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　先週の水曜日の夜に宮城
県・福島県で震度₆強、八戸
でも震度₅弱の大きな地震が
ありました。地震が起きたと
きはちょっと長く続いていた

ので11年前を思い出しましたが、₂回の地震
が₂分間隔で起きたということのようです。
相変わらずスマホから流れるひじょうにドキ
ドキするアラーム音に慣れず、逆に慣れない
というのがあの音の狙いなのかと感じていま
した。
幸い我が家にも、会社にも、お取引いただい
ている会社にも大きな被害がなかったように
聞いていますが、東北新幹線や東北自動車道
ではちょっと大きな被害が出ておりました。
新幹線の全線復旧は₄月20日頃と言われてい
ますが、ちょうど₄月の新入学、新たに社会
人になるということで上京する方、あるいは
転勤で異動する方、東京に向かわれる方が
多々いらっしゃると思いますが、異動に混乱
が起きるのではないかということを気にして
います。

〇先週の理事会で、まだ感染
が流行しているということか
ら、₄月１か月間は全員出席
扱いにすることが決まりまし
た。現在蔓延防止措置の地区

は日本にはありませんが、今後流行がはやっ
たりして、蔓延防止地区に行かれた方はその
後10日間程度は体調の管理も鑑み、例会の出
席を自粛いただくことになりました。引き続
き体調管理、症状のある方はなるべくオンラ
インでの参加をお願いしたいと思います。
　₄月に関しては27日にお花見例会を予定し
ていましたがそちらは延期です。₅月末に新
緑例会ということで考えていますので、改め
てご案内したいと思います。₄月スケジュー
ルは年度末、人事異動などもありまだ確定に
はなっていませんが、通常例会での開催を予
定しています。皆様には出席確認などなるべ
く早めにお知らせします。きょうも₆人のド
タキャンがありました。お弁当が余っていま
すので、持ち帰りたい方がいらっしゃれば、
帰り際にお申し出ください。もし、キャンセ
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ルや例会に出られないことがわかりました
ら、なるべく早めに事務局にご連絡をよろし
くお願いします。
　例会の出席形式は今まで通りこのような開
催形式で、₄月以降も短縮バージョン、お弁
当をお帰りにお持ちいただく形で例会を開催
したいと思っています。
〇来週は任意休会です。

　

　　　　　　　親睦・会場委員会
夏川戸　斉委員長

　　　　　　　○結婚記念日
　　　　　　　　佐々木泰宏（前回）
　　　　　　　　夏川戸　斉・築舘智大さん
広瀬知明さん　コロナで延期になっていた狂
　　　　　　　言特別公演が₅月12日に開催
　　　　　　　されます。よろしかったら是
　　　　　　　非！
小井田和哉・鶴飼寿栄・中村稔彦　�ニコニコ
　　　　　　　　　　　　　　　　�
熊谷清一・小林幹夫・山田慶次さん�　　デー

₃/19㈯−20日㈰PETS出席報告
小林幹夫次年度会長

　　　　　　　　₃月19日～20日にPETS（会
　　　　　　　長エレクト研修セミナー）が
　　　　　　　むつで行われました。このセ
　　　　　　　ミナーは今年の₇月からのク
　　　　　　　ラブの会長になる人を対象と
しているセミナーです。2830地区の各クラブ
の会長幹事が集まって、会長はこういうもの
という研修を受けるのが通例です。ただこの
ご時世ですので、実際に行った方とZOOM
参加の方に分かれて研修を受けました。当ク
ラブからは土曜日がひどい雪だったので、誰
も行けず、ZOOMでの参加になりました。
わたしも₂日間ZOOMで参加しました。な
かなか慣れない研修でした。
　その中で出てきたのが次年度RIテーマは
「Imagine Rotary」。それを受けて2830地区
次期田中ガバナーのスローガンは「ロータ
リーの思いをつなぐ」、そしてそれを受けて
八戸ロータリーではどういうテーマにするか
をこれからはわたしが考えて、発表させてい
ただこうかと思っています。資料が手元に届
きしだい、皆さんに詳しい話をしたいと思い
ます。

