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　職種間連携が進んでいくなか、Net4U活用の

場も徐々に広がってきています。そのような背

景もあり、Net4Uに関する講演の機会を頂き

ました。以下、講演の抜粋を書き留めておきま

す。

Net4U　～16年の歩みとこれから～

Net4Uの歴史

　Net4Uは、2000年の経済産業省の補助金事業

で開発されましたが、この事業を受託できた背

景には、地域にイントラネットを構築し、毎日

メール運動、ホームページによる情報提供、在

宅患者情報共有システム、医師会検査データ閲

覧システムの開発など活発な活動がありまし

た。2012年には、ストローハット社の開発によ

り、「医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャ

ル・ネットワークNet4U」として全面改訂され

ました。新Net4Uは、在宅医療における医療と

介護の連携をおもなターゲットとしたソーシャ

ルメディア的なシステムですが、電子カルテと

しての要件も満たしており、在宅医療のみなら

ず、病病、病診連携などさまざまな局面で活用

できる仕様となっています。Net4Uは鶴岡以外

でも、富山県、宮崎県、新潟県、長野県など、

全国の６地域、800程度の施設に導入されてい

ます。

Net4Uとちょうかいネット

　2012年には、庄内二次医療圏にちょうかい

ネットが導入されましたが、ちょうかいネット

はあくまで医療機関を繋ぐ医療情報ネットワー

クのことであり、おもに病院カルテの閲覧に利

用されています。一方、Net4Uは電子カルテそ

のものであり、ちょうかいネットのなかでは、

開示カルテのひとつでもあります。

Net4U運用の現状

　2017年１月末現在、延べ登録患者数は５万人

を超え、毎月400人を超える新規登録があり、

順調に運用されています。参加施設は、近年、

介護系施設、薬局が増えていますが、一方で、

診療所が増えないというジレンマがあります。

Net4Uは、当初、医師間の病診連携のツールと

して始まりましたが、今やユーザー数では、ケ

アマネ、訪問看護師、医師の順であり、在宅医

療における医療・介護連携にニーズが高いこと

が示されています。

薬剤師、歯科医師の活用へ向けて

　当院と調剤薬局では、事例を選びNet4Uで情

報連携していますが、安全性を担保する上でも

有用性が高いと感じています。歯科での利用は

今後の課題ですが、がん患者の口腔機能管理に

おける医科歯科連携、在宅医療における食支援

（地域NST）における多職種間での情報共有、

コミュニケーションツールとしての活用が期待

されます。

まとめ

　Net4Uは、全国で最も歴史があり、最も実

績のある地域電子カルテです。しかし、診療所

の参加率は30％以下に留まり、理想とした「１

地域１患者１カルテ」には、まだまだというの

が現状です。一方で、あらゆる分野でインター

ネットによるネットワーク化は急速に普及して

おり、いずれ医療においても、それが当たり前

の時代になると思われます。我々には、この分

野のトップランナーであり続ける自負と責務が

あり、今後とも全国に先駆けた活動を継続して

いきたいと考えています。

日時：平成 29 年 2 月 17 日  ㈮　
場所：グランド エル・サン　

鶴岡地区三師会

鶴岡地区医師会理事　三原　一郎　
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　３月１日、鶴岡准看護学院卒業式が挙行さ

