大学大
学院医学研究科教授と小菅正夫・旭川市旭山動
物園園長の講演があり、大変好評でした。また、
講演に先立って医師、看護師、薬剤師、栄養士
による無料健康相談が開催されこちらも好評で
した。
北海道、北海道医師会、札幌市医師会、北海道
国民健康保険団体連合会、北海道看護協会、北
海道薬剤師会、北海道栄養士会の後援、アステ
ラス製薬㈱、第一三共㈱、武田薬品工業㈱、ノ
バルティスファーマ㈱、万有製薬㈱、ファイザー
㈱、日本ベーリンガーインゲルハイム㈱の協賛
に改めてお礼申しあげます。

1

えであります。
（笑）
今日は皆さんと共に「大切な人をなくさない為に
我々に何が出来るのか」という事をお話させていた
だこうと思います。先ほど「ポックリ逝く」なんて
いう事を申し上げましたけれども、医学ではこの
「ポックリ逝く」というのを「突然死」と言います。
「予期していない突然の病死」という事です。この
中で心臓の病気が原因になっている突然死を「心臓
突然死」と言います。突然死というのは色々な病気
で起こるわけですけれども、心臓が原因で起こる心
臓突然死が突然死全体の 7 割位を占めていると言わ
れています。残りはいわゆる脳卒中ですとか出血で
すとか、心臓以外の病気による死亡です。したがっ
て心臓突然死というのは、心臓の病気が原因となっ
て瞬間的に亡くなってしまうという事です。実際に
は症状が起こって 1 時間以内に亡くなられた場合を

心臓突然死と言います。前の日までは普通にお休み

臓の病気で亡くなっているといわれています。これ

になって、朝気付いたときにはもう亡くなっていた

は一年間ですから、一日あたり全国のどこかで100

というのも突然死という事になるわけです。心臓突

〜150人の方が心臓の病気で突然亡くなっているこ

然死という事ですから、心臓に何か病気がある方が

とになります。交通事故で亡くなる方と比べるとな

なるという事が一番考え易いのですが、実際にはそ

んと10倍近くもあるわけですから、いかに重要な問

ういった前もって心臓病があるという事が判ってい

題かというのがご理解いただけるのではないかと思

ない方が突然に心臓の病気で亡くなるという場合も

います。

あります。
ま せ ん。2002年 の11月21日、 当 時47歳 だ っ た
高円宮様が突然亡くなられました。高円宮様は
元々非常に元気な方で、サッカー協会の名誉総
裁を務め、御自身もサッカーをなさったりして
いわゆるスポーツマンでありました。47歳とい
う非常に若くして亡くなられましたが、その当
時の新聞には心室細動と書いてあります。これ
が不整脈の一種ですが、心臓突然死を起こす非
常に恐ろしい危険な不整脈です。
心臓突然死というと、皆さんにとって高血圧
とか糖尿病などに比べるとあまり馴染みの無
い病気かと思いますが、日本全国でどれくらい
の方が心臓突然死で命を落としているかとい
う統計があります。突然亡くなるという事で皆

交通事故死よりも多い心臓突然死

これはまだ皆さんの記憶に新しいかもしれ

心臓突然死はアメリカでも非常に大きな問題であ
ります。アメリカは日本よりも人口が 2 倍ほど
ですけれども、アメリカでは心臓突然死で年間
に45万人位の方が亡くなっています。約80秒間
に 1 人の方が亡くなっています。アメリカの統
計によると、脳卒中が16万人、肺がんが15万人、
こ の 二 つ が 非 常 に 多 い 病 気 で す。 乳 が ん が
4 万人、エイズで 4 万人、このような患者さん
を全部足しても45万人にはいかない訳ですか
ら、米国では脳卒中などの病気よりも、心臓突
然死の方が多くて死因の第 1 位であると言われ
ています。
ではこの心臓突然死というのが一体どういう
原因で起こるのかという事ですが、その88％は
不整脈によると言われています。今日お見えの
皆さんの中にも「不整脈がある」と病院で言わ

さんにもっと馴染みが深いのが、不幸にして交

れたり、実際に不整脈として治療を受けておら

通事故かもしれません。交通事故で亡くなる方

れる方もいらっしゃるかもしれません。それで

は、北海道が非常に多く、北海道と愛知県が不名誉

は自分も突然死してしまうのかとご心配になるかも

な記録を毎年競い合っていますが、この交通事故で

しれませんが、不整脈には非常に色々な種類のもの

亡くなる方は年々減ってきています。一時期は年間

があります。この中で心臓突然死をする危険性が高

一万人近くの方が交通事故で命を落としておりまし

いと言われているのは、心室頻拍と心室細動という

たけれども、毎年減ってきて平成19年は全国で年間

二つの不整脈で大体70％近くを占めています。
多分、

に5,700人という数です。日本で心臓突然死を起こ

今日お見えの方の中には不整脈と言われていても、

す方の正確な数は実のところ分かっていないのです

このような重症な不整脈、命を落とす危険性のある

が、なんと 3 〜 5 万人位の方が日本全国で突然、心

不整脈というものをお持ちの方は、極めて少ないと
思います。
心室頻拍、心室細動というのは不整脈の種類の名
前です。心室頻拍は心室細動という不整脈に移行し
て、命を落とすと危険性が非常に高い不整脈です。
ここで不整脈を皆さんに御理解頂くためには、心臓
の働きをどうしてもご説明しなくてはいけません。
心臓は四つの部屋からなっています。その四つの部
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屋を作っているのは心臓の筋肉です。この筋肉を動

室頻拍と言います。そして 1 回 1 回の脈の間の間隔

かすためには電気が必要です。電源はちゃんと心臓

が短いという事は非常に脈が早くなっているという

の中に埋め込まれています。電気が出ますと、心臓

事を表しています。

の心房と呼ばれるところに電気が流れ、中継基地を

そして心室細動ですが、正常な心臓の拍動とは全

通って心臓の筋肉の中を走っている電線に電気が流

然違うギザギザの心電図になっています。まったく

れるわけです。そうしますと心臓の筋肉がその電気

形が不規則になっています。これはもう殆ど心臓と

に反応してギュっと一回縮みます。そして、中に溜

しては正常な機能ができない状態です。非常に恐ろ

まっている血液が全身に向かって送り出される。心

しい不整脈で、これは数分以内に心臓が停止をして

臓というのは、このように電気で動くポンプである

しまう前に出てくる不整脈です。心室頻拍と心室細

わけです。

動、これらが心臓突然死を起こす危険な不整脈とい

この心臓の中に流れる電気を記録しているもの

う事になる訳です。したがって不整脈があるという

が、皆さんが検診などで撮る心電図というもので

だけで皆さんが心臓突然死を起こすという事では

す。心電図には、小さい波、尖った波、大きな波と

ありません。不整脈の中に色々な種類があって、こ

大きく三つ波がありますが、この様に電気が流れる

ういう危険な不整脈が心臓突然死に至るという事で

と心臓が一回ギュっと縮む。これが心臓の電気の流

す。

れとポンプとしての動きであります。ちょっと難し
い話になりますが、心電図の心臓の拍動をみると、
ちょっと違う形の波があ
ります。こういうものを

今お話した事をもう一回繰り返しますと、心臓と
いうのは全身に血液を送るポンプの役目をしていま

心臓突然死を起こす危険な不整脈

期外収縮と言います。こ

心室頻拍と心室細動

す。規則正しく動いてい
るうちは全然問題が無い
のですが、心室細動では

のような不整脈をお持ちの方はこの会場の中には沢

心臓が痙攣を起こしたように無秩序に動いて、心臓

山おられます。この期外収縮は心臓に病気がなくて

本来の働きが出来なくなってしまう、数分以内に死

も、私も含めてほとんどの方にむしろあると言って

に至ります。こういう不整脈が心臓突然死の原因に

も良い位の不整脈です。期外収縮は心臓に病気が無

なるわけです。

い方の場合ほとんど害が無いと言われています。と

では、この心臓突然死の原因になる不整脈を起こ

ころが 2 番目を見ると、この青い正常な心臓の拍動

す心臓の病気にはどういうものがあるのかという事

の後に赤いトントントントントンと、青いのとは形

ですが、この病気は今日お見えの方の中にもお持ち

も違ってちょっと悪そうに見えますが、こういう不

の方がいるかもしれません。一番多いのは虚血性心

整脈を心室頻拍と言います。ところがこれは 6 回続

臓病と言われる病気で、心筋梗塞などがこれにあた

くだけで、また正常な脈に戻っています。こういう

ります。心臓を栄養している血管の病気です。心筋

ものですとあまり症状がないこともあります。し

症という、原因がよくわかっていない心臓の筋肉自

かし注意をしないといけない不整脈はここからで

体に異常が起こる病気があります。これには肥大型

す。
これは 6 回で止まっていますがこの下を見ると、

心筋症などの病気があります。それから弁膜症、さ

ずーっとこういう不整脈が続いています。これを心

らに心臓に構造には何にも異常は無いけれども不整

心室細動とは？
心臓が痙攣（けいれん）を越こしたように無秩序に動く
心臓本来の働きがなくなり、数分以内に死にいたる
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脈だけを起こす病気があります。それにはブルガダ