委　員　会　報　告

「八戸地域の新型コロナ対策について」

はちのへファミリークリニック　小　倉　和　也　さん

　八戸地域では、地域にお住まいの方が安心
して医療や介護を受けられる環境の構築を目
指し、病院や薬局、介護施設などの多職種が
ICTを用いて情報共有し連携するコミュニ
ティチームであるconnect8というネットワー
クが構築されています。在宅での療養を継続
する患者さんやご家族へ最適な支援が行える
ようにオンライン研修会の開催や様々な情報
の提供なども行っています。最も重要なこと
は、普段からの多職種が連携した適切な情報
共有が行えることです。現在では情報共有の
みならずオンライン診療にもICTツールを
積極的に活用しています。
　新型コロナウイルスへの対策でも、地域の

医療介護連携が大切です。まさに地域医療の
在り方や地域包括ケアシステムの真価が問わ
れているのが現状です。コロナ禍でも全ての
人が自分らしく安心して生活を継続できるよ
うに、適切な時に適切な医療が受けられるよ
うに地域の関係者が協力して、感染者やご家
族を支え合うことが重要です。そのため施設
や宿泊療養施設にいる方も含めて外来の段階
から効率的に安全に医療者を守りながらフォ
ローしてけるような形を作って参りました。
当院には、参加する医療機関をはじめとする
多くの施設にICTツールを提供している
NPO法人リコネクトの事務局を設置してい
ます。
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　具体的な活用状況を説明します。外来に発
熱の方がいらっしゃると、今は発熱外来にい
ろんなやり方がありますが、ふつうに病院に
入っていくことはなかなか難しいので、まず
は問診からオンラインを活用して、こういっ
たものをスマホで入力していただいて、問診
内容を入れていただいて、うちの場合は駐車
場が広いので、外来のときに指定の時間に指
定の駐車場に来ていただいてタブレットを検
査用のスラブをお渡ししてオンラインで診察
をしながら必要な検査をする形をとっていま
す。必要に応じてオンラインの聴診をしたり、
必要な場合は防護服を着て診察をしたり、中
に入っていただいてレントゲンを撮ったりす
ることもあります。
　オンラインで他の自宅療養、宿泊療養の方
も連携でやりましょうということで作ってい
ます。一番大事なのは陽性になった方が、今
までどういう経過で、どこでいつ症状が出て、
診断されたかということを保健所がしっかり
と把握しているわけですが、そこの情報を対
応する医療者に伝えることで、こういう連携
のための情報シートがあるわけです。残念な
がら通常は紙ベースで連絡をするわけですが、
その方たちがどこの場所で療養することに
なったとしても、特に入院以外の場所、宿泊
療養施設や自宅で療養される場合でも基本的
な情報がしっかりと必要な対応する医療者と
共有されていて、その方々の情報もしっかり
と患者さんの健康観察の状況が把握され、必
要に応じてオンライン診療をしたり、電話で
対応したり、どうしても必要な場合は訪問診
療、訪問看護も使えるという形を整えていま
す。
　具体的には軽症者宿泊施設などに皆さんが
入られた場合、看護師が常駐していますので、
看護師が健康観察をして酸素が下がってきた、
咳が強くなってきたなどで連絡をしてもらっ
て、オンライン診療で確認して酸素を測った
り、いろいろなことをしながら必要があれば
病院と連絡をとって連携する。その場合にも
しっかりと情報が共有されるような仕組みを
作っています。また、自宅療養の場合はご自

