
　新年明けましておめでとうございます。皆様方には、旧
年中はもりえい病院の運営に当り、格別のご理解、ご支援
を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
　年の初めに当り、もりえい病院の進むべき道について私
自身の思いを述べさせていただきます。
　いよいよ少子高齢化の対応が喫緊の課題となり、①医
療・福祉制度を継続的に維持していくための痛みを伴う改
革、②要介護人口が増加していく一方労働人口の減少に伴
う医療・介護人材の不足、他方、③医療・介護技術の加速度
的な革新への対応等我々医療人・福祉人は医療・福祉分野
の抜本的かつ一体的な構造改革への対応等に直面しており
ます。
　平成30年度の診療報酬及び介護報酬の改正は、各地域に
おいて連続した継ぎ目のない統合ヘルスネットワーク
（IHN）の構築を促進させていくための道筋を示したもので
もあると、私は受け止めています。また、住民の方々から見
れば、地域が協働して医療・介護の一体的かつ最適なサー
ビスを継続して提供できる仕組みをつくっていくための改
正です。
　統合ヘルスネットワーク（IHN）とは、異なる機能を持つ
医療・介護施設、医療従事者が垂直統合したネットワーク
で、総合病院などの「一つの医療機関」単位で完結するもの
ではなく、「地域の医療圏内において異なる機能・職能を有
する医療・介護施設、医療・介護従事者等の医療・介護資
源を統合」した医療・介護・福祉のセーフティネットワー
クを意味します。
　当院では、このことを念頭に、4年前からスタッフに欧米
版IHNの意図・内容を説明し、当院版IHN構築のビジョン
を示しつつ、木曽岬町における「湾岸さくらクリニック」
「老健きそさき」等の医療・介護施設を整備するとともに、
当院における「緩和ケアセンター」「老健施設」等の整備に取
り組んでまいりました。

　その上で、昨年8月には、地域・人を中心においた新しい
地域連携の仕組をつくるべく「リライゾン（連携）センター
繋」を開設致しました。
　このセンターには、前方支援のみならず後方支援を重視
した機能を担わせております。
　このように当院が、変化する時代の中で、今後の医療・福
祉のあるべき姿の追求を主眼に、諸機能を整備してきた４
年間は、「ホップ」「ステップ」の時期であったと考えます。
　今後は、桑名・員弁地域を包括した医療・福祉の仕組み
づくりが進む中で、当該地域の医療・福祉を担う一員とし
て当院の地域ポジショニングを確認しつつ、関係機関の皆
様方とともに、微力ながらこの仕組みづくりに貢献してま
いりたいと考えております。
　そのためにも、当法人内外のネットワークづくりに取り
組むとともに、①救急・急性期医療、②がん医療としての緩
和治療、③老健ビオトープを含めた慢性期医療を当院の３
本柱においてこれらを更に充実していき、ジャンプしたい
と考えております。
　2018年は、このことを踏まえ、次の三つを重点に当院の
機能の充実を図ってまいりたいと考えております。
① 救急医療については、更なる質の充実を図るためスタッ
フ、施設の増強。
② がん治療については、画像検査の更さらなる深化と、緩
和治療と緩和ケアの癒合共存。
③ 介護老人保健施設ビオトープの在宅強化型老健への転
換。
　以上でございますが、各般のネットーワークづくりも、
病院での諸機能を向上させるのも、人の力あればこそと思
います。
　この一年、私どもなりに、飛躍の一年にしていきたいと
考えますので、何卒宜しくご支援、ご鞭撻いただきますよ
うお願い申し上げます。

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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いよいよ、現実化してきた
日本版統合ヘルスケア
ネットワーク（IHN）への対応
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この1年間の救急搬送患者受入件数

年　　月 総　件　数
内　　　　訳

管　　内 管　　外
2016年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
7月 99 94 5
8月 113 108 5
9月 91 80 11
10月 106 101 5
11月 87 84 3

合計 1057 988 69
※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。

腹部の救急疾患：腸重積について
　腸重積とは、腸の中に腸が入り込んで重なってしまう病
気で、2歳以下の小児に起こることが多く、腸閉塞（腸が
つまること）をきたす疾患です（図1）。
　腸重積の10％くらいは成人でも
起こります。原因は小児の場合
は、ほとんど腸のリンパ組織が腫
れて大きくなり、入り込んでいくこ
とが多いですが、まれにポリープ
やメッケル憩室が原因の場合があ
ります。成人の場合は、大半が腫
瘍が原因で、悪性腫瘍の場合も少
なくありません。症状は、小児の
方が急激で、嘔吐、腹痛、下血で腹
部腫瘤を触れる場合もあります。診断は、腹部超音波検
査や腹部CT、注腸透視が有用で、まずこの疾患を疑うこ
とが重要です。
　治療は、小児の場合は、注腸透視を用いて、診断後に、
ゆっくり圧をかけて先進部を押し戻して重積を解除するこ
とを行います。困難な場合は、開腹手術となります。成人
の場合は、腫瘍性のものが大半なので、診断後に開腹手
術となります。

