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この季刊「もりNAVI」は、新病
院開設一周年を機会に、多くの皆
様方に、当病院の取組みをご報告
し、皆様方のご理解とご支援を賜
りたいと考え、創刊したものでご
ざいます。どうぞよろしくお願い
申し上げます。
当院は、患者様、利用者様に寄
り添い、励まし合うことをモツト
一に「いのちの医療」をめざすことをビジョンにしておりま
す。この実現のため、2025年問題への対応は、最大の課題
であると認識しております。
国、当地域においても2025年に向けて、様々な制度改
革、計画が進められております。私どもも、これらの状況を

十分踏まえ、関係機関の皆様方との連携をお願いしなが
ら、「当法人の有する多様な医療・介護サービスを密接に連
携させ、切れ目のない連続した、質の高い地域完結型の総
合的医療介護システム（MORiEIスタイル）の構築」に取り
組むことで、微力ながら2025年問題の解決に貢献してま
いりたいと考えております。
このMORIEiスタイルには、4つのモジュールがあります。
第1は、急性期病棟です。この病棟は、日々多くの入退院
患者様のため、医師、看護師が一体となってチーム医療を

構成し、スキルアップするよう常日頃精進しております。
消化器外科及び整形外科を中心とした手術件数は年間500
件に上っております。
第2は、救急医療です。当院は桑名市救急病院群輪番制に
参加し、内科、外科の基本科目、循環器科、小児科等の専門
科目の当番病院として救急医療を担っており、年間800件
の救急患者様を受入れております。
第3は、緩和ケア病棟です。医師、看護師、薬剤師、臨床心
理士などを加えた緩和ケアチームを編成し、患者様の治療
に当たっております。当院の緩和ケア病棟は、看取りだけ
ではありません。患者様が希望されるなら化学療法、除痛
手術を行い、可能であれば在宅に移行されることを目指し
ております。
第4は、当院併設の介護老健施設です。救急病院と一体化
していることから高齢者の利用者様の急変にも対応できる
ため安心して過ごすことができ、連続した切れ目のない医
療介護治療が可能となっております。
当院は、北勢地域における、医療地域ポジショニングと
しての役割を重んじ、今後は、①地域医療連携室の充実、②
入院治療型の大腸肛門病センターの設立を目指していきた
いと考えております。
皆様の一層のご支援、お力添えを賜りますようお願い申
し上げます。

院長就任のご挨拶

増

田

号

2017年2月1日から下野院長の

後を引き継くことになりました増
田です。
昨年の2月に当院緩和ケア病棟
が開設され、ようやく軌道にの
り、当院流の緩和ケアの方向性が
決まった矢先に、大役を任され戸
惑っているというのが本音です。
当院に赴任して約2年。手前味噌にはなりますが、常々
私が3つのすごいと感じていることがあります。
ひとつは、栄養科がすぼらしいことです。歓送迎会時に、
通常業務以外で、パーティー用のオードブルを作ってくれ
たり、バーベキューをしてくれたり、頭がさがります。こん
な栄養科は他にありません。緩和の患者様へのアイスクリ
ームの提供など、患者様からの評判はすごく良いです。人生
の最後まで経口摂取できる望みをかなえてもらっています。

もうひとつは、手術室です。外科、整形外科で年間350
例、下肢静脈癌を加えると500例の手術をこなしています。
桑名市内で、全身麻酔で、がんや腹膜炎、整形外科の手術が
できる病院は数施設だけです。
三つ目は放射線科です。救急時には、写真撮影以外に、患
者の移動、I亡周布停止時の胸骨圧迫まで手伝ってもらってい
ます。通常業務でも、率先して病棟まで患者様の送迎を揮
ってもらっています。医療レベルも高く、CT下の処置で

