
データもりNAVI
この一年間のもりえい病院救急搬送患者受入件数(年間)

年　　月 総　件　数
内　　　　訳

管　　内 管　　外
2016年10月 80 78 2

11月 88 82 6
12月 80 72 8

2017年 1月 107 100 7
2月 73 70 3
3月 68 61 7
4月 65 59 6
5月 94 87 7
6月 74 71 3
7月 99 94 5
8月 113 108 5
9月 91 80 11

合　　計 1,032 962 70
※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。
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普照会の基本理念　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
普照会のこころ　五感を働かせた気配りと思いやり
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当院の救急について
ご案内します

　当院は、桑員地域の2次救急輪番病院として毎水曜日、第
１、第３土曜日を担当しています。
　管内等の救急事情を反映し、救急受け入れ件数は、前年
と比べると著しく増加しており、昨年10月から本年９月ま
での一年間の受け入れ件数は、1000件を超えています。
　管外（桑員地域以外）からの搬送も、四日市方面、愛知県
の海部地域からは日常化しており、この１年の間には、岐
阜県の南濃地域からの搬送も受け入れております。
　また、輪番日以外の救急搬送も増えています。
　このため、外来診察時間中にあっても、救急対応のため、
患者様をお待たせする場合もあり、この場をお借りして、
改めてお詫び申し上げます。
　当院では、このような救急受け入れの状況を踏まえ、迅
速かつ的確に救急対応をしていくため、
　①   この4月に動線に配慮した救急初動室「サルベージ」を

整備し、資材を整え、より迅速な救急対応ができるよ
う環境を整えました。

　②   救急対応チームのスキルアップとして「目の前で倒れ
た場合の対応」、「観察の基礎」を実技形式で行なう院
内急変時対応研修等の救急関係研修を逐次行うとと
もに、OJTとして救急チームによる「症例の振り返
り」等を行っています。

　③   院内急変時研修の際、桑名市消防本部救急隊員に救急
隊の立場から必要な指導を行っていただいたり、救急

隊からのホットラインの対応について、ガイドライン
に沿った対応が円滑にできるよう、②の「振り返り」等
の際の重要ポイントの一つとして取組、救急隊との連
携に努めています。

　今後も上記3点を軸に当院救急力の強化に取り組んでま
いりますので、ご支援、ご協力をお願い致します。

救急処置室「サルベージ」

院長と9月27日輪番スタッフ

院内急変時研修
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桑名・いなべ地区

四日市地区

非 閉 塞 性 腸 間 膜 虚 血 症
（non-occlusive mesenteric ischemia,以下NOMI）について
　NOMIは腸間膜の血管が詰まっていないにも関わらず、
腸管の虚血・壊死（くさること）を生じる疾患で、1958年
にEndeが心不全患者にみられた本症を最初に報告しま
した。
　本症の病態は、腸管膜の動脈の攣縮（強く縮むこと）に
よる血流障害とされています。早期では、症状が出にくい
ため、進行してから医療機関を受診するため、死亡率は
50％以上という報告が多いです。
　患者背景：高齢者が多く、糖尿病や高血圧、心疾患、不
整脈などの基礎疾患を持っている場合が多いです。
　症状：発症初期は、症状が乏しく、一番多い症状はショ
ック状態で、腹痛はその次に多く、続いて意識障害、嘔吐、
腹部膨満、下血などです。
　診断：腹部所見、血液検査、レントゲン検査、CT、腹部
血管造影などを組み合わせで行います。
　治療：腸管の壊死が疑われる重症例では、緊急手術とな
ります。軽症例では腹部血管造影で血管拡張剤を用いて
腸管の血流改善をはかります。

