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　2021年７月30日から、青森県内の豚飼養農場にお

いて豚熱ワクチンの接種が始まりました。接種が開

始されてから現在の状況についてお知らせします。

　2018年９月９日岐阜県において、国内で26年ぶり

に豚熱が発生し、以降、2021年８月30日までに愛知

県、三重県、福井県、埼玉県、長野県、山梨県、沖

縄県、群馬県、山形県、和歌山県、奈良県、栃木県、

及び神奈川県の14県で71事例が発生し、約25万頭を

殺処分しています。

　国は、2019年９月24日に予防的ワクチン接種によ

る対策を決定し、同年10月15日に豚熱の防疫指針を

改訂し、豚熱の発生または野生イノシシの感染が確

認された10県をワクチン接種推奨地域とし、10月25

日から順次ワクチン接種を開始しました。2020年１

月には、沖縄県で発生があり３月には終息、その後、

しばらく発生はなかったのですが、９月に群馬県で

発生し、山形県、三重県とワクチン接種済みの農場

において発生しました。

　一方、野生イノシシにおける感染確認は25都府県

に拡大し、ワクチン接種推奨地域は本年８月６日時

点で36都府県となっています。ワクチン接種推奨地

域は、①野生イノシシの豚熱の感染状況、②農場周

辺の環境要因（イノシシの生息状況、周辺農場数、

豚の飼育密度、地理的状況）、③地域の畜産業や養

豚業の関連性の強さ、④疫学的リスク低減のため、

面的な接種を考慮し、国の牛豚等疾病小委員会で議

論したうえで設定されます。青森県は、６月11日、

宮城県七ヶ宿町で死亡イノシシの感染事例が確認さ

れたことから、上記の要因を考慮し、岩手県と同時

に接種推奨地域となりました。

「豚熱ワクチン」の接種が開始されました

� 青森県農林水産部畜産課

６月11日時点のワクチン接種推奨地域
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　ワクチン接種推奨地域に設定後、ワクチン接種す

るには、国に接種スケジュールや県外への出荷状況

等をまとめたワクチン接種プログラムを提出し確認

が必要となります。県では６月30日に国に提出、修

正を行い、７月12日に確認を受けました。その後、

県では、７月14日に家畜伝染病予防法第６条に基づ

くワクチン接種を命ずる告示を行い、７月30日から

ワクチン接種を開始しました。初回接種は、哺乳豚

と出荷20日前までの肥育豚を除いた全頭を対象と

し、86戸、30万頭を予定していますが、８月26日現

在、37戸、85,150頭の接種を終えています。

　初めは、家畜保健衛生所の家畜防疫員がワクチン

接種をしましたが、一度接種を開始しますと、新た

に生まれた子豚や繁殖豚への継続接種が必要となっ

てきます。継続接種は、農場毎に適期に実施する必

要があることから、県獣医師会の協力を得て、農場

の管理獣医師等、開業獣医師を県の会計年度任用職

員として採用、非常勤家畜防疫員に任用する手続き

をしているところです。

　ワクチン接種が進んでも、他県の発生状況を見る

と油断はできません。ワクチン接種県での発生に係

る疫学調査では、①飼養衛生管理基準順守の不徹底、

②危機意識の低下、③農場周辺の野生イノシシでの

豚熱感染確認などが明らかになっています。

　飼養衛生管理基準の不徹底では、農場への病原体

の侵入防止のための対策としての衛生管理区域周辺

への柵の隙間などが指摘されています。柵の設置は

2020年11月から義務化されています。本県では、国

の事業等を活用し、支援していますが、柵の設置は

76.5％（2021年８月末現在）であり、速やかな設置

に向け指導しています。

　また、関係者の危機意識の低下については、ワク

チン接種による安心感からの飼養衛生管理に対する

意識の低下のほか、豚熱を疑わないことによる通報

の遅れが指摘されています。

　農場周辺の野生イノシシの豚熱感染については、

農場主が確認できていないものの周辺にはイノシシ

が生息しており、感染した個体も確認されていると

のことです。イノシシが農場に侵入しなくても、死

亡イノシシから小動物や人、物を介したりして農場

への侵入が疑われています。そのため、ワクチン接

種とともに野生イノシシ対策が重要となってきてい

ます。

　本県では、県猟友会の協力を得て、イノシシの捕

ワクチン接種スケジュール例

― 2 ―



獲を強化するとともに下北地域を除

く県内全ての市町村を重点捕獲エ

リアに設定し対策を強化していま

す。野生イノシシの検査状況ですが、

2021年２月から５月までに捕獲され

た５頭について検査を実施し、豚熱、

アフリカ豚熱ともに陰性を確認して

います。秋田県、岩手県においても、

野生イノシシの感染は確認されてい

ません。

　しかし、野生イノシシの感染確認

地域は、徐々に北上、西進していま

す。８月６日には、兵庫県淡路島に

おいて野生イノシシの感染が確認さ

れ、四国全域がワクチン接種推奨地

域に設定されたところです。

　青森県におけるイノシシの目撃情

報は、他県に比べると少ないものの、

年々、目撃件数が増加していること

から、経口ワクチンの散布も検討し

ていく必要があります。

　今後は、農場毎のワクチンの効果を確認するため、

ワクチン接種豚の免疫付与状況検査を実施するとと

もに、絶対に発生させないため適時適切なワクチン

接種、飼養衛生管理基準の徹底を継続指導します。

豚熱ワクチン接種の様子

豚熱感染野生イノシシ確認地点（東北地方）
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　浅虫水族館では、イルカの健康管理のための採血

や体重測定などの検査を受診動作トレーニング（ハ

ズバンダリートレーニング）によって実施していま

す。このトレーニングの状況については、度々、本

稿でご紹介してきました。

　今回は、「呼気検査」についてです。

　当館では、呼気検査を毎月１回実施しています。

　イルカの頭部にある噴気孔（図１）から出る呼気

の飛沫をスライドガラス（図２）に吹きつけて採取し、

気道や肺の細菌感染やその状態を調べる検査です。

　イルカも私たち人間と同じほ乳類なので、肺を

使って呼吸をしています。

　イルカの鼻は噴気孔と呼ばれ、水中では孔を閉じ

水が入ってくることはありませんが、水面に上がり

呼吸をするときはパカッと開く仕組みになっていま

す。

　噴気孔は一つの穴に見えますが、少し奥で人間と

同じように鼻中隔が存在し、しっかりと二つの穴に

分かれています。　　

　なお、フィルターの役割をする鼻甲介は退化し、

臭いを感じる嗅細胞は消失しています。

イルカの呼気採取について

� 青森県営浅虫水族館　高　坂　茉　結

　また、イルカは人間とは異なり、喉頭が鼻咽喉内

に位置しています。解剖学的に豚とよく似ており呼

吸と嚥下を同時にできる構造となっています。逆に、

人のように鼻と口の両方で同時に呼吸することはで

きません。なお、機能的に口呼吸もできる構造となっ

ていますが、イルカの口呼吸を確認・証明した事例

はなく、一回喚気量が肺全体の80～ 90%に及ぶこと

から鼻のみで呼吸しているものと考えられています。

　人間の場合、鼻甲介のフィルターが存在している

ため、鼻からの呼気が直接的に気管や肺の状態を示

すとは限りません。しかし、イルカの場合、呼気は

フィルターを介していないため、肺などの呼吸器官

の状態を直接反映し、細菌、真菌、寄生虫などの検

査に有用です。

　肺からの呼気の採取は、“シュッ”と呼吸をした

とき、直接スライドガラス等で採って行います。

　では、実際にどのようにしてイルカの呼気を採取

しているのか、トレーニングの過程を含めてご紹介

していきます。

　まず、初めに、イルカがステージに上がってくる

「ランディング」というサインを出します。

図１　噴　気　孔 図２　スライドガラス
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　呼気を採取する際に、できるだけ海水を侵入させ

ないよう、呼気採取はステージ上で行うためです。

（図３）

　当館での呼気採取は２人で行います。１人がイル

カにサインを出し、もう１人がスライドガラスで呼

気を採取します。

　浅虫水族館のイルカたちは噴気孔の手前をタッチ

すると呼吸をするようにトレーニングしています。

（図４）

　図５は、実際に呼気を採取している様子です。

　一人が噴気孔の手前をタッチして呼吸の合図を出

し、もう一人が噴気孔にスライドガラスを当てて呼

気を採取しています。また、獣医師の指示により、

直接、細菌検査用の寒天培地に呼気を吹き付けるこ

ともあります。

　採取する前には、何度か呼吸をさせて噴気孔につ

いている海水を飛ばしたり、清潔なペーパーなどで

噴気孔を拭いたりして海水を取り除きます。イルカ

の呼吸は、かなり勢いがあるので、スライドガラス

などが飛ばされないように注意する必要もあります。

　採取後は、獣医師が呼気を吹き付けたスライドガ

ラスを固定・染色して細菌、真菌、寄生虫や白血球、

赤血球、細胞片などを顕微鏡で観察して病態を確認

します。また、寒天培地の場合、培養して分離菌を

同定します。これら検査の結果、異常が見られた場

合は、採血を実施し詳しく検査します。

　イルカは体調が悪くなっても、なかなか症状に出

さず見つけにくいため、日常的に体温測定やボディ

タッチなどを行い、異常を早期発見し、適切な処置

をすることが重要です。

　そのため、２～３か月に１度の定期的に行う採血

検査に加え、１か月に１度の呼気検査は、より効果

的にイルカの健康管理を行っていることとなります。

　今後も様々な検査ができるようハズバンダリート

レーニングを行い、イルカたちが元気に過ごしてい

けるよう努めていきたいと思います。

～�世界で�「たった一つの真珠」�をあなたへ�～

　青森県営水族館では、土日祝日に１階イベント

ホールにおいて、真珠取り出し体験ができます。

　１貝1,000円ですが、大変人気があります。

　皆さんも、アコヤ貝から本物の真珠を取り出して

みませんか？　真珠は、ネックレス

などのアクセサリーに加工するこ

ともできます。

　皆様のご来館をお待ちしており

ます。

図３　ランディングの様子

図４　呼気を出している様子

図５　呼気採取の様子
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臨床ノート
KITASATO Univ.

