
　先般の台風21号は、当院でも15：10～翌0：25まで、
全館停電となりました。幸い当院ではその他の被害は殆ど
なく、5日前から台風21号対応タイムラインを発動し、事
前の準備を進めるとともに、当日の対策本部会議において
予め「停電の懸念とその対応についてこれまでの訓練を踏ま
え即応できるよう手配を」と指示もしたこともあって、患者
様の対応も含め、冷静に落ち着いて対応できたと評価して
います。
　しかしながら、その一方で、更に停電が長時間続いた際
の対応等幾つかの課題も浮かび上がってきており、翌日か
ら本部員等を召集し、課題の洗い出しと対策を検討し、で
きるものから逐次その対策に着手しているところです。
　私は、59年前、伊勢湾台風で悲惨な目に合いました。多
くの隣人、友人も亡くなりました。家も流され、食べ物も
ありませんでした。着の身着のまま、復旧、復興の手助け
をしたことを思い出します。
　このことが私の防災に対する構えの原点です。
　気象変動によるスーパー台風の襲来、南海トラフ巨大地
震が懸念される今、患者様、入所者様の命と環境を守るた
め、今回の台風21号で得た教訓を活かし、管理者として次
の3点を柱に、風水害、地震等災害に耐える強靭な病院・
施設づくりに取り組んでまいりたいと考えています。
①�停電時に明るく、少しでも快適な環境を継続して維持し
ていくため、発電設備の向上の検討とその具体化による

　当院では、緩和ケアチーム、ICT（感染対策チーム）等の
医療チームが日々活動しております。今回は、その中で、
NST（栄養サポートチーム）についてご紹介させていただ
きます。
　当院には、理事長直属の組織で副院長をリーダーとし、
歯科医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士等をメ

ンバーとするNSTがあり、入院時初期栄養評価結果や主治
医・病院スタッフからの依頼に基づき、その患者様に適し
た栄養管理方法をチームで検討しています。
　最終的には口から食べられることを目標に、栄養状態の
改善を目的とした経腸栄養の実施を進めるとともに、血液
検査や身体計測等により栄養状態の評価を行い、患者様に
最適な栄養管理の提案を行っています。
　その結果、一つのケースとして口から食べることができ
なかった患者様が、摂食嚥下リハビリテーション、義歯の
作成、食事形態の検討により摂食量が増え、口からの食事
だけで生活ができるようになりました。
　このような取り組みにより、患者様の状態に合った栄養
管理を行い、栄養状態の改善を目指し、栄養状態を良くす
ることで、感染症や床ずれ（褥瘡）を予防し、治療やリハビ
リが順調に進むためのお手伝いをしていきたいと考えてい
ます。
　皆様方には、当院NSTについてご助言、ご指導を賜れば
幸いに存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

所要電力の確保
②�災害時の組織力を高めるため、個別の対応マニュアルを
統合した災害対策マニュアルの整備と職員への周知
③�非常呼集体制の職員への徹底と、病棟・老健・栄養の3
つの部門等に他部門のスタッフ、参集した職員が瞬時に
応援できるよう即応訓練の実施
　以上の対策とともに、台風21号に対する振り返り集会に
おいては、医療に従事するものは、災害に万全はないこと
を認識するとともに、常に有事における自らのふるまいを
頭に入れて日々業務に励んでいただくよう、全職員に対し
て依頼したところです。
　災害に耐え得る強靭な病院づくり、このことは最適な施
設環境づくり、最適な組織運営体制づくりに通じるものと
私は考えます。
　こうした認識から、また伊勢湾台風を経験した者として
この取り組みを強化・継続してまいりたいと考えています。

医療法人 普照会 もりえい病院

季刊 もりNAVI
Medical Corporation Fushoukai Moriei Hospital
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当院医療チームの1つ
NSTの紹介