常に疲れやすくて胸が苦しいといったような症状が

症候群、QT延長症候群といった名前の付いている

出てきます。心不全というのは、重症になればなる

病気があります。色々な病気が突然死の原因になる

ほど不整脈による突然死を起こす危険性のある方が

わけですが、このような病気のある患者さんが先ほ

多くなるかというと、必ずしもそうではなくてむし

どご紹介したような不整脈を持っていると、突然に

ろ心不全として症状が軽くて「ずいぶん良くなって

命を落とすという危険性が高くなるとご理解いただ

来たな」という患者さんの方がむしろ突然死する危

きたいと思います。特に心筋梗塞というのは、発症

険性がある、突然死を起こした患者さんが多い、と

したときにもこのような非常に危険な不整脈が出や

いう研究のデータもあります。したがって心不全に

すく、心筋梗塞が非常に重症な方では急性期だけで

なったという方はずっと治療しないといけない訳で

はなく慢性期の、暫く経った後でも不整脈が起こる

すが、心臓の働きを良くしてさしあげるばかりでな

という事があります。心筋梗塞というのは心臓の表

く、不整脈にも十分に注意していかないといけない

面を栄養している冠動脈という血管に動脈硬化が起

ということになる訳です。

こって、血管が詰まり血流が途絶えてしまって心臓

肥大型心筋症は先ほどの心筋梗塞と違い、どうし

の筋肉が死んでしまうという病気です。心筋梗塞に

てこういう病気が起こるのかまだよく分かっていな

なると、胸が押さえつけられる、締

い病気です。心筋症という病気は

め付けられる、といった非常に典型

多いのですが、その中でこの肥大

的な症状があります。また、非常

型心筋症というのは、その名前の

に不整脈が起こりやすいので、注意

通り心臓の筋肉の肥大が起こると

が必要な病気です。心筋梗塞を起こ

いう病気です。高血圧があります

したときにも注意が必要ですが、心

と、血圧が高い事によって心臓の

筋梗塞からだんだん心臓の機能が

筋肉の肥大が起こります。皆様方

悪くなる心不全という状態になり

の中には先生から心肥大があると

ますと、また不整脈が起こりやすく

言われている方がおられるかもし

なってきます。

れません。高血圧で肥大が起こる

心臓の超音波の検査をしまして、

という事も良い事ではないのです

心臓を輪切りにして心臓の働きを見ると左心室と

が、肥大型心筋症というのは高血圧などの原因がな

いう心臓のポンプとして一番大事な所が丸く見えま

くて心臓の筋肉の肥大が起こるという病気です。特

す。心不全になりますとそこがまず大きくなってい

に閉塞性の肥大型心筋症という血液が心臓から出て

ますが、心臓の動きとして見てみますと正常な方の

行くところの心臓の筋肉が厚くなるというタイプの

心臓というのは収縮、弛緩を繰り返しています。一

肥大型心筋症は、非常に危険な心筋症であることが

回一回心臓が収縮するたびに心臓に電気が流れてい

知られています。肥大型心筋症の患者さんの一番多

るわけです。これが心不全になりますと非常に心臓

い死亡原因は心臓突然死です。10％位の方が突然死

の動きが全体に悪くなってまいります。心臓の動き

する危険性があると言われています。小学校、中学

が悪いというだけではなくて、心不全の状態になり

校、高校の学生さんが、特に運動した時に起こる心

ますと不整脈も起こしやすくなってくる訳です。心

臓突然死の原因としては多いという事で、注意をす

不全になってきますと呼吸するのが苦しくなる、息

る必要があります。

苦しいといった症状が出てきます。また、非常に疲

もう一つ、あまりお聞きになる事がないかもしれ

れやすくなってきます。そういうのを皆さん「胸が

ませんが、ブルガダ症候群という病気があります。

こわい」という風に表現されるんですけども、これ

これはなぜか日本を含む東南アジアに患者さんが多

は非常に心不全の時の症状をよく表しています。非

く、しかもなぜか男性に多い。若年から壮年の男性
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が夜間突然亡くなる原因になるという事で、ポック

も、このように非常に若い方にも突然死は起こると

リ病と言われている病気の原因のひとつはこのブル

いう事です。さらにもっと年齢が下がって、小学生

ガダ症候群ではないかと言われています。この病気

から高校生、こういう学校の生徒さんにも突然死は

は心電図を撮るとある程度診断がつくので、心電図

起こります。日本でも学校の管理下、いわゆる授業

の検診などでこのブルガダ症候群じゃないかという

中などの突然死で年間に50〜100人、全国でお子さ

事で異常が見つかる事があります。結構その頻度は

んが亡くなっています。これはあくまでも学校で起

人検査をしますと一人必ず見つかるという位頻
度の高いものです。それではみんなが危険な不
整脈を起こすかというと、必ずしもそうではな
く、どういう方が実際に危険な不整脈を起こす
のかは検査をしないとわからないという病気で
す。
これは私どもが経験した大変残念な患者さん
の例です。40歳の男性で職場の検診で「心電図
異常があるので検査を受けてください」という
事で来られたのですが、全く元気な方で何の症
状も無い。自分はどこも悪く無いし、運動をし

突然死の家族歴は要注意！

多くて、正常な方の0.5％という事ですから200

こった突然死で、学校の外で起こった突然死は
この数値には含まれていませんが、大体この
3 倍位ではないかといわれています。したがっ
てやはり年間に数百人のお子さんが突然亡く
なっている。先ほどの突然死の 7 割が心臓突然
死だとお話しましたけれども、やっぱり70〜
80％は心臓の病気によると考えられています。
お子さんの突然死は運動に関係したものが多い
というのが特徴です。心臓震盪と言われるのが
時々新聞などに出ています。これは前胸部の非
常に軽い衝撃とか打撲によって、先ほどからご
紹介しています非常に怖い不整脈である心室細

ても困らないという事でしたが、心電図を撮り

動を生じて、心臓突然死をきたすという病気で

ますと普通ではない所見ですので、検査を勧め

す。非常に若い人が多い。野球が多いのですが、

たのです。この方が必ず詳しい検査を受けた方がよ

サッカーなどの球技でも起こっています。ただ非常

いと考えた最大の根拠は、心電図の異常所見もあり

に強い骨が折れる位の強い衝撃が胸に加わる訳では

ますが、お父様が30歳代に睡眠中に突然死なさった

なく、投げたボールとか打ったボールが当たったと

という病歴があるということなのです。これを突然

か、骨には異常が無いくらいの柔らかい衝撃によっ

死の家族歴と言いますが、ブルガダ症候群は時々同

て、心室細動が起こると言われています。

じ家族の中に発生するという事があります。このよ

結局心臓突然死というのはあらゆる年齢の方に起

うにご家族の中に突然亡くなられた方がいるという

こる危険性があるわけです。なぜか男性が多いので

のは、非常にその方は危険だという事を表していま

すが、これは先ほどの心筋梗塞などの病気が男性が

す。是非とも検査を受けて治療を受けていただく事

多いという事が関係しているわけです。一番多いの

をお勧めしましたが、ご本人が症状も無いので
暫く様子を見たいということでした。ところが
この方は46歳の時にお父様と全く同じように睡
眠中に突然亡くなりました。もう亡くなってし
まった後では何とも治療のしようも予防のしよ
うもないわけです。
カメルーンのサッカー選手でホエというワー
ルドカップに出るような一流の選手が、プレイ
中にピッチ上で倒れてそのまま突然死するとい
う事が起こりました。突然死の原因が何であっ
たかを予想するのは中々難しいのですけれど

5

分かかると言われています。当然119番に電話
をするまでの時間もあります。それから救急救
命士が来て実際に除細動するまでに、平均大体
9 分はかかってます。そうしますとどんなに早
く119番通報をして、どんなに早く救急救命士
の方が除細動をしても、殆どの方は助けられな
いという事になるわけです。結局、救命出来る
かどうかは患者さんが心室細動になってからい
かに早く除細動するか、これはもう時間との勝
負です。そうしますと救急救命士の方が来るの
を待っては居られないわけで、そこで必要とな
は50代、60代の方ですけども、女性になりますと60

るのがこのAEDという機械です。この機械を皆さ

代、
70代の方に多くなってきます。では若い人20代、

ん地下鉄の駅とか色々な所で最近ご覧になるのでは

30代には無いかというと、若い人にも突然死は起こ

ないでしょうか。何の箱かなと思っておられるのか

るという事をお話しました。では、
どこで起こるか。

もしれませんが、これが自動体外式除細動器です。

重要なことは、病院の中で起こるというのはむしろ

英語のAutomated External Deﬁbrillatorの頭文字を

極めて稀です。家、道路、職場、公衆の場所、こう

とってAEDと呼びます。日本語でもAEDと呼ばれ

いった医療機関ではない所で起こるというのが、こ

ていますが、正式な日本語の名前は自動体外式除細

の心臓突然死の非常に大きな問題になるところで

動器と言います。何が自動かと言いますと、これは

す。結局心臓突然死というのは、いつでもどこでも

自動で心電図を解析してくれるのです。それから除

誰にでも起こりうる危険性があり、それで日本全国

細動をするかどうかというのもこの機械が判断して

で年間 3 〜 5 万人位の方が命を落としているという

くれる。除細動するかどうか─これはボタンを押さ

事です。

ないといけませんけれども、除細動してくださいと

ではどうやって予防するかという事になります。

いうのも機械が指示してくれる。実際に除細動する

心臓突然死が起こる原因となる心室細動が起こった

ということも機械がやってくれる。そういう事で自

時には、除細動という治療しかありません。もうこ

動という名前が付いているわけです。実際に開けて

れ以外にこの心室細動を止める方法は無いわけで

みますと機械に 1 、 2 、 3 と書いてあります。 1 、

す。即ち非常に不規則な心室細動という心電図に

2 、 3 と、この通りにこの機械を使えばよいのです

なっていますので、これを電気ショックで止めて正

が、実際どういう風に行われるかというのを動画と

常な心電図に戻してやる。これが除細動と呼ばれる

実演でご覧いただこうと思います。

治療です。それではいつ除細動すれば助かるのかと
いう事ですが、心室細動になると脳には血液が行か
なくなります。したがって意識がなくなります。そ
のままにしておきますと大体 1 分間に10％ずつ蘇生
率が低下していきます。したがって心室細動が起き
て10分経つとその方を救命出来る可能性は極めて低
いという事になります。
最初の数分が命の分かれ目、
勝負という事になります。
わが国は救急車が非常に早い時間でやって来ます
けれども、それでも実際に119番してから平均で 6
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になりました。そして2004年の 7 月に一般の市民の
まず最初に意識を確認します。それからでき
るだけ回りの人を呼び、人を集めます。それか
ら119番に通報し、AEDがあるかどうかを確認し
ます。そして顎を左手で持って呼吸をしている
かを確認します。その後に呼吸をしていないと
いう事がわかりますと心臓マッサージをします。
AEDが到着したら、傷病者のすぐ傍に置きま
す。本体にはボタンは三つしかありません。ま
ず電源を入れますと、音声が流れますのでその
後はその指示の通りに操作します。
上半身の衣服を脱がせます。次にパッドを取
り出し、 1 枚目を書かれている絵のとおり右側
の鎖骨の部分に貼り、 2 枚目を左側の脇腹の部
分に貼ります。機械が心電図の解析をし、必要
があればボタンを押すように指示が流れますの
で、点滅しているボタンを押します。ショック
が完了すると「完了しました。…胸骨圧迫と人
工呼吸を開始してください」と音声が流れます。