第254号

臍帯の露出と尿膜管遺残を呈した黒毛和種新生子牛の１症例
北里大学獣医学部附属大動物診療センター

動物種：牛 品種：黒毛和種 性別：雄

日齢：2日齢 主訴：生まれた子牛の臍から何か出ている

【はじめに】

胎生期に臍帯を構成するものとして臍静脈、臍動脈、尿膜管がある。尿膜管は母体の膀胱と胎
子の臍を連絡し胎子の尿排出路となる。これらの管は出生後、閉鎖退行して消退するが、何らか
の原因で生後残存する場合がある。今回、生後まもなく臍帯の露出と尿膜管遺残を呈した黒毛
和種新生子牛に遭遇したため、報告する。

【経過】

初診時体温40.0℃、臍部の腫脹と臍帯の露出（図１）が見られ、触診と超音波検査により臍静
脈と尿膜管の遺残が確認された。それぞれの管腔に膿瘍は見られず、臍部と露出した臍帯間を
ゴムで絞扼することで臍帯の脱落促進および臍内への感染予防を試みた。同時に抗菌薬とステ
ロイド剤を投与した。第7病日の再診では、活気・食欲良好、臍部の腫脹と露出した臍帯部は縮
小傾向であったが、臍帯部は湿潤していた。経過が良好のため、経過観察を指示した。第14病
日、臍からの排尿を確認、また超音波検査において膀胱尖部に連絡する尿膜管（図２）が描出可
能であったため、同日入院して、尿膜管摘出術を実施した。術後6日間抗菌薬の全身投与を行っ
た。全身状態は経過中、常に良好であった。第21病日、抜糸後、退院した。

図１.第１病日の臍部の様子 図２.膀胱尖部に連絡する尿膜管

膀胱
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【手術方法】

１）保定・麻酔・術前準備

キシラジンで鎮静・倒体し、手術台に載せた。酸素化
後、1%プロポフォールにて麻酔導入を行い、気管挿管
後、イソフルランによる吸入麻酔下で手術を行った。保
定は仰臥位保定とした。また、鎮痛を目的としたベトル
ファール加生理食塩水を持続点滴し、術部周囲をリドカ
インにて浸潤麻酔を行った。

２）術式

臍部周囲を円形に切皮し、皮下織を鈍性に剥離後、
開腹し臍静脈と尿膜管の遺残（図３）を確認した。臍静
脈は近位を絹糸で結紮後、切除した。続いて、右鼠径
部方向に切開創を拡げ、膀胱尖と尿膜管（図４）を確認
し、腸鉗子で膀胱を保持し、膀胱尖から尿膜管を切除し
た（図５）。臍静脈と尿膜管から膿は確認されなかった。
その後、膀胱を連続アルベルト・レンベルト縫合にて閉
鎖し、リークテスト後、水平マットレス縫合およびvest-
over-pants縫合法により腹壁を閉鎖し、皮下織および
皮内を連続埋没縫合した後、皮膚を単純結紮縫合によ
り閉創した。

３）覚醒・術後管理

定法に従い全身麻酔から覚醒させ、術部を覆うように
生理パッドと包帯を用いて腹帯を設置した。

【ノート】

臍疾患の早期発見と抗菌薬や抗炎症薬投与による対
応が早期であったため、感染制御が達成され、全身状
態は常に良好であった。

臍帯の継続的な湿潤状態は尿膜管遺残の重要な指
標となる。膀胱縫合が必要となる尿膜管遺残摘出術は
外科処置が必須である。

近年、臍疾患を呈する新生子牛が増加傾向であるこ
とが示唆され、根治には外科手術を適用する場合も多
い。子牛の全身状態を考慮しながら、適切な鎮静処置、
麻酔処置を用いて安全でストレスの少ない手術を産業
動物臨床においても実施する必要があると考える。

最後に、尿膜管遺残や臍動静脈遺残は細菌の感染
路となり、肝膿瘍やその他全身感染による疾患に移行
し重症化、予後不良となるケースが多い。そのため、臍
からの感染を予防することが非常に重要となり、新生子
牛の臍疾患を予防するため、清潔な分娩環境、分娩後
の新生子牛の臍の消毒などを改めて飼育者に再認識
させる必要があると考えられた。

図３.臍静脈（矢頭）、尿膜管（矢印）

図４.膀胱尖部に連絡する尿膜管

図５.尿膜管切除後の膀胱断端（矢頭）

大動物診療センター
佐藤 将伍

図６.
膀胱縫合後
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　お山歩日記も第６回となりましたが、まだ紅葉の

記事を書いていませんでした。

　夏山とは違う赤や黄色、オレンジなどの美しい紅

葉は、ほんの短い期間しか見られない絶景です。今

回は紅葉の時期におすすめの、岩手県三ツ石山、岩

木山、八甲田大岳の３山をご紹介します。

１　三ツ石山
　八幡平と岩手山の間にある山で、岩手県内で最も

紅葉が早いといわれる山です。９月中旬から色づき

始め、下旬にはピークを迎えます。この時期登山口

付近の林道への路駐が数キロにも及び、大変な賑わ

いとなります。

　また、網張温泉スキー場のリフトと紅葉期間限定

の下山バスを利用するルートがあり、こちらの方が

駐車場に困らないのでおすすめします。

（１）８：００　リフト乗車

　青森市から網張温泉スキー場までは高速道路で約

２時間半です。

　リフトは第１から第３まで３本を乗り継ぎ、約40

分乗車すると終点です。降りてから５分歩くと展望

台があり、雫石町内、秋田駒ケ岳、乳頭山、早池峰

山などが見渡せます。三ツ石山までは第３リフト降

り場から尾根歩きで約２時間30分です。

（２）８：５０　登山開始

　最初は樹林帯ですが、１時間ほどで尾根に出ると

大展望が開け、快適な山歩きを楽しめます。

　途中にある三ツ石山荘にはトイレがあり、避難小

屋として宿泊もできます。

（３）１１：２０　三ツ石山頂

　三ツ石山荘から30分ほど登ると山頂に到着です。

標高は1,466mとそれほど高くない山ですが、赤い

絨毯のような紅葉が見事なので、最近では「三ツ石

レッドカーペット」と呼ばれ人気の山になっていま

す。

お山歩日記（第６回）
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（４）下山

　リフトに乗車すると無料で下山バスに乗れます。

山頂から三ツ石山荘まで降り、来た道と分かれ、下

山バス乗り場の奥産道ゲートまで歩きます。約10分

間下山バスに乗り、網張温泉スキー場に戻ります。

　下山後はやっぱり温泉！網張の湯は白濁の硫黄泉、

もちろん掛け流しで最高です。

賑わうリフト乗り場 途中のピーク、大松倉山の尾根

八幡平方向の紅葉

三ツ石山頂

岩手山方向、まさにレッドカーペット

山頂のプレート
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２　岩木山
　５つある登山コースのうち、岩木山神社から登る

中級者向けの百沢コースをご紹介します。神社付近

に車を駐め、桜林公園を抜けて、坊主転がしという

岩の急坂を登り山頂に行くコースです。帰りは嶽方

面へリフトと路線バスを使って下るので、半日登山

で済みます。

（１）８：００　登山開始

　百沢スキー場の西側から登山道が始まります。展

望のない樹林帯が続き、あまり見どころはありま

せん。１時間ほどで姥石、２時間半ほどで焼止り

ヒュッテに到着します。

　この後、坊主転がしの急坂になりますが、危ない

ので両手でしっかり岩を掴んで登っていきます。途

中、錫杖清水というおいしい湧き水があり、いつも

ここでおやつ休憩しています。11時頃、小さな池が

ある種蒔苗代に着き、さらに少し登ると鳳鳴ヒュッ

テに到着します。ここでスカイライン側の道と合流

するので、一気に人が増えます。

（２）１２：００　山頂到着

　鳳鳴ヒュッテから山頂は岩だらけで足場の不安定

な急坂です。右が登りで左が下りの一方通行になっ

ています。ヒュッテから１時間ほどで標高1,625m

の山頂に着きます。頂上からは西海岸と津軽平野を

望むことができます。神社の鳥居と社があるので、

お参りして帰りましょう。

（３）１３：３０　下山

　下山後の楽しみは温泉！嶽温泉と百沢温泉、泉質

が違い、どちらもいいお湯です。

　嶽温泉「山のホテル」併設の「めへやっこ」とい

うカフェがおすすめです。ここの嶽きみシェイクと

マタギ飯を食べるために岩木山に登っているような

ものです。

秋晴れの岩木山　百沢スキー場から

岩木山頂

姥石

８合目駐車場と西海岸
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３　八甲田大岳
　酸ヶ湯から大岳へ、その後、毛無岱に降りて酸ヶ

