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　去る２月９日㈫に庄内南部地域連携パス推進

協議会の懇談（親）会を開催しました。

　通称「パス協」の活動そのものは、2006年に

大腿骨近位部骨折地域連携パスの運用検討・開

始のため、前湯田川温泉リハビリテーション病

院院長の竹田浩洋先生が中心となり設立した研

究会時代も含めると10年になります。そのパス

協全体会の一環としての懇親会は初めてのこと

となります。

　当日は、会長の三原先生のご挨拶で会がス

タートし、その後、この４月から当地区で運用

が開始される「新脳卒中地域連携パスシステ

ム」について、荘内病院神経内科の丸谷先生と

ストローハット社の菅原さんのお二人に、ご紹

介いただき新たなパスシステムの運用開始に向

け参加者みんなで思いを共有したところです。

　さて、ここからがメインイベントである懇親

会の始まりです。パス協副会長の湯田川温泉リ

ハビリテーション病院の武田院長の乾杯のご発

声で懇親会がスタートしました。当地域の連

携パス運用には欠かせない仲間同士の会です

ので、懇談の花はすぐに会場のあちこちで開

花しました。後半には、その場で思いつきの

「じゃんけん大会」で盛り上がりもピークに達

し、じゃんけんに勝ち景品をGETした参加者

は笑顔で写真におさまっていたようです。会場

も勤労者会館の大ホールということもあり、す

べてが手作りと言いますか、事務局スタッフが

中心となり会場づくりを行ない、アットホーム

な感じがさらに会を盛り上げたのかもしれない

と思ったりもしています。最後は、最高の笑顔

の荘内病院外科系診療部長脳

外科医の佐藤和彦先生の中締

め後、会はお開きとなりまし

た。当地域の連携の輪を広げ

るには「飲ミュニケーショ

ン」は大事だと改めて思う一夜となりました。

参加して下さった先生方はじめコメディカルの

皆さま方ありがとうございました。この場を借

りてお礼申し上げます。

日時：平成 28 年 2 月 9 日 ㈫　
場所：勤労者会館   　　　　

庄内南部地域連携パス推進協議会懇談会 2016  in 鶴岡市勤労者会館

庄内南部地域連携パス推進協議会　事務局　

地域医療連携室ほたる　遠藤　貴恵　
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　平成28年３月３日、第56回鶴岡准看護学院卒業