方がAEDを使って除細動をする事が自由に出来る
ようになりました。
除細動は医療行為ですけれども、
倒れている方を一般市民の方がAEDを使って除細
動をしても、それは医師法には違反しないと認めら
れるようになったわけです。
今日本全国、札幌も含めて急速にAEDの普及が
進められています。皆さん御存知のように札幌市で
は市立の幼稚園から高校まで全校で設置が済んでい
ます。皆さんが目にするのは地下鉄の駅かもしれま
せんが、もうすでに札幌の市営地下鉄南北線、東西
線、東豊線の46駅全てにAEDが設置されています。
札幌市の場合は交通局の地下鉄の駅の職員500人が
皆さん救命救急講習も受けているという事です。全
国的に色々な所にこのAEDの配置が進んでいます。
空港、駅それから新幹線のホーム、こういう沢山の
人が集まるところにまずAEDを配置しようという

AEDが広く使われるようになったのはアメリカ

事です。高速道路のサービスエリア、それから運動

から始まりました。アメリカでは1980年代、90年代

中に倒れる方も多いという事でスポーツクラブ、そ

からAEDの使用が始まります。そして2000年には

れからAED付き自動販売機。これはまだ全国にも

その当時のクリントン大統領が「全国にAEDを普

数台しかないという事ですけれども、自動販売機が

及させないといけない、AEDを使って救命救急を

日本は色々な所に沢山ありますので、そういう所に

やらないといけない」と動き出しました。2002年は

AEDを設置する事によって、配置に関わるコスト

アメリカにとって非常に重要な年です。ラスベガス

を下げようといったような取り組みも行われていま

のカジノでは、AEDが色々な所に置いてあります。

す。

カジノという所は心臓突然死が起こりやすいんです

先ほど旭山動物園の小菅先生とお話していたら、

ね。AEDを使わないと 5 ％位しか救命出来なかっ

旭山動物園にもAEDがあり、なんとこの一年の間

たのが、警備員の人がAEDを使う事によって半数

に 1 人AEDで救命された方がおられるというお話

近くの方が救命出来るようになったという事で、ア

も伺いました。この機械は一般市民の方が使ってい

メリカは急速にこのAEDの普及が始まります。

ただく事を前提としている機械です。もちろん医療

それに若干遅れましたが、日本の場合は一番最初
に導入されたのは飛行機です。航空機というのは
国境が無いわけです。アメリカの飛行機も日本に
乗り入れてきますし、日本の飛行機もアメリカに行
くわけです。アメリカでその当時AEDを使うとい
う事が常識になっていたわけで、日本の飛行機だ
けAEDを載せないというような事が出来なくなり
ました。その後飛行機以外の所にもAEDが設置さ
れるようになりました。2003年には救命救急士が
AEDを使って除細動を行なう事が認められるよう
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従事者が使うという事も出来る訳ですけれども、一

て、職員の方がAEDを使って救命できたという事

般の市民の方に使ってもらえるように作られた機械

です。この時は札幌で初の救命例として北海道新聞

です。この機械を全く見た事が無い方でも使えるよ

で記事になっています。

うに作ってありますが、今日少しだけご覧頂きまし

実際にAEDを使うまでに至らずに、突然死を起

た。
会場のホールにも実際の機械が置いてあります。

こす危険性を予知できれば良いのですが、残念なが

手に触れていただくことによりこれからもっと使い

ら今のところこれを予知するのは極めて難しいのが

やすくなると思います。さらに一般の市民の方を対

現状です。危険な不整脈が心臓突然死の原因になる

象とした講習会も行われております。消防署や日赤

とお話しましたが、危険な不整脈の兆しというのは

が中心になって講習会を色々な所でやっており、そ

いくつか知られています。急に心臓が早く打つ、少

ういう所でこのAEDを使った救命救急に触れて頂

しの運動でも蹲るとか運動の時に胸が締め付けられ

く機会が増えています。

るように苦しくなる、脈が途切れるとか気を失った

現在、日本では三つの会社が、それぞれ 2 種類位

事がある、これは非常に注意をしないといけない症

のAEDを実際の市場に出して販売しています。会

状です。先ほどお話しました親戚の方で突然死した

社によって色、形が違いますが、基本的には殆ど機

人がいる、病気で突然死した方がいる、動悸、胸の

能は同じです。機械が違うからといって使い方に困

苦しさがあって突然死した方がいる。このような方

るという事が無いように

は危険な不整脈である

な っ て い ま す。AEDの 普

危 険 性 が あ り ま す。 た

及が進んでいる背景には、

だこれだけではわかり

以前はこの機械は買わなけ

ま せ ん の で、 こ の よ う

ればならなかったのが、最

な症状がある方が私ど

近はレンタルも出来るよう

もの所に来られますと、

に な り、 色 々 な 所 にAED

危険な不整脈があるか

が整備されるようになった

どうかホルター心電図

わけです。

と い う24時 間 の 心 電 図

実際どれ位AEDの効果があるのかということで

を記録する検査をします。先ほどお話したような普

すが、2004年に一般市民の方の使用が認められ、

通の脈の後に非常に脈の早い不整脈が記録されます

2005年から極めて沢山の報告が行われていますし、

と、
こういう方は危険性が高いという事になります。

最近ではAEDでどなたか心臓突然死から救命され

色々な治療が今はありますが、危険な不整脈の危険

たというだけでは、もう中々ニュースにならない位

性が高い方は除細動器を身体の中に埋め込むという

普通の事になってきています。2005年は 1 年間にス

治療も致します。以前は機械が非常に大きかったの

ポーツ関連だけで、 4 人の方が突然死せずにすみま

ですが、最近は小さくなって、ペースメーカーと同

した。それから2005年に名古屋で愛知万博、愛地球

じ位の大きさになりました。手のひらに収まるくら

博が開催されました。この時には100台のAEDを会

いですので、胸の鎖骨の下の所にペースメーカーと

場に配備しましたが、半年間に数百万人の方が愛知

同じように入れて、危険な不整脈が起こった時には

万博に訪れたわけですけれども、そのときに 4 人の

除細動するというものです。

方がAEDで救命されました。特にその中のお一人

たしかに突然死を最後の水際の所で何とか止めて

は、地球博に来ていた大学生がAEDを使って救命

患者さんが亡くならない様にしようという治療も必

したという事も話題になっていました。身近な所で

要なのですけれども、突然死も、やはり高血圧、糖

は2006年の 4 月に札幌の宮の沢屋内競技場で50歳代

尿病、高脂血症といわれる生活習慣病から、一連の

の男性がソフトテニスをしている時に心停止になっ

連鎖の中で起こってくる病気です。したがって生活
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習慣病を早めに発見して、治療をやっておくという

命あるもの みな美しく

事もひいては最終的に心臓病、心臓突然死の予防に
繋がるわけです。
私どもが経験した一人の患者さんですが、40歳代
の男性で、この方もまったく元気な方でしたが、夜

小菅

正夫氏

旭川市旭山動物園園長

中の 3 時30分頃突然うめき声を上げて呼吸が止まっ
た。これからが非常に大事です。横に寝ていた奥様

先程筒井先生の講演で

が119番通報をして直ちに心臓マッサージを開始し

AEDの話がありましたが、

た。
救急隊が到着するまで15分近くかかっています。

多くの人が旭山動物園に来

心肺停止状態でした。心電図で心室細動を確認して

ますので、救急救命の事に

救急隊が除細動しました。心拍は再開されて、その

ついては、救急隊による研

後私どもの所に救急で入院しました。この方はその

修を受けたりと色々とやっています。 3 年前でした

後意識が戻って、先ほどご紹介した埋め込み型除細

か、AEDが配置される事になり職員皆でその使い

動器を埋め込んで今は元気にしておられますが、こ

方を練習しようと、消防署に依頼して研修に来ても

の時に奥様が心臓マッサージをしていなかったら、

らい、何班かに分けてやりました。

この方はもうこの時に亡くなられていた危険性もあ
るわけです。

あれは冬、雪が降っていた時のことです。私もか
なり太っていますけど、名古屋からみえられた私よ

今日私がお話しました事は、大切な人の命を救う

りもう少し体格のいい方が突然バタっと倒れまし

ことが出来るのは病院の医師でもなく、現場の救命

た。
もう顔には血の気が全く無い状態で、
あっと思っ

救急士でもありません。心室細動の場合はその現場

たのですけど中々やっぱり自分ではスっと出来なく

にいる皆さんがそこで心肺蘇生、迅速な119番通報

て、常駐している看護師がすぐにAEDを持ってお

をする。その勇気を持って取り組んで頂くという事

いでと指示して、そして先ほどの筒井先生がお話し

が非常に重要であります。日本から心臓突然死で命

た通りに対応したのです。そのうちに救急車が来て

を亡くす方が少しでも減りますように願って私の話

旭川医大に搬送され、ひと月位入院されていたと聞

を終わらせていただきます。ご清聴どうもありがと

きました。その後名古屋に帰られて無事元気にして

うございました。

いますというお手紙を頂きました。本当に人は一人
の命をこういう事で救えるのかと、そこに居た人皆

＜座長・島本和明先生＞ 突然死の中で多くを
占めるのが心臓突然死。心臓突然死の中で多く
を占めるのが危険な不整脈。放っておくと非常
に危ないからなるべく早くそれを治す。その為
にAEDが必要であるという事でお話を頂きまし
た。
最後に強調されておられましたけれども、今
回筒井先生がお話になった中で一番重要な事は
AEDというのは医療関係者が使うものではな
くて、市民の皆さんが使うものである。これを
十分に理解して頂くことが今日筒井先生がお話
になったお話の中で一番重要な事ではないかと
思っております。怖がらないでまず開けて見る
という事が一番大事でないかと考えております。
筒井先生に大変有意義なお話を伺いました。
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がすごくありがたいような幸せな気分になったのを
今もまだ覚えています。本当にいつどうなるかわか
らないという意味では、先ほど突然死の話がありま
したけど、まさにその通りです。
ご講演を聞いていて平成 6 年にうちのゴリラのゴ
ン太というのがエキノコックスで死亡した時のこと
を思い出しました。エキノコックスでゴン太が死亡
したというのは、全国ニュースになりましたから、
皆さんよく知っていると思います。その 1 年後にメ
スのマリが、
それこそ何の前触れも無く倒れました。
前日どころか当日の朝まで食欲もあり何ら問題も無
く、部屋から外に出て行きました。そして午前中普
通通り暮らしていたのですが、11時頃でしたか、職