湯に戻る周回ルートです。所要時間は約４時間（休

憩含まず）、仙人岱に湧き水がありますが、期待し

ない方が良いので、水は多めに持って登ります。

（１）７：００　登山開始

　酸ヶ湯インフォメーションセンター駐車場からス

タートです。ここから１時間くらいは樹林帯です。

その後「地獄湯ノ沢」という谷を通りますが、火山

ガスが濃い場所なので長居はしないように。谷を登

り切ると視界が開け、仙人岱に到着します。

　仙人岱には管理が行き届いたヒュッテがあり、宿

泊して夜景を見る人もいます。ここからが登りの本

番で、頑張って40分位登ると山頂です。

（２）９：００　大岳山頂

　大岳の山頂は平らで広い場所ですが、風が強いの

であまり休憩に適していません。15分くらい下った

ところの大岳避難小屋にはベンチがたくさんあり、

岩木山がよく見えるので、いつもここで休憩してい

ます。

　風がなくて日差しが暖かい日には昼寝したくなっ

てしまう場所です。

（３）１０：００　毛無岱

　池塘（堆積した泥炭層の隙間が水で涵養された部

分）のある高層湿原で、夏にはモウセンゴケやキン

コウカの群落が見られます。見所は長い階段で、こ

こから岩木山と毛無岱が一望できます。八甲田山の

パンフレットに写真がよく使われています。

（４）１１：００　下山

　酸ヶ湯に降りてきました。靴洗い場があって助か

ります。そして温泉！酸ヶ湯も良いのですが、混雑

しているし、日帰り客は1,000円もするので、ロー

プウェイそばの寒水沢温泉（八甲田リゾートホテ

ル）か、青森市横内のかっぱの湯がおすすめです。

４　紅葉の山に行こう
　山の植生や気温の変化によって、赤や黄色の度合

いが違います。なぜ紅葉するのかとか、赤くなる木

と黄色になる木の違いとか、お子さんと理科の勉強

をしながら登るのも良いと思います。

　晴れた日に紅葉がピークを迎えた山に登れると、

とても嬉しくなるので、ぜひ紅葉の山に登ってみて

ください。

センター駐車場からの大岳 仙人岱からの八甲田大岳

大岳山頂 酸ヶ湯の紅葉毛無岱の階段
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１　はじめに
� �前回までは、ヒンズー教、仏教、イスラム教の

国々の回想でした。今回と次回はキリスト教の国々

で、第４回は、世界で国土の総面積が２番目に広い

カナダと３番目に広いアメリカの回想となります。

　紹介するカナダとアメリカは国土が広く、長期間

休暇を取ることができない身分では１回の旅で主な

場所を見ることはできなかったので、北米大陸の西

側と東側の２回に分けて行くことにしました。前半

は1994年９月に行ったカナディアンロッキー山脈周

辺とアメリカ西海岸について、後半は1995年12月に

行ったアメリカ東海岸についてです。

　訪れた主な場所はバンフ、ジャスパー、バンクー

バー、ロサンゼルス、ラスベガス、ニューヨーク、

ワシントンＤ.Ｃ.です。

　このような場所を選んだ理由としては、①世界で

最も住みやすい都市の数が多かった国がカナダで

あったこと、②超大国アメリカの計画的に設計さ

れ、巨大な政治的影響力のある首都を見たくなっ

たこと、③以前、東京都品川駅近くのキャッツ・

シアターで劇団四季が上演していたミュージカル

「キャッツ」を観て感動したことから、ニュー

ヨークのブロードウェイで上演されている本場の

「キャッツ」も観たくなったことでした。

　さて、前回も前々回もそうでしたが、今回もカナ

ダについて書き始めた2021年６月下旬、驚くべき出

来事が起きていました。世界的な気候変動の影響で

カナダ西部と北米西部を、1,000年に１度と言われ

る熱波が襲ったことです。カナダ・ブリテッシュ

コロンビア州では観測史上最高となる49.6℃を記録

し、米国・カリフォルニア州では54.4℃を記録し、

さらに両国では落雷や乾燥による山火事が多発した

そうです。そもそもカナダの西部は緯度でいうと樺

太とほぼ同じ位置で、夏の最高気温の平均は23℃で

涼しい地域なので、多くの家庭ではエアコンは、普

及していません。世界気象機関（WMO）は、この

夏、世界各地で異常な高温が続いていることから異

常気象に関する現状報告を発表しましたが、近い将

来、熱波や干ばつがより頻繁に起こるようになると

警告しました。私たち人間も動物も暑さをしのぐと

いう感覚から、命を守るという意識に変えなければ

いけない時代に入ったのかもしれません。

2　カナダとはどんな国？
　歴史的に英国系とフランス系の住民間に対立があ

り、それを融和するために多文化・多様性を重視し

た結果、今や世界有数の多文化・多民族国家であ

り、10の州と２つの準州からなります。1969年には英

語とフランス語の２か国語が公用語となり、話され

ている言語は英語57％、フランス語21％で、そのほか

言語は200を超えます。人種構成はイギリス系が45％

弱、フランス系が30％弱、残りはインディアン、イ

ヌイット等とさまざまです。宗教はカトリック42％、

次いでプロテスタント29％でキリスト教が広く浸透

していますが、移民と共に様々な宗教が入ってきて

います。カナダの大きな特徴は、死刑廃止、厳しい

銃規制、同性結婚合法化、多文化主義で、現在はア

若き日の海外一人旅　－回想４「カナダ、アメリカ編」－

� 青森支部　渋　谷　憲　司
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メリカと違い、警察や軍などを除く一般人は銃規制

で拳銃の携帯が認められていないことです。

　カナダの国旗と言えば、白地に赤いサトウカエデ

の葉っぱであることはよく知られていて両端の赤い

帯は太平洋と大西洋を表し、1965年に採用されまし

た。樹液を煮詰めたメープルシロップは世界中で広

く知られており、ハチミツなどの甘味料と比べてカ

ロリーが低くCa、Ｋ、Mgやポリフェノールが豊富

に含まれ、糖尿病を予防する効果もあると言われて

います。葉は日本のカエデより大きく特徴的な形

で、硬貨のデザインにも採用されていて、木材は程

よい堅さで模様もきれいなことからバイオリンの裏

板や横板にも使われているそうです。

　気候は各地域によってかなり違い、寒さの厳しい

国というイメージがあると思いますが、バンクー

バーなどは冬も温暖で、また、トロントなどの東部

は夏になるとかなり蒸し暑いようです。

バンフ ～ ジャスパー
　今回紹介するカナダ西部のカナディアンロッキー

山脈は、3,000ｍ級の巨大な岩山が果てしなく連な

り、万年雪をいただく大氷河が発達し、雄大なス

ケールの山々と険しい渓谷、深緑色の針葉樹林にお

おわれた森にはエメラルド色の湖がいたるところに

あり、日本とケタ違いの雄大な大自然を堪能するこ

とができます。はるか太古の昔は、大きな海の底で

あったことから、約３億年前に生息していたアンモ

ナイトの化石も発見されています。今回はカナディ

アン・ロッキーの観光の拠点となるバンフという町

からジャスパーという小さな町までの約300kmを貫

くアイスフィールド・パークウエイ（氷河・国立公

園ハイウエイ）の街道を観光バスに乗りながら、街

道沿いにある世界的に知られている名所に立ち寄り

ました。

　バンフは、西部開拓時代の1883年に鉄道員が山の

中を歩いていて偶然にこの地で温泉を発見したのが

始まりで、カナダで初の国立公園に指定された有名

な観光地です。過剰な開発はされず、早くからエコ

ロジー感覚が根付いてきた保養地で、大自然の中に

こじんまりとたたずむ、素朴さあふれる街で、目抜

き通りには観光馬車が行き交い、しゃれたムードの

リゾートタウンといったところでした。

　バンフから一番気軽に登れる「硫黄の山」という

意味のサルファー・マウンテンは、ゴンドラで標高

2,285ｍの山頂まで行くことができ、街を囲む山々

や渓谷の眺めが360度の大パノラマで迫ってきて、

山肌のあちこちには野生のかわいいリスが走り回っ

ていました。

カナダ国旗

バンフの街（標高1,380ｍ）

バンフのメインストリート（奥にカスケード山）
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　レイク・ルイーズは、カナダを代表する絶景とし

