５．危険な水辺の動植物
●野生の大型動物に出会った時の対処法
山 間部で は，た まにイ ノシシや 鹿，時 には
クマ などの 野生動 物に出 くわすこ とがあ る。
遭遇 したら あわて ず騒が ず，動物 を刺激 しな
いように静かにゆ っくりと立ち去るようする 。
食べ 物を持 ってい る時は リュック ごと置 いて
逃げ るのが よい。 決して あわてて 走って 逃げ
ない（ただし，坂 道でクマに出会った時には ，
クマ は前足 が短い ので坂 を下るの が下手 なの
で坂 下ヘ走っ て逃げ た方が よい 。
）。こう した
野生 の大型 動物に は出会 わないに 越した こと
はな いので ，事前 に地元 の人から 情報を 得る
ようする。

●虫に刺されたら
自然の中でもっ とも多く起きるトラブルが ，
蚊や アプ， ブヨ， ハチな どによる 虫刺さ れで
ある 。特に 早朝と ，夕方 から夜に かけた 時間
帯が 要注意 。その 間だけ でも帽子 に長袖 ，長
ズボ ンとい った肌 を出き ない服装 （黒い 色は
避け る）を し，な おかつ 防虫スプ レーや 蚊取
り線 香で防 御する ように する。も し，毒 虫に
刺さ れてし まった ら，患 部を水で 洗い流 し，
抗ヒ スタミ ン系の 薬を塗 って冷や す。か ゆく
ても決して患部を かかないこと。

●かぶれに注意
気 が付か ないう ちにウ ルシ科 のヤマ ウルシ ，ヤマ
ハゼ ，ヌル デとい った木 々に触 ってし まい， かぶれ
てし まうこ とがあ る。ま た，蝶 やガな どの鱗 粉でも
かぶ れてし まう人 もいる 。注意 が肝心 だが， もしか
ぶれ てしま ったら ，患部 に触れ ないよ うにし て，で
きるだけ早く皮膚科 の専門医の診察を受ける。

●生半可な知恵で野草やキノコに手を出さない
野 草やキ ノコの 中には 毒を持 つもの も多い 。トリ
カブ トヤツ キヨタ ケなど を誤食 した例 は毎年 のよう
に報 告され ている 。図鑑 やガイ ドブッ クを見 ただけ
では ，素人 にが見 分ける のは難 しいの で，と にかく
怪しいものには手を 出さない方が無難。

●口に入るすべての物に気を付ける
実 際に食 べる物 以外に も，口 に入れ る物に は気を
付け る。キ ャンプ での食 事の際 に，近 くに生 えてい
る本 の枝な どで箸 やバー ベキュ ー用の 串を作 ったり
する ことが あるか もしれ ないが ，それ がどん な植物
なの かきち んと理 解した うえで 使用す ること 。以前
イギ リスで は，強 心作用 のある 成分を 含有す るキョ
ウチ クトウ の枝で バーベ キュー 用の串 を作っ たキャ
ンパ ーが， 心臓麻 痺を起 こして 死亡し た例も ある。

●思い込みは禁物
●スズメバチに襲われた場合
毒虫の中でとく に危ないのがスズメパチで ，
時に は刺さ れた人 が死ぬ こともあ る。黒 くて
動くものには集団 でしつこく襲ってくるので ，
つき まとわ れても なるべ く騒がず ，腹這 いに
なっ てじっ と動か ないよ うにする 。決し て手
など で払う ような 行為は しない。 また， 刺さ
れや すい人 は，香 水や匂 いのする ものは 体や
髪の 毛に付 けない ように する。ジ ュース など
の飲 みかけ の缶や フルー ツなどを 近くに 置か
ない ように する。 もし刺 きれたら ，ポイ ズン
リム ーバー ととげ 抜きな どを使っ て毒針 と毒
液を 取りり 除き， 患部を 冷やして すぐに 病院
へ行く。

●アナフィラキシー・ショックに注意
ス ズメパ チに限 らずハ チの毒が 怖いの は，
人問 の体が ハチの 毒に対 して強力 なアレ ルギ
ー反応を引き起こ すことである。特に数ｶ月以
内に 1 度ハナに刺されたことが ある場合には
注意 が必要 。体内 にはす でにハチ 毒に対 する
抗体 ができ ており ，再び ハチに刺 される と強
烈な アレル ギー症 状が起 き，ショ ック死 して
しま うこと もある 。アレ ルギー体 質の人 は特
にハチには注意す ることが大切。

「 こんな 所にこ んな生 物がい るわけ ない」 といっ
た思い込みは禁物で ある。平成 11 年，江戸川の河川
敷で はそれ までい なかっ たマム シが出 没する ように
なり，注意を促す看 板が立
てられた。どうやら 前年の平成 10 年 9 月に利根川が
太増水した際に上流 から流されてきたらしい 。また，
同じくヘビのヤマカ ガシは，昭和 59 年に中学生が噛
まれ て死亡 したこ とから ，毒ヘ ビであ ること が分っ
たが ，以前 は毒が ないと 思われ ていた ため， いまだ
に毒へどではないと 思い込んでいる人も多い。

●未知の生物にも用心
以 前は日 本にい るはず のなか ったセ アカゴ ケグモ
やハ イイロ ゴケグ モとい った毒 グモが ，近年 ，横浜
や愛知 ，大阪などで相 次いで発見されている 。また ，
ペッ トとし て飼わ れてい た爬虫 類など が逃げ 出した
り， 捨てら れたり して住 宅地や 河川敷 などで 発見さ
れる といっ たニュ ースも 最近で は珍し くない 。ワニ
ガメ などは 子ども の指な ど簡単 に食い ちぎっ てしま
うと いう。 とにか く見慣 れない 生き物 がいた ら手を
出きないようにする ことが大切である。