証書授与式が挙行されました。思えば２年前の４

月、緊張と不安で迎え入れた学生達の卒業式で

す。教員になるとは思いもしなかった自分の看護

人生。縁があり鶴岡地区医師会に就職し、10か月

間の看護教員養成講習会終了後学院のことなど何

もわからないまま担任となり、転びそうになりな

がらとにかく無我夢中で走り続けた２年間でし

た。時には厳しい言葉で教えなければならないこ

ともありましたが、困った時は必ず他の学生が私

を助けてくれました。このまま教員を続けていけ

るのか思い悩んだ時には、56回生の学生が私の道

標になってくれたように思います。私自身がたく

さんのことを学んだ２年間でした。

　365日の紙飛行機の歌の歌詞にあるように「♪そ

の距離を競うよりもどう飛んだか、どこを飛んだの

か♪それが一番大切、さあ心のままに…365日♪」

　卒業生一人ひとりのこれからの人生が輝かしいも

のでありますように祈っています。

教務主任　五十嵐くみ子　

第56回生総代　堀　正浩

　鶴岡公園にある宝寶館の春告げの紅梅も早咲き

に開花し、暖かい春の光がさしこみ始めた今日の

良き日、私たち56回生24名は卒業を迎えることと

なりました。

　思い起こせば２年前、看護の道に進むことを決意

し入学して参りました。入学式の日、学院の入り口

から３階までの長い階段を、これから始まる学生生

活への期待と不安を胸に一段一段のぼって行ったこ

とを昨日のことのように思い出されます。入学直後

からは慣れない専門用語で書かれた教科書での学習

や看護技術や態度など、学ぶことの多さに戸惑う

日々が続きました。それでも新しい学びへの希望で

胸が震えていました。

　半年後の戴帽式では、ナイチンゲールのひとつの

ろうそくから灯が広がり、講堂を静かに照らす幻想

的な感動の中で、准看護師になるという決意を新た

にしました。

　親睦会や体育大会では先生がいつも話されてい

た「世代を超えた誠意ある付き合いを」という言

葉を胸に、実習期間中の限られた時間の中で協力

して、企画・運営を行うことが出来ました。初めて

の臨地実習では、初日の朝に実習先へ向かう時の胸

が張り裂けるような緊張感を今でも忘れることがで

きません。半年間にも及ぶ実習期間中は、看護実習

を生活の中心に置く日々が続きました。受け持ち患

者様に合わせた看護計画立案が難しく、記録は深夜

までおよび睡眠時間も十分にとれないまま実習に向

かうことが何日も続きました。出来上がった看護計

画も患者様の個別性を十分に捉えきれず、日々迷い

の中での実習が続きました。自分の未熟さを痛感し

准看護師への道の険しさに押し潰されそうになるこ

ともありました。しかし、そのような時は同じよう

に苦しんでいるクラスメイトに助けられ様々な看護

観による視点の違いから新たな展開に気づかされた

ことも多くありました。何より患者様がご自身の苦

痛をよそに未熟な私たちを受け入れて下さり「あり

がとう」と掛けてくださった言葉に幾度となく支え

られました。患者様を通して学ばせていただいたこ

とは、今後の看護の道を歩む私たち１人ひとりの原

動力になると思います。そして、多くの時間を共有

し、共に笑い、悩み、涙してきたかけがいのないク

ラスメイトたちとの出会いに感謝しています。

　入学式の日、先生が話してくださった「ここでみ

んなが出会えたのは縁だと思う」という言葉。ここ

で出会うことが出来たすべての人たちは私にとって

特別な存在となりました。

　４月、桜のつぼみが一つ、また一つと開花し薄桃

色に色づく頃、私たちはそれぞれに新しい道を歩み

始めます。入学式の式辞で学院長先生よりいただい

た「看護は患者様とそのご家族のためにある」とい

う言葉を心にとめ、学院での学びを活かし精進して

いきたいと思います。伝統ある母校の今後のご発展

と、諸先生方ならびに在校生皆様のご健勝とご多幸

を心よりお祈りして答辞とさせていただきます。

第56回鶴岡准看護学院卒業証書授与式
日時：平成 28 年 3 月 3 日 ㈭　
場所：医師会館 ３階講堂  　
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　農夫の豊治は、今朝も１人で浜に出た。まだ