てあまりにも有名な観光名所で、氷河をバックにし

たエメラルド色の湖水と周囲の山々との調和が実に

すばらしい風景でした。名称はビクトリア女王の娘

でかつてのカナダ総督夫人の名前が由来で、別名

「カナデイアンロッキーの宝石」とも言われ、背後

正面には3,464ｍのビクトリア山があり、切り立っ

た岩肌の頂上には宝石を散りばめたように青みが

かった光を放った氷河が白い屏風のようにそびえて

います。その姿を静かに映すエメラルド色の湖とま

わりの深い緑の針葉樹林とのコントラストはこの世

とも思えないくらい神秘的でした。

　ペイトー・レイクは、氷河から流れ込んだ粘土質

の土砂の影響で息を呑むほど美しいブルーの湖で

す。季節、天候、時刻によって湖水の色が変化する

ようで、特に展望台から眺める湖はトルコ石のよう

にキラキラと輝くエメラルド色を呈し、こちらも言

葉で言い尽くせないくらい想像を超越した美しさで

した。

　アサバスカ氷河は、北極圏を除けば北半球で最大

のコロンビア大氷原の一つで、ハイウエイ沿いにあ

ることからとてもアクセスの良い観光地となってい

ます。最も厚い氷の部分は365ｍにも達していて、

ところどころにポッカリ口をあけているクレバスの

底には氷の亀裂の間を縫うように流れるブルーの氷

河水が流れていました。超大型タイヤを装備した特

製のスノーモービル（雪上車のようなもの）に乗っ

て氷河の真っただ中へ行きましたが、しばらく立っ

ているだけで雪とは違う鋭い寒さが足元から伝わっ

てきました。氷河は、春は濃いブルー、夏は運ばれ

た細かい硬粘土の粒が流れ込むためエメラルドグ

リーン色になるそうです。

　カナダは過去４回に渡る大きな氷河時代を経てお

り、この氷河は昔、大地を削りロッキー山脈を彫り

上げ、最後の氷河時代が終わったのは１万年前でし

た。降った雪が積もり30ｍ以上の厚みに達すると氷

になり、厚くなった氷はついに周囲の谷にあふれ流

れ始め氷河が誕生します。１年間に平均15ｍの速さ

サルファー山（標高2,285m）の頂上

レイク・ルイーズ湖畔（氷河湖、奥に巨大な氷河）

ペイトー湖

アサバスカ氷河の上
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で流れ降りる際に周囲の山肌をえぐり取り、氷河の

氷は少しずつ解けて、太平洋の海に流れ込んでいる

そうです。

　氷河が解けて流れるアサバスカ滝は、轟音ととも

に22ｍ下の滝壺へ落ちて行く豪快な滝で、川に削ら

れた様々な表情の岩が見られ、ロッキーで一番の迫

力があり、削り取られた崖の形が見事でした。

　終点ジャスパーは、野生のムース（アメリカヘラ

ジカ）やワチピなどのシカ科の動物に出会うことが

多い小さな田舎町です。ワチピは日本ではアメリカ

アカシカとも言われ、アカシカによく似ているシカ

です。ちょうど運よく住宅街で雌のワチピに出会う

ことができました。

　参考までに、シカは英語でdeerですが、古い英語

では「四つ足の動物」という意味でしたが、英国で

はシカが代表的な動物だったので、のちにシカ＝

deerという限定された意味になったようです。

　ここは自然保護の町としても有名で、昼でも車の

ライトをつけ、エサは絶対与えてはならない、車で

リス一匹をひいてしまったら大変な罰金を科せられ

てしまうという徹底ぶりだそうです。

　ジャスパーからは、大陸横断鉄道の寝台車で18時

間かけてバンクーバーへ移動しました。列車には食

堂車のほかドーム型の展望車が連結されており、

ロッキーの山岳風景をゆっくりと堪能できました。

氷河の上を走る観光用スノーモービル

アサバスカ滝

街中を悠々と歩いていた雌のワチピ

大陸横断ＶＩＡ鉄道（２段寝台車）で移動
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バンクーバー
　バンクーバーはカナダ第３の都市で、都会の文明

と自然がほどよく調和した美しい街です。

　緯度でいうと樺太とほぼ同じ位置ですが、暖流の

影響で夏は湿気が少なく30℃を超えることはほとん

どないそうで、冬も氷点下になることがないという

カナダで最も温暖な気候に恵まれ、一年を通じで過

ごしやすいところです。移民の都市としても知ら

れ、イギリス系、ドイツ系、中国系、インド系とさ

まざまな人種に出会うことができ、別名ガーデンシ

ティの異名をもち、100以上もの公園があり緑豊か

で、近代的な高層ビル群と海、山の自然とが美しく

調和し、魚介類が豊富に獲れるそうです。青森県と

同じ三方を海に囲まれ街がコンパクトにまとまって

歩きやすく、街をぐるりと囲むように敷かれている

遊歩道が整備されていること、人懐こいカモやリス

がいっぱいいて、いたるところに気持ちの良い水辺

があることなど、将来、海外で住んでみたいと思っ

た街の一つでした。

　この地域で最大の都市公園スタンレーパークには

今でも住むネイティブ・インディアンの各部族の

トーテム・ポールが集められている広場があり、各

部族の特色がよく表れています。

　半島西端には広大なキャンパスを持つブリティッ

シュコロンビア大学があり、大学内にはカナダで病

没した新渡戸稲造を記念して1960年に造られた純日

本式記念庭園もあり、春には桜の花がみごとに咲く

そうです。

　今回は行きませんでしたが、街から北120kmにあ

る北米大陸最大のスキー場ウイスラーは、日本の海

外スキー派には圧倒的な人気を誇り、100以上の滑

走コースや、ヘリコプターで頂上まで行くコースな

どがあります。

　おみやげとして、インディアンのカウチン族が

300年以上伝承してきたカウチンセーターを買って

きましたが、脱脂していないウールを使用している

ため、とても重く肩がこってしまい、以後、もった

いないけれど着ることはなかったです。

　食べ物はなんといっても蒸したロブスター料理で

した。マッシュポテトや野菜と一緒に大きなロブス

ター１匹が丸ごとドーンと大皿に乗ってきた光景は

圧巻でした。日本でいう伊勢海老と比べられるよう

ですが、外見の違いは一目でわかる大きなハサミで

す。ハーブソースをかけて食べましたが、味はタラ

バガニのような食感で、とても美味しかったです。

インディアンの部族ごとに彫られたトーテム・ポール

スタンレーパークから見たダウンタウンの高層ビル群

ロブスター料理（夕食）
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3　アメリカとはどんな国？
　アメリカは世界一の経済大国、軍事大国で、訴訟

社会、銃社会としても知られ、言語は、英語が82％

を占め、スペイン語は10％と少ないですが、特にカ

リフォルニア州、ニューヨーク州などの大都市では

日常的に使われています。人種構成は、最も多い順

からヒスパニック系19％、ドイツ系17％、イギリス

系13％、アフリカ系13％、アイルランド系12％など

となっています。宗教はキリスト教徒が圧倒的に多

く、プロテスタント48％、カトリック23％で、歴代

大統領はケネディとバイデンを除きすべてプロテス

タントです。

　カリフォルニアは、昔はスペイン領でゴールド

ラッシュにより、一獲千金を狙う男たちで人口が爆

発的に増え、飛躍的に発展を遂げました。また、日

本人をはじめとする東洋系の移民やメキシコやカナ

ダからの移民もいます。

　アメリカ国民は中央集権的な統一を嫌うため、地

方分権を重要視する意識が強く、教育も各州によっ

て学校制度が異なります。

　よく目にするおなじみの国旗は数えてみると確認

できますが、50個の星の数は50州の合衆国であるこ

とを意味し、横線は英国から独立した当時の州の数

で13州を意味します。

　アメリカ本土の気候は湿潤な東部と乾燥気味の西

部では大きな違いがあります。アメリカ西海岸は暖

流の影響を受ける地中海性気候で一年中温暖で寒暖

の差は小さくカラリとした過ごしやすい気候です。

（平均気温が冬は12℃程度、夏は23℃程度）。ただ

し、プレート境界があるため地震の発生が多い地域

です。

　内陸部のラスベガスなどは年較差、日較差が激し

いですが、年間を通して非常に湿度が低いので30℃

を超す日でも快適に過ごすことができます。

　アメリカ東海岸は湿潤大陸性気候で春秋が短く、

夏は暑く冬は寒い気候です。プレート境界がないた

め地震の発生はないですが、ハリケーンが来ること

が多い地域でもあります。

ロサンゼルス
　バンクーバーからロサンゼルスへは飛行機を利

用し、空港で背の高いアメリカ人Leslie�Ｍ.Jackson

（ニックネームはジャック）に出迎えてもらいまし

た。彼は1989年頃、三戸保健所（現在の三戸地方保

健所とは違い三戸町の三戸警察署の近くにあった）

で行われていた英会話教室の講師で、三沢の米軍基

地に勤務していた技師です。当時、ある方から「三

戸保健所で英会話を有志で行っているが、参加して

みないか」と誘われ、私も海外旅行を計画し始めた

頃だったことから、３年間ほど参加したことがあり

ました。彼は1994年当時、既にアメリカに帰国して

ロサンゼルスから近いカリフォルニア州にあるエド

ワーズ空軍基地に勤務していたことから、会いたく

なり連絡をとり、ロサンゼルス空港で再会すること

になりました。

アメリカ合衆国国旗

Jacksonとの再会（ロサンゼルス空港）
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　私はJacksonさんの車で、ロサンゼルスの街とア

