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垂誌溺X紺認定技師の：

初めましてもりえい病院画像診断室です。今回は、当室
の救急医療に係る取り組み、最新のマンモグラフィー導入
についてご紹介させていただきます。
当院は桑員地域の2次救急輪番病院でもあります。当院
の医師・看護師をはじめ医療スタッフは救急医療への関心
も高く、この規模の病院では救急車の受入れ台数はトップ
クラスとなっています。特に最近は四日市市方面、愛知県
側からの救急車の受け入れも稀ではありません。
救急医療をチームとして対応していく中で、診療放射線
技師という立場から学んだことの1つとして、CT検査の重
要性が挙げられます。普通のレントゲン写真だけでは診断
できない病気・怪我も数多くあります。救急医療において
は迅速かつ正確に診断し、治療することが患者様の予後に
大きく関わります。
当院においては、最新鋭の64列マルチスライスCTが稼
働しており、その効果的活用でそれが可能であると考えて
います。しかし、まだまだ未熟である私たちは、撮影プロト
コルや画像再構成法を見直すことにより、当院の救急医療
体制をより強化することの必要性を痛感し、そのためのス
キルとして「X線CT認定技師」にチャレンジし、この度資
格を取得し、プロトコル等の見直しも行いました。
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また、この3月には最新鋭のデジタルマンモグラフィー
を導入しました。この装置で撮影した画像は、私たちでも
改めて凄いと思うほど精緻なものです。今日女性の12人に
1人が罷ると言わる乳がん。その早期発見、早期治療のため
にも是非健診をお薦めします。原則、認定資格を有する女
性技師が対応します。
以上ご紹介させていただきましたが、画像診断室は、今
後共患者様を第一に切磋琢磨し、各般の期待に応えてまい
りたいと考えております。どうかご指導等よろしくお願い
申し上げます。
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この1年間のもりえい病院救急搬送患者受入件数
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当院では、次のとおり検診を行っています。
予約等詳しくは医事課までお問い合わせください。
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【桑名市】
・子宮頚がん検診クーポン（無料）7月〜翌年1月
・乳がん検診クーポン（無料）
7月〜翌年1月
・子宮がん検診（国保は無料・社保は有料）7月〜11月
・大腸がん検診（国保は無料・社保は有料）7月〜11月

・特定健診（国保・後期高齢・社保の家族）7月〜11月
・人間ドック（補助該当者）7月〜11月
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・子宮頚がん検診クーポン（無料）7月〜12月
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・乳がん検診クーポン（無料）
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59
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※管外（乗員地域以外）については県外も含みます。

58

7月〜12月

【企業検診】 検査項目・日時はご相談ください。
【個人健康診断】検査項目・日時はご相談ください。

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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も。えい病院院長（緩和ケア外科）増田亨 ′勤
神経ブロックとは、局所麻酔薬の投与や神経破壊的処置
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手法です。神
経ブロックの適応は、1）オピオイド（麻薬）の全身投与で鎮
痛効果が得られない場合。2）オピオイドによる治療困難な
合併症が発現した場合。3）薬物療法より神経ブロックのほ
うが優れた効果が期待できる場合です。
平成28年2月から1年2ケ月間に当院で施行した神経ブロ
ックの内訳は、腹腔神経叢ブロック8例、仙腸関節ブロック3
例、尾骨神経ブロック1例、大腰筋筋溝ブロック1例、下顎神
経ブロック1例です。腹腔神経叢は、胃、肝臓、膵臓、胆嚢、
上行結腸、横行結腸、小腸、睾丸から発した痛み刺激を集め
る神経網で大動脈前面、腹腔動脈、上腸間膜動脈に広がりま
す。ここを遮断することで上記の部位の痛みを止めます。
CTで部位を確認しながら、背中から細い針を刺して、大
動脈の後面かあるいは前面に針を進めてアルコールを少量
注射して行います。効果は施行直後に現れます。痛みで歩
けなかった患者様が翌日痛みが取れて、歩いている姿がよ
く見られます。
尾骨神経ブロックは、脊髄の最終神経である尾骨神経を
遮断して肛門部の強い痛みをとる手技です。これもCTで
尾骨前面に針を進めて、アルコールを注射して行います。
直腸がんや子宮がんなどの浸潤による肛門部の痛みに有
効です。
ブロックは金側30分以内に終了し、全例鎮痛効果が得ら
れました。
当院で緩和治療を行って行くうえで、非常に有用な手技と
考えています。
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紹介医療機関
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昨年2月の開設以来 38の医療機関から188
件のご紹介をいただいております。
その内訳は、次のとおりです。
●北勢地域（20機関136件 全体比 73．4％）
（主な医療機関）
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、三重北医療センターいな
べ総合病院、鈴鹿中央病院、いしが在宅ケアク
リニック

●上記を除く県内（3機関10件 5．3％）
（主な医療機関）
三重大学付属病院、伊勢赤十字病院
●県外（15機関 42件 22．3％）

（主な医療機関）
①愛知県 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
（D岐阜県 大垣市民病院、大垣徳州会病院
③その他 東京医療センター、西宮病院