夜も明けやらぬ、うす暗い道を、初夏になれ

ば、淡紅色の花をつける浜昼顔や浜梨が生えて

いて、草いきれのする砂地の道を通って波打際

までやって来たのだった。

　三月の海は、まだ冬の様相を呈していて、沖

は暗い雲で被われ、轟々と音をたてている。わ

りと近くには白帆を立てた舟が幾艘もただよっ

ている。寄せては返す冷たいさざ波が、草鞋ば

きの豊治の足を濡らす。潮の香が立ちのぼり、

鼻を刺す。

‐‐‐南前方には　　　

　牛の背山が青黒くどっしりと聳え、中腹には

横に白く霞が長くたなびいている。北の方には

鳥海山が雪を冠して美しい姿をみせている。

　この村の人たちが早朝の浜辺を、このように

歩くのは、大時化の夜などに荒波に打ちつけら

れて失神した烏賊や小魚などが、大量の木端や

枯葉、海藻などと共に渚に寄っているのをひろ

えるからである。

‐‐‐冬の大時化の朝なら　　　

　海藻に産みつけられた鰰の卵塊（ぶりこ）も

たくさん拾えるのだ。今朝も、豊治はすでに烏

賊三杯と小鯛二尾、あと雑魚数尾をひろって腰

籠に入れた。家にもって帰れば、女房が料理し

て夕餉に出してくれる。

　豊治は、なおも、藻屑の絨毯の上の渚を歩き

はじめた。すると、前方に何やら黒い塊が、輪

郭がぼんやりと目に入った。

　‐‐‐はて。あげだどごさ岩など無
ネ

がった筈

だども　　　

と怪訝に思って近づいてみると、何と、それは

大きな海亀であった。亀は、よくみると、後鰭

に傷を負っていて、前鰭で掘った砂の穴にた

まった水を自分で傷にかけている。水は湯気が

たっている。手を入れてみると、それは、熱い

湯であった。豊治はその湯を傷口に何度もかけ

てやった。

‐‐‐やがて　　　

　亀は、のっそりと動くと、沖へむかって泳い

でいった。次の日も、次の日も、亀はやってき

て、同じように砂を掘って湯水を傷に浴びて

いった。そして五日もたったころ、傷は治った

らしく、うれしそうに、沖へと泳ぎ帰っていっ

た。このとき、あたりに急に霊気がただよいビ

リッと豊治の身を襲った。

‐‐‐その夜、豊治は夢をみた。

　枕もとに、白髪で白い衣をつけ、白い髭を蓄

えた老人が現われ『わしは、この海に永く棲ん

でいる亀である。このまえ、大船から下された

碇にぶつかって、鰭に大怪我をしたが、浜辺に

温かい泉が出るのを感じて、それを浴びたとこ

ろ、すっかり良くなった。これからは、この温

泉の守護神となって人々を病苦から救って遣わ

す』というやいなや、老人の姿が消え、夢から

醒めた。

‐‐‐夜が明けて。

　豊治は亀が湯浴みしていた場所にゆき砂を深

く掘ってみると、熱い湯が滾滾と湧き出した。

　豊治は、急ぎこのことを村人に報せたところ

「ここに湯浴み場を造ろう」ということになっ

て、砂を深く掘って湯壺にし、四角に柱を立て

屋根をかけて、まわりを葭簀で囲っただけの簡

単な湯小屋とした。そして、村人の腫れもの

　特別寄稿

春暁の渚にて
― 亀の精の贈りもの ―

《 林内科・循環器科医院 》 林　順一　



第 287 号 平成28年3月15日発行

や、傷、痛みのある者を入浴させてみると、塩

分を含んでいることもあってか、またたく間に

見事に全快した。

　このことは、すぐに近郷近在に知れわたり、

多くの湯浴みをする人が訪れるようになった。

しかし、砂を掘っただけの湯壺は、波打際にあ

るため、大波が押しよせてくると跡形もなくな