メリカ西海岸沿いを案内してもらい、最後はラスベ

ガスまで連れて行ってもらいました。

　ロサンゼルスは典型的な車社会の都市で、中心街

はスモッグであまり視界が良くない状態でした。

　高速道路網や駐車場が整備されていて、片側５車

線はあった高速道路の車線数の多さに驚きました。

ダウンタウンから高速道路を北へ約30分走るとサン

タモニカに着き、スモッグはなくなって澄んだ青空

が見えました。

　ビーチ沿い通りにはパームツリーの並木と青い

海、青い空のコントラストが印象的で、若者たちは

ローラースケートやスケートボードで路上を走って

いました。

　日本の某歌手のヒット曲にもあるサンタモニカは

太平洋を望む美しい西海岸リゾートで、しゃれたレ

ストランが多く、夕日が非常に美しかったです。そ

れこそ青森県の深浦町付近の西海岸も夕日が綺麗で

すが、本場の西海岸にはマストを連ねて停泊する

ヨット群が数えきれないくらい停泊していて、ヨッ

トの停泊数は世界一を誇るそうで、優雅なマリン気

分を味わうことができました。

　話は変わって、ロサンゼルスといえば2028年に同

じ開催都市としては３度目となる夏のオリンピック

が開催されることになっています。今年の東京五輪

のサーフィンで銀メダルを獲得した23歳の日本人男

子�五十嵐カノア選手を記憶している方もいると思

いますが、彼はサンタモニカで生まれ育ち日本人の

両親を持つ日米両国籍を持つプロサーファーで、台

風による荒波を利用した素晴らしい技を披露しまし

た。

　宿泊は料金が安いモーテルにしました。エコノ

ミータイプから豪華なリゾートタイプまで様々で、

居住性がよく日本のビジネスホテルよりランクが上

でスペースが３倍以上あり快適でした。誤解される

方もいると思いますが、アメリカのモーテルは、日

本でいうモーテル（ラブホ）ではなく、街道沿いに

ある自動車旅行者用ホテルのことです。

　食事は、Jacksonさんが久しぶりに日本食を食べ

たいと言ったことから、ロサンゼルスにある世界で

最大の日本人街「リトル東京」に行き、お勧めの寿

司とスキヤキ、ギョウザなどの日本料理を食べまし

た。

Jacksonの車（三菱車）

サンタモニカの街道

サンタモニカの海岸に停泊していたヨット群
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ラスベガス
　ロサンゼルスを見た後は、Jacksonさんの車でラ

スベガスへ連れて行ってもらいました。ラスベガス

は、一言でいうと砂漠の中の不夜城、ギャンブルの

街というイメージがあると思います。でも、歴史を

振り返ると1931年にネバダ州がギャンブルを合法化

し、数々のカジノができましたが、近年テーマパー

クや遊べる豪華ホテルが次々と誕生し、大人だけで

なく子供と一緒に遊べる街へと変身したようです。

私は時間がなく行くことはできませんでしたが、有

名な世界遺産でもある大峡谷「グランドキャニオ

ン」への拠点ともなっています。�

　1993年頃からはＭＧＭグランド、ルクソール、ト

レジャーアイランドなど巨大テーマホテルの誕生に

より、ファミリーで楽しむ一大リゾート地となりま

した。もともと毎日700万ドル以上もの現金が動く

ことから警察の目がよく行き届き、意外ですが全米

で一番安全な街だそうです。

　通称ストリップ通りに並ぶホテルはカジノ収益を

見込んで宿泊や食事の料金がとても安いのが魅力で

す。余談ですが、英語のストリップstripは、二通

の意味があり、①「細長い一片、滑走路、レストラ

ンなどが並ぶ通り」と②「裸にする、衣服を脱ぐ、

取り除く」です。ラスベガスでは①の「歓楽街の通

り」という意味で使われるそうです。英語のスペル

も発音も同じですが、元の語源が違い、①は古いド

イツ語で「革ひも」、②は古い英語で「覆いを取り

除く」という意味だそうです。ストリップ劇場があ

る通りではありませんので、お間違いなく。

　カジノにはスロット、ルーレット、ブラック

ジャック、ポーカーなど、いろいろなギャンブルが

ありますが、ここでは最も人気があるのがスロット

で私はスロットを試してみました。当時は、一つの

ホテル内に3,500台ものスロットマシーンがあった

ようです。

ルクソールホテル前のラムセス２世像

ＭＧＭグランド正面（テーマパーク付きホテル）

カリフォルニアホテルがあるストリップ通り

カジノ施設

カジノで使用した
　　大きな１ドルコイン
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ニューヨーク
　ここからは、アメリカ東海岸の旅になります。私

が行ったのは翌年のクリスマスの時期だったことか

ら、ニューヨークの目抜き通りである５番街やマン

ハッタンの中心部であるロックフェラー・センター

はイルミネーションの光で賑やかにライトアップさ

れていました。ニューヨーク最大のローマ・カト

リックのセント・パトリック教会では、ミサとお祈

りのために大勢の人々が集っていました。白い大理

石を使ったゴシック装飾の外観と高さ100ｍもの美

しい尖塔が神聖な雰囲気を醸し出していました。

　ニューヨークの中心にあるマンハッタンは、アメ

リカ最大の都市であり、超高層ビルがそそり立ち、

世界をリードする金融、経済、芸術、ファッショ

ンの最先端が集結する島です（約南北24km、東西

約４kmの細長い島）。東西に走る通りはStreet、南

北に走る通りはAvenueと呼ばれ、規則正しい碁盤

の目の街並みが続き、有名な５番街（５th�Ave.）

には超高級ブティックや高級デパートが並んでいま

す。偶然、路上には超長～いリムジンが停まってい

るのを発見しました。セレブが乗っているのか分か

りませんが、こんなに長い車をみるのは初めてでし

た。なお、断っておきますが写真を横に伸ばした加

工写真ではありません。

　当時ニューヨークでシンボル的な超高層ビルだっ

た102階建てのエンパイア・ステイト・ビルにも

登ってみましたが、その展望台から見る360度のマ

ンハッタンの摩天楼やクライスラー・ビルの金属の

美しさを活かしたユニークなデザインは、壮観な眺

めでした。こんなに超高層ビル群が建ち並んでいる

けれど地震対策はしているのだろうかと思って調べ

たところ、この一帯は地盤が強固な岩盤でできてい

て、しかもプレートの境界から遠いため、地震がほ

とんど発生しないようです。

セント・パトリック教会

５番街の路上に停まっていた超長～いリムジン？

エンパイア・ステイト・ビルのエントランス
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　マンハッタンの中央付近にある鉄道駅グランド・

セントラルは、1913年に完成したクラッシックな建

物で、天井は10階建てのビルに相当する高さがあ

り、線路は地下を２層になって走っているのでコン

コースに列車の騒音はなく静かでした。ふと耳を澄

ましていると構内の一角から音楽が聞こえてきたこ

とから行ってみると、黒人２人と白人２人のグルー

プでジャズを演奏していました。わざわざお金を払

わなくても本場の生演奏が聞けるところが、ニュー

ヨークの醍醐味です。

　ニューヨークの最後の夜は、旅の一つの目的であ

るミュージカル「キャッツ」を観ることでしたの

で、タイムズ・スクエアでチケットを購入し、世界

をリードする劇場街として有名な地区“ブロード

ウェイ”を予め歩いて探索することにしました。

　「キャッツ」はニューヨークで約18年間もロング

ラン公演された最も成功したミュージカルであり、

上演中に歌われる名曲「メモリー」は世界的にヒッ

トしたので聞いたことがあるのではないでしょう

か。歌詞は「過去の嫌な記憶がある人もない人もお

互いに他者を受け入れ、手を取り合って力強く未来

に向けて歩みだそう」という内容です。人間に捨て

られた個性的な猫たちが都会のごみ捨て場を舞台に

踊りと歌を繰り広げるミュージカルで、天上の世界

に上昇させ生まれ変って新しい生を生きるという一

匹の猫を選ぶストーリーです。登場人物は全員猫

で、本物の猫のようなしぐさや動きには、人間技と

は思えない動作で一見の価値があると思いました。

エンパイア・ステイト・ビル展望台からの摩天楼

ストリート生演奏（グランド・セントラル駅構内） キャッツ上演劇場（ウインター・ガーデン・シアター）

タイムズ・スクエアにあるチケット売り場Tkts

クライスラー・ビル
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ワシントンＤ.Ｃ.
　アメリカ最後の訪問地は首都ワシントンＤ.Ｃ.で