員から通報が来て「マリが倒れている！」と聞いて

です。先程の生きているものは凄いというのはそう

ダーっと走って行ったのですけれど、もうつ伏せに

いう事なんですが、動物というのはその「種」ごと

なって絶命していました。その時、全く肉眼的に

に皆姿形が違うわけです。人間はこういう形をして

は何もなくて、もうとにかく何で死んだのかまった

いるし、オランウータンはこういう形をしている、

く判らなかったので病理解剖をし、その後病理標本

ヒトデだってこういう形をしている、タコは 8 本足

を作成し、病理専門の先生に見てもらいました。最

でこういう形をしている、皆その種類ごとに特殊な

終的に旭川医大の病理の先生に見てもらいました

形をしているのです。
見た目ですぐわかるわけです。

がやっぱり心臓系の突発死だというような診断で

ではその姿形というのは何かというと、これはその

とチラっと思いながら先ほどのご講演を聞いて
いました。本当に「いつ」というのがわからな
いというのが、生きている限り何ともしようが
ない事なのだと思います。とは言っても、それ
だけを恐れて云々と言っていてもこれは詮無い
話で、一応出来ることだけはしっかりと頭の隅
でも良いからおさえておきながら、やはり命あ
る限りしっかりと生きていくというのが生き物
の定めなのかなというような気がします。
今日の演題ですけれども「命あるものみな美
しく」
、こういうきれいな演題を作れる人は私
じゃないですね、絶対に。これは北海道心臓協
会の方に付けてもらったのですけれど、私がこ
れを喋るにも関わらず、
私がこの演題を見て「い
やー素晴らしい演題だな」と思ったのです。で
は命無いものは美しくないのかというと、そう
いえばそうだなと思うのです。命あるものとい

進化の過程で獲得した特有の形態と能力

した。もしかしたらあの時にAEDがあればな、

動物にとってそれが最も優れているからなので
す。オランウータンがああいう形をしているの
も、
タコが 8 本足でああいう形をしているのも、
タコがタコとして生きるにはあの形が一番美し
くて、一番有利で、一番自分の能力を発揮でき
るその姿形なのです。その姿形というのを彼等
はどうやって獲得したのかというと進化の過程
─皆様も進化というのはご存知でしょうが、要
するに地球の歴史の中で長い長い時間をかけて
その種が形成されていく。その進化の過程で獲
得したものなのです。私はよくジグソーパズル
と言うのですが、自分がああしようこうしよう
というのではなく、生態系というジグソーパズ
ルの中にピタっと当てはまるような姿形に基本
的に形作られていった。その美しさが生きてい
る美しさではないかと私は思います。
では、この生きていくためとは何かという事
ですが、これは究極的に生きていくためという

うのは、皆美しい姿形をしているんです。これ

のはこれしかありません。生きていくというの

は後ほどお話しますが、やっぱり命があるとい

は毎日食べる事、食べなければ死んでしまい

うのはそういう事なんだろうなと。例えば命の無い

ますから食べるというのは自分の中で命を永らえる

もの、
石ころだとか色々命の無いものがありますが、

事、
これは食べる事だけです。それから繁殖する事、

あれは美しくしなければ美しくなりません。命ある

個体というのはゆくゆくは死んでしまう。誰でもこ

ものは何もしなくても美しい。そういう事を全部含

れはわかっている事で、この命を継続させる為には

めて、これはきっと生きているというのは美しいも

繁殖させて次にバトンタッチするしか無いので、生

のだなというような事を話せよという意味なんだな

きていくというのは要するに食べていつも健康に自

と思いました。それでは今日のお話、美しいという

分の体を維持する事。それから繁殖をしてその命を

事、今生きている事はこういう事なんだという事を

バトンタッチする事。この二つを貫徹するためにそ

具体的に話をしたいと思います。

の有利な姿形や能力というものを、進化の過程で生

私は北大を出てからずっと旭山動物園にいて、

物というのは獲得してきたのだろうと思います。

二百数十種類の動物とずっと付き合ってきました

非常にわかりやすい話をしますと、キリンという

が、どの動物も皆本当に凄いなと感心させられるの

のは皆さん動物園で見た事が一回はあるでしょうけ
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ど、首が長く背が高い生き物です。非常に特殊な生

力を身につけなければキツツキはとてもこの厳しい

き物です。しかしただそれだけではありません。長

自然界では生きていけない訳です。

い首、長い頭をしていますが、40センチもの長い舌

要するに動物の「種」が持っているこの能力とい

を自由に口先に出して、なおかつ小さな木の枝をク

うのはもの凄いものなのです。とてもとてもこれは

ルっと舌先で巻いて食べる。こういう能力を持って

他の「種」では代替できない。それぞれの動物が今

いるんです。こういう能力を持っているから、キリ

生存しているという事は、このようにその「種」特

ンは他の動物が利用できない高い木の葉っぱを自由

有の形態と能力というのを持っているわけです。そ

に獲得することが出来る。だから地球上で今も生き

れもポイントは、これらは努力で獲得したものでは

残っているわけです。こういう能力を獲得出来な

無いということです。我々人間はどうでしょうか。

かったら多分キリンというのは出てきても、進化の

努力しないで得られるものは殆どありません。立っ

中で消えていってしまうと思います。

て歩くのは─これはもしかしたら努力じゃないかも

それからクモザル。これは中央アメリカや南アメ

しれないけれど。
とにかく動物というのは全部、
「種」

リカのジャングル地帯に棲んでいますが、尾っぽが

が持っている能力なので、
これらは何の努力もなく、

長い。クモザルという位ですからク
モの様なサルという意味です。尻尾
で自分の身体を完全にぶら下げる事
が出来ます。要するに両手両足を全
く自由に使えるということです。彼
等は中南米のジャングルで、尻尾だ
けで自分の身体を固定して両手両足
でその辺にある餌を取って食べる事
ができる。このような尻尾を身に付
けて、能力を身に付けたから彼等は
今も地球上に生存する事が出来てい
るわけです。
それからキツツキ。キツツキの舌は長いです。こ

どの個体でもやってのけるのです。それが凄い。そ

れは皆さん良く知っています。しかしキツツキは舌

れだけで動物が生きていけるというのが、凄いと私

をどうやって使っているのか。これは今まで誰も見

はいつも思うわけです。それが可能になるような姿

た人はいませんでした。なぜかというと、木の中に

形だから美しいのだろうなと思うのです。

巣食っている虫をキツツキは食べているわけですか

では、鳥はどうでしょう。鳥というのはやっぱり

ら、これは絶対見えません。解剖してキツツキの舌

飛んでいる姿が美しいと思います。籠に入っている

を引っ張ってみたら長いと、きっとこれはこうやっ

鳥は決して美しくはないと思います。私ども動物園

て使っているのだろうという事は想像できました。

で鳥を飼っていますとなかなか鳥を自由に飛ばして

しかし実際にキツツキがこうやって餌を食べるって

やることが出来ません。小鳥なら別ですけれども、

いうのは、多分誰も見た事がなかったはずです。ク

大きな鳥を自由に飛ばしてやる事ができない。でも

マゲラもアカゲラも、長い舌を出して虫を引っ張り

やはり大空を舞っている鳥は、飛んでいる姿が綺麗

出し、吊り上げて食べます。この長い舌の先 5 ミリ

だなと思うわけです。実は、旭山動物園では今猛禽

位には細かなトゲが内側に向けて生えています。そ

類の野生復帰という試みに取り組んでいます。その

れから唾液まで使って、とにかく虫の作った道の中

中で鷹匠の技術を習得しています。この技術を応用

に居る虫を引っ張り出して食べる。この舌、この能

して、何とか鳥が飛んでいるところを見せられない
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かという事で、様々な研究しています。そのやり方

います。

ですが、右の人から左の人に飛んで行って、また右

それからトラですが、これは神が作った最も気高

の人に戻って行くという、こういう訓練をまずしま

く美しい生き物と言ったのは誰だかご存知ですか。

す。その次にラインという紐を付けて、呼んだら飛

それはインドの首相でプロジェクトタイガーを立ち

んで来るようにします。50ｍ位飛んできます。ここ

上げたインディラ・ガンジー首相です。インドで

までうまく出来るようになりますと、その次はライ

は人を襲って人が死んでしまう事故が起きます。そ

ンを外して自由に飛ばせます。

の時にやはり多くの人が「あんな危険なトラを退治

皆さんよく目にしているトビ、よくトンビと言わ

してくれ」と言うわけです。その時にガンジー首相

れているどこにでもいる鳥ですが、このトビはもの

が言ったのがこの言葉です。
「トラは神が作った最

すごく大きな猛禽類で、飛んでいる姿は実に美しい

も気高く美しい生き物である。その生き物であるト

生き物です。お客さんがとり囲んでいる中で高い

ラを私達が守れないで、私達が殺してしまってどう

所まで舞い上がっていって、一気に急降下してくる

するんだ」という有名な演説を国会でしました。そ

ところを見たら皆目をまん丸にして「うわー！すご

れが元になってプロジェクトタイガーというのが出

い！」と言うわけです。で、
「実はこれカラスと一

来たので、インドには未だに多分4000頭位のベンガ

緒にいるトビだよ」と言ったら「なーんだ」と言う

ルトラがいるでしょう。その対策というのも具体的

のです。トビは凄く美しい、素晴らしい生き物だけ

にこうやって人間の方が身を守りましょうと。トラ

ど、何となくそこで「なーんだ」という答えが出て

がそこにいる事が悪いのではなくて、人間がトラの

きてしまうのが、何
となく寂しいなと私
は思うのです。やっ

動物の一番美しい姿
最も能力を発揮しているその瞬間

ぱり美しいものはどこにいても美しい。

領域に入る時には気
を付けましょうなど
と、様々な政策をし

て事故率をどんどん減らしていきますが、それでも

それから、天然記念物のオオタカは、トビよりは

なかなかゼロにはなりません。しかしそこで「やっ

ずっと小さいです。飛び方が全然違い、真っ直ぐ飛

ぱり殺してしまえ」というのか「いやあの美しいト

んでいきます。旭山動物園では冬はオオタカとフク

ラと共に生きていきましょうよ」というのか、この

ロウを飛ばせていますけれども、夏はやっていま

大きな違い…。これはやっぱり我々日本人の学ぶと

せん。夏は木に沢山葉っぱがありますので、どこか

ころではないかなと私は思います。

へ行ってしまったら困るなと思って…。呼ぶとお客

実際にアムールトラは非常に美しいです。旭山動

さんがいる所でも飛んできます。目の前に飛んでく

物園のトラですが、窓があってそこでお客さんとト

る鳥の姿を見てやっぱり皆さん驚きます。
「美しい

ラが近くでドキっと出会う。こういう場所もちゃん

なー」と言ってくれます。それから自由に遊ばせて

と作ってあります。それから、
彼らは様々な場所に、

いますと、後ろからカラスが追いかけてきたりしま

マーキングします。マーキングするというのは重要

す。カラスに向かって一所懸命にオオタカが対抗し

な事で、
「この内側は私の領域だよ、誰も入ってき

てもカラスには援軍が来るのです。やっぱり 2 対 1

ちゃいけないよ」という意識があるからピュッとい

になると負けてしまいます。堂々と帰ってくるのは

うマーキングをするんです。これは閉じ込められて

カラスです。オオタカはどこかへ行ってしまいます。

いると動物が思っていたらああいう事はしません。

しかしオオタカは安全になってからちゃんと戻って

自分の領域と認識しているからなんです。だから私

きます。やはりその一番美しい姿というのは、その

はよく言うのですが、
「この鉄格子なんの為にある

動物が最も能力を発揮しているその瞬間だと思いま

のか？」と皆さんに聞いたら「トラが出て来ない為」

す。ですからそういうところを動物園でもしっかり

と言うでしょ。トラに聞いたんですね、
「いやいや

刻み込んで頂くのが、我々の仕事かなと私は思って

人間が入って来ない為だ」と言っていました。それ
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くらいの違いがピュッには込められているという事
です。