り用をたさなくなってしまう。

‐‐‐村人たちは思案のすえに　　　

 「そうだ !!　舟板を使って湯壺を造ろう」と考

えた。半農半漁のこの村は、大半の人が艪舟を

もっていて、村はずれには破舟も多く放置して

ある。がっしりした舟の古材は、潮に晒されて

表面がなめらかになっていて肌にさわりがよ

く、湯壺にはあつらえ向きであった。これでよ

うやく、多くの人も入れる湯舟が出来上がった

のであった。湯舟は一つしかないので、当然男

女混浴である。男は下帯姿、女は腰巻に、さら

しを胸に巻いて入浴するのである。

　温泉が湧き、浜茄子や浜昼顔などが群生する

砂地の野原や砂丘が広がり、海に面して長くつ

づく砂浜があるこの村を、いつのまにか人々が

湯・野・浜と呼ぶようになった。

　村人たちは守護神となった亀を敬い、湯が湧

き出た近くの岩の上（現在の愉海亭みやじま

の近く）に湯蔵権現の神社を建てた。この神

社には出雲大社より分霊を勧
カン

請
ジョウ

した。主神は

出雲大社と同じ大
オオナムラノオオミカミ

己貴大神、少
スクナヒコノオオミカミ

名彦大神であ

る。祭日には、亀が鰭の傷が癒えて沖に去った

四月一日とした（現在は五月五日）。今から約

九百八十年前、天喜年間のことである。

　この湯蔵権現は、天保四年十月二十六日に大

津波が庄内浜一帯を襲った際、多くの死者とと

もに流れ去ってしまった。その後慶応二年正月

十五日付で、新築なった湯蔵権現に京都の神祇

伯から正一位温泉神社の神体を拝戴して祀るこ

とになる。明治四十五年には本殿の前に拝殿が

建てられ、本格的な神社の形態を成した。

　この湯蔵権現は、明治以降、湯野浜温泉神社

と改められ、昭和四十七年には、海岸道路新設

のため、元、加茂小学校湯野浜分教場のあっ

た、海が一望できる山の上に遷座され、温泉村

を見守り加護している。

註

・出雲大社

鳥取県出雲市大社町杵築東にある神社。祭神は大国主命

で、ほかに天
アマノミナカヌシノカミ

之御中主神・高
タカムスヒノミコト

皇産霊尊・神
カ ミ ム ス ヒ ノ カ ミ

皇産霊神・

宇
ウ マ シ ア シ カ ヒ ヒ コ ジ ノ ミ コ ト

麻志阿志軻備比古遅命・天
アマノトコタチノカミ

之常立神の五神などを配祀。

出雲阿国はこの神社の巫女。

・大
オオナムラノオオミカミ

己貴ノ大神（大穴牟遅神）

記紀神話で天孫降臨以前、葦
アシハラノナカツクニ

原 中 国（日本の神話的名

称）を支配した神。古事記では大国主神の別名。

・少
ス ク ナ ヒ コ ノ オ オ ミ カ ミ

名彦名ノ大神

日本神話の神。大国主神とともに国土経営にあたり、医

業、温泉、酒造の神。少名毘古那神。

・温泉神社の社掌（昭和二十一年からは宮司）。

倉田正勝（加茂）安政五年（1858年）。

林　順和（湯野浜）明治六年三月。

五十嵐三郎治（湯野浜）明治十三年より十五年。

林　順安（湯野浜）明治十五年より十八年。

菅原淑人（椙尾神社）明治二十一・二年より大正初頃まで。

倉田斎一郎（加茂）大正の初めより昭和三十八年四月。

細井義正（不詳）昭和三十八年五月六日より。

打田弘光（椙尾神社）現在。

・湯野浜住民会発行「湯野浜の歴史」より一部参照抜粋。
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　小児患者の診療は、年齢や疾患が幅広く、成