身がスマホを使ってこちらとやりとりをした
り、必要なときはリンクを送ってオンライン
でも診察ができますので、そのうえでお薬を
出して、薬局が配達したり。そのうえでどう
しても具合が悪いということになれば、病院
と連携をして常に情報を共有しながら病院に
行っていただいたり、場合によっては救急搬
送もできるようになっています。
　アプリを使ったものですが、本人はスマホ
で送られたリンクをそのまま開ければ、こち
らで見られるようになっています。そういっ
たことがタイムリーに行われつつ、必要なと
きは訪問看護師が行く。スマホを用いて聴診
器をあてるとインターネットを通じてこちら
でも音が聞こえるものもあります。これは当
院で実証事業をして昨年からサービスを開始、
製品化されたものです。日本のベンチャーの
会社がやって作っていますが、製造は台湾、
開発チームはウクライナにあります。先日も
ウクライナの開発チームとやりとりするよう
すがFacebookにも載っていますが、その
チームのメンバーも軍隊に行かないといけな
いから来週、出られないということを連絡し
てきて、やり取りもひっ迫した状況だという
ことを伺っています。先ほども支援の話があ
りましたが、彼らの無事と一日も早く平和が
訪れることを祈っています。
　またコロナ対策においてはどうしても自宅
療養の方で訪問看護が必要になる場合があり
ます。八戸では幸い、何とか宿泊療養や自宅
療養の方はオンラインを中心にフォローでき
るような形にしているので、幸い今までのと
ころでは第₄波時の神戸や第₅波時の東京の
ように自宅で酸素を使って訪問診療をしたり、
ステロイドを使ったりという状況にはまだ
至っていません。ぎりぎり何とか必要な方は
入院して基幹病院で診ていただいているよう
な状況です。ただそういった状況が維持でき
るかどうかは、今のこのような仕組みがうま
く機能するかということ、その次の段階とし
て、訪問看護がしっかりと必要なときに動け
るということも重要になってきます。
　訪問看護はどうしても集団で、みんなでグ



ループでやっていますので、その中で感染者
が出たり、濃厚接触者が複数出るようなこと
になると動けなくなってしまう。そういった
ことになったときでもお互いにバックアップ
ができるような仕組みを医師会が中心となっ
て作っています。こういったものもICTや
オンラインを活用しながら、お互いに情報共
有をしてバックアップができる形を作ってい
ます。
　こういったさまざまな仕組みを作りながら、
オンライン診療を活用していったわけですが、
第₅波、お盆休みの前後のときからたくさん
出まして、自宅療養者が一時期300人を超え
ている状況、今は800人になっています。こ
の状況のときにオンライン診療をした回数で
す。日本医師会で一緒に講演した品川区のモ
デルがよく取り上げられていますが、品川区
でグループでやられた数よりもこちらのほう
が何倍か多いのですが、効率的には行われる
ような形にしています。ただもう少し行政と
の連携もきちんとしながらやれる形を今後
作っていく必要があるかと思っています。
　ここまで体制についてお話をしましたが、
医療者以外の一般の皆さま方にもコロナにつ
いてのいろいろな正確な知識をもっていただ
きながら、やはり地域全体で一緒に取り組ん
でいくことが大事です。NPO法人でチャン
ネルを作って、You tube で配信しています。
特にワクチンについてのことも情報を配信し
て、サポーター認定制度のようなものを作っ
て、薬局さんとの連携で、特に副反応がたく
さん出たときにそれにどう対応するかという
こともこういった連携を通じて行えるような
形にしています。こういった訪問看護連携、
副反応対応の薬剤師会との連携もいろいろ全
国でも取り上げていただいて、他の地域でも
かなり参考にしていただいているようです。
　You tubeチャンネルの中で解説している
中で、皆様に知識として提供したいと思って
いるのは、PCR検査と抗原検査の違いにつ
いて。これはどうしてもなかなかご理解いた
だくのに難しいところもあります。簡単に一
言説明させていただきたいと思います。

