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三重県がん診療連携病院
に指定されました

がん診療連携病院の役割は、
①拠点、準拠点で対応できない高度又は得意性のある医療
提供

悲嘆カウンセリング外来のご紹介
もりえい病院 院長
日本緩和医療学会認定医

増田

亨

三重県がん診療連携病院として指定を
受け、緩和治療における当院の役割の重

②拠点、準拠点では対応しきれない患者様に対する医療提
供

さを踏まえ、一層、その責務を果たすべ
く努力してまいりたいと存じます。皆様方のご支援、お力

③拠点、準拠点との連携（紹介患者様の情報交換、ネットワ
ーク参加など）とされています。

添えをお願い申し上げます。
今回は、緩和治療の特色の一つである悲嘆カウンセリン

当院としては、このがん診療連携病院の指名を受けて所要
の役割を果たしてまいりたいと考えています。

グ外来をご紹介したいと存じます。
悲嘆は、喪失に対するさまざまな心理的・身体的症状を

桑名いなべ・四日市地区

含む情動的な反応です（Stroebe ＆ Stroebe）。悲嘆には、

約60万人

悲しみや怒りなど特徴的な反応はありますが、絶対的な反
応はありません。個人間で悲嘆の程度の差は大きく、個人

がん診療準拠点病院

内においても時間とともに変化します。

県立総合医療センター
市立四日市病院

喪はいつ終了するのかという問いに Worden は、空っ
て、どのくらいの高さなの？という問いに似ていると言っ
ています。悲しみは消えることはなく、慣れるだけですと

がん診療連携病院

言われる方もみえます。
Strobe は、喪失に対する悲しむ喪の行動と新たに自己

桑名市立総合医療センター
いなべ総合病院
四日市羽津医療センター
もりえい病院

を再編していく行動は同時にはできないと述べています。
行きつ戻りつしながら振り子のようにゆられながら、回復
していくものと述べています。悲しみすぎるのもよくない
し、感情を押し殺すこともよくなく、悲しみも休み休みし

地域のがんネットワーク作り

なさいと勧めています。

り 緩和ケア病棟 紹介医療機関数・入院患者紹介件数
データもI
（2016.2 月開設以来）
NAV
ご紹介いただいた医療機関は 47 になりました

区
分
北勢地域
北勢地域以外の三重県内
三重県外
合
計

紹介医療機関数
24
4
19
47

総件数
215
14
63
292

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

Worden は、喪の課題として1）喪失の現実を受け入れ
ること。2）悲嘆の悲しみを消化していくこと。3）故人のい
ない世界に適応すること。4）新たな人生を歩み始める途上
において、故人との永続的なつながりを見出すこと。と述
べています。
悲嘆カウンセリングの目標は、1）喪失の現実感を増すこ
と。2）クライエントが情緒的な苦痛や行動上の困難さに対
処するための援助を行うこと。3）クライエントが再び適応
していく上でのさまざまな障害を克服できるように援助す
ること。4）故人との絆を新たな形に結びなおすことを援助
することの4点です。
当院では、木曜日の15時から予約制で北勢地区では珍し
い、悲嘆のカウンセリング外来を開いています。当院にゆ
かりのない方でも喪があけても、つらいお気持ちが続い
て、新たな生活が営みにくい方はご相談ください。

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

緩和ケアにおける薬剤師の役割
緩和ケアはがん治療の初期段階から、がん治療と一緒
に受けるケアです。
しかしながら、緩和ケアは「がん治療が出来なくなっ
た方への医療」
「がん終末期にうけるもの」と思っている
方がまだまだ多いようです。
実際には緩和ケアを受けることで、がん治療中の苦痛
を伴う症状（痛み、気分不快感、倦怠感など）が緩和され
て、クオリティー・オブ・ライフ（生活の質）が改善され
ると同時に抗がん剤治療などのがん治療に積極的に取り
組むことが出来るようになります。さらに、早期からの
緩和ケアによって、生存期間を延ばす可能性があること
が、今までの研究成果からわかってきました。
緩和ケアはがんと共に生きることを可能にする治療な
のです。
もりえい病院には桑員地区で唯一の緩和ケア病棟（20床）
があります。緩和ケア病棟では医師・看護師・薬剤師・理学
療法士・管理栄養士等のスタッフがチームとなって苦痛を
やわらげるため、専門的な知識と技術に基づいた緩和ケア
を積極的に提供しています。身体のつらい症状や心のつら
さ、苦しみを和らげることを重要な治療と位置付け、
「その
人らしく」過ごせるように支援を行っています。また、少し
でも早く苦痛を軽減し、もう一度自宅で過ごせる時間を作
りだすことを重要なポイントとして治療にあたっています。
こうした緩和ケアを実践していく上において、薬物療
法は痛みなどの様々なつらい症状を緩和するための有効
な手段となります。
薬物療法において、医師・看護師と連携しながら適切な
緩和ケアを提供していくことが薬剤師の大きな役割で