風水害・地震等災害に耐える強靭な病院づくり
医療法人 普照会 理事長 森　孝 郎

NSTメンバー

9月12日 台風21号に対する振り返り集会
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この1年間の救急搬送患者受入件数（年間）

年　　月 総　件　数
内　　　　訳

管　　内 管　　外
2017年10月 106 101 5

11月 87 84 3
12月 112 105 7

2018年 1月 145 135 10
2月 85 81 4
3月 103 93 10
4月 114 109 5
5月 92 88 4
6月 81 75 6
7月 136 124 12
8月 138 128 10
9月 97 86 11

合　　計 1,296 1,209 87
※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。

がん性疼痛で行っている神経ブロックについて

　がんによる痛みを癌性疼痛といいますが、治療の基本
はオピオイド（麻薬）などによる薬物療法です。
　この方法により、大半の患者のがん性疼痛の治療は可
能ですが、治療効果の得られない例や副作用により薬物
療法が継続できない例が10～30％あると言われていま
す。
　このような例に神経ブロックはよい適応です。
　神経ブロックとは：局所麻酔薬や神経破壊剤（アルコ
ールなど）の投与などにより、末梢から中枢への侵害性
入力の伝達を抑制または遮断することにより鎮痛効果を
発揮する方法です。
　当院緩和ケア病棟で行っている神経ブロックのうち代
表的な4つを紹介します。
1）��腹腔神経叢ブロック：肝、膵、胃、十二指腸、小腸、大
腸の右半分の痛みに関する神経の集まりが腹腔神経
叢です。上腸間膜動脈から腹腔動脈にかけての大動
脈周囲にあります。CTを見ながら、大動脈の後面か
側面に針を進めて、造影剤と局所麻酔薬を試験注入
し、広がりの安全を確認してから、エタノールを注入
します。肝臓がん、膵がん、大動脈周囲のリンパ節転
移に対して行うことが多いです。注入直後に劇的に
鎮痛効果を発揮することが多いです。

2）��下腹神経叢ブロック：直腸、膀胱、子宮、卵巣の痛み
に関する神経の集まりが下腹神経です。下腹神経叢
は第5腰椎から仙骨の間の大動脈周囲にあります。こ
れもCT見ながら、背部から椎間板をねらって大動脈
の後面まで針を進めて、上記と同様に行います。主に
骨盤腔に位置するがんの痛みに行います。

3）��尾骨神経ブロック：肛門部、会陰部の痛みに関する神
経が尾骨神経です。直腸癌などの肛門部、会陰部の痛
みに対して行います。左右から尾骨の前面まで針を
進めて、試験注入後、エタノールを注入して終了しま
す。痛みで座位になれなかった患者様が座ることが
できるようになります。

4）��肋間神経ブロック：肺がん背部浸潤やがんの肋骨転移
などで強い胸背部の痛みに行います。目的の肋骨付
近に針を勧めて、上記と同様に行います。

　当院緩和ケア病棟では、これ以外にも施行している神
経ブロックがあります。痛みを取ることは人の欲求の中
で最低限のことです。痛みを抱かえながら過ごすことの
ないように取り組んでいます。

　　　　　　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51になりました
区　　分 紹介医療機関数 総件数

北勢地域 25 285
北勢地域以外の三重県内  4  17
三重県外 22  79
　　　合　　　計 51 381

主な紹介先医療機関は次のとおりです。
新たに愛知医科大学付属病院等からもご紹介いただきました。
●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
愛知県がんセンター中央病院、海南病院、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、名古屋市立大学病院

データもり
NAVI

もりえい病院　院長
日本緩和医療学会認定医　増 田　亨

下腹神経ブロック：椎間板を貫いて、大動脈
後面まで穿刺し、造影剤を注入。骨盤腔まで
つながる巨大な腹膜転移がみられる。

尾骨神経ブロック：尾骨と直腸の間を左右か
ら穿刺し、造影剤を注入。

腹腔神経叢ブロック：大動脈後
面に穿刺、造影剤注入。肝臓に
は大きな転移がみられる。

腹腔神経叢ブロック：大動脈の
側面まで穿刺し、造影剤を注入。

右肋間神経ブロック：腫瘍により肋骨まで
浸潤あり、肋間まで穿刺、造影剤注入。
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私のワークライフバランス　画像診断室 室長　蛭川竜次