　手術で用手的に整復し、腫瘍性のものが原因なら腸切
除となります。
自験例：（症例1）1歳、男児。夜間から元気がなくなり、腹
痛を訴えたため救急病院を受診しました。視触診のみで
異常なしと言われ帰宅しました。２時間後、再度腹痛が増
強するため、当院に救急搬送されました。腹部CT（図2）
で腸の重積像がみられたため、腸重積と診断し、治療目的
で注腸透視を行いました。
大腸のなかば近くまで重積した小腸がカニの爪のような
所見を呈していました（図3）。注腸透視でゆっくり圧をか
けて重積を整復し、治癒しました（図4）。
（症例2）４５歳、女性。上腹部に差し込むような腹痛をき
たすようになり、当院を受診しました。腹部CT（図5）で
小腸の重積像をみとめました。
　小腸腫瘍を強く疑い、腹腔鏡補助下手術で重積を整復
し、腫瘍を認めたため、小腸部分切除を行いました。腫瘍
は良性の腺腫で（図6）、術後２週間で退院されました。
　腸重積は腹部CTや腹部超音波検査で特徴的な画像が
みられるため、この疾患をまず疑い、見逃さないことが重
要です。

もりえい病院 院長　増  田 　亨

　　　　　　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45になりました
区　　分 紹介医療機関数 総件数

北勢地域 23 186
北勢地域以外の三重県内  4  14
三重県外 18  54
　　　合　　　計 45 254
主な紹介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、いなべ総合病院、四日市羽津医療セ
ンター、いしが在宅ケアクリニック
●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、
名古屋医療センター、藤田保健衛生大学病院、大垣市民病院

データもり
NAVI

図4：完全に整復されている

図5：重積した腸管像

図6：切除標本所見.良性の腺腫であった

図2：重積した腸管

図3：重積部

図1： 腸の一部が重なり、
肛門の方へ入って
いく。腸が締めつ
けられ血流が流れ
なくなる。

腸

口側 肛門側
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もりえい病院緩和ケアセンターの 　

私たち
栄養科です

　平成28年2月に緩和ケアセンターを開設して２度目の新
年を向かえます。この「もりNAVI」において、その都度、状
況等をお知らせ致しておりますが、皆様方に感謝の意味を
込めて当院緩和センターの今をお知らせします。
① （医療チーム）医師、病棟看護師はもとより、緩和薬物療
法認定薬剤師、管理栄養士、PT等の緩和ケアチームによ
り、チーム医療によるケアを心がけております。

② （紹介医療機関）10月以降、新たに県内では鈴鹿回生病
院、三重聖十字病院、県外からは神戸労災病院からご紹
介いただき、45の医療機関から患者様をご紹介いただい
ております。

③ （ネットワーク）地域の在宅を含めた、緩和ケアネットワ
ークの一員として他の医療機関との連携を進めており、
12月5日には「くわな在宅緩和ケア勉強会」を当院におい
て開催させていただきました。

④ （連携）当院の新たな地域連携のかたちを示すべく開設し
た「リライゾン（連携）センター繋」は、4ヶ月間で、125
件の緩和関係相談を受けさせていただきました。詳細は
「リライゾンセンター通信」をご覧ください。
⑤ （ボランティア）「傾聴ボランティア」等沢山のボランティ
アの方々のご支援もいただいており、11月26日には、桑
名弦楽吹奏団等の有志による「もりえいクリスマスコン
サート」も開催でき、多くの患者様、ご家族様等に楽しん
でいただきました。ボランティアの方々に感謝致しま
す。
⑥ （いのちのスープ）栄養科では、ご覧のとおり1２月から
「いのちのスープ」を毎月提供することとしました。詳細
は「私たち栄養科です」をご覧ください。
　本年も、皆様のご理解・ご支援をいただきながら、日々精
進してまいりますので、よろしくお願いします。

新年明けましておめでとうございます。「いのちのスープ」をご紹介致します。

　「いのちのスープ」とは、料理研究科
の辰巳芳子先生が病床のお父様のため
に工夫を凝らして作られたスープで
す。季節の野菜を使用し、時間をかけ
て素材の味を丁寧に煮出して作るた
め、食欲がない癌など病気の方をも救
うと言われています。スープの中に、
食は命の支え、つなぐものという「食」
の哲学が詰まっています。
　私たちも辰巳先生の考えに共感し、
緩和ケア病棟の患者様に「いのちのス
ープ」を提供しようと思い、先生のレ
シピを参考にスープを作りました。調
理に大変時間がかかるため、月に1度
の提供となりますが、多くの方に喜ん
でいただけるよう、レパートリーを増