　　　　　緩和ケア病棟紹介医療機関数・入院患者紹介件数 
（2016.2月開設以来）

ご紹介いただいた医療機関は40を超えました
区　　分 紹介医療機関数 総件数

北勢地域 20 168
北勢地域以外の三重県内 4 14
三重県外 17 53
　　　合　　　計 41 235

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、三重県立総

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、名古屋大学附

属病院、名古屋第一赤十字病院、大垣市民病院
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　自験例：80歳代、男性。発熱、意識状態の低下、血圧低
下、嘔吐をきたし、救急搬送されました。現症は体温39.4
度、血圧は97/76と低く、腹部は膨満、意識状態も低下し
ていました。
　CT所見：肝臓ないの門脈内（血管内）に空気像が見ら
れ、小腸の壁の肥厚がみられました。小腸の壊死を疑い
ました。
　治療：緊急手術を行い、色調の黒く変色した、壊死した
小腸を切除しました。
　病理結果：非閉塞性腸間膜虚血症と診断されました。
　経過：術後経過は良好で、無事救命でき、術後３週間で
退院されました。
　まとめ：高齢化社会となり、腹部救急のなかでも本症が
散見されるようになり、救命するためには以下に本症を疑
い、早期に診断
するかが重要と
考えます。

もりえい病院 院長　増  田 　亨

リライゾンセンターからのご報告
　8月の開設から2月が経ちました。
　おかげを持ちまして、市外の病院や新しく開設された市
内のクリニックからも具体的な連携の内容についてお話し
を持つ機会もいただき、「人」「地域」を軸においた連携を目
指す当センターとして最初の一歩が踏みだせたかと考えて
います。
　新聞で報道いただいたこともあって、市外の一般の方か
らの相談も頂きました。
　この秋からは、院外に出て、皆様方から様々なご意見・ご
要望をいただくとともに、願わくば、皆様方が築かれた連
携の輪に加わらせていただきたいと存じます。
　どうか、当リライゾンセンターへのご支援・お力添えよ
ろしくお願い申し上げます。
　なお、次号からは連携例についてご紹介できればと考え
ておりますので、よろしくお願いします。

小腸の壁肥厚をみとめる 門脈内に空気像をみとめる
切除標本：小腸は40㎝にわたり、
　　　　　粘膜に壊死がみられた
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9月14日消防訓練を行いました

私たち
栄養科です

　この訓練は、リライゾンセンター道路沿いに小型自動車
が乗り上げ、横転炎上したケースを想定し、
　①  現時点では、当院への延焼はないが、2次爆発の恐れ

がある。
　② 運転者は腕を負傷
　③ 通報後消防車は約15分で到着
を条件に病院自衛消防隊を中心にシナリオ型の訓練ではな
く、上記の付与条件で、どう対応すべきかを考え・行動す
る訓練として実施しました。
　一つの行動を起こした後、議論し、次の行動に移ることと
し、最後に振り返り・机上訓練を行い、訓練を終えました。

　この訓練を通じて、火災時に取るべき基本的な行動につ
いて確認でき、この成果を冬に予定している大規模火災訓
練に繋げるとと
もに、患者様・
職員等の一層の
安全確保に努め
てまいりたいと
考えています。

食欲の秋ですね。秋の味覚のさつまいもをご紹介したいと思います。

　さつまいもは100g 当たり132kcal と
エネルギーは低くはないですが…、食物
繊維、ビタミン、ミネラルも豊富に含まれ
ているんですよ。
　切った時に出る白い汁の成分ヤラピン
には緩下作用があり、食物繊維とともに
便秘改善に効果があります。これはさつ
まいも特有の成分です。
　ビタミン C は風邪予防や美容の効果が
あるとされていますね。しかし、加熱す
ると壊れやすいのですが、さつまいもの
場合はでんぷんが守ってくれるので壊れ
にくいのです。加熱後でりんごの4倍も