のがよく解ると思います。
それからペンギンが一番美しい時はいつか。私は

アムールトラですから冬はとても元気です。寒さ

やっぱり水の中を飛んでいる姿が一番ペンギンの美

には非常に強い生き物ですから、夏はどちらかと

しい時だと思います。うちのガイドの女性が、ジェ

いうと苦手なのです。寒いのは大歓迎というトラ

ンツーペンギンの主食のオキアミを食べさせている

です。それでこのトラも先ほど言ったように自分の

時の細かな尻尾の使い方。クルンと水の中で簡単に

領域だと思っていますから、何か気になる奴がいる

回りますが、皆さん自分で水の中に入った時の事を

と、窓から覗くんです。
「あれ？こないぞ？」とま

考えてください。そんなにクルクルクルクル回れな

た覗きに行ったりします。ネコ科ですから隠れて物

いです。スピードもそうです。ものすごいスピード

を見てパッと獲物を襲うというのはネコと同じなの

を出して泳ぐので、その為に身体がこういう姿形を

ですが、そのようにしてあの場所が自分の聖域であ

しているのです。キングペンギンも皆ペンギン類は

る、自分の場所である、という事を意識しているか

弾丸状の格好をしていて水の抵抗を最も受け辛い姿

ら今のような行動が見られる
のです。とにかく雪が大好き
です。雪が降ると雪の中に身

水中を飛ぶペンギンも
散歩はヨチヨチ

形をしています。弾丸状に膨
らませる為に膝を折り曲げて
肋骨のない腹部を支えて、お

体を埋めて、目だけ出しているトラを見た事があり

腹がペコンと引っ込まないようにしているのです。

ます。多分、野生でも雪の中に隠れて近くを通るシ

そこまで考えて彼等は自分の身体を決めるのです。

カを狙っているんだろうなと思いましたね。アムー

うちは色々な障害物がありますが、狭い所でも全く

ル地方にいるトラ、これは地球上にはもう野生では

ぶつかりません。もちろん速く泳いで素早く方向転

恐らく300頭位しかいません。しかし動物園の世界

換出来ないと、イワシのような生きた魚を捕って食

ではもうすでに500頭位はいると思います。だから

べられませんから、彼らにとっては朝飯前のことだ

野生で万が一の事があっても大丈夫なのですが、そ

と思います。そのように彼らが自分の能力をしっか

れでもベンガルトラよりはずっと少ない。いかにイ

りと発揮しているその瞬間が、やっぱり一番美しい

ンドの人達がトラをしっかりと守っているかという

のだと私は思います。水中を飛んでいる時が美しい
かというと、歩く姿もまた美しいのです。残念なが
ら今年は雪解けが早くて、もう散歩が終わってしま
いましたけれども、雪がある時にはヨチヨチヨチヨ
チ歩いています。先程お腹に膨らみを作るために膝
を曲げたと言いましたけど、
曲げっぱなしですから、
膝を伸ばして歩く事が出来ないのです。しゃがんで
歩いているのと同じなのでヨチヨチ歩くのです。膝
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を真っ直ぐにしたら水圧に負けてへこんでしまい、

メートルのプールと繋がっています。その周りには

あの弾丸状が出来ないのです。だから結構歩くのが

お客さんが来ることが出来るようになっています。

大変なのです。それで特にデコボコ道なんか腹ばい

先ほどのぺんぎん館はペンギンの中にお客さんが入

で歩くしかないのです。

れるようにしたのですが、今度は逆です。お客さん
の中にアザラシを入れてやろうという発想でこれを

ペンギン、イワトビペンギン、フンボルトペンギン

作りました。最初の時はお客さんを見にアザラシが

がいますが、ジェンツーペンギンが出たい、出たい

本当に来るだろうかと多くの人が疑問に思っていた

と言うんです。別に日本語で言うわけじゃないです

ようなのですが、
私は絶対に来ると思っていました。

けれども、何となく目が出たいと言っているわけで

なぜかと言うと私が現場にいた時に、アザラシの

す。それで手作りで、登ってきたら雪で遊べるよと

プールに入った事があるのです。その時は実はスカ

いう坂道を作ってやりました。そしたらどうなった

ンクの赤ちゃんを、親が育てなかったので私が育て

かというと、外に行くために上がって降りてくるん

ていまして、その人工哺育をやった時にスカンクの

です。もう喜んで、喜んで。一つの所にずっといる

赤ちゃんが水を怖がるのです。園内を散歩させても

よりもなにか機会があれば、どこかに出て遊びに行

水溜りに来たらピタっと止まってしまう

きたいんでしょうね。皆で出てきて何をするかとい
うと、ただただ散歩するだけなんです。でもここは
路面を全くいじらず、雪が降ったままですから全く
自然の雪原と同じ状態で、こういう所で遊ぶのが好
きです。この様にして遊んで、時間が来るとトコト
コ帰っていくのですが、結構この坂急なのです。横
から見ますと、結構急なのですが、急でも平気なの
ですね。これを作った時には、私の予定では坂を降
りるときに腹ばいで格好良くスーっと滑り降りる予

好奇心の強いアザラシ

ぺんぎん館の中にはキングペンギン、ジェンツー

のです。野生動物ともあろうものが水な
んか怖がっちゃいかんという事で、なん
とか泳ぎを教えようとアザラシのプール
に連れて行って私が中に入って泳いだ
ら、私を親だと思っていますからスカン
クの赤ちゃんは必死になって私の後につ
いて泳いでくるわけです。その時に本当
に驚きました。陸上に居るときには私が
入っていくとアザラシ達は私から逃げよ

定だったのです。ところが、スキーの時みたく横に

うとするのです。威嚇して口開けて、嫌

なって、なかなかこちらの思う通りにやってくれな

な顔をして水の中に皆逃げていく。とこ

いのです。腹ばいでいくにはちょっとやっぱりきつ

ろが私が水に入った途端、全く逆なんです。アザラ

過ぎるのでしょうか。この様に雪が降る時にはキン

シが私の回りに寄ってくるのです。皆言っているん

グペンギンは散歩しますけど、ジェンツーペンギン

です、
「なんだこのブヨブヨしたのは」とか言って。

はこうやって登ったり歩いているというのが、彼ら

「みっともない形をしているなー」
「美しくないな」

にとって非常に楽しみなのだと思います。

と思っているんですね。水の中では圧倒的にアザラ

次はアザラシですが、旭山動物園でまだ生まれる

シの方が美しいですよ、やっぱり。それでもう私の

予定ではなかったアザラシの赤ちゃんが今日生まれ

回りは皆アザラシになって「ああ、アザラシはこん

ました。このアザラシというのも実に素晴らしい生

なに好奇心の強い動物なんだ」と思ったのです。だ

き物で、あざらし館はボートが置いてあったりして

からきっと水の中にさえいれば、お客さんがどれほ

プールが北の漁港をイメージした作りになっていま

ど居てもアザラシは特に嫌がらないだろうと思っ

す。アザラシと一緒に必ずいるのはウミネコですと

ていたら、やっぱりアザラシはすぐにこの筒の中に

か、オオセグロカモメですとか、オジロワシがいた

入ってきました。

り、水の中のテトラポットには魚がいるようなもの
を作っています。
あざらし館には円筒水槽がありまして、深さ 6

お客さんに公開する前に私が撮ったビデオ見てい
ただくと、この筒に入ってきて「何しているの？」
という感じでこっちを見ているのです。アザラシっ
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てただの棒っこかと思ったら、柔らかくてしなや

