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リライゾン推進本部長医療法入営照会　理事長森　　孝　郎

皆様方には、日頃、当もりえい

病院に格別のお力添えを賜り厚く

御礼申し上げます。

さて、当院におきましては、平

成19年より「地域医療連携室（コ

スモリンク）」を設置し、連携業務

に取り組んでまいりました。しか

しながら、従来の病病連携・病診連携では、年々対応仕切れ

ない案件が多数増加してきております。

このため、当院では、医療機関相互を中心とした従来の

連携から、人（相談者）を起点とした連携の枠組みをつくる

ことの必要性を痛感し、地域医療連携の機能・態勢を－新

し、対応することと致しました。

具体的には、「人」と「地域」を繋ぐ連携を目指しており

ます。

①「人（相談者）」を起点とした連携を

②医療・介護等の諸問題を人（相談者）の立場から解決に

向けた支援を

（D地域の医療・福祉機関等多様な連携の綱。すなわちリ

ライゾンの構築を

この3つを柱として当該センターを開設するに至りま

した。

相談いただける内容

①医療相談　　　　　　　（D介護相談

③健康保険相談　　　　　　④介護保険相談

⑤在宅等療養相談　　　　　⑥健康相談（薬剤・栄養等）

⑦緩和ケア相談（がん相談）③福祉・生活相談

もりえい関連施設「Famina Cosmos」を利用される

方々、そうでない方々も、お困りことのご相談がありまし

たら、一度、リライゾンセンター繋トけい葛まで足をお運

びください。

専任スタッフ、サポートスタッフが様々な

相談をお受けし、問題解決のお手伝いをしま

す。

当院で直接、お手伝いできないことは、相

談先をご紹介いたします。

お待ち申し上げております。

センター長　服部初美

このセンターの名称リライゾンとは繋ぐという意味を含

めた創語であります。

リライゾンセンター繋トけい葛は、当センターが「人」と

「地域」を切れ目なく繋ぐ「医療・福祉の綱（リライゾン）」

を構成する一員としてお役に立ちたいという想いから、名

づけたものです。

当院はこのセンターを軸に、地域の医療機関・団体の皆

様方との繋がりの輪を拡げながら、紹介のみならず、医療・

介護・福祉の選択・複合支援を中心に、患者様・利用者様・

相談に見える地域の方々等に対し、総合的・包括的な対応

が可能となるよう、当センターを運営してまいりたいと考

えています。

皆様方のご支援・ご協力を切にお願いする次第です。ど

うぞろしくお願い申し上げます。
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替照会の基本理念　地域から信頼され更に進化する病院を目指します　組織にとって大切な物・地域・仲間・チャレンジ

行　動　指　針1．私たちは人の立場を理解し誠実に行動いたします
2．私たちはお互いに努力し支え合う行動をいたします

3．私たちは自らが進化するよう創意工夫いたします

替照会のこころ　五感を働かせた気配りと思いやり
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もりえい病院院長増　田　亨