　PCR検査：コロナウイルスはRNAとい
う核酸が基になっていますが、そういうもの
があるかどうかということを、核酸を増幅す
る機械を使って。ちょっと微量な核酸でもあ
ればそれを増幅させることによって検出する。
ですから少ない量でも検出は可能だというこ
とになります。ただ、手間と時間はかかると
いう欠点があります。
　もう１つはウイルス自体が活性をもって病
気を実際に起こしていなくても、その後の残
骸のようなものも感知してしまうということ
があります。ですから、これを何回増幅させ
るかというような回数をどんどん増やしてい
くと、本当に微量で残骸のようなもの、もう
治ってしまって、もちろん感染力もないよう
な状況でも感知してしまうことがありますの
で、回数をどのくらいを基準にするかという
こともあります。
　抗原検査：一方でウイルス表面のタンパク
を検出するということですので、実際にその
ウイルスがいて活動しているときに、特にた
くさんいる場合に検出しやすいということが
あります。特に症状が出た方で、これをやっ
て陽性になった場合はそれで確定する。簡便
すぐにわかる。実際に当院で使っているもの
は早いもので₈分くらいで結果が出るものも
あります。ただ、もちろんPCR検査よりは
特に症状がないときには少ないウイルスのと
きは感知が難しいということがあります。
　いずれにしてもどちらも100％見つけるわ
けではありません。あくまでも病気の診断は
経過と症状、接触歴と検査の結果を合わせて
確率的に医師が判断することになります。逆
に家の方がコロナ陽性になって一緒に住んで
いる方が同じタイミングで風邪症状が出た場
合は、この検査云々ではなく、もうコロナと
みなしていいだろう。いわゆるみなし陽性が
今認められているということです。その辺を
踏まえて検査をうまく活用するのと、この判
断については医療者としっかりとご相談いた
だければと思います。
　抗原検査の意義としてはウイルス量の多い
人、感染力が強い段階にある人を早期に見つ
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けることで感染の拡大を防ぐことに主に使わ
れます。職場でこういったものを活用してい
るかたもいらっしゃると思いますが、十分に
この辺りをご理解ください。よくやってし
まいがちなのは、移動して接触があった、
ちょっと症状が出ているけれども抗原検査を
して陰性だったからもう普通通りにしてもい
いと考えてしまうのはちょっと。今の話では
あくまでもその時点でウイルス量が十分に多
くなっているかどうかということの目安にし
かなりません。
　もし症状があったり、明らかに接触があっ
た場合には抗原検査がたとえその段階で陰性
だったにしても、もう１日₂日は少なくとも
接触を避けたうえでもう一度再度検査をする。
あるいは医療機関に相談いただくことがいち
ばん感染を拡大させない意味では、結果的に
職場で困ったことにならないためには大事な
ことかなと思います。
　こういう対応をしながら、介護施設などで
もしっかりとやっていけることも含めて、在
宅アライアンスのほうで新型コロナウイルス
感染症の方に関して、どういうふうにして
いったらいいかというプロトコルも作られて
いただいています。特に診療の中身だけでは
なく、行政、医師会、医療関係者がしっかり
と連携をする体制を作っていかなければいけ
ないということを提言をして、国に上申して、
国から事務連絡の形で何度か通達していただ
いています。
　在宅医療連合学会の方のコロナ対策ワーキ
ンググループは本当にこの₂年間、流行が落
ち着いている時期でも月に１回、流行が多い
第〇波という状況になると毎週会合を行って、
これまで改訂第₄版まで感染対策のＱ＆A集
を作ったり、さまざまＢCPというものをど
う作るかということも提案してきました。こ
ういったさまざまなシチュエーションでどう
いった対応が必要かというＱ＆A集は最初は
短かかったのですが、どんどん厚くなって今
は百数十ページになっています。そういった
ものを提供したり、コロナ対策の研修を行う
ためのさまざまな動画や資料を提供したりし