というのは遅いと言う…。この動物舎では特に私は

かで、これはもう美しいとしか言い様がないです

アザラシというのはアザラシだけで生きているので

ね。やっぱりこういう生き物なんです。一番得意な

はなくて、鳥とか魚だとかそういうのと一緒に生き

ところにさえ身を置けば、彼等はものすごく生き生

ているんだよというのをしっかり伝えたいという事

きと暮らすし、すごく美しいというのが実感できま

でこの施設を考えました。

す。私は、外プールから円筒の中に入ってくる様子

3 年前の今日 3 月16日に生まれたアザラシの赤

をビデオに撮りました。実はこのビデオを撮った理

ちゃんの出産後初めての授乳の時、
お母さんが
「もっ

由はクローズアップ現代というＮＨＫの生番組があ

と後ろだよ」という風に手でパタパタってやってい

り、その時にアメリカから苦情を受けたのです。こ

ました。
赤ちゃんがおっぱいに吸い付くというのは、

の筒のまん前で生中継をやったわけですから「あん

これは本能で吸い付きます。
それから、
初日に赤ちゃ

な筒の中でアザラシを飼うとはどういう事だ」と。

んを腰にくっつけて泳ぎに出ちゃったのです。これ

その時にこれを撮ったのです。要するに自分の意思

は正直言って私は驚きました。泳いでいるというよ

でアザラシはあの中に入って行くのだという事を

りも、溺れているという感じで…。私はこの時、職

示す為に。筒の中にアザラシ

員にドライスーツを着てい

がずうっといて、テレビカメ

つでも救出に行ける様にし

ラをずっと見ていたものです

ておけと言っておきましたけ

から、アメリカの人がそれを

ど、でも、ちゃんと陸に上が

見てこの筒の中で閉じ込めて

りました。 3 日目にはもう上

飼っていると勘違いしたみた

手に泳げるようになるのです

いなのです。それで、私はへ

が、お母さんが後ろに付いて

たくそな英語を書いてこのビ

います。まだ息を吐く場所が

デオを送って、アザラシ達は

わからないので水の中で息吐

決してここに閉じ込めている

いちゃいますけど。その内に

のではなくて、今みたいに自由に自分の意思でやっ

手をかけてもう上がりなさいと言われます。アザラ

てくるんだと。さらにそればかりじゃなくてアザラ

シのお母さんは結構口うるさいです。 7 日目になる

シは雪が大好きな生き物なので、雪が降ると雪の上

ともう自分であの筒の中に入ってくるんです。見に

でも自由に遊んでいるんですよと書いたんです。ま

来るんですね。お母さん心配して付いてくるのです

さにこれがアザラシの特徴そのものなのです。斜面

が、子供の方はなんかおかしな生き物居るなと思っ

であっても全然滑りません。私達がそこへ行ったら

て見に来ているのだと思います。好奇心で見たいの

ツルンと滑ってジャブンです。ツルツルで、ここで

でしょう、ジーっと見ています。 8 日目には、魚を

立てる人間なんていませんから。でもアザラシは平

追いかけたりしますが、テトラポットの中に逃げら

気です。これは彼らの 1 センチ位の固い毛がみんな

れてしまいます。自分で息吐いて、もう余裕です。

尾っぽの方に向かって生えているから、それが引っ

しなやかに遊んでいるのです。でもお母さんとこの

かかりになって平気で上がって来ることができる。

関係が続くのはたった20日間位です。

ただそれだけなのですが、それがアザラシの非常に

それからホッキョクグマですが、ホッキョクグマ

大きな特徴になっているわけです。それで、ビデオ

というのはやっぱり水中が一番美しいというのは誰

と全体の写真をCDに焼いて、私の所に苦情のお手

しも認めるところだと思います。冬はなんといって

紙を頂いたアメリカのなんとかさんへすぐに出しま

も彼らの生活の全てです。野生では冬以外ではアザ

した。もう 3 年以上経つんですけど未だに返事がこ

ラシが食べられないので、冬が彼らの活動期になり

ないですけどね。文句言う時は早いけど、わかった

ます。なんといっても水の中での白銀色の毛の揺ら
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ぎ、これがホッキョクグマの最も美しい瞬間だと思

空中散歩をします。旭山動物園に行った事がある人

います。陸上に上がってしまうともうあの毛の美し

はわかると思いますが、お客さん真下に入れます。

さは見えません。また、自分で結構遊びます。何年

このオランウータンが落ちたらどうするという事ば

前かは赤いボールでよく遊んでいたんですが、最近

かり言われていたのです。私は「いや、落ちません

は黄色いボールで遊んでいます。これ変な話ですけ

から」
と言っていましたが、
「絶対に落ちないのか？」

ど、遊んだら楽しくなると私達はずっと思っていた

と。その時に私は「そんな事ありません」と例に

のですが、どうも違うみたいですね。楽しくなけれ

出したのが先ほどの筒井先生の講演でもありました

ば遊べないみたいです、動物は。そういえば自分自

が、
「もしもここで突発性心筋症が起きたらドンと

身もそうだなと思うのです。
楽しくないと遊べない、

落ちるでしょ？」と話したのです。でもそんな事考

遊んでから楽しくなるものじゃないですね。うちの

えたらこれは絶対出来ません。ここに来た途端に突

動物なんか見ていてもそうだなと。だから動物達が

然心停止なんか起きて、なんとか細動というのが起

遊んでいる姿を見ると、楽しく生きていてくれてい

きたらパタっと落ちてしまいます。そしたらもうこ

るんだなとちょっとホっとします。

れやめなければならない。でも、そういう事という

ダイビングなどをして、冬

のは考えておかなければなら

はなぜ活発になるのでしょう

ないと思いますが、生きてい

か。元々クマですから体温は

るというのはそういう危険性

あるのですが、例えば北極圏

が常にあるという事です。

だと−50度になってしまうと

140キロのジャックという

ころで彼等は暮らしているわ

オスがいます。多摩動物園で

けで、それを寒い寒いと言っ

生まれて千葉の動物園に移っ

ていたら暮らせないわけで

たのですが、ついていなくて

す。即ち彼等は断熱装置が身

その千葉の動物園にいたメス

体に出来ているわけです。そ

がダメになってしまい、さら

れが暴れてしまったら当然身

にメスがいた広島に移籍した

体は熱を帯びて、それが冷え

のです。いわゆる女房運が悪

なければオーバーヒートを起

い男です。旭山動物園に来た

こして熱中症になるわけで

時は20歳でした。うちにはリ

す。だから夏は恐ろしくて暴れる事ができない。で

アンという絶世の美女がいました。台北動物園で生

も冬は暴れても水も冷たいし、外も冷たいし、熱く

まれた、正直言って非常に美しいメスです。うちは

なったら雪にベターっと身体を付けて、さらに深雪

どちらかというと美男美女を集めているんです。

の時には体中雪ダルマにして身体を冷やすのです。

みんな誰もジャックは塔を登れないだろうと言っ

これが出来るから思い切って暴れて遊ぶ事が出来る

ていました。なぜかと言うと20年間一度もジャック

のです。これが出来るのは北海道、旭川の動物園だ

は 3 メートル以上上がった事が無いのです。そうい

からだなと私はいつも思っているんですが、冬こそ

う暮らしをしていてどうして突然17メートルの所に

北国の動物達が元気一杯で、ホッキョクグマはその

登れるの？という話をしていました。私も正直言っ

一番の代表だと思います。冬は実に美しいクマであ

て駄目だと思っていました。それを登らせたのはリ

ります。

アンだと思います。これはいくら人間が行けと言っ

次にオランウータンですが、このオランウータン

たって行く訳がありません。リアンが一言「アンタ

も木の上で暮らすのが非常に美しい生き物です。メ

行かないの？」と言ったからスっと行ったんです。

スの50キロのオランウータン、リアンと言いますが

これは明らか。
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横に張ったロープが 2 本あります。下のロープは

けてくれと皆に言いました。

何の為に張ったか解りますか？上のロープを掴んで

オランウータンというのは単独生活する生き物で

移動している時、万が一途中で手を滑らせてもこれ

す。常に雄雌バラバラに生きていてペアでも一緒に

だけ身体の大きな動物ですから、真下のロープに必

なりません。単独生活しているという事はお互いに

ず引っかかるので、絶対に掴まるから下に落ちない

助け合う事は絶対にありません。頼るという事もあ

という事です。もし落ちたらもうどうしようもない

りません。ところが非常にビックリした事がありま

ですね。ところが、リアンは下のロープを掴んで渡

す。ジャックがやってきました。そして殻付きピー

り始めたのです。でも、渡り方が 4 本手でしっかり

ナッツが 3 個あったんです。それを食べようと思っ

と安全確保しています。途中で 2 本になります。な

た瞬間にリアンがスッと降りてきました。その時に

ぜなら万が一落ちても下にジャングルジムがあるか

目がフッと上に行ったので、池に 2 個落としてし

らと、彼女はちゃんとそういう事を考えているので

まいました。ここが問題です。140キロと50キロで

す。誰だって死にたくないですから。そこがチンパ

す。オランウータンは基本的に泳げないので、水に

ンジーや人とオランウータンとの違うところなので

は絶対に入りません。当然のように落とした 2 個を

す。チンパンジーと人という

取りにいけない訳です。多分

のはお調子者で、ついつい調

ジャックはこう考えたと思い

子に乗ってバカな事をやって

ます。
「ボクが支えてあげる

しまう。だからチンパンジー

から君取りに行ったら？」多

をこの施設で飼ったら恐らく

分そうだと思うんです。そし

半年後には事故を起こしてい

てジャックが支えてリアンが

るでしょう。ついつい不注意

2 個拾いました。その時に皆

に渡って、ドンと落ちたりし

さんならどうしますか？とり

ます。オランウータンはそん

あえず雄は確保してくれてい

な事は絶対にありません。万

ます。選択肢は三つしかあり

が一の時にはこうしようとい

ません。
「 2 つ食べてしまう」

う事を考えて渡っているのだ
と思います。

「 1 つ分ける」
「後が怖いから
2 つともやる」
。答えは 2 つ

それでこのジャックとリア

とも食べちゃったのです。殆

ンですが、渡り方が色々あり

どの皆さんが考えた通り 2 つ

まして、初めて渡った時は 3

とも食べました。さぁその後

点支持でずうっと渡って行きました。だんだん慣れ

です。ジャックはそれに対してどうしたか。自分が

てくると先ほどビデオでお見せしたように腕渡りで

ここで支えているから取れたのです。なおかつ自分

渡るようになるのです。
そして遊び心が出てくると、

は 1 個しか食べていない。これも選択肢が三つあり

ロープなど使わずにＨ鋼のヘリに足をかけてパタパ

ます。
「まぁいいじゃない、ボクさっき 1 つ食べた

タっと渡って行ったりします。ジャックも最初の

んだから君が食べなさいよ。おいしかったでしょ」

頃は慎重でした。Ｈ鋼の穴に手を入れて安全確保し

と喜んであげるというのが一つです。それから次

て渡って行きます。そのうちにリアンが上手く渡っ

は「俺が支えたんだろ、もう知らない」と言って手

て行くものですから、自分も出来る事を見せたいの

を離してリアンはドボンと水の中。その次はそんな

ですね。腕渡りもやったんですよ、ついに。リアン

事をしてしまったら死んでしまうから、それはあま

の時は万が一落ちたら受けようと思いましたけど、

りにも酷いといって上に引っ張り上げ、口をグッと

ジャックの時には万が一落ちるかもしれないから避

力任せに開けて口の中に残っていた半かけらのピー
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ナッツを手でとって食べた。さぁ男性の方
どうでしょうか。答えは 1 番です。もう
別に何とも無いですね。
「おいしかったか
い？」と言って肩を抱くようにして 2 頭で
上に上がって行きました。それが実は「ヒ
ト」なのです。
「オランウータンはなんの仲間ですか？」
と聞くと多くの人が「サルの仲間」と言い
ます。その時に「じゃあ人は何の仲間です
か？」と聞いて「サルの仲間」と言うのだっ
たら良いんです。「いや人はヒトです」と
言うのだったらオランウータンはヒトの仲間です。