含まれています。ナトリウム ( 塩分 ) を排
泄して、血圧を下げてくれるカリウムも
豊富に含まれています。
☆上手な摂り方
　時間をかけて蒸したり、焼いたりする
と酵素によって、でんぷんが糖化し甘み
が増します。
☆保存方法
　低温に弱いので冷蔵庫は避け、新聞紙
などに包み、風通しの良い場所に置きま
しょう。
簡単で美味しいさつまいもまんじゅうの
作り方をご紹介いたします。
☆作り方
　< 材料 >（3人分）
　さつまいも100g、
　　�小麦粉100g
　A�
　　�ベーキングパウダー5g、
　砂糖45g、　水80㏄

1. さつまいもの皮をむき、さいころ状に
きり、水でよくさらす。

2. Aをボールにふるいかけ、砂糖を加える。
3.2に水を加えて、手早く混ぜる。
4. 3に水をきったさつまいもを加え、混ぜ

合わせる。
5.18～20分蒸して完成
食べ過ぎに注意をして、皆さんも美味し
い秋を楽しみましょう !!

①車炎上運転手脱出

③負傷者救助

⑤病院耐火カーテン閉め

②リライゾンセンター職員退避 ④院内放送、火災通報

⑥窓際患者退避 ⑦振り返り、机上訓練



N

23

258

1

くわしん本店

桑名港交差点

桑名市博物館

至四日市

桑名
市民会館

至伊勢大橋至名古屋

地
蔵
交
差
点

百
五
銀
行

桑
名
郵
便
局益

生
駅

近
鉄
名
古
屋
線

桑
名
駅 もりえい

病院

　当院では、昨年夏に地球温暖化等によるスーパー台風の
来襲を想定し、接近3日前から2日前、1日前、当日の4日
間の対応・警戒手順を定めた「もりえい病院台風対応タイ
ムライン」を策定し、訓練・対応手順の確認等を逐次実施
してまいりました。

　今般、大型台風18号の接近に併せ、初めて当該タイムラ
インを発動し、その手順に基づき、当日以降接近当日まで
の毎朝8時30分に、警戒本部のある理事長室で情報分析・
当日の対応を確認し、本部長（「理事長」）から指示を受け、
各部門は、徒らに患者様等に不安を与えることのないよう
配慮しながら、所要の対応をしました。
　台風18号は暴風警報は発表されたものの、直撃を免れ、
被害もなく、通過しましたが、まだ十分とはいえないもの
の、時系列で警戒手順を定めたこの「タイムライン」は改
めて有効であると感じました。
　当院では、今後もこのタイムラインに沿って台風対応を
していきたいと考えております。

医療法人 普照会

もりえい病院
〒511-0038 三重県桑名市内堀28番の1
TEL0594-23-0452　HP：www.moriei.jp

　主な診療科目　
 内科、外科、婦人科、消化器内科、消化器外科、
整形外科、心臓血管外科、胸部外科、循環器内
科、緩和ケア外科、小児科、皮膚科、肛門外科、
リハビリテーション科、放射線科、麻酔科
　外来受付時間　

8:30

～

11:45
月 火 水 木 金 土 日
○ ○ ○ ○ ○ ○

15:30

～

18:00
月 火 水 木 金 土 日
○ ○ ○ ○ ○ ※1

※1 土曜日は15：00～17：15まで
　休診日　
日曜日・祝日午後・年末年始

もりえいの夏もりえいの夏

台風18号接近に伴う
警戒タイムラインの発動

　桑名弦楽合奏団の有志の方、ソプラノ歌手鷲山千香
子様の賛同を得て、次の予定でソプラノ、弦楽四重奏
による公開コンサートを開催します。皆様のご来場を
お待ちします。
１ 日時：11月26日（日）14：00 ～
２ 場所：当院8階大ホール「ガブリエル」

7月27日　退院調整研修

もりえい
クリスマスコンサート

9月12日　口腔ケア研修

8月25日　ヒューマンエラー研修

8月31日　感染予防研修 9月25日
デイケア利用者桑名市より100歳のお祝い

9月15日 8：30　台風18号接近に伴う警戒対策本部設置
警戒本部長より

「台風タイムライン発動、対策の手順の確認等を指示」

7月22日　緩和病棟夏祭り