ています。こういったものをそれぞれの事業
所、これは医療介護向けが多いのですが、参
考になるところもありますので、活用してい
ただければと思います。
　こういったコロナ対策は地域で行うコロナ
対策は在宅かかりつけ医、訪問看護などが
ICTオンラインを活用しながら連携して行
う。行政、市民の方々にも協力、ご理解いた
だきながら進める。こういったことが今回の
コロナを機に連携が深まっていけば、今後平
時にもさまざまな連携がよりしやすくなる。
通常の急病、救急との連携をするうえでもこ
れからどんどん活用していけると思いますし、
病院に入っている方が自宅に戻ってくるとき
にもよりスムーズな情報連携や退院支援も可
能になってくると考えています。
　コロナ対策は普段から多職種連携や情報連
携などを行ってきて、それを基盤に地域で進
めていますが、これは全国的に地域包括ケア
システムと呼ばれるものです。地域でさまざ
まな状況、疾患や加齢、障害などさまざまな
ことがあったとしても支えながら地域で生活
していくことができるようにするシステム作
りをわれわれの地域共生を支える医療介護市
民連携全国ネットワークでも推進してきまし
た。コロナ禍も実は対応としては連携によっ
て在宅においても自分らしく生活するため適
切なケアが提供され、必要なときに病院に治
療が受けられるように連携しあうということ
で、まさにこれも地域連携包括ケアそのもの
だというふうにいわれています。これがこの
コロナ禍で生かされ、そしてコロナ禍を越え
てさらにこれがよりICTやオンラインを活
用しながら発展していくことを願って、今は
地域と全国の活動を続けています。
　オンライン診療についてのいろんなセミ
ナーでもお話をさせていただきましたが、や
はり今日本の場合は海外と比べて規制がまだ
まだ強い段階にあります。この₂年間で日本
以外の国はかなりICTオンラインの活用が、
もちろん医療以外の分野でもそうだと思いま
すが、医療の分野でも格段に進んでいます。
日本は残念ながらそこのところは慎重に慎重
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に行っているという段階です。もちろん技術
的にも連携という、特に在宅医療を取り巻く
連携の基盤は日本は恐らく世界でもトップレ
ベルにあると思いますので、そういったもの
を活かしていきながら、より多くの方に効率
的でかつ質の高い医療とケアを提供するため
にはこの数年間でこういうものを強く進めて
いく必要があるというふうに考えています。
われわれのNPOの理事がこういった国の委
員会に参加していますので、少しずつそう
いったものを進めていけるように働きかけて
いるところです。
　世界の流れというところで、WHOでも
言っているとおり、パンデミックでやるべき
ことはふだんの医療の、特にプライマリケア
と言われるものをしっかりと強めていくこと
が必要。その一環としてこういったオンライ
ンやICTの活用も進めていければと思って
います。またこういったことをやっていくう
えで、先ほどウクライナの話もありましたが、
さまざまな国との連携ということも特に重要
になってきます。
　特にコロナに関しては今は世界中同じよう
な段階にあるといってもいいのですが、特に
最初の頃は流行が始まった地域とそれ以外の
国では情報量にかなり差があり、対応の仕方
がなかなか難しいということでした。先進的
に対策を行っていた台湾などの国々と連携し
て情報共有をしたり、当初台湾で防護具の支
援をいただいて、100万円の募金を集めてい
ただいてそれを協力して全国のクラスター発
生地域に配ったりということもわれわれの
NPOと台湾の在宅医療学会が協力して行っ
ていました。
　その後も何回かコロナ対策についても、ア
メリカの先生と台湾の先生とわたしで行った
講演会ですが、向こうのほうにいろいろな情
報を提供しつつ、日本の状況を提供しつつ、
台湾ではどうやっているかをさまざま情報交
換しながら対策を進めてきました。やはりこ
ういったことをこれからも、普段からこの台
湾の学会とは連携協定を結んで協力しておこ
なっているわけですが、コロナでもひじょう

にこれがお互いに役にたち、これからもぜひ
進めていければと思っています。新型コロナ
では今までやってきたことを基にやっていく
ことで、今後の地域包括ケアを促進すること
になると思いますし、そういうふうに進めて
いかなければいけないと思っています。
　わたしも経営者として、さまざまな団体を
運営しながらやっていくうえでも、コロナ対
策の中で一番感じるのは、コロナ対策は日本
の組織課題の対策であると感じます。よく日
本ではPDCAサイクルということが言われ
ます。本当に日本の場合はプランだけはひ
じょうに長くて、プランをやっている間にプ
ラン自体が古くなるということも見受けられ
ます。検討しますということで、大儀合議が
どうしても長く、実行に至らずにPのところ
で終わってしまう。Pのところがプランでは
なく“postpone先送り”になってしまうこと
が、今コロナ対策の中で本当に見えてきたと
ころだと感じています。
　これはわたしの友人が翻訳した本です。戦
争の時に相手の国にそういうことをさせるこ
とによって相手の意思決定や組織を効率的に
動かないようにしていくというような作戦が
あったようです。それを参考にいかに組織と
いうものが効率的に動いていくことができる
かを書いた本です。ひじょうに勉強になりま
す。今後コロナ禍を越えて、この課題を解決
しながら、もちろんコロナの今の課題を克服
していくと同時に組織や社会の課題をこの機
会を好機としていきながら、変えていくため
には今後取り組まなければいけないことだと
感じています。
　医療者がよくいわれるヒポクラテスのこ
とばがあります。ラテン語でArs longa, vita 
brevis、医学の道は長くて人生は短い。ただ
今のこの状況の中では会議が長すぎて、患者
さんの命を守ることや自分たちのやるべきこ
とができない状況になることだけは避けてい
かなければならないと感じています。今後に
向けてさらに地域のほうでも対策を進めてい
きたいと思いますので、ぜひとも皆様のご理
解とご協力をお願いしたいと思います。
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