の事では無いのだという事をお話したいのです。リ

明らかに行動が違います。サルだったらどうしてい

アンが出産しました。台北動物園でリアンはお母さ

るか。サルだったら間違いなくニホンザルでもヒヒ

んからちゃんと育てられました。リアンの上にはお

でも、自分が食べようと思っていた餌を誰かが食べ

姉さんがいて、リアンは妹です。リアンの下には子

たら、自分が一番優位にいればぶん殴って、叩き付

供はいませんでした。私はリアンの方が良いと言っ

けて、口をこじ開けて中全部取ります。これが当た

たのは、その時はジャックとは違うオスがいて、年

り前です。だって自分が食べようと思っていたので

齢の事を考えたらお姉ちゃんより妹の方が良いと

すから。これがサルです。ヒトはそんな事はありま

思ったから妹を私が貰い受けたのです。その時に一

せん。手に入れたものが食べます。
「頂戴」とは言

番心配したのは子供をちゃんと産めるだろうかとい

うけれども無理やりという事はあ
りません。それはチンパンジーも
そうです。くれなかったらヒステ

オランウータンは
素晴らしい｢ヒト｣

うことです。チンパンジーで非常
に苦労していますから。
先程スカンクの時に人工哺育の

リー起こしてウワーって騒ぐけども絶対に無理やり

話をしましたが、旭山動物園は仔を親から離して

取ることはしません。これがヒトです。だからオラ

しまう人工哺育を一切やりません。ここ15〜20年位

ンウータンはヒトなんです。

やっていません。なぜかというと、人が動物を育て

こういうこともありました。止まっていたトンボ

てしまったらその動物は、その動物に育たないので

がプッと浮き上がったのです。トンボはサルにとっ

す。例えば私が育てたスカンクは、スカンクと子供

ては餌ですから、サルはトンボを食べてしまいます。

を作る事はできませんでした。私が育てたキツネは

だけどリアンはトンボと遊びます。これがヒトなん

キツネの中に入る事すら拒否しました。バケモノに

です。それからニヤっと笑います。これもヒトで

なっちゃうのです。だから命というのは、その個

す。サルは笑いません。オランウータンもチンパン

体が次の世代へ引き継ぐまでやって初めて命なので

ジーもよく笑います。しかしオランウータンは声を

す。ですからうちはチンパンジーでも絶対に人工哺

出しては笑いません。ニヤっと笑うだけです。チン

育をしません。

パンジーは声を出して笑います。しかし人間と違っ

ミラクルというチンパンジーの子供がいます。な

てワッハッハとは笑わないから、笑っているかどう

ぜミラクルと名付けたかというと、そのお母さんは

か皆さんわからないだけです。こういう素晴らしい

産んでは捨て、産んでは捨て、産んでは捨てともう

「ヒト」なのです。
今までいろいろな生き物がいて、様々な進化の過
程で命を渡すとか言ってきましたが、それは並大抵

6 〜 7 回位とにかく産んでは捨て、産んでは捨てで
した。
でも私達は絶対にそれを代りに育てなかった。
いつかなんとか母親として目覚めが来るぞと思って
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いて、確か 8 産目か 9 産目だったと思いますがよう

するようになったらこのような事は出来ません。こ

やく自分で子供を育てました。その子供をミラクル

の準備をしておくのが介添え哺育の一番重要なとこ

と名付けたのです。そうしたらその次からはしっか

ろです。でもどうしてもダメだから仕方が無い、無

りと子供を自分で育てます。

理やりおっぱいを飲ませろと、
おっぱい絞り出して、

リアンはお母さんに育てられたけど、お母さんが

赤ちゃんに吸ってもらいました。本当はお母さんが

子供を育てるところを見ていない。だから多分育て

赤ちゃんを抱っこしてやらなければいけないのです

られないぞ。その為に用意だけはしておこうと。介

が…。その為に胸に乳房があるのですから。犬でも

添え哺育です。お母さんと一緒になって、子供を

猫でも胸に乳房はありません。サルしか無い。なぜ

育てるのを手伝っていこうという事を、今やってい

ならサルは赤ちゃんを抱っこした時に丁度口のとこ

ますのでその事を紹介します。出産直後に案の定パ

ろにおっぱいがくるように胸の胸部乳頭だけが発達

ニックを起こしました。新生児を捨てて麻袋に隠れ

したのです。
でも何度やってもとにかく反応しない。

てしまいました。もう現実逃避です。何も出来な

それと臍の緒が長いのです。ヒトの臍の緒がどの位

い、全く普段と違う異常

の長さか知りませんが、

行動です。要するに何が

とにかくチンパンジーも

なんだか全くわからな

オランウータンも長いで

くなっているパニック

す。引っかかったりする

です。私はその時飼育係

と困るので、切ってやり

にとにかくリアンを一

ました。これ本当はお母

旦落ち着かせろ、それか

さんが切るのです。

ら子供をおっぱいにた

朝 8 時半に生まれたん

だただ付けておけと、他

ですけれども夜になって

は何もしなくていいと

しまいました。全く駄目

言って彼を産室に閉じ

です。仕方がないのでこ

込めました。もちろん外側から鍵をかけて。鍵は私

うやって寝なさいといって、胸の所に赤ちゃん付け

が持っていますので絶対に出てくることは出来ませ

てみたら先ほどよりは拒否しなくなったのです。そ

ん。ただおにぎりだけは差し入れるからと─やさし

してついに夜中になって抱いたのです。ようやく抱

い一面であります。

いて自分のベッドに上がっていきます。ここでよう

それで彼が入っていきます。
入って声をかけます。

やく母性本能にスイッチが入ったのです。翌日 2

「どうした？」そうすると「コイツなの」と不安そ

日目以降は赤ちゃんを手放すことはありませんでし

うにして、「お前の子だよ」といくら説明してもわ

た。生後10日目、産室に入りますと、しっかりと手

からないのです。ヒトとサルの違いですが、サルは

で赤ちゃんを抱いています。赤ちゃんもしがみ付い

赤ちゃんがお母さんに抱きつきます。だけどヒトの

ていてかなりこれも力が付いてきました。それでも

赤ちゃんはお母さんに抱きつけません。だからお母

お母さんは絶対に手を離しません。サルとヒトの大

さんが抱っこするしかありませんが、この時は絶対

きな違いです。サルは仔を産んだその日から 4 つ足

嫌だと拒否します。しかしこれはずっとおっぱいに

で野原を走り回ります。だから子供にこの力がなく

くっつけておくしかありません。でも落ちてしまい

なったらもう駄目です。動物の仲間で24時間肌と肌

ます。これがヒトです。サルだったらこんな事絶対

を密着して子育てするのはサルの仲間だけです。そ

にありません。ヒトだからお母さんが抱かなければ

れ以外は犬でも猫でも授乳している時以外は離れま

いけないのです。でもこの飼育係とリアンの関係を

す。サルだけはずっとこうやって一緒にいるので

作っておくのが一番重要なのです。飼育係すら拒否

す。だから抱いて育てるというのが如何に重要な事

19

かというのがわかると思います。何度も言いますけ

くのもモモは手伝いました。ずっとお母さんが何を

れども、サルは赤ちゃんが抱きつく動物です。しか

やるのかをモモが見ているのです。常にモモはお母

し「ヒト」は赤ちゃんを抱いて育てる動物なのです。

さんが何をやるのか見ています。そして赤ちゃんの

ここがサルとヒトの非常に大きな違いです。それで

事が気になるのです。 8 月 5 日には信じられない事

赤ちゃんを連れて空中散歩をするのですが、まだ赤

に 3 人で空中散歩しました。これはビックリしまし

ちゃんが自分にしがみ付く力が少ないと思っている

た。渡ったと聞いて私は慌てて駆けつけました。無

から安全に渡っていきます。そのうちに赤ちゃんの

理する事は無いのに、なぜかなと思ったのです。ま

力がつくようになってくると前と同じように渡って

だ小さいですから、邪魔といえば邪魔だしと思って

いくのです。見ている人がキャーっと言っていても、

いたら、
「あっ、危ない！」モモの足がモリトに当

下を見てヘヘッと笑っています。とにかく赤ちゃん

たってしまいました。
リアンがモモを払い除けると、

の成長というのはもう24時間肌身離さず暮らしてい

モモが捻くれて向こうへ行っちゃったのです。お母

るからよく判るんですね。

さんやっぱり上の子も気になるんですね、おいでと

1 年 3 ヶ月経つとそろそろ自分で動きなさいと

言ってちゃんと呼びに行って、大変です。下の子連

言って自分で運動させます。それで 3 歳 2 ヶ月にな

れて上の子の面倒を見ながら、このようにして次の

ると今度は自分で空中散
歩したいと言うものです
から、それに合わせて教

次の世代へ命のバトンタッチ

世代へ命を伝えていく訳
です。このような苦労が
あって初めて成長するの

えるんです。これもサルとヒトの大きな違いです。

だという事です。そしていつの間にか、なんとモモ

ちゃんとここまで教育するというのは、これはヒト

が赤ちゃんのモリトを抱っこして子育ての練習をし

の仲間以外には見られません。サルはここまでやり

ているのです。 1 日 1 時間とか 2 時間位。

ません。こうやって教えていきます。
それで 3 歳 6 ヶ

今自分達がいるというのは結局この命を誰からも

月、今度は自分で渡って行くようになります。こう

らったのかと考えた時に、やっぱり自分の両親から

なってくるとちゃんとお母さんの身体にも変化が生

もらった。勝手にどこかで生まれたわけではありま

じて来て、今度は卵巣が活動を始めて次の卵胞が

せん。その両親は両親から命をバトンタッチして

育って発情が来て出産をするという順番になってい

いる。そのように考えると自分がここにいるという

ます。

のは、命の誕生という地球上で40億年前に起こった

第 2 子の誕生は去年の 7 月30日でした。実はお客

事と直結しているわけです。それはチンパンジーで

さんの見ているところで産んだのですが、第 1 子の

あっても全ての生き物であっても全く同じ。皆生命

モモが全部見ているのです。胎盤を部屋に持って行

誕生のあの一瞬に遡っていけるのです。しかも全て
の動物というのは、他の生き物の命を糧とし
て生きているわけですから、今ここで生を得
て生きているというのは本当に奇跡的で、な
おかつ非常に大きなバランスの中に私達はい
るのだろうなと。だからこそこの命というの
はしっかりと受け継がなければならないし、
バトンタッチして行かないとならないのだと
考えています。動物達というのは環境に合わ
せた暮らしをしています。これは皆さん御存
知の通りで人間だけが環境破壊なんてバカな
事をやってきたのですけれども、動物という
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のはそんな事はありません。それから動物達は自ら