的確な画像と必要な計測を行えるので、安全、確実に神経
ブロック、ドレナージ等の手技ができます。
この三部門はかなりレベルが高く、自信もってアピール
していきたいと考えます。
世の中は、チーム医療の時代です。病院スタッフ一同が
ビジョンを共有して、各職種間が連携を取り合い、報告し
合い、提案し合って、より良いもりえい病院を作っていき
たいと考えています。
また、時代は、地域を包括した医療・福祉のシステムづく
りを求めています。当院もこのことの必要性を踏まえ、地
域の医療機関・福祉機関の方々と密接に連携・協働して、
地域の方々に安l亡ルて暮らしていただける医療・福祉のシ
ムテムづくりに貢献し、地域から一層信頼される病院とし
て成長してまいりたいと考えております。
微力ながらこれらのことを念頭に、病院運営に努めてま
いりたいと考えておりますので、皆様方におかれましては、
何とぞ、ご支援、こ鞭燵賜りますようお願い申し上げます。

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
普照会のこころ 五感を働かせた気配りと思いやり

副院長就任のご挨拶
この度、平成29年2月より副院長に就任致しました菊池で

菊

池

学

外科医として昨年7月に当院に赴任して以来、半年余が経

また医療の安全の確保は病院
の生命線です。医療安全管理部
の長として病院の安全・安心を確

ちますが、今後、医療・福祉分野で大きな制度変化が予測さ
れる中、当地域においても、高齢化等により地域のかたちが

保してまいりたいと考えておりま
す。

す。

大きく変わってきていることを実感します。

これらのことを念頭に、副院長

当院が今後共、地域に寄り添い、地域とともに歩む病院で

として新院長、病院スタッフとともにl亡．＼を一つにして、地域

あり続けるためには、こうした変化を捉え、地域の方々のニ
ーズに柔軟かつ弾力的に応えていくことが不可欠であると

から一層信頼される「もりえい病院づくり」に取り組んでま

考えております。

すよう、よろしくお願い申し上げます。

いりたいと考えておりますので、ご指導、ご鞭撞いただきま

愚書様からの学びで創る

㊨④易⑮◎鐙50昌園
当院緩和ケア専門病棟では、全身清拭、寝衣交換、食
事介助、口腔ケア、排泄介助、おむつ交換など、身の回
りのお世話は、私たち看護師が行っています。そうする
ことで患者様の状態やご家族様の声をいち早くキャッチ
でき、早い対応ができる。患者様、ご家族様と接点を多
く持つことで、関係を密にできるという考えからです。
看護師の負担になることは事実です。しかし多くの
患者様、ご家族様から「看護師さんが、親切に何でもお
世話をしていただくので安心。」「ありがとう」とのお言
葉をいただき、これを励みに、今後も継続していこうと
申し合わせています。
在宅は困難と思われた方も、ご本人、ご家族様からの
「在宅」の強い希望があり、退院に向けての取り組みを
しました。結果、無事退院され、数ヶ月後にはお亡くな
りになられましたが、「退院して良かった」との感謝の手
紙をいただきました。カンファレンスでこのことを皆で
共有した時、ある看護師が「ひとつ学ばしていただい
た。」と発言したことが強く印象に残っています。
この一年そんな学びを沢山いただきました。
これからも毎朝の「ミニカンファレンス」、毎週の「カ
ンファレンス」、月1回の「デイスカンファレンス」で学び
の例を共有し、もりえいの緩和看護スタイルに反映して
いきたいと考えています。
お花見、花火大会、クリスマス会等のイベントについ
ても反省はいくつかありますが、ご参加いただいた方か
らは感謝の声をいただくと同時に私どもへの気遣いを
感じ、ありがたく思うとともに、「今度は、こうしよう、
ああしよう」といった声が上がり、改めて、私どもの緩和
看護は患者様、ご家族様に教えていただき、学ばせてい

緩和ケア病棟師長

繁野里美

（1）緩和ケアセンター
緩和ケア外来、専門病棟、ご家族様に対する悲嘆カ
ウンセリング外来の3つの総称が「もりえい病院緩和
ケアセンター」です。

（2）緩和ケアのかたち
当院のこの一年の経験から患者様、ご家族様から
も緩和的手術等問題解決の治療を強く望んでおられ
ることを確認できました。

また、基幹病院からの紹介受け入れのみならず、
在宅診療所からも多数の患者様をご紹介いただいて
おります。（紹介件数2月現在34機関171件）

以上のことから、
①患者様、ご家族様が望まれる緩和治療
②在宅サポート
③ご遺族の悲嘆へのケア
の3つを併せた緩和ケアを「もりえいスタイル」とし
て確立し、更に質の高い緩和ケアを提供していきた
いと考えています。
（3）当院の緩和ケア専門病棟の概要
8階建新病舎の2階西にあり、全室トイレ付個室で
20床あります。和風カフェをイメージした家族との団 §
欒室があり、照明は暖かい雰囲気がでるよう私どもな
りに工夫しました。畳と障子も跳えてあり、患者様、
ご家族様からは「ほっと寛げる」というお言葉も頂戴i
しています。
i ＝「 毒、」も電㌦1、三詞藍一段