人とは異なる生理学的な反応を示すことや、主

訴・症状を自ら上手に訴えられないなどの特殊

性から、病態を正しく評価して治療につなげて

いくことが困難と感じることがある。圧倒的に

軽症が多い小児救急患者の中で、精査や継続加

療が必要な小児患者をどのように見付けていく

か、その一助にしていただければ幸いである。

　小児救急患者の診療の一般的な流れは下記の

とおりである。

①第一印象で緊急度の判断

② 緊急であれば速やかに介入、非緊急であれば

バイタルサインを用いたＡＢＣＤＥ評価（一

次評価）

③診察、詳細な問診などの二次評価

④検査などの三次評価

　第一印象とは小児の様子を最初にざっと観察

して得られる所見の事で、目視と聴音によって

最初の２～３秒で小児の意識・呼吸・皮膚色を

観察・評価する。待合室を見渡した時に感じる

患児の印象や、診察室に入ってきて診察を始め

るまでの短い時間に感じたことを評価に活かし

ていく。この時点で『悪い≒全身状態不良』と

判断すれば、詳細な問診や診察の前に速やかに

介入（人や物を集める、など）をすることが重

要である。

　一次評価におけるＡＢＣＤＥアプローチとは、

Airway：気道

Breathing：呼吸

Circulation：循環

Dysfunction  of  CNS、Disability：中枢神経系

の異常

Exposure＆Environmental control：全身の観

察と体温管理

の一つ一つに関して、『評価→異常があれば介入

→再評価』を繰り返し、改善させていくことを

目標とする。

　Ａの評価では、気道のトラブルが上気道なの

か下気道なのか、あるいは完全閉塞なのか不完

全閉塞なのかなどを評価する。Ａの異常があれ

ば、それらの分類に従って吸引、体位調整、窒

息解除法（ハイムリック法や背部叩打法）など

の介入を行う。

　Ｂの評価では、胸壁の動き、呼吸数、努力呼

吸の有無およびその部位、SpO2 、呼吸音の異

常を評価する。頻呼吸や努力呼吸を認めた場合

には、速やかに酸素投与や適応があれば気管支

拡張薬の吸入を行う。特に、呼吸数の評価は非

常に重要であるため、年齢を考慮した早見表な

どを用いて適正な呼吸数かどうか評価する。ま

た、年齢によって多少の差はあるものの、小児

では体温が１℃上昇すると呼吸数が生理的に約

５回/min程度増加するため、体温も考慮した呼

吸数の評価が重要である。これに関しては体温

上昇による心拍数の変化と合わせて、インター

小児救急地域医師研修会 日時：平成 28 年 2 月 25 日 ㈭　
場所：医師会館 ３階 講堂  　

　　　　　　～第一印象、バイタルサインの評価、ＡＢＣＤＥへのアプローチ～

鶴岡市立荘内病院小児科　　

　黒沢　大樹 先生　
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ネット等でご参照いただきたい。

（エマージェンシーケア　http://www.medica.