す。独立戦争後、首都として機能的に設計された計

画都市で、同じ名前のワシントン州との混同を避け

てコロンビア特別区District�of�Columbiaと名付け

られました。アメリカの中枢が置かれ政治の中心で

あるとともに、美術館や博物館も多いアメリカ有数

の観光地です。市街は整然として、交通網が効率的

に整備され、連邦共和制の三権分立の最高機関が集

まっています。ちなみに各州も独立した憲法を持

ち、行政、立法、司法の機関があります。

　政府の代名詞にもなっているホワイトハウスは、

大統領の官邸で、最初の住人となった第２代大統領

ジョン・アダムスが対英戦争の時に焼かれて焦げた

外壁を白く塗ったことから、ホワイトハウスと呼ば

れるようになりました。３階建てで132室あり、大

統領の執務室は１階の西翼、家族の居間は２階と３

階にあります。

　一般公開されているのは一階東翼で、公式行事に

使われる有名なホールを見学することができます。

　テロや核戦争に備え、屋上には対空ミサイルが配

備され、24時間体制で特殊部隊が警護にあたり、地

下には核シェルターがあるとのことですが詳細は公

表されていません。

　ワシントン記念塔は広大な公園の中に建つ169ｍ

のシンプルな塔です。初代大統領ジョージ・ワシン

トンを記念したもので、石造りの塔としては世界最

大です。足元には合衆国50州を象徴する50本の星条

旗がはためき、遠くに議会議事堂が見えます。

　立法機関であるアメリカ合衆国議事堂は、主に白

い大理石でできた建物で、The�Capitolと呼ばれ首

都ワシントンの象徴です。540室あり、中央ドーム

の下は円形大広間がありアメリカの歴史を物語る

数々の彫刻や壁画を見ることができます。

ホワイトハウス北側

連邦議会議事堂前の広場

ワシントン記念塔（高さ169ｍ）
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　2020年11月、バイデン氏が勝利した大統領選挙の

結果に不満を持った人々が、この連邦議会議事堂へ

突入する騒ぎとなったのは御承知の通りです。

　司法機関である最高裁判所Supreme�Courtは、白

い大理石でできた装飾的なギリシャ様の建物です。

　ワシントンＤ.Ｃ.の最後の夜は、アメリカ音楽を

代表するブルースとジャズの人気の店に入り、バー

ボンを飲みながら生演奏を聞くことにしました。酒

も影響していたせいもあるかもしれませんが、本場

の生演奏はあまりにも心地良く別世界に来たよう

で、ついウトウトしてしまいました。

4　おわりに
　カナダとアメリカは、各州にある州政府と国の政

府である連邦政府による二重の仕組みをとっている

こと、各州が幅広い自治権を持ち中央集権的な統一

を嫌う地方分権の民主主義国家であること、広大な

土地に恵まれていること、世界中から様々な人種が

集まる移民の国であること、豊かな資源を持ってい

ることなど共通点がたくさんあります。

　カナダは雄大な大自然に恵まれ、北に行くほど寒

さが厳しくなりますが、険しい切り立った山と氷河

や森、湖の絶妙な美しさが調和し、動物たちも伸び

伸びと暮らすことができる自然を自分の肌で実感で

きる絶好の国だと思います。特に高層ビルが立ち並

ぶ近代的な都市バンクーバーは、明るく清潔で自然

と調和することを考えながら発展している街であ

り、食べ物は美味しく、日本から飛行機で８時間半

と意外に近く、気候の穏やかなところでした。移住

を考えている方には、有力候補になるところだと思

います。

　アメリカは経済、文化の両面にわたり日本に大き

な影響を与え続けている強大な国なので、自分の目

で見て肌で感じるためにも一度は行ってみるのも

よいかもしれません。特にアメリカの政治の中枢

であるワシントンＤ.Ｃ.と経済・文化の中心である

ニューヨークは必見だと思います。

　もし行く場合には、両国は国土が広く、特に東と

西は距離的に離れていることから、ゆっくりと観光

する場合は、東部と西部のどちらかに絞るのが無難

だと思います。歴史は比較的浅いですが、背景と

なっている文化や古代の生物や地質、気候などを少

し勉強していくと旅が何倍にも興味深いものになる

と思います。

　早いもので海外一人旅は次回で最後となります。

最終回はドイツ、オーストリア、スイス、フランス

及び飛行機トラブルに巻き込まれてしまったロシア

の回想です。

連邦最高裁判所

ブルースとジャズの生演奏の店 

リンカーン像

連邦議会議事堂
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　Ｔクリニックでの老人性色素班レーザー治療につ
いては、青森県獣医師会雑誌第184号�（令和２年10
月１日発行）に掲載しましたが、それから１年半が
経過しました。
　今度は、右眉尻のシミが非常に気になってきまし
た。前回は、10万円近い予想外の高額会計に血の涙
を流しました。そのため、低価格で治療ができると
の「口コミ」を信じて、青森市内のＹ皮膚科に行く
ことに。
　皮膚科の待合室は、噂とおり非常に混んでいまし
たが１時間ほどで名前を呼ばれました。看護師らし
き女性にシミ取り希望を伝え、診察室で医師を待ち
ます。

　医師が登場。そして、診察・治療方針は、
　　シミ：�右眉尻３か所（直径８ｍｍ、直径３ｍｍ

×２か所）（写真１）
　　治療：スイッチルビーレーザーで処理
　　ショット数：特に説明なし　　とのこと。

　分かったのはＴクリニックと比べ、レーザーの機
種が異なることと、料金の計算がショット数×単価
ではないということ。
　でも、そんなの気にしません。シミが取れればそ
れで良いのです。できれば、可能な限り安く。

　そして、先生から驚きの一言。「今日やっていき
ますか？」発言。
　逆に「いいんですか？」と聞きながら、もちろん
お願いすることにしました。てっきり、この日は施
術日を予約するだけだと思っていたので、１回の通
院で済むのはありがたいことです。
　先生からレーザー治療の概略と料金の説明を受け、
治療同意書にサインしたのでした。
　前回のクリニックのように、キッチリメイクの若
い綺麗な看護師と見つめ合いながら、という、施術
説明を期待していたので、ちょっと残念。妄想終了。

　少しの待ち時間の後、いよいよ治療開始です。
　今回はシミが目に近いこともあり、先生がレー
ザーを照射する度に、まぶたの裏側が赤くチカチカ
と光ります。
　「あれ、前回よりも何やら痛い感じがする・・・・
誤ってレーザーが目に当たり視力が落ちたら、失明
したらどうしよう・・・・」なんて、よけいな事を
心配しているうちに施術が終了。
　レーザーで治療したシミの部分に「かさぶた」が
できました（写真２）。

臨�床�（？）�ノ�ー�ト

� 西北支部　シミ取りじいさん

診断名：老人性色素班
動物種：ヒト（�Homo�sapiens�）
系　統：日本人系　雑種
出生地：青森県
　　　　都会育ちをアピール中
性　別：オス　常時発情中
年　齢：42歳１か月　
体　重：64Kg
主　訴：右眉尻に老人性色素班（シミ）を発見。
動　機：シミをとって、若さを保ちたい。
　　　　女子に「キャー・キャー」言われたい。
治療法：レーザー治療 写真１　右眉尻の老人性色素班
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　シミのあった「かさぶた」部分に保護テープを
貼って終了です（写真３）。新しい皮膚を紫外線か
ら守るため、かさぶたが取れないようテープで保護
します。これは、前回のクリニックと同じ。

　そして、気になる会計は・・・

￥17,910 円 ！！

　前回よりも、安くて・・・低価格。�
　レーザーの種類や照射面積が異なるので比較はで
きませんが、前回（￥99,360円）のＴクリニックの
５分の１以下でした。

　２週間後、保護テープを取ると・・・あれ？シミ
が薄く残っています。そのうち消えるのかな？と思
いながらレーザーを照射した部分に日焼け止めク
リームを塗り、紫外線対策を始めました。

　さらに１週間後、やっぱりシミが残っている気が
します（写真４）。
　しばらくしてもこのままだったら、レーザー２回
目かな・・・と気落ちしながら日焼け止めクリーム
を塗り続けたのでした。

　心配していましたが、その後、１週間程度でシミ
は徐々に薄くなっていき、２回目のレーザーをする
ことはありませんでした。
　前回は、保護テープを外して確認したら、シミが
消えていたのですが、今回は違っていました。自分
なりにレーザーの種類や出力、施術部位による違い
なのかと考えています。

　結果的に、前回と同様シミは取れました。お値段
には大きな違いがあり、財布にやさしい感じがしま
した（笑）。
　私は、今回の値段なら２～３年に１度くらいやっ
てもいいかな？と思っています。
　なお、私のシミ取り体験談は、各病院の患者に対
するサービスの在り方、使用した施術機器・方法等
が異なるため病院を比較しているものではありませ
ん。
　この恥ずかしいお話が、皆さんのお役に立てるこ
とをお祈りしています。

 写真２ 　レーザー処理後の「かさぶた」

写真３　 保護テープの装着

写真４　 施術３週間後の状態
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　2021年７月27日、ユネスコ（国際連合教育科学文