ただき創っていくものだと一同感じているところです。

ニ年目を迎えますが、今後共、患者様、ご家族様の声
に耳を傾けながら、一歩、二歩と前に進んで行きたいと
考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。
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介護老人保健施設ビオトープは、昨年2月に緩和
ケアセンターと同時にオープンしました。ビオトー
プは本館3階〜7階部分を占めており、全100室、完
全個室で100名の方に入所していただけます。
●ビオトープの特徴は、

①ユニットケアにより、家庭的な雰囲気の中で、日
常生活を継続していただけるケアを提供すること
に心がけています。
＊10室単位のユニットケア：各階2ユニット
＊介護士、看護師等約50余名を配置し、24時間お世

話をしています。
②在宅復帰の準備や心身の機能維持・回復など入所
者様の状態に合わせたきめ紬やかなリハビリの提
供に努めています。
③お食事は、各ユニットでご飯を炊き、調理室から
運ばれた惣菜を各ユニットで盛り付けます。
＊腕自慢の調理師が三食とも丁寧に作り、ご提供させ
て頂いています。手前味噌ですが「おいしい。ご飯が
楽しみ。」と評判です。
④病院併設ならではの24時間医療対応が可能。入所

●現在のビオトープ・これからのビオトープ
ビオトープは現在沢山の方に入所いただいてお
り、また多数のお問い合せをいただき、感謝致して
おります。
こうした地域の皆様方等の期待の高さを踏まえ、
改めて職員一同身を引き締め、研鎖を積み、笑顔と
気配りで、入所者様に家庭的な日常を過ごしていた
だけるよう、ご家族様に安心＼が提供できるよう、運
営してまいりたいと考えております。
折々のイベントも企画しており、入所者の皆様に
楽しんで頂きたい思います。

者様、ご家族様も安Ihです。

⑤桑名市街の真ん中にある「内堀」地区にあり、交通
利便性に富み、桑名市内の街中で長年暮らして見
えた、高齢者の方も多数入居しておられます。
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の春キャベツを使ったレシピをご紹介します。
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寄駄酒

☆材料1人分（単位：g）
キャベツ1枚、ひき肉30、にんじん5、
たまねぎ20、サラダ油1、塩0．5、
こしょう少々、卵5、パン粉3、

将 一、三 一．．十・二∴ ，畠i｛￣ r ∴駕

チキンコンソメ1、ケチャップ8、塩0．5

春キャベツは葉がふわっとしていて冬の
ものより軽く、甘みがあってみずみずしい
のが特徴です。
ビタミンC、ビタミンU、ビタミンK、カ
ルシウム、食物繊維が豊富！
葉の外側1枚食べるだけで、レモン1個分
のビタミンCが取れると言われています。

ビタミンCは風邪予防や美容に効果があ
りますよ。
ビタミンUはキャベツ特有のビタミン
で、別名「キャベジン」とも言われていま
す。胃免膜の再生や潰瘍にもよいとされて
います。
ビタミンKはカルシウム沈着を助けてく
れる鋤きがあります。
そこでキャベツの栄養素をそのまま美味し
く食べられるレシピをこ紹介します。

☆作り方☆
①キャベツを洗い、そのままラップに包
んで2分加熱する。キャベツの芯は薄
くそぎ落とす。
※キャベツの大きさ等によって違うの
で、様子を見ながら加熱する。
②たまねぎにんじんをみじん切りに
し、妙め、冷ます。
③ひき肉に②と塩・こしょう・パン粉を
加え混ぜる。
①③をキャベツでしっかりと巻く。
⑤鍋に④を並べ、チキンコンソメのスー
プを入れ15分ほど煮込む。
ケチャップと塩こしょうで味をととの
え、15分程煮込み、皿に盛りつけて完成。
エネルギー