食道裂孔ヘルニアとは：胸部と腹部の間には横隔膜という

筋肉の隔壁があります。

食道は横隔膜の食道裂孔という穴を貫いて胸部から腹部に

逢します。この穴を通って本来、おなかにある胃の一部が胸

腔へ脱出した状態が、食道裂孔ヘルニアです。

重症例では、胃の全部が入りこむこともあります。

原因は、肥満、喘息の咳蠍、

腰の曲がった円背、高齢など

です。

食道裂孔ヘルニアに高率に

逆流性食道炎を合併します。

症状は、夜間就擾時に特に

強い胸やけ、胸痛、つかえ感

です。

当院では、症状の特に強い

方に腹腔鏡を用いた手術を行っています。

平成27年から29年6月まで22例を施行しています。

術式は、全身麻酔下で腹部に五ヶ所の小さな穴をあげ

て。腹腔鏡を見ながら、胃を腹部に戻して、胃の上部を食道

の後面から食道の右側に引き出して、胃の上部と食道の石

壁を数針縫合、左側も数針縫合し、胃の入り口（噴門）を補

強します。最後に横隔膜脚と胃を数針縫合し、胃が胸部に入

りこまないようにします。臓器の切除を行う手術ではなく、

手術時間も約1．5時間で、御高齢の方にも侵嚢の少なく術後

の痛みの少ない手術です。Toupet手術という名前がつい

ています。

術後は約2週間で退院可能です。

▼術前の上部消化管透視　　　　　▼術後上部消化管透視

↓

縦隔（胸）に入り込んだ胃

食道の左壁と胃を縫合し、ト
胃の入り口を補強

↓

胃はお腹（腹腔）に戻されている

1食道の石壁と胃を縫合し、
胃の入り口を補強

薬剤NAVS

薬剤部からNAVIさせていただきます。

当院薬剤部は、調剤業務はもとより

チーム医療を担う一員として、臨床業l

務に力を入れています。

今回は、緩和ケア専門病棟での薬剤

部の取り組みや薬剤部の最近の活動に

ついて、ご紹介したいと思います。　参事兼薬剤部長
太田知彰

緩和ケア専門病棟での取り組みです

が、ベットサイドでは、患者様に丁寧に判りやすくお

薬についてご説明し、その際、副作用がないかのチェ

ックとともに、患者様の痛みの程度を傾聴し、医師、

看護師等と密接に連携し、痛みに対するコントロール

が適切になされているかの確認をしています。

当院の緩和ケアは、患者様、ご家族様の意向を踏ま

え、在宅も見据えながら、所要の緩和治療を行うこと

としており、この方針を緩和医療チームとして受け止

め、日々患者様の痛みの程度を傾聴し、適時適切な対

応に努めています。

薬剤部では、今日、緩和ケアのみならず、各診療科

においてもかなりの専門性が求められている事を踏

まえ、所属薬剤師の日常の研鐙はもとより、他医療機

関薬剤部の先生方等との積極的な交流・情報交換が不

可欠と考えています。

研鐙・交流・連携により、患者様・ご家族様、院内医療

チームの期待に応えていきたいと考えております。

もりえい病院薬剤部をどうぞよろしくお願い申し

あげます。
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看護部ホームページをリニューアル致しました。

当院のホームページもぜひご覧ください。
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「ケアセンタービオトープ」の入所者様の主な特徴につ