　画像診断室の蛭川です。入社し早や16年が経ちました。
入社当初は放射線技師3名で検査をこなしていましたが、病
院の拡張や輪番病院となったことから検査数も増え、今では
6名の放射線技師が在籍し、私も室長となり部門を統括する
ようになりました。
　私自身4年前に血管診療技師、2年前にCT認定技師を取
得し、画像診断室のレベル向上に努めています。画像診断室
のメンバーもそれに呼応するように資格取得や学会に積極的
に参加し、良い雰囲気の中、充実した気持ちの中、日々仕事
に励んでおります。
　仕事の姿から想像はつかないとよく言われますが、プライ
ベートにおいては全く違う顔を持っており、三重県に所属する
サッカーチーム「ヴィアティン三重」のコールリーダー（応援団
長）をやっています。現在三重県にはJリーグに加入している
プロサッカーチームがなく、三重県にプロサッカーチームを作
りたいという一心で活動しております。三重県にプロスポー

　9月1日、桑名少年少女合唱団様のご厚意により、当院8
階ガブリエルホールで敬老コンサートを開催致しました。
　当日は、同合唱団による「ドレミのうた」「虫の音」等の透
き通るような歌声に、当院の入院・入所者の方々やご家族
様が聞きほれるとともにホール一杯に笑顔が広がりまし
た。
　合唱団の子供たちと入院・入所者がペアになって手遊び
がはじまると、「カエルの歌」「肩たたき」の曲に合わせて会
場に、さらに笑顔が広がり、中には涙を流される方も見受
けられました。
　最後は会場全員で「ふるさと」を大合唱で、フィナーレを
迎えました。
　患者様のみならず、職員一同も感動と元気をいただけた
コンサートでした。
　桑名少年少女合唱団の皆様に感謝申し上げます。

桑名少年少女合唱団敬老コンサートの開催

ツチームができ、三重県民の皆様と応援し熱くなれる、そう
いう場所ができることが私の夢であります。私は三重県が、
そして住んでいる町が大好きです。スポーツ観戦を通じて県
民の皆様を元気に、そして三重県をさらに好きになっていた
だけたら幸いです。
　またコールリーダーをさせて頂いていることにより、私自身
コミュニケーション能力や人前で話すスピーチ能力が向上し
仕事面への還元ができており、プライベートに関しても仕事に
おいてもコールリーダーになったことで自分が成長できてい
ると実感しています。
　こういった活動ができているのは、仕事もプライベートも
充実に送らせてくれている職場環境、そして職場の仲間や家
族の協力があり成り立っていますので非常に感謝していま
す。
　現在ヴィアティン三重はJFLというリーグで戦っており、J
リーグまであと一歩のところまできています。Jリーグに上が
るには様々な条件がありますが、観客平均動員2000人は必
須条件です。（8月末現在　平均832人）一人でも多くの方々
にヴィアティン三重を知っていただき、スタジアムへ足を運ん
でいただくために平日早朝や夕方に、桑名駅や四日市駅でビ
ラ配りをしたり、町のスーパーや飲食店、コンビニ等に足を運
び広告ポスター掲示のお願いをしたりしております。とにかく
必死です（笑）
　この記事を読んで頂き少しでも興味を持たれた方、こんな
わたしと一緒に是非スタジアムで応援してみませんか？サッカ
ーのルールがわからなくても大丈夫です。スポーツ観戦した
ことない方でも大丈夫です。老若男女問いません。一緒にヴ
ィアティン三重を、そして三重県を好きになりましょう！スタジ
アムでお待ちしております！�よろしくお願いします。サポーター円陣（中央 蛭川）