れ、准看護師、看護師を目指し勉学や実習に励

んだ24名の卒業生が学び舎を巣立っていきまし

た。この２年間で彼らが大きく成長できたこと

を関係者各位に御礼と感謝を申し上げますとと

もに地域医療の仲間入りをする職業人として温

かいご指導をよろしくお願いいたします。

（答辞より抜粋）　　57回生　総代　渡部　範子

　ようやく冬の厳しい寒さも和らぎ優しい春の

光が差し込み始めた今日の佳き日に私たち第57

回生は鶴岡准看護学院を卒業する時を迎えまし

た。今日を迎えるにあたり、卒業生それぞれが

決して一人の力ではここまでたどり着けなかっ

たということを実感しています。

　２年前の春、私たちは看護の道に進む喜びと

新しい仲間との出会い、これから始まる学生生

活への期待と不安に胸を膨らませ、入学して参

りました。高校卒業後すぐに入学した者、社会

経験を積んだ後入学した者など人生経験が異な

る者同士が同じ教室で学ぶことには戸惑いもあ

りましたが、年代の差を超えて人として接する

ことが大切であると、相手を尊ぶ気持ちを常に

持つようになりました。また入学直後から、気

を抜く間もなく、専門知識の学習や看護技術・

態度と、学ぶべきことの多さに沢山の時間を費

やす一方で、新たな学びを得る幸せが常に胸の

中にありました。

　入学して半年後に迎えた戴帽式では、患者様

一人ひとりの生活を思いやる心を大切にし、そ

の人らしさを支えたいと、24人全員でナイチン

ゲール誓詞に誓いを込め、その灯の暖かい光は

いまでも胸の中に輝いています。

　事前学習を重ねて臨んだ実習にもかかわら

ず、患者様の疾患・症状を理解し、状態を観察

していくのが難しく、どのように個別性を出し

た看護計画を立て、援助を行っていけばいいの

か、悩む日が続きました。１日30時間位あれば

いいのに、と毎日が記録と勉強で寝不足の日々

でした。子供のいる人は、遠足や参観日にも参

加することができず、子供に無理をさせている

のが分かっていながら、実習や学校に向かうこ

とで精いっぱいで、自分の至らなさに落ち込む

人もいました。また、自分たちの未熟さにぶつ

かり、どうしたらいいか分からずトイレでひっ

そり泣く人もいました。悩み続けて前に進めな

い友達に対し、なんと声をかければいいのか分

からず、ただ聞くことしかできない歯がゆさを

感じることもありました。しかし、そのような

中でも、患者様はご自身の不安や痛みをよそに、

私たちを受け止めてくださり、時には「頑張っ

て」と背中を押してくださいました。その存在

にどんなに救われたことでしょう。そして同時

に、相手を思いやる気持ち、病に立ち向かう強

さ、そして命の大切さを教えていただきました。

　今こうしてこの場に立つことができるのは、

未熟な私たちを受け入れてくださった患者様、

学び多き学習になるよう根気強くアドバイスを

くださった指導者の方々、時には厳しくも励ま

してくださった学院長先生をはじめ諸先生方、

共に考え、悩み、壁を乗り越えてきた仲間た

ち、そしてどんな時も私たちを理解し信じて支

えてくださった家族のおかげだと心から感謝し

ています。

　57回生の皆さん、お別れの時がきました。そ

してこれから本当の看護の道が始まります。こ

の先も様々な事がそれぞれの道に起こると思い

ます。その時は、この学院で学んだことや仲間

のことを思い出して初心に戻ってください。技

術・態度・そして看護の心に磨きをかけ、切磋

琢磨していきましょう。

　最後になりましたが、鶴岡准看護学院の益々

のご発展とご臨席の皆様方のご健康とご多幸を

心よりお祈り申し上げ、答辞とさせていただき

ます。

第57回鶴岡准看護学院卒業証書授与式
日時：平成 29 年 3 月 1 日 ㈬　
場所：医師会館 3 階   講堂  　
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　小児救急では多数の軽症患者とそれに隠れた