化機関）の世界遺産委員会が、三内丸山遺跡など北

海道・北東北17の縄文遺跡群を世界文化遺産に登録

しました。

　これら遺跡群は、かねてより青森県をはじめ関係

自治体が連携・共同してユネスコ登録に向け、縄文

人の普遍的な文化的価値を伝えるため、国内外で情

報を発信し土器等の展示やフォーラムを開催してき

ました。

　世界文化遺産の登録は、県内では「白神山地」に

続き２番目となります。

　この度の登録は、三内丸山応援隊ガイドの一人と

して心より嬉しく思います。

《�登録までの経緯�》
　登録までは、

①�2005年10月、三村知事が縄文遺跡群を世界遺産に

ユネスコに登録を目指したいと表明。

②�2009年１月、ユネスコの暫定リストに縄文遺跡が

記載。

③2016年３月、構成資産を17遺跡に整理。

④�2019年７月、文化審議会が再び「縄文」を推薦候

補に決定。同12月政府として推薦を決定。

⑤�2020年９月、ユネスコの諮問機関であるイコモス

（国際記念物遺跡会議）が17遺跡などの現地調査

を実施。

⑥2021年５月、イコモスが「登録」を勧告。

となっています。

　イコモスの勧告を受けて、この度、ユネスコ世界

遺産の登録となりました。ここまで知事の表明から

16年、1992年三内丸山遺跡の発掘調査から29年経過

したこととなります。

《�縄文時代とは�》
　ところで、縄文時代とは、紀元前13,000年頃か

ら同400年頃までの約１万年以上と言われ、今回の

「17縄文遺跡群」はそれぞれ縄文初期から晩期に位

置しております。

　この間、縄文人は、周辺地域の自然とふれあい持

続的に利用する技と心体をもって、自然と共生する

生活文化を醸成するため、狩猟・採集・漁労を生業

の基盤として定住を達成しました。

　また、それぞれの居住地を形成し集落を作り、釣

り針や弓矢、土器等の道具類を造り、共同墓地・祭

祀場の設置など地域によっては共同施設など生活の

多様化がみられています。今回、登録された各遺跡

群は、それぞれに特徴を有しています。

　それでは、登録された17遺跡群、青森県８件、北

海道６件、岩手県１件及び秋田県２件について簡単

に概要を紹介します。

（�青森県�）
１  青森市・三内丸山遺跡

　紀元前3,900～2,200年頃にかけて長期間継続した

大規模な拠点集落で、高さ約15ｍの大型掘立柱建物

や長さ約32ｍの大型竪穴建物など多くの建物があり

ます。また、大人墓・子供墓、貯蔵穴、盛土（祭祀

場等）など様々な施設等が確認されています。

　出土した土偶・石偶は約2,000点と日本最多とさ

れています。後述の形成変遷や漁や狩りの道具であ

る釣り針・矢じり、櫛・腕輪などの漆器品が多数

出土し、他地域から持ち込まれたヒスイ（新潟県）、

コハク（岩手県）及び黒曜石（北海道）など広範囲

の交流も確認され日本でも最大級の遺跡です。

祝・三内丸山遺跡など17の縄文遺跡群が世界文化遺産に登録

� 青森支部　沼宮内　春　雄
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２　八戸市・是川石器時代遺跡

　紀元前4,000～300年頃の新井田川の河岸段丘の集

落跡で、古い順に一王寺、堀田、中居の３遺跡から

構成されています。

　一王寺遺跡から出土した細長いバケツ状の土器が

大量に見つかり「円筒土器」と命名されました。ま

た、中居遺跡からは、赤色漆塗り鉢形木胎や櫛・弓

など木製品が多数出土しました。竪穴建物、土坑慕、

捨て場及び貝塚・水場など様々な施設も確認されて

います。なお、対岸の風晴遺跡から国宝の「合掌土

偶」が発掘されております。

３　つがる市・亀ヶ岡石器時代遺跡

　紀元前1,000～300年頃の岩木川左岸に位置する土

坑墓群遺跡です。江戸時代から優れた土器・土偶が

多数出土することで知られ、「亀ヶ岡文化」の名称

の由来となりました。

　亀山、沢根及び近江野沢の３地区からなり、台地

とそれを囲む低湿地やその周辺から精巧な土器・土

偶、籃胎漆器、ヒスイ製の玉類や「遮光器土偶（国

重要文化財）」の出土した遺跡でも有名です。
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４　青森市・小牧野遺跡

　紀元前2,000年頃の八甲田山西麓に土地造成と特

異な配石で３重の直径55ｍにも及ぶ大規模な環状列

石（約2,900個）を中心とした祭祀遺跡です。

５　弘前市・大森勝山遺跡

　紀元前1,000年頃の岩木山北麓にある希少な縄文

晩期の環状列石（約1,200個）で長径約48ｍ。短径

約39ｍの楕円形の祭祀遺跡です。

�

６　つがる市・田小屋野貝塚

　紀元前4,000～2,000年頃の貝塚を伴う集落跡で、

クジラやイルカの骨角器、人骨が出土しています。

ベンケイガイ製の貝輪（ブレスレット）が多数出土

しています。

�

７　外ヶ浜町・大平山元遺跡

　紀元前13,000年頃の蟹田川左岸に位置する遺跡で、

旧石器時代の土器群と土器片や石鏃が出土しました。

�
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８　七戸町・二ッ森貝塚

　紀元前3,500～2,000年頃の小川原湖左岸に形成さ

れた大規模な貝塚を伴う集落跡です。魚・動物の骨

で作られた釣り針、銛が多数出土しています。装身

具の「鹿角製櫛」は県重宝に指定されています。

（�北海道�）
９　函館市・大船遺跡

　紀元前3,500～2,000年頃の太平洋に面した大規模

な集落跡で深さ２ｍを超える大型の竪穴建物が特徴

です。大量の土器等のほかクジラ、オットセイ、ク

リなどの動植物遺物が確認されています。

�

10　函館市・垣ノ島遺跡

　紀元前7,000～1,000年頃の太平洋に面した高台に

位置し約6,000年も定住者がいた集落跡です。長さ

19ｍを超える大規模な盛土遺構や副葬品の「足形付

土版」など縄文人の心や考え方の精神性を示す遺跡

です。

11　千歳市・キウス周堤墓群

　紀元前1,200年頃に構築された周堤墓と呼ばれる

集団墓地です。地面を円形に掘り下げて大きいもの

で、外径が約75ｍ・高さ約５ｍと縄文時代最大級の

記念物です。

�

12　伊達市・北黄金貝塚

　紀元前5,000～3,500年頃の遺跡で、噴火湾を見下

ろす段丘にあり、海岸線の変化に連動して作られた

５つの貝塚で構成された集落跡である。

�
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13　洞爺湖町・入江貝塚

　紀元前3,500～2,000年頃の噴火湾を望む高台にあ

る貝塚を伴う集落跡です。墓域から四肢骨がか細い

病気の男性人骨が発見され、長く介護されていたの

ではないかと考えられています。

�

14　洞爺湖町・高砂貝塚

　紀元前2,000～800年頃の貝塚を伴う集落跡。入江

貝塚と隣接しています。抜歯の痕跡がある人骨や妊

産婦の墓などが確認されています。

�

（�岩手県�）
15　一戸町・御所野遺跡

　紀元前2,500～2,000年頃の馬淵川東岸に位置する

大規模集落遺跡です。配石遺構を伴う墓域を中心に

集落を構成し、土屋根住居が確認されています。

�

（�秋田県�）
16　鹿角市・大湯環状列石

　紀元前2,000～1,500年頃の米代川支流の大湯川左

岸に位置する大規模な環状列石を主体とする祭祀遺

跡です。万座（100基以上の配石遺構）と野中堂（60

基以上の配石遺構）の二つの環状列石は直径40ｍ以

上もあり、200年以上にわたって造り続けられまし

た。

�
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17　北秋田市・伊勢堂岱遺跡

　紀元前2,000～1,700年頃の米代川左岸に築かれた

４つの環状列石を主体とし、このうち３つは直径30

ｍ以上もある大規模な祭祀遺跡です。

�

《�終わりに�》
　以上、17遺跡群について、その概略を紹介しまし

たが、今後は登録遺跡群を各地域振興のため有機的

に活用する工夫が求められることでしょう。

　そのため、関係自治体のみではなく、関係者が連

携を図るとともに地元住民の一人一人が身近な遺跡

として保護・共用することを切望しています。なお、

各遺跡のＨＰで詳細を知ることができます。是非、

ご覧ください。

（参照）
○「北海道・北東北の縄文遺跡群」　

〇「－ＪＯＭＯＮ－北海道・北東北の遺跡群」

　�縄文遺跡群世界遺産登録推進本部（青森県企画政

策部世界遺産登録推進室）
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　◎会員の動向
　⑴　会員数（正会員・賛助会員）� （人・社）　