co.jp/m/emergencycare/file_library/60006140）

　Ｃの評価では、脈の強さ・リズム・脈拍数、

末梢皮膚の色調・温度、毛細血管充満時間

（CRT）、血圧を評価する。Ｃの評価で重要なの

は、年齢に応じた心拍数の評価である。呼吸数

同様、変化の割合は年齢によって多少の差はあ

るものの、体温が１℃上昇すると心拍数は生理

的に 10 bpm程度増加する。そのため、年齢と体

温も考慮した心拍数の評価が大切である。

　たとえば、心拍数が 145 bpmの４歳児の評価

において、体温が 39.8 ℃であれば生理的上昇の

範囲内かもしれないが、もし体温が 37.8 ℃であ

れば＋1SDの範囲であり、生理的上昇＋α（た

とえば重症感染、脱水、疼痛など）が隠れてい

る可能性を考えなければならない。

　Ｃの異常で頻脈や CRT 延長を認めた場合には

速やかに輸液による介入が必要であり、特に低

血圧を伴う非代償性ショックと認識した場合に

は急速投与（ボーラス投与）が必要となるため、

血圧測定が重要となる。小児の徐脈は稀ではあ

るが、循環不良を伴う症候性徐脈は心停止一歩

手前の危急事態である。速やかにＡＢへの介入

（気道確保と補助換気）を行い、それでも改善し

ない徐脈（心拍数 60 bpm以下）が持続する場合

には胸骨圧迫を躊躇しないことも重要である。

　Ｄの評価では、意識レベルおよび瞳孔所見を

評価するが、小児の意識レベルは成人で使用さ

れる JCS や GCS での評価が困難である。そこ

で、簡易的に意識レベルを評価する方法として、

AVPUスケールがある。これは、Alert（意識清

明）、Voice（呼名や大声に反応）、Painful（痛

み刺激に適切な反応）、Unresponsive（刺激に

対して適切な反応なし）の４段階で評価する。

Ｄの異常の原因としては、痙攣、中毒、脳症・

脳炎、外傷性、代謝異常症などが考えられる。

痙攣時の瞳孔所見では、一般的には散大および

対光反射の消失が認められるが、そうではない

瞳孔所見を認める痙攣では中毒や転換性障害な

ども考慮して対応しなければならない。

　痙攣（特に熱性けいれん）は小児では比較的

頻度が高い疾患ではあるが、いざ痙攣が持続し

ている患児を目の前にすると冷静に対応するこ

とは意外と難しい。しかし、このような場面で

も基本はまずＡＢ（Ｃ）を評価し適切な介入を

行って安定化させることであり、その上でＤの

異常である痙攣に対して薬剤投与を行っていく

ことが重要である。

　Ｅの評価では、出血や皮膚異常などの外表所

見と体温について評価する。出血があれば圧迫

止血し、皮膚所見の異常があればＡＢＣに立ち

返って再度評価・介入を行う。体温の異常に関

しては、適切な体温管理のために冷却または保

温、解熱剤投与などの介入を行う。

　小児に限らず、患者さんの診療において、最

終的には確定診断に至るための努力をすること

は医師の責務である。しかし、救急の場におけ

る初期診療では、診断よりも生理学的な異常の

把握とその介入が優先されるべきである。つま

りは、診断のための問診や検査に時間を費やし、

介入が遅くなることによって状態を増悪させて

しまうことは絶対に避けなければならない。そ

のために、第一印象およびＡＢＣＤＥアプロー

チで速やかにかつ適切に評価・介入し、改善が

あれば二次評価・三次評価へと進み、改善がな

ければ診断・疾患によらず専門医療機関や専門

医での診療へとつなげていくことが重要である

と考える。
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４月15日㈮ 本谷　聡 先生 札幌厚生病院副院長

６月10日㈮ 堀口　淳 先生 島根大学医学部精神科医学講座　教授

８月26日㈮ 村島温子 先生 国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター主任副センター長

10月未定 水田克己 先生 山形県衛生研究所所長

平成28年度医師会勉強会のお知らせ
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編　集　後　記

　３月になり気候も春めいてまいりました。路肩の雪もほぼ消え庭には蕗の薹が顔を出しはじめ

ました。まだ寒さがぶり返す日はあるでしょうが雪と寒さから解放されることにほっとしていま

す。しかし、暖冬だったためか例年より遅れてインフルエンザ感染者数がピークを迎えており、

またスギ花粉の飛散も始まっているため体調の管理には十分気をつけたいところです。

　３月３日に鶴岡准看護学院56回生24名の皆さんが卒業されました。おめでとうございます。私

は泌尿器科の講義と試験を担当しておりましたが私の講義を真剣に聴いていただき、また試験問

題を今年は今までと大きく変更したものの一回の試験で全員合格となりました。伝統ある鶴岡准

看護学院の卒業生としてそれぞれの進む道で新しいチャレンジ、頑張っていただきたいと思いま

す。

　スーパーの鮮魚売り場の主役は寒鱈からサクラマスに交代となり、居酒屋のメニューからも鱈

のこづけやしょうゆ漬けが消えてしまいました。もう１か月もすると桜の開花のニュースも聞か

れるようになることでしょう。春の到来は嬉しいものですが、どんがら汁とは来年までお別れで

す。冬の名残のどんがら汁を食べながら来年の再会を誓いました。

　何かと多忙な年度末ではありますが、来年度もめでぃかすとるをよろしくお願いいたします。

（三浦　道治）

編集委員：三浦 道治・福原 晶子・三科　武・斎藤 高志・中村 秀幸・伊藤 茂彦

発 行 所：一般社団法人鶴岡地区医師会　 山形県鶴岡市馬場町 1 ー 34

　　　　　TEL 0235ー22ー0136　FAX 0235ー25ー0772　 E-mail ishikai@tsuruoka-med.jp

　　　　　ホームページにも掲載しております　　　　　　　　　URL http://www.tsuruoka-med.jp鶴岡地区医師会 検 索

 「 にらめっこ 」

伊藤　末志　

　昼下がりの河原。ゴールデンの金志郎君とブルドックのぽん太君のにらめっこ。仲の良い

２頭だが、視線が微妙にずれていることにお気付きかな。ぽん太君の熱烈なラブコールに対

し、金志郎君がビビり加減に目をそらせている一瞬。

表　紙
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