重症患者がいて、軽症患者に時間をかけず、ま

た重症患者を見逃さないことが重要となる。そ

れを実現するために必要なアプローチとして第

一印象、バイタルサイン、ABCDE 評価がある。

　小児救急において、診断をつけるよりも先に

病態を把握して直ちに介入することが重症化を

防ぐ場合または、重症化を防ぐことになる場合

が多いが、逆に診断をつけることを優先するあ

まり病態の把握を怠り、介入が遅れた結果、重

症になってしまうこともある。また、小児では

自分で症状を訴えられないことや身体所見がと

りづらいという特徴があり、診断をつけること

が時に困難であるため、もし診断がつかなかっ

たとしても緊急度と重症度が低いと正しく評価

ができれば「帰宅」させることができる。

小児救急患者の診療の一般的な流れは以下の通

りである。

①第一印象で緊急度を判断

② 緊急性があれば速やかに介入、緊急性がなけ

ればバイタルサインとABCDE 評価（一次評

価）を行って重症度を判断

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

従って、適切に第一印象と一次評価を行うこと

で詳細な問診や診察を始める前から、緊急度と

重症度を判断できる可能性がある。

　第一印象とは目の前に現れた小児の様子を観

察し、２～３秒で小児の意識・呼吸・循環を評

価することである。意識については、自発開眼

があるか、周囲に対して正常に反応するか、診

察室で遊ぶか、ぐったりとしていないかなどを

見て「よい」か「悪い」かを判断する。呼吸に

ついては、多呼吸や陥没呼吸がないかを視診で

評価する。循環については、皮膚を見て網状チ

アノーゼがないかという視診に加え、毛細血管

再充満時間（Capillary Refilling Time; CRT）

の延長がないかを確認する。これらを見ること

で、小児の来院時の状態が「よい」のか「悪

い」のかを判断し、「悪い」状態であれば速や

かに介入することが重要である。第一印象は特

に特別な機器を要さないため、簡単なトリアー

ジにも有用であり、第一印象が悪い小児を見か

けた場合にはバイタルサインの測定や診察を他

の患者よりも優先させることができる。

　バイタルサインは簡便に測定でき、かつ非常

に重要な情報となる。特に、バイタルサインは

診察前に測定されていることが多く、実際には

第一印象よりも先に評価することが多い。ま

た、呼吸器疾患以外では呼吸数が測られないこ

ともあるが、例えば胃腸炎による代謝性アシ

ドーシスを代償するために頻呼吸になり、代償

性の呼吸性アルカローシスになることもあるた

め、疾患にとらわれず呼吸数は測定されるべき

である。

　生理学の復習となるが、

　心拍出量＝心拍数×一回拍出量

　血圧＝心拍数×一回拍出量×末梢血管抵抗

　分時換気量＝一回換気量×呼吸数

　という式があるが、小児では成人と違って、

調子が悪くなったときに一回拍出量や一回換気

量を調整できないことから、血圧や分時換気量

を調整するためには、主に心拍数や呼吸数が変

小児救急地域医師研修会 日時：平成 29 年 2 月 23 日 ㈭　
場所：医師会館 3 階   講堂    　

小児救急とバイタルサイン

鶴岡市立荘内病院小児科　　

　幾瀨 　樹  先生　
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動することとなる。従ってバイタルサインを確