なくなった時に、恐らく人間というのは動物じゃな

の意思で活動しています。決して誰かにやれと言わ

くなるのだと思うのです。
それがどんなものなのか、

れてやっている訳ではありません。それから何事も

誰にもわからないという事だと思います。私達も命

諦めず全力を出しきって生きています。動物達は皆

のネットワークの中で、美しく生きて行きましょう

命のネットワークの中で生きているという事です。

というのが今日の話でした。

先ほど言ったジェンツーペンギンがやっぱり自分
達はキングペンギンと一緒に散歩に行きたいんだと
いう意思表示をするようになった時に、私達は「そ
うかい、出てみるかい？」と言って最近の散歩には
たまにキングペンギンばかりではなく、ジェンツー
ペンギンも出てくるようになりました。ブリッジを
使って運動させてやったら、やっぱりこっちの方が
良いと思うんでしょうか。こうやって一緒になって
散歩したり遊んだりして、子供達の前で「ほら生き
ているんだぜ」というような事を言ってるのだと思
うのです。私はいつも考えているのですけども、多
くの生き物と共に生きているというこの幸せを感じ

＜座長・長谷部直幸先生＞ 大変素敵なお話と
感動的な映像を沢山見せていただきました。旭
山動物園というのはパンダが居るわけでもコア
ラが居るわけでもないですけれど、こんな風に
動物がその能力を発揮しているところが最も美
しいのだというその信念を、行動展示という形
で私達に見せていただき、感動を与えてもらっ
ております。
何度でもリピーターが出る動物園というのは
日本にそんなにないだろうという事で、旭川の
誇りであり、北海道の誇りである旭山動物園。
私たちはここから元気をもらって今頑張らなけ
ればいけないと思っております。

第30回日本高血圧学会総会に参加して
札幌医科大学
第二内科 助教

いることを発表されました。同教授は、
「沖縄は長

赤坂

憲

らく日本一の長寿県であったが、近年特に男性の平

平成19年10月25日 か ら 3 日

均寿命が短くなっている。その一因として、脳卒中

間、沖縄県宜野湾市の沖縄コン

発症率が低下せず、脳梗塞が増加していることが挙

ベンションセンターにて、第30

げられる。肥満、メタボリックシンドローム、慢性

回日本高血圧学会総会が開催さ

腎臓病、高血圧などが脳卒中の発症および進展に相

れました。本学会では「高血圧

互に関連していることが沖縄の疫学研究で示唆され

学の進歩をすべての人に─心

た。沖縄は肥満やメタボリックシンドロームが高率

血管病攻略の新しいステージへ

で、早期からの生活習慣の欧米化が影響している。

─」をメインテーマに、国内外の様々な分野から多

これらのことは沖縄が全国を先駆けている可能性が

数の研究成果が発表されました。開催期間中の学会

あり、長寿と短命が混在している沖縄の状況につい

参加者は2,000人を超え、高血圧の最前線の研究を

て遺伝と環境の両面から研究していく必要がある」

はじめメタボリックシンドロームや肥満、心血管

と述べられました。

病、慢性腎臓病などに関する演題が多数発表されま

今回私は、
私たちの教室で継続中の北海道端野町、

した。コメディカルセッション・市民公開講座も盛

壮瞥町住民を対象とした疫学研究である「端野・壮

況で、多くの人数での充実した議論が展開されてお

瞥町研究」から得られた新しい知見として、
「尿中

り、大変勉強になりました。

微量アルブミンと推定塩分摂取量の関連の検討」に

10月26日には、本学会の会長を務められた琉球大

ついて発表させていただきました。2005年に住民検

学医学部の瀧下修一教授が「沖縄疫学研究と長寿沖

診を受診した北海道端野町・壮瞥町住民を対象に、

縄の危機」と題した会長講演を行い、高血圧が肥満

早朝の尿を検査し、推定の24時間塩分摂取量と尿タ

とともに沖縄の長寿にとって「危険因子」となって

ンパクの一種である尿中微量アルブミンを計算して
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検討を行いました。その結果、北海道の一般的な

影響して障害を引き起こす可能性があることを示す

住民では推定24時間塩分摂取量は男性で13.5g、女

ものとなりました。

性で12.1gという数値が得られました。厚生労働省

発表後には、全国各地で同様の研究をされている

の調査によると、全国の平均値は男性12.4g、女性

先生方からご質問やご助言をいただきました。他大

10.7gとのことですから、北海道は多い水準にある

学の先生方と顔をつきあわせて議論することこそ、

ことがわかります。また端野町・壮瞥町の住民では、

学会の醍醐味であり、今後研究を進めていく上で貴

塩分摂取量と血圧値、塩分摂取量と尿中微量アルブ

重な経験をさせていただきました。

ミンが有意に相関していることがわかりました。塩

最後に、本学会への参加にあたり研究開発調査助

分をとると血圧が上がることはよく知られています

成を賜りました財団法人北海道心臓協会に心より厚

が、今回の結果は、塩分が血圧のみならず腎臓にも

く御礼申し上げます。

第54回日本臨床検査医学会学術集会参加報告
北海道大学病院
検査・輸血部 臨床検査技師

トレイン、あるいは、心筋の伸び縮みの速度を表す

加賀

早苗

平成19年11月22日から 4 日間

ストレインレートを同時に多数の箇所で計測するこ
とができます。従来のドプラを用いた計測法の欠点

にわたり、大阪国際会議場にお

を克服し、
超音波ビーム入射角度に依存しないため、

いて第54回日本臨床検査医学会

これまで評価が難しかった右室心筋を含む、より広

学術集会が開催されました。第

い範囲の心筋機能を分析することができると考えら

47回日本臨床化学会学術集会と

れます。

の連合大会でもあり、参加者お

今回の発表では、この手法を用いて、肥大型心筋

よそ2,000名という大規模な学

症の左右両心室の心筋ストレイン、ストレインレー

会でした。今回の学術集会では、
「医療を活かす臨

トを計測し、肥大の強い心室中隔だけではなく、広

床検査」というメインテーマのもと、様々な分野に

範囲の心室心筋で収縮・拡張機能が低下しているこ

おける最新の臨床検査の研究発表がなされました。

とを報告しました。病理組織学的には、錯綜配列や

その中で私は、「肥大型心筋症における左右両心

線維化などの肥大型心筋症の心筋病変は、心室中隔

室の収縮拡張機能評価：二次元スペックルトラッキ

だけではなく、左室自由壁や右室自由壁にも認めら

ング法による評価」というテーマで発表させていた

れることが報告されており、今回、心室心筋に広く

だきました。肥大型心筋症は、高血圧や弁膜症など

認められた収縮・拡張障害は、このような心筋病変

の明らかな原因なしに左室あるいは右室が異常に肥

を反映したものと考えられました。この方法を用い

大する疾患で、不均一な心室壁の肥大を特徴とし、

ることにより、これまでは検出できなかった心筋の

典型例では心室中隔に強い肥大を示します。また、

収縮・拡張異常を鋭敏に捉えうる可能性が示されま

肥大のために心室壁は硬く拡がりにくくなります。

した。本手法の普及により、肥大型心筋症をはじめ

この肥大型心筋症の診断や心筋の収縮・拡張機能の

とする各種心疾患における心筋機能異常の早期発見

評価において心エコー検査は重要な役割を果たして

にも貢献できるのではないかと思います。

います。

私は、日々、心エコー検査というマクロな視点で

最近、二次元スペックルトラッキング法という新

心臓をみていますが、本学会に参加し、様々な分野

しい方法が開発され、心エコー検査の分野において、

の臨床検査に触れ、別の視点から心臓の機能評価を

その有用性が示されつつあります。この方法は、心

学ぶことができ、大変勉強になりました。

エコー画像上の白黒模様をフレームごとに自動的に

この度の学会参加にあたり、研究開発調査助成を

追跡するもので、心筋の多数の部位でその動きを追

賜りました財団法人北海道心臓協会に心より感謝申

跡することにより、心筋の伸び縮みの程度を表すス

し上げます。
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■発行 平成二〇年六月 一〇三号
財団法人北海道心臓協会

第18回伊藤記念研究助成金

石森直樹氏（北大病院）と西條泰明氏（旭川医大）に
第18回伊藤記念研究助成金の贈呈式
が、 3 月22日(土)、札幌・道新ホールで
開催された北海道心臓協会市民フォー
ラム2008の冒頭で行なわれ、石森直樹
さん（北海道大学病院循環器科・助教）
と西條泰明さん（旭川医科大学健康科
学講座・準教授）それぞれに、伊藤義郎・

1

金75万円が贈られました。
研究テーマは、石森さんは「DNA結
合蛋白ARID 5 Bのメタボリックシンドローム

予防に関する独創的な研究を対象に、北海道心

と心血管病形成過程における役割の解明」
、西

臓協会が北海道在住者から毎年公募しているも

條さんは「心理・社会的要因の動脈硬化危険因

のです。

子、
メタボリックシンドロームへの影響」です。
同研究助成事業は、心臓血管病の基礎、臨床、

〒０６０ ０
- ００４
札幌市中央区北四条西四丁目㈱伊藤組内
︵〇一一︶二四一 九
- 七六六

北海道心臓協会理事長から褒状と助成

無料健康相談も開催
北海道心臓協会市民フォーラム恒例の無料健
康相談が開催され大変好評で
した。
専門医 5 人、看護師 2 人、
薬剤師、栄養士各 1 人の万全
の受け入れ態勢で、相談に訪
れた方は皆さん満足そうでし
た。

表

傳法 公麿（藤女子大学副学長）
田中 繁道（手稲溪仁会病院副院長）
加藤 法喜（市立札幌病院理事）
木島 敏明（札幌南三条病院副院長）
斎藤 重幸（札幌医科大学第二内科講師）
佐藤 伸之（旭川医科大学第一内科学内講師）
竹中 孝 （北海道がんセンター循環器科医長）
横式 尚司（北海道大学大学院医学研究科循環病態内科講師）
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