脂質：5．2g

127kcai

たんばく質．8．5g

塩分．17g

ti＿？ノ ヾ グ ・〜i ＼

☆ポイント☆
エネルギー・脂質が気になる方は、鶏
ひき肉に変えてみるといいですよ。
塩分が気になる方はひき肉に入れる塩
を半分にしたり、盛りつける時にトマト
ソースを半分にするといいですよ。
ビタミンCは加熱すると壊れやすい
ので、スープなどにして汁こと食べら
れるものがおススメです。また、春キ
ャベツは柔らかいので、千切りにして
サラダや揚げ物の付け合せにするのも
いいですね。
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介護老人保健施設
ケアセンタービオトープ 介護士

もりえい病院 看護部
急性期病棟 看護師

伊藤美彩

北山智美

この1年を振り返ると、とても早く過
ぎた1年でした。
就職してからの毎日は私にとって初
めてのことばかりであり、初めての技術、初めての受け
持ち患者さん、コミュニケーションの難しさ、数え切れ
ないほどのたくさんの経験ができました。
しかし、その中で先輩方や師長さん、時には先生など
たくさんの方々が教えてくださり、とても濃い1年を過
ごすことが出来ました。
また、社会人になり、1番変わったことは、技術はもち
ろんですが、患者さんや家族様に話すことの一つ一つに
責任があり、伝えることも難しいと感じました。
様々な部署を含め、先輩方はとても優しく、楽しい職
場であり、今年も技術を高められるよう頑張りたいと思
います。

私は中学生の時に勤労体験実習でデイ
サービスセンターに行ったことがきっかけ

で、福祉の分野に興味を持ちました。その

後大学で福祉分野について学び福祉の現場で働きたいと思
い当法人に入職しました。最初はわからないことが多く戸惑
いながらの毎日でした。
しかし先輩方にご指導いただき、利用者様とのかかわりの中
で元気をいただきながら毎日仕事を頑張ることができました。

介護職というとただ介護をする人というイメージが強い
かもしれません。しかし老人保健施設では利用者様と過ご
す時間が一番多いのは介護職です。利用者様の日々の変化
に敏感でなくてはなりません。また、利用者様の今までの人
生や生活背景を考えケアしていくことが求められます。介
護という仕事の難しさや楽しさ、そして何より奥深さを実態
することができた1年でした。
今後は周囲の人に協力して一緒に働いていきたいと思って
いただけるような言動を心がけ頑張っていきたいと思います。

2月4日（日）、当院8階大ホール（ガブリエル）において北

勢緩和ケアネットワーク主催の研修会が開催されました。
当日は、北勢地域の緩和ケアに携わる医療者が多数参加
し、「いのちのバトンタッチする会」代表鈴木中人氏の講
義を熱心に聞き入っていました。
その後、当院緩和ケア専門病棟の見学希望者約10名を案
内しました。
院長、師長にも沢山の質問を
いただきました。当院としても

地域医療連携室「フアミ
ナリンク」は、ご紹介頂い
た医療関係者の皆様に信頼
していただけるよう、きめ
紬やかな対応をしてまいり
ます。
何事もご連絡、お問合せください。お待ち申し上げてお
ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

現場単位で顔の見える関係もで
き、有難い機会を頂きました。

事憲看護、き豪頴訣＿
患者様、ご家族様が、入院早期から退院に向けて準備を
整え、安心して退院していただけるよう、支援・調整に努め
させていただきます。
経済的な悩み、在宅での暮らし方、介護保険・健康保険・
福祉制度の利用方法など、ご心配な事柄についてご相談を
お受けし、解決のお手伝いをさせていただきます。
どうぞお気軽にお問合せ、ご相談ください。お待ち申し
上げます。
＊地域医療連携室の連絡先はこちらです
℡0594−23−0452

〉−：誓書認1≡iO

￣圏嘱病野＝

築露点 ⑨ノ￣警誓今警全

駆

董もりえい病院
薫

〒511−0038三重県桑名市内堀28番の1
TELO594−23−0452

HP．www．morieijp
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