認するときに心拍数や呼吸数が正常値よりもど

れほど逸脱しているかが重要な情報となる。小

児では異常がなくても一時的にバイタルサイン

が変動することがあるため、特に 2 SD以上の

変動がないかどうかが重要である。また、体温

が１度上昇すると酸素消費量が増加し、生理学

的に呼吸数が約５回/分、心拍数が約10回/分

上昇し、年齢によってもバイタルサインの正常

範囲が異なることも考慮に入れる。なお、小児

のバイタルサインの正常値は、小児救急の書籍

やインターネットなどでご確認いただきたい。

　ABCDE 評価とは以下のように各臓器の評価

を順番に行うことでより介入ポイントを明確に

するものである。バイタルサインと絡めて評価

されることが一般的である。

　Airway：気道

　Breathing：呼吸

　Circulation：循環

　Dysfunction of CNS：中枢神経系の異常

　Exposure & Environmental control：

　　　　　　　　　　　全身の観察と体温管理

これらをABC・・・の順に評価し、異常があ

れば介入し、介入後に異常が改善されたかどう

か再評価することが重要である。

　Aの評価では、上気道もしくは下気道が閉塞

しているのか、それとも不完全閉塞なのかを見

ることである。気道分泌物・気道異物などが原

因であることが多く、Aの異常が認められた場

合には吸引や体位調整、窒息解除法などの介入

を行う。

　Bの評価では、胸壁の動き、呼吸数、努力呼

吸の有無、呼吸音の異常がないかどうかを確認

し、異常があれば酸素投与や気管支拡張薬（メ

プチンやベネトリン）の吸入を行う。

　Cの評価では、脈のリズム、心拍数、網状チ

アノーゼの有無、CRT、血圧、心雑音の有無

などを確認する。頻脈やCRT延長、網状チア

ノーゼを認めた場合には補液の投与が必要であ

る。特に徐脈や血圧低下を認めた場合にはその

まま心停止になってしまう可能性があるため、

迅速な介入が必要である。小児では成人と違っ

て、徐脈や心停止の原因の多くがAやBの異常

であるため、気道確保と補助換気を直ちに開始

し、それでも徐脈が持続する場合には胸骨圧迫

を躊躇なく開始する必要がある。

　Dの評価では、意識レベルや瞳孔所見を評価

するが、小児ではこれらを成人と同様に評価す

るのは困難である。特に意識レベルについて

は簡易的に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）、Pain（痛み刺激に反応）、

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、

痙攣や中毒、脳炎脳症、外傷、代謝異常症など

が考えられる。Dの異常が顕著のときはABCも

不安定になることもあり（「切迫するD」と言

う）、Dの異常を改善させるのと同時にABCの

安定化を目指す必要がある。

　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、網状チアノーゼがあればCの異常がな

いか確認する必要がある。体温の異常に対して

は、冷却もしくは保温を行う。

　特にDとEの異常については、ABCに立ち

返って、ABCにも異常をきたしていないか再

評価することで見逃しを減らすことができる。

　以上のように、第一印象、バイタルサイン、

ABCDE 評価による一次評価を迅速に行うこと

で、本人の全身状態がいいのか、悪いのか、悪

いならどの病態が悪いのかを判断し、ただちに

介入し悪化を防ぐことができる。また、それぞ

れの病態に介入し改善が認められる場合には二

次評価・三次評価へと進み、最終的に診断がつ

いてくることになる。一方で介入しても改善が

認められない場合には、診断や病態に関わらず

専門医療機関もしくは専門医での診療につなげ

ていくことが重要である。
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　毎年恒例の医師会スキー同好会によるスキー合宿が２月25日㈯、湯殿山スキー場にて行われまし

た。今回は１日だけの日帰りプラン。スキー参加者は初参加も多く総勢23名となりました。

　私は午後から参加させていただいたのですが、午前中は絶好のスキー日和とはいかないものの悪

天候までにはならず、まずまずの空模様だったようです。午後からは風もほぼなく日差しがまぶし

いくらいの上天気となりました。

　スキー場に来ると、軽快な音楽が流れる場内の白い雪山に、鮮やかな色とりどりのスノーウェア

が栄え、滑走している人を見ているだけでも不思議と高揚感を覚えます！

　スキーやスノーボード組が颯爽と滑りに行く姿を見送り、私は童心に返って久しぶりのソリ遊び

をしました。

　同好会メンバーの中には、リフト上でスキー板が落下したり、ゲレンデでスキー靴が壊れたりと

ハプニング！？もあったようですが、スキーやスノーボードで爽やかな汗をかいたり、ゲストハウ

スで日中からお酒を飲んだりと各々雪山での時間を楽しみました。同好会長の齋藤壽一先生は12本

も完滑されたとのことです。すごい！

　夕方にはスキー場を後にし、お待ちかねの懇親会へ。焼き鳥八重を会場に佐久間豊明先生、残念

ながらスキーは参加できなかったメンバーも加わりました。おいしい焼き鳥と共に日中の話題など

を酒の肴に大いに盛り上がり、最後は一本締めでお開きとなりました。

　来年のスキー同好会は泊まりがけでの蔵王合宿に決まりました。多くの方々の参加をお待ちして

おります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課　菅原　　萌　

　　　鶴岡地区医師会スキー同好会　スキー合宿

日時：平成 29 年 2 月 25 日 ㈯　
場所：湯殿山スキー場  　　　
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　前回原稿依頼があってチェロの事で執筆させ