膵がんに対するト 腹腔神経叢ブロック −

鞍素讃繋甲

∴彊箪
∴．＼：

i言） 畿

J∴ ∴尋龍

1・♂

888′∴ノ

⊥富

：−＿＿＿」

∠．＿ 、 ￣／−！

▲。題題国書
、∴〝 暮

i＿i㌫謀
−

＿かし一一

緩和病棟お茶会（看護師によるお手前）

2
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看護部長就任のご挨拶
当病棟は、主として救急・術後の患者
様が入院される病棟で、全部で34床、
看護師は常勤21名、パート3名の配置と
なっており、看護必要度は平均30％以
上を維持しています。
当病棟では、患者横を中心において
「入院を日常生活の一部」と捉え、入院時から退院後の事を
考え、医師・看護師のみが病棟の主役ではなく、薬剤師、栄
養士、MSWはもとより、医事課スタッフ等も含めた総合力
で、患者様に対応しています。
例えば、朝・昼・夕食で、治療食以外の患者様から諸聖があれ
ば、担当の看護師が食事の選択の意向を伺っています。朝の
パン食、昼のラーメン、夕方の焼き鮭・。栄養部と病棟とのコ
ラボレートではじめた選択メニューも好評です。患者様との

田園

コミュニケーションづくDの有効な手段にもなっています。

担当の看護師から、患者様が退院された際、御礼の言葉
を頂戴した上に、食が進まないときにご用意させて頂いた栄
養部手作りのシャーベットの「味が忘れられない。」と言わ
れ、栄養部のスタッフと喜び合ったと聞いた時、うれしさと
同時に、これもまた、「当院の顔の見えるチーム医療のひと
つのかたち」であると思いました。
掲載した写真は、毎週月曜日午後に行う当病棟の合同カ
ンファレンスです。

当病棟ではご覧のように、多職種が参加し、自由に意見を
述べ合い、その場でそれぞれの患者様の対応を固めていき
ます。
各スタッフが一体となってチームを支え、チームが患者横
を支え、時には患者様から温かい言葉をいただき、チームを
支えていただく。
当病棟はそんな病棟であり、そんな病棟でありたいと思っ
ています。
もりえい病院急性期病棟。こうした想いで運営してまいり
ます。どうぞよろしくお願い致します。

鈴木優美子

本年度、近藤看護部長（現もりえい病院参
事）の後を引き継ぐことになりました鈴木で
す。どうぞよろしくお願い申し上げます。
当院看護部は、大きく分けて外来、急性期
病棟、緩和ケア専門病棟の3部門を受け持
ち、「安心・安全な看護・介護」「五感を働か
せた質の高い看護の提供」を理念に、約70名の看護スタッフで
日々の業務に対応しています。
この理念に近づくため、次の3つをポイントに、看護部づくり
に取り組んでまいりたいと考えてお0ます。
一つ目は、考える力、迅速な行動、的確な判断、人間的な配慮
ができる看護師づくり
二つ目は、チームとしての総合力が発揮できるよう、風とおし
のよい看護部づくり
三つ目は、その結果、患者様、ご家族様が安心してご自身を、
大切なこ家族を託せる看護の提供です。
患者様によろこんで貰える喜び、学んだスキルを活かせる喜
び、共に解決の道筋を共有する一体惑、そういう幾つかの機会を
ひとり、ひとりが味わうことができるよう、常に患者さま、スタ
ッフの声に耳を傾け、いつでも、何事にも「親身であること」をモ
ットーに職責を果たしてまいりたいと考えております。
医療機関の皆様方には、当院看護部に対し、引き続き、格別の
ご支援、ご鞭踵を賜りますようお願い申し上げます。
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ビタミンBlは水に流れ出てしまいやす
いので、今回は蒸して上手に取り入れる方
法で料理します！

i二i

．琳醐珊∃易し616【り

豚肉には、ビタミンBlが多く含まれて
います。そのビタミンBlにはお米など糖
質の代謝を促し、素早くエネルギーに変え
る手助けをしてくれます。また、皮膚や粘
膜の健康を維持する働きがあり、肌荒れや
口内炎などの不調が現れたらビタミンBl
が不足しているサインかもしれません。お
酒、インスタント食品、スナック菓子をよ
く食べる方は糖質の摂取量が多くなりがち
なので、代謝物質であるビタミンBlが不
足しやすくなります。
このビタミンBlが多い豚肉を食べて夏
パテ予防をしましょう。
夏でもさっぱりと食べやすい「豚肉の冷
しやぶサラダ」をご紹介します。

☆材料1人分（単位：g）
豚（しゃぶしゃぶ用）60、食塩0．5、
こしょう0．5、滴2、レタス40、
たまねぎ15、水菜15、ミニトマト45、
きゅうり10、ポン酢10