桑名少年少女合唱団との手遊び
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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
　当院には自宅や施設から様々な疾患や怪我で入院となる
患者様がいらっしゃいます。
　入院された患者様やご家族は、「今後リハビリはどうし
たら良いでしょうか」や施設に入所されていた方は、「元々
入所していた施設に戻ることができるのでしょうか」など
不安を口に出され相談に来られます。
　今回は患者様の退院支援について、新人ソーシャルワー
カーの視点からお話させていただきたいと思います。
　皆様、退院支援とはどのようなものだとお考えですか？
　私は、この仕事を始めるまで退院支援とは退院時に支援
することだと考えていました。しかし、日々仕事をしてい
く中で、退院に向けて入院時点から多職種で関わりを持
ち、患者様やご家族が安心して退院できるように支援して
いくことが退院支援だと考えるようになりました。
　この半年、様々なケースで退院支援を行ってきました。
その中で強く感じていることは医療と福祉の対応スピード
の違いです。医療は患者様の生命に直結するため、疾病や
怪我など何かあった場合迅速に対応しなければなりませ
ん。福祉は医療と比べるとすばやさに差があるように感じ
てしまうことがあります。
　私はこの仕事を始める前は、施設で介護職として働いて
いました。施設で働いている時には医療と直接関わること
は少なく、医療と福祉の対応スピードについてあまり意識
したことがありませんでした。しかし改めて振り返ってみ
ると、施設で骨折し入院となった利用者様が、術後すぐに施
設に戻ってくると「術後間もない段階で完治していないの
にもう退院になるんだ」と驚くことがありました。現在、少し
ずつ医療に関わらせていただくようになり、これが対応ス
ピードの違いなのだと理解することができました。
　医療職、福祉職それぞれの感覚の違いや物事の捉え方の
違いが、対応スピードの違いに関係しているのではないか
と感じています。このことは医療と福祉両方の分野に関わ

師長新任ごあいさつ
　9月1日からリライゾンセンター師長と
してお仕事させて頂く事となりました蛭川
三千恵と申します。
　看護師としての経験は30数年で、そのほ
とんどは急性期病院で働きました。その中でも外科病棟の
経験が一番長く、トータルすると約15年間位になります。
そして最近では退院調整看護師として1年間仕事をした
後、訪問看護師としても約1年半働きました。
　当院に就職してまだ数週間ですが、前方支援から急性期
治療、後方支援、地域医療、そして終末期まですべてを網羅
している所にとても魅力を感じます。又、それぞれの職場
間の垣根が低くお互いの顔が見えて、とても連携しやすい
職場であると感じています。
　超高齢化が進む中、地域包括ケアシステムの推進は国の
重要な方針の一つですので、微力ではありますが今までの
経験を活かし、患者様やご家族が住み慣れた場所でより安
心して療養できるよう一生懸命頑張りたいと思いますので
どうかよろしくお願い申し上げます。

ってみないとわからないことだと思います。私自身福祉職
のため医療についてわからないことが多く、対応スピード
の速さについていけない部分もあります。大学で福祉につ
いて勉強してきましたが、医療について学ぶ機会はほとん
どありませんでした。しかし、福祉について考えていく中
で、医療の知識は必ず必要になってきます。医療の現場に関
わらせていただきながら、多職種の方にご指導いただき、医
療について学び福祉職としての専門性も高めていきたいと
思います。
　急な入院で今後について不安や相談があればいつでもリ
ライゾンセンター（地域連携室）に来てください。先輩ワー
カーと看護師、本人様やご家族と一緒に転院、在宅復帰、施
設入所などについて考えさせていただきたいと思っており
ます。� （リライゾンセンター　MSW　北山�智美）

もりえいの夏もりえいの夏

7月24日
院内研修「緑膿菌、標準予防策について」 8月31日　防災訓練 9月8日　三重大学病院メディカルラリー2018