ていただいたのが2008年の２月のようで、ちょ

うど丸９年を迎える。不思議なくらいチェロは

続いており、出かけない限りほぼ毎日音を出し

ている。相変わらず仙台フィルの山本先生に教

わっているが、そこは不肖の弟子。進捗状況は

いまいち。それでも先生はあきらめずに教えて

くださり、自分の音楽性は別として、チェロの

旧約聖書ともいうべき「バッハチェロ組曲」か

ら新約聖書の「ベートーヴェンチェロソナタ」

に突入している。そんなわけで愛読書ならぬ

“愛楽譜”ともいうべき２冊の本を得ることが

でき、日々ページをめくっては奮闘している。

　また鶴岡室内合奏団では、これも成り行きの

まま団長（実質事務方、集金係）を続けてい

る。夏冬年２回のカトリック鶴岡天主堂でのコ

ンサートを行い、昨年11回目のクリスマスコン

サートを終え、現在はサマーコンサートに向け

ての選曲を始めた所だ。と言っても自分が決め

るわけでもなく、先生と精通した団員の意見に

おんぶに抱っこという平和な路線を歩んでいる。

　話は変わって４年前の夏。ひょんなきっかけ

で家内と一緒に北アルプスの白馬岳に登った。

学生時代少しは夏山登山をやったことがある

し、普段それなりに歩いているし、最近は山用

のストックなる道具があることが分かったし…

と、何とかなると思っての山行だった。さすが

北アルプス。お天気、お花畑、大雪渓は最高。

雷鳥にも会えました。ただ身体はとんでもなく

ボロボロ。だがそこでめげなかった。山の素晴

らしさに目覚めたというか、取りつかれたとい

うか…。翌年ＮＨＫで「グレートトラバース、

日本百名山一筆書き」という田中陽希（超人）

が百名山を徒歩で踏破する番組を知り、さらに

火が付いた。それからは時間があると近くの金

峯山・羽黒山などで修業を行い、日本百名山な

るものをできる限り登ってみたいと励んでい

る。昨年までに何とか56座を登り、かなりのハ

イペースだとは思うが、これからはアプローチ

の大変な深い山が残っている。年はとって体力

は落ちるし…。さて、いくつまで登れるだろう

か。

―第100回―

Joy Full Time おぎわら医院　荻原　学　Joy Full Time
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　ところで鶴岡に荒倉山という油戸から登れる