やしていきたいと思っています。
　今回初めて提供させていただいたス
ープは皆で議論して、普段お食事がの
どを通らない方や、嚥下障害のある方
も食べやすいポタージュがよいと考え
ました。写真を掲載したしました「ポ
タージュ・ボン・ファム」というスー
プです。
　材料はじゃがいも、たまねぎ、にん
じん、セロリ、ローリエ、ブイヨン、牛
乳、塩、オリーブオイルとシンプルな
材料です。野菜は均等に火が入るよう
に切り方も決まっているんですよ。切
った野菜を丁寧に蒸らし炒め、旨みと
甘みを出します。次にブイヨンで煮
て、ミキサーにかけます。こし器でこ
して、最後に牛乳と塩で味を調えま
す。色はきれいな山吹色で、トロッと
優しい野菜の甘みがあり、ほっとする
温もりがあります。
　1月は、「ねぎのスープ」を予定して
います。生姜も入り、体も温まります。

　このスープで、「食べることが苦痛」
から、食べて心・体が温まったと思っ
て頂ければと思います。
　今2月のスープを検討しています。
「いのちのスープ」これからも続けてい
きたいと思います。

　───────────────
※ポタージュ・ボン・ファム
　とろみのあるスープを「ポタージュ・リェ」
　ポタージュ・ボン･ファムという名前のリ
ェ (とろみのあるスープ)
　ボン･ファムとはBonne Femmeのこと
で、良き妻のスープという意味

今

12月提供「いのちのスープ：ポタージュ・ボン・ファム」

12月5日　第10回くわな在宅緩和ケア勉強会

11月26日　もりえいクリスマスコンサート
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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

リライゾンセンター通信
　当センターは、昨年8月の開設以
来、「ライフ」｢ライツ｣を２つの柱と
して人・地域と当院を繋ぐ、リエゾン
的役割を果たすべく、利用者様の立
場に立った相談・課題解決に努めてま
いりました。
　この間、地域の医療機関・福祉施設
等の皆様方のお力添え、ご支援をい
ただき、私どもリライゾンセンター
の取り組むべき「仕事のかたち」が見
えてきた感じが致します。
　本年は、医療・介護の一体的改革等私どもリライゾンセンタ
ーを取り巻く環境が大きく変化する中、開設２年目を迎えます。
　大きな変化の中で、スタッフ一同、当センターの進むべきか
たちを踏まえ、個々のケースに、きめ細かく対応してまいりた
いと考えておりますので、皆様方の一層の連携・ご支援・ご鞭
撻を切にお願い申し上げます。
　リライゾンセンター通信の第１回目となる今回は、リライゾ
ンに相談があった件数と内容についてご紹介致します。
11月までの相談件数は、267件
内容は、
　＊退院後の入居施設をさがしてほしい
　＊仕事ができなくなったので、医療費が払えない
　＊在宅での持続点滴治療管理のこと
　など、医療・介護・生活相談までさまざまです。
看護師と、社会福祉士、時には、居宅介護のケアマネージャー
が、これまでの経験を生かし、また、知恵をしぼって対応してい
ます。

こうした中で、多様・多面
な相談に誠実に対応して
いくためには、改めて、地
域の「包括」的な対応が不
可欠であることを強く認
識致します。
　多数の件につきまし
て、関係機関の皆様方に
協働・連携していただき
はじめて相談にお応えすることができましたこと、改めてこの
場をお借りして感謝と御礼申し上げます。
　なお、リライゾンセンターの取り組みについて、当面は、この
季刊「もりNAVI」に「リライゾンセンター通信」というかたち
で、ご報告致します。
　関係者の方々に興味をもって読んでいただける「通信」にして
まいりたいと考えます。ご意見等ございましたらお教え頂けれ
ば幸いに存じます。

地域連携相談件数（11月30日現在）

H29.8 H29.9 H29.10 H29.11 累計
相談件数 84 94 89 90 357

主
な
相
談
内
容

医療相談  4  3 15  7  29
緩和関係 23 35 38 29 125
介護相談 20 26 17 20  83
社会保障相談  7  7  4  0  18
退院調整  9 12  4 12  37
カンファレンス  3  0  0  0   3
転院支援  9  1  0  9  19
苦情相談  0  0  1  0   1
情報提供  4  1  0  2   7

もりえいの初冬もりえいの初冬

11月28日　介護支援専門員合格しました
11月16日

陽和中学校職場体験と大垣短大音楽療法実習 11月16日 職員倫理についての研修

9月13日 デイケア敬老会

9月17日 第2回ビオトープ敬老を祝う会
10月24日 明正中学校職場体験

桑名・いなべ地区

四日市地区