☆作り方☆
1．野菜は水にさらし、一口サイズに切る
2．鍋に少し水をはり、豚肉を深皿に入れ
蒸す
3．火が通ったら、冷ます
4．野菜と豚肉を盛り付け、ポン酢をかけ
て完成
☆ポイント☆
他にも夏野菜のなすやおくらを加え
てもいいと思います。

キムチと合わせると食欲が進みます
し、大根おろしにするとさっぱり食べ

られます！

しそなどの香味野菜をたっぷり入れ
ることでポン酢の量を減らせるので減
塩にもつながります1

エネルギーが気になる方は、脂身の
少ない部分を使ってください！
豚肉の量が少ない時は、電子レンジを
活用するともっとお手軽にできます！

簡単に作れるのでこれからの暑い季
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大腸外科医の森浩一郎です、

泄ケア領域の認定看護師

皆様どうぞよろしくお願いい
たします。広報委員会から近
況をとのことで報告させてい
ただきます。私はアメリカの
オハイヨ州にあるクリーブラ
ンドクリニックに大腸外科研
修を行っており、この病院に
ついてご紹介させていただき
ます。当病院はアメリカへス

（WOCナース）が数十人単位
で常時管理しております。ま
た看護研修として世界中から
人工肛門のケアや創傷治療を
学ぶために、当病院に研修に
来ております。さらに人工肛
門を持つ患者様における術後
のQOLの維持と合併症の軽
減のために、術前の人工肛門
を適正にマーキングする模範
原則『クリーブランドグ」ニックの5原則』を世界で最初に定め
た病院でもあります。
最後に『地域医療ネットワーク』に関してですが、今日、高齢化
社会に伴って地域包括ケアが問題視されており、急性期や回復
期さらには緩和を軸にした地域密着型の医療ネットワークの確
立が必要とされております。当病院では電子カルテを早期から
採用し、iTを用いた医療システムを確立させることで、地域で患
者情報を統揺的に共有しております。この患者情報の共有によ
り、患者様が今暁在住んでいる地域でより質の良い、適切な治療
を選ぶことができ、さらには在宅ケア及び長期ケアを容易に受
けることが可能となるネットワークを作ろうとしております。
今後、もりえい病院では入院治療型の大腸肛門病センターの
設立を目指しており、その際に

トホスピタル（USNews＆WoridReport）で全米総合第二位

の病院として選出され、循環器部門では22年間連続全米第一
位、大腸外科部門では年間5000例の手術数を持つ全米第二位の

病院です。またこの大腸外科部門では、直腸の腫瘍性病変や炎
症性腸疾患の治療の際に造設される人工肛門のマーキング部位
を最初に決定した病院でもあります。さらに当病院はITを用い
て地域医療システムを確立し、オハマ前大統領が医療模範病院
と指定した病院です。今回は『治療』、『看護』、『地域医療ネット
ワーク』の観点でご紹介させていただきます。
初めに『治療』についてですが、当病院では大腸癌、炎症性腸
疾患、肛門病の大腸肛門病を統括的に扱っており、最先端のエ
ビデンスに基づいて治療を行っております。大腸癌領域におい
ては、早期大腸癌に対する内視鏡的切除術をはじめ、傷を最小
限に抑えた腹腔鏡下手術や手術支援ロボット（ダピンチ）を用い
た低侵襲手術、さらには進行癌である肝転移、肺転移及び腹膜
播種に対する手術療法と併用した化学放射線療法や温熱化学療
法も積極的に行っております。また本邦で増え続けている炎症
性腸疾患に対しては大腸全摘出術及び回腸嚢肛門吻合術、さら
には痔核や痔屡等の肛門疾患における外来手術まで幅広く治療
が行われています。
次に『看護』についてですが、当病院は一日に約数百人の外来
患者様と入院患者様の人工肛門のケアを行うために、皮膚・排

牽＼亭FaminaCosmos入社式
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はクリーブランドクリニックで

学んだことを活かし、世界最先
端の治療と看護を桑名市に提供
し、さらには桑名市の患者様が
医療を受けやすい地域にできる
よう微力ながら尽力してまいり
／／ますので、よろしくお願いいた
します。

もりえいの春
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￣￣￣￣￣￣ヤア 弱擁㌻「置重雄渥窮屈）

TELO594−23−0452

HP www．morle上jP

※1土曜日は15

00−1715まで

（債診回）
日曜日・祝日午後・年末年始

臆／臆／
臆○臆測

〒511−0038三重県桑名市内堀28番の1

金○金○

もりえい病院

木○木○

医療法入善照会
⑨雪軍書今撃会．＿一山

水○水○

塁蓮華華華韻艶
聖書喜平聖瑞蓮塾

火○火〇

月〇月○

さit El

醒

や

g−〇一i〇〇 〇〇↑○●

襲名活交差点

請書

漢桑名郵便局

園百五銀行

（重要）

t−i m長〃二〇〇m−−意ゴー

賞
mくわしん本店

−青さm l 暮雲−夢〃l

iilll持運！＝

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
百舌二百千音孟
（欽擦襲鱒疇憧））
gl覆rlllIl告ぎ‖il