令 和 ２
年 度 末

３年度 令和３年
９月30日
現　　在入　会 退　会

418 12 13 417

　⑵　支部別正会員� （人）　

青 森 弘 前 三 八 西 北 上十三 下 北 計

63 29 117 30 154 23 416

７ １ ４ １ ７ ３ 23

� （下段は名誉会員数で内数）

　⑶　賛助会員

会員数 １

名　称 株式会社クレディセゾン

　◎事務日誌
１　事務関係

　�⑴　第４回理事会

　　期日：令和３年９月10日（金）

　　場所：青森市　青森県獣医師会館

　　内容：�令和３年度主要事業進捗状況、公２予算

支出（備品等）、食鳥検査センター給与

規程改正、その他報告事項

　　参集：会長ほか理事、監事

　　　　　事務局長、事務局

２　食鳥検査事業関係

　⑴　第２回特定事業運営委員会

　　期日：令和３年９月６日（月）

　　場所：青森市　青森県獣医師会館

　　内容：�令和３年度事業進捗状況、備品購入、社

用車リース契約、規程改正等

　　参集：委員４名、センター所長、次長

　　　　　事務局

３　部会開催関係

　⑴　会報部会

　　期日：令和３年８月30日（月）

　　　　　　　　　９月13日（月）

　　場所：青森市　青森県獣医師会館

　　内容：令和３年10月発刊188号会報編集

　　出席：会報部会委員、事務局

４　日本獣医師会関係

　⑴　第４回理事会（Webリモート開催）

　　期日：令和３年９月22日（水）

　　場所：東京都港区、青森県獣医師会ほか

　　参集：日本獣医師会長、副会長、事務局長、

　　　　　理事、監事、事務局、担当者

　　出席：会長

〔事務局だより〕 　
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　公益社団法人青森県獣医師会では、平成15年度から青森県の委任を受け、約30名の本会会員獣医師が県内６か

所の食鳥処理場において食鳥検査業務を実施しております。

　令和４年度採用予定の検査員を下記のとおり募集します。

令和４年度　公益社団法人青森県獣医師会検査員募集について�

１　募集人員

　　若干名

２　応募資格

　⑴　獣医師（本会会員であること。）

　⑵　鶏病性検査の経験を有すること

　⑶　①常勤検査員　満65歳以下（採用時）

　　　②非常勤検査員　満70歳以下（採用時）

３　募集期間

　　令和３年10月20日から11月10日まで

４　業務内容

　　食鳥処理場において食鳥検査業務等に従事

５　採用予定年月日

　　令和４年４月１日

６　就業場所

　⑴　�県内６食鳥処理場（十和田市、三沢市

　　　横浜町、五戸町、田子町、階上町）

　⑵　（公社）青森県獣医師会食鳥検査センター

７　提出書類

　⑴　履歴書（市販のもので可）

　⑵　獣医師免許証の写し

　⑶　提出先：右記問い合わせ先

８　選考方法

　⑴　書類審査の後、面接試験を実施します

　⑵　面接試験の日時・場所は、後日通知します

　⑶　採用の場合、本人に直接通知します

９　待遇・勤務条件等

　⑴　常勤検査員

　　①給与：本会給与規程による（賞与あり）

　　②諸手当：通勤手当、寒冷地手当等あり

　　③福利厚生：社会保険あり

　　④退職金制度：あり

　　⑤勤務日数：原則として週５日

　　⑥休日：日曜、祝日、年末年始

　　　休暇・有給休暇（食鳥処理場稼働日は勤務）

　⑵　非常勤検査員

　　①給与：本会給与規程による

　　②諸手当：通勤手当

　　③退職金制度：あり

　　④勤務日数：週2日～4日程度

10　その他

　�　応募書類等は、応募に関する事務のみに使用し、

その他には使用しません。

【問い合わせ先】
　〒030－0813
　　青森県青森市松原２丁目８番２号
　　　公益社団法人青森県獣医師会事務局
　　　　　　　　　　　　　☎ 017－722－5989
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　地球温暖化の影響なのか、前線が停滞し梅雨のよ

うな夏の長雨が続き、高校野球大会が順延につぐ順

延、九州や中国地方に尋常ではない雨量が降り注ぎ

ました。被害に遭った方々には、心よりお見舞い申

し上げます。

　さて、異常気象に加えて、一層深刻さを増すコロ

ナ禍の中でオリンピック、パラリンピックが開催さ

れました。逆風下での中央強行突破気味な開催は賛

否が分かれるところですが、スポーツ観戦が好きな

私個人としては「あり」だったかなと思っています。

　特に、これ程パラリンピックを見たことがありま

せんでした。

　いつも、オリンピックの後、放送もなく、いつの

まにか終わっていたというイメージでした。

　しかしながら、各競技、見ていればとてもエキサ

イティングで引き込まれてしまいました。

　これも無観客で自宅観戦・応援となった事に加え、

国内開催と言うことで放送プログラムが充実してい

たためかも知れません。

　コロナ禍での、ほんのか細い光明があるとすれば、

こんな所に転がっていたと言えるような展開を、是

非期待したいものです。� （ＡＮ）

　令和４年１月１日発行予定の会報第189号の原稿を募集いたします。

　会員各位の投稿のほか、各支部獣医師会だよりの原稿もお願いいたします。

　原稿は、投稿規程を参照して作成し、次の方法で青森県獣医師会にお送りください。

　締切り日は11月30日です。期日までにお願いいたします。

〔原稿の提出方法〕

　原稿は原則としてMicrosoft�Wordで２段組み、23字×37行で作成し、ファイルは電子メー

ルに添付して本会事務局に送信してください。なお、原稿ファイルがWord以外で作成され

た場合は、使用したソフトをお知らせください。

　手書きの原稿や、大容量（20MB以上）の写真を含む原稿ファイルはCD-R等に記録し、本

会事務局に郵送してください。

　本会事務局住所：〒030－0813　青森市松原二丁目８の２

　電子メールアドレス：ao-vet@smile.ocn.ne.jp

原　稿　募　集
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ニューカッスル病ウイルス赤血球凝集素 *

ツベルクリン * 

アカバネ病生ワクチン

ブルセラ急速診断用菌液 *

＊印以外のワクチンは要指示医薬品
◎使用前は必ず使用説明書を読み、注意事項を守って使用してください。

KM1904-4

（096）345-6505（営業直通）
（03）3443-0177（東京営業所）

メディパルグループメディパルグループ

本社　〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地６丁目２番地１３
　　　　 　ＴＥＬ　０１１（３７６）３８６０　　ＦＡＸ　０１１（３７６）２６００

http://www.mpagro.co.jp/

東北営業部 TEL -2011 FAX 0120－446902

事業所一覧

東京本部・岡山オフィス・福岡オフィス
札幌・旭川・北見・帯広・釧路・函館・青森・秋田・盛岡・山形・仙台・東京・北関東
大阪第一・大阪第二・兵庫・岡山・広島・山口・鳥取・島根
高松・徳島・松山・宇和島
福岡第一・福岡第二・熊本・宮崎・鹿児島・鹿屋
ＡＨＳＣ（アニマルヘルスサポートセンター）
ＭＰアグロ
札幌・帯広・盛岡・関東・御津・各物流センター

●動物用医薬品販売の全国ネットワークを駆使し、あらゆる動物の

健康を守ります。

●安全な畜水産物の生産をサポートし、食の安全・安心と自給率の向

上に貢献できる会社を目指します。

メディパルグループメディパルグループ

0178－20青森支店

動物の健康はヒトの健康につながる
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本社・〒950－0134 新潟県新潟市江南区曙町 5 丁目 1 番３号 

北東北営業部 青森チーム TEL・0176-23-7231 FAX・0176-24-0290 

私達は動物用医薬品の供給により 

動物・ペットの様々な病気を癒すサポートをし、 

さらにそれが人々の心の癒しとなることを願います！ 
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問い合わせ先
引受保険会社

〒160-8338　東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL.03-3349-5402  FAX.03-6388-0161
受付時間 9：00～17：00（土・日・祝休）

団体・公務開発部第二課
損害保険ジャパン株式会社幹事代理店 株式会社安田システムサービス

〒163-1529　東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー29Ｆ
ＴＥＬ：03（3340）6497　ＦＡＸ：03（3340）5700
受付時間 9：00～17：30（土・日・祝休）

SJNK19-10350（2019.12.3）

獣医師の皆さまを取り巻く様々なリスクの備えに

獣医療業務や動物診療施設の事故に対する損害賠償請求に備える
獣医師賠償責任保険
（クレーム対応サポート補償付） （個人情報取扱事業者賠償責任保険）

オプション「トリミング・ペットホテル危険担保特約」「個人情報漏えい補償保険」

「獣医師会のほけん」

保険契約者  公益社団法人 日本獣医師会

公益社団法人日本獣医師会 獣医師福祉共済事業

獣医師の皆さまとご家族に
大きな安心を!!

このご案内は概要です。詳しい内容につきましてはパンフレットをご請求いただき、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせください。

動物病院の「什器・備品・医療機器」の損害に備える
動物病院「什器・備品・医療機器」総合補償

（テナント総合保険）

病気やケガに備える

所得補償保険 団体長期障害
所得補償保険

新・団体
医療保険 傷害総合保険介護保険 動物病院従業員補償 

傷害総合保険
＊1 ＊2 ＊3

＊１医療保険基本特約、疾病保険特約、傷害保険特約、がん保険特約セット団体総合保険  ＊２介護一時金支払特約セット団体総合保険  ＊３就業中のみ危険補償特約セット傷害総合保険

日本獣医師会福祉共済事業各保険
の資料は下記幹事代理店までご請
求ください。
なお、携帯電話からもご請求いただ
けます。下のＱＲコードからアクセス
してください。

団体割引20％
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