いては、次のとおりです0　　　　　　6月30日現在

地　　域 �桑名市内　77．8％ 

性別・年代 �女性75．8％　　80代以上83．0％ 

介　護　度 �3以上　65．6％ 

実施している 主な医療ケア の内容 �経管栄養（胃ろう・経鼻） 
在宅酸素療法（人工呼吸器管理） 
インスリン投与（血糖値測定） 
痍吸引療法　等 

当施設は、『ご利用者様とご家族様の安心と笑顔、そし

て「心の安らぎを大切にその人らしい生活」を支援します』

を理念としており、実現に向けて3つの体制の強化に取

り組んでいます。

1．プライバシー保護の観点から完全個室、少人数グル
ープで一つの生活単位として分け、馴染みの関係が

作りやすいように固定配置されたスタッフが介護を

行う生活重視のシステムをつくっています。

2．在宅復帰の準備、心身の機能維持・回復・促進、生

きがいづくりなど、入居者様の個別のニーズを重視

〈＿　　　　＿＿ノ・，′・“ノン叫二二三㌢‾‾「

上1確認∴ 10．●」． 麺転機溺鞄 

したリハビリテーションが提供できるシステムをつ

くっています。

3．病院に併設しているため、医療ニーズの高い方を安

心して受け入れできる環境であり、また万が一、急

変された場合でも24時間体制で併設病院と連携を

取り、適切で速やかな治療をうけることができる医

療連携システムをつくっています。

「ケアセンタービオトープ」は、入所者様の立場から医

療・介護のサービスを最大限にご利用いただける施設と

して、地域貢獄を目指していきたいと思っております。

どうぞよろしくお願い致します。

・　緩和ケア病棟紹介鴎 � �敵・入院患者紹介件数 

NNL萱㈱Il雛l≡幡 �設以 �来）　　　　　」 

区　　分 �紹介医療機関数 �総件数 

北勢地域 �19 �146 

北勢地域以外の三重県内 �3 �12 

三重県外 �17 �46 

合　　　計 �39 �204 

主な紹介先医療機関は次のとおりです。

●県内

市立四日市病院、桑名市総合医療センター、県立総合医

療センター、三重大学附属病院、伊勢赤十字病院

●県外

海南病院、愛知県がんセンター中央病院、名古屋大学付

属病院、名古屋第一赤十字病院、大垣市民病院

※新たに名古屋医療センター、京都府立医科大学病院から

ご紹介いただきました。

うなぎで夏のスタミナ補給

∴ヽ＿重言 

土用の丑の日に食べる習慣のある「う

なぎ」。今年の夏は7月25日と8月6日と2

回あります。

みなさんはもう食べましたか？

良質なたんばく質や脂質、ビタミン
A、・B“D・E、カルシウムなど含み、消

化吸収がよいと言われているので夏のス
タミナ源となりますよ。

旬は8－12月ですが、今は養殖で美味

しいうなぎが獲れるので年中楽しむこと

ができます。
＜栄養素＞
eビタミンAは免疫力を高め、蒲焼き1人

前で1日分が賄えるほど豊富！

⑯ビタミンBlはご飯の糖質をエネルギ
ーに変えてくる！

●ビタミンB12は細胞の代謝を助けてく

れる！

●脂っこいイメージもありますが、悪玉

コレステロールを下げる働きと中性脂

肪を減らす働きのある不飽和脂肪酸の
EPAやDHAを多く含むi

＜市販のうなぎをおいしく食べるポイント＞

市販のうなぎの蒲焼に酒をふりその上
からタレをかけ、ラップをふんわりかけ

ます。軟らかくなるまで電子レンジで温

めて完成です。

うなぎ（生）100gで255kca上蒲焼で

300kcaI。ご飯1杯（150g）で250kcaI。

合わせて、550kcaiです。エネルギーが

気になる方はご飯の量を減らして食べる

といいですよ。また、うなぎに味が付い

ているので、ご飯にタレをかけなくても

美味しく食べられますよ。

塩分が気になる方は、付け合せのお漬

物は止めましょう。

山椒はうなぎの味を引き立たせるだけ
ではなく、消化吸収を高め、胃酸の働きを

活発にしてくれるので、うなぎの消化を

助ける働きがあります。

食べ過ぎには注意ですが、スタミナ補

給に「うなぎ」を食べてみてはいかがです

かつ
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桑名市・桑名医師会・当院等共催の

噸電贋額鑑舗饗の鬱強襲遭鱒弼穆鎚の勘当
7月20日（木）、当院8階大ホール（ガブリエルホール）

において、上記研修会が開催されました。

当日は、桑名市・桑名郡から医師・歯科医師・看護師・

ケアマネ・介護師・薬剤師・理学療法士等医療・介護に携

わる様々な職種の方々約140名が参加されました。

研修会は先ず、講演として当院増田院長の「病院と在宅

が連携する緩和ケア」、桑名在宅医療・介護連携支援セン

ター中道氏「医療と介護の連携における課題」の後、「医療

と介護の連携」をテーマとし、20グループに分かれ討議

し、3グループから討議結果の発表がありました。

参加した当院スタッフからは、「多職種が連携して対応

する意味が改めて理解できた」「他の福祉関係の方々と親

しくなった」などの声がありました。

また、研修会終了後、8月1日に開所する当院「リライゾ

ン（連携）センター」などを多くの方に観ていただき、当院

としても有難い機会を得ることができ

ました。

研修会を主導いただきました桑名医

師会、桑名市、桑名在宅医療・介護連

携支援センターの方々に御礼と感謝申

し上げます。

吊一因園田晴間Ⅷ

この1年間のもりえい病院救急搬送患者受入件数

年　　月 �総　件　数 �内　　　　訳 
管　　内 �管　　外 

2016年7月 �65 �60 �5 

8月 �93 �91 �2 

9月 �57 �50 �7 

10月 �80 �78 �2 

11月 �88 �82 �6 

12月 �80 �72 �8 

2017年1月 �107 �101 �6 

2月 �72 �69 �3 

3月 �68 �61 �7 

4月 �65 �59 �6 

5月 �94 �87 �7 

6月 �75 �72 �3 

合計 �944 �882 �62 

※管外（桑貴地域以外）については県外も含みます。
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