山があるのですが、人づてに聞いて春に行って

みて思わず驚愕。カタクリの花を筆頭に、山野

草で溢れ、しかも驚くことにシラネアオイとい

う高山でようやくみられる優美な花が群生して

いるではありませんか！

　標高307ｍ。絶対お勧めです。

　つぎは８年前の話。「歌舞伎座さよなら公演」

を何とか観ることができたのだが、これまたい

けない。はまりにはまってしまい、子供たちが

東京にいることもあって上京の際は歌舞伎座や

新橋演舞場に足を運んでいる。最初は気張って

一等席なんかで観ていたのだが、懐事情もあ

り、割安の席での観劇に。でもこれがまた面白

い。役者の声は通る。舞台は遠いが俯瞰ができ

る。双眼鏡を持っていれば表情もしっかりとら

えられる。ときには堂々と居眠りもできる。ま

た「大向う」と言って、劇の雰囲気を盛り上げ

るために声を掛けることもできる。劇場では大

向うの役の人が決まっていますが、実際に一度

声をかけて失敗し、最近はだんまりで観るよう

にしている。時代物は壮大で重厚だが言葉が難

しい。世話物は面白く馴染みがある。ケレンと

いう廻り舞台、早替わりや宙乗りなどは大迫

力。なんといっても襲名披露などでの口上は伝

統を忍ばせる。最近はスーパー歌舞伎なるもの

もあり、誰でも楽しめる。

　また上京ついでに展覧会へも足を運んでい

る。父が油絵を描いていたこともあったのか、

自分自身では筆を持ったことが無いに等しいも

のの、なぜか足が向く。展覧会を見る心得の一

つに「展示物の中で唯一自分が欲しいものを探

す（お金は溢れるほどある、という設定で）」

というやり方があるそうで、それに習って出展

作品を鑑賞するようにしている。さーっと一回

り、その後気になった作品をもう一度。そんな

具合で欲しい作品を探し、最後は売店でポスト

カードを求める。しかし、洗脳されてしまって

いるのかもしれないが、それが展覧会のポス

ターやチケットの画像とまったく一緒で、自分

自身で美を探究する能力のなさに気付かされ

る。ルネサンス、バロックはいい。でも、やは

り印象派か。現代は理解を超えている。

　最後に、これまたはまってしまったものがあ

る。身体にいい悪いは抜きにして、人類が長い

間、共、友？にしてきた液体だ。どれだけ汗を

流し、英知を絞って造ったのだろう。お店に行

けば手に入いる。ネットでクリックさえすれば

送られてくる。山行ついでに山の裾野に広がる

産地を訪ねるのも楽しい。鼻をくすぐる美香

を前にしていつまでもグラスから離れられな

い。口に含むと、新たに広がる香りと味覚に酔

いしれる。料理との出会いでの相乗効果。テロ

ワールとかマリアージュ…言葉も覚えました。

でも、「Life is too short to drink cheap 

wine．」はいいすぎでしょ。結局はワ
・

イ
・

ワ
・

イ
・

ん
・
として楽しむのがいいんだろうと思うので

す。そしていつの間にか誘われるのです。記憶

が薄れ行く世界へ…。
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４月28日㈮
横山　　薫 先生 北里大学医学部　消化器内科学

演題名「増え続ける炎症性腸疾患－潰瘍性大腸炎のup to date－」

６月30日㈮ 濱崎洋一郎 先生 獨協医科大学　皮膚科

９月１日㈮ 堀　　裕一 先生 東邦大学医療センター大森病院　眼科

10月12日㈭ 齋藤　玲子 先生 新潟大学　医歯学総合研究科

平成29年度　鶴岡地区医師会勉強会のお知らせ

　下記のとおり、平成29年度鶴岡地区医師会勉強会を開催することとなりました。詳細につきまし

ては、鶴岡地区医師会会報等で後日お知らせいたします。
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編　集　後　記

　毎年スキー合宿に参加される齋藤壽一先生、日本各地を奥様と伴に登山をしている噂は聞いておりま

したが日本百名山一筆書き中の荻原学先生、ドローン撮影でスノボーの腕前を披露される三原一郎先生

と当医師会にはとんでもなく元気な先輩方がおられる事にびっくりさせられます。

　今年度より医師会理事を拝命し、医師会組織の大きさと医師会総会で事業計画と予算の説明を聞いた

だけでは分からない様々な事が一部ですが判ってきました。予算を一つ立てる、報告するにも各事業の

現場のトップ、事務方が綿密に計画、計算し、何度もの夜の会議を経て医師会総会で報告、提案されま

す。見えない処で多くの方々の労力が注ぎ込まれております。歴代の医師会役員の先生方、医師会職員

の方々には感謝を申し上げます。鶴岡市、山形県では覚えきれない程の事業が行われており、医師会が

関わらずにできない事業がやはり覚えきれない程あります。これらの事業は鶴岡市民が健康で生活する

には必要な事業であり、医師会役員、職員だけでは成し得る事は不可能です。医師会員、一人一人の御

協力が必要です。昨年度までは医師会より、又は自治体からの依頼が医師会を経由してお願いされた場

合には、可能なものは協力してきたつもりでした。自分が自治体からの依頼を医師会員にお願いする立

場になり苦労しましたが、多くの先生に御無理を聞いて頂き、なんとか体裁を繕う事ができました。御

協力頂いた先生には、この場を借りて深く感謝を申し上げます。

（佐久間　正幸）
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