薬剤部 薬事監

野村昌宏

（緩和薬物療法認定薬剤師・麻薬教育認定薬剤師）

す。しかしながら、患者様の状態（つらい症状、肝・腎機
能など）は日々変化します。それに合わせて治療方針も
変わっていきます。薬剤師はそのような情報を常に医
師・看護師などと共有し、薬剤の適正使用を検討すること
が必要であり、患者様・家族様の意向も考慮しながら薬剤
の特徴を踏まえて個々の患者様の状態に応じた薬剤選択
や投与量の設定を提案することが重要となってきます。
こういった提案をするためには常に患者様の側に寄り
添って耳を傾け、心のケアも出来る薬剤師でなくてはな
らないと考え日頃の業務を行っています。
緩和ケアではがん疼痛治療がメインであり、モルヒネ
などの医療用麻薬が中心的な役割を果たしているため、
安全な薬であることを説明し、患者様が安心して使用で
きるように次のような服薬指導を行っています。
①医療用麻薬に対する誤解や不安を払拭するための情報
提供をします。
②医療用麻薬の副作用対策に用いられる薬（下剤・吐き
気止めなど）の調節を支援します。
③急に起こる痛みに使用するレスキュー薬の使用法に関
する情報提供をします。
④医療用麻薬と併用される鎮痛補助薬について情報提供
をします。
緩和ケアに関わる薬剤師として、常に緩和ケアに関す
る知識やスキル習得に努め、患者様および医師・看護師
などの医療者から信頼される薬剤師であるように努めて
いきます。

リライゾンセンター通信 がん・緩和連携について
今回のもり NAVI では、リライゾンセンター（地域連
携室）のがん緩和連携に関することについて報告させて
いただきます。
リライゾンセンターでは、県内・県外の病院から、がん
患者様のなかで、
“がん”を治す治療が終了もしくは、”が
ん“そのものを治す治療より、緩和治療の比率が高くな

が、話していただく
ことで、少し表情が
明るくなって帰って
いただくこともあり
ますので、ほんの少
しですが、お役にた

血なども行い、身体的、精神的な苦痛を緩和する治療を
積極的に行っています。
また、インターネットなどで、緩和病棟のことを知ら
れた患者様やご家族様の、電話相談、来所されての相談
をお受けしております。
「今は大丈夫だけど、今後のため
に」と、病棟を見学される方もあります。
ときには、抱えきれないご家族様の悩みの相談なども
聞かせていただきます。解決できないお話が多いのです

スになっています。また、振り返りを行うことで、受け持
ち看護師の心のケアにもなっています。私達リライゾン
センターのスタッフにとっては、参加をさせていただく
ことで、次の患者様をお受けするエネルギーにもなって
います。
今後も、がん患者様を含め、支援を必要とされる方々
への繋ぎの役割を果たしていくリライゾンセンター（連
携室）でありたいと思っています。

られた患者様の紹介をいただいております。
ご紹介いただく患者様の中には、まだ、化学療法がで
きるのではないかと期待されての転院や、外来に来られ
る患者様もあり、状態にあわせて、可能であれば、化学療
法を行うこともあります。また、必要に応じて、輸液や輸
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てたかなと、ほっとすることもあります。
また、緩和病棟で行われる、月に一回の Death カンフ
ァレンスに参加させていただいています。黙祷のあと
に、患者様のケアの振り返りを行っています。これは、今
後、入院される患者様へのケアへつなげるカンファレン

栄養科緩和メニュー 心をこめた「いのちのスープ」
「旬のフルーツ」

緩和ケア病棟には、吐き気、痛み、
だるさから食事が進まない方も多く
いらっしゃいます。私たちは食事を
苦痛に感じるのではなく、食べる事
でホッとできる瞬間を少しでも持っ
て頂きたいと常に思っています。
そんな時、増田院長から「いのち
のスープがあるよ」と提案を頂き、
飲み込むことが困難な方でも、飲ん
で頂きやすい
「命のスープ」
を多くの
方に真心こめて提供していきたいと
の思いから、一同話し合って始めま
した。
このスープは、一年で一番栄養価
が高くおいしい旬の野菜を使い、野
菜のうまみをギュッと凝縮した温か
いポタージュスープです。消化にも

よ く、エ ネ ル ギ ー も 摂
取 で き ま す。飲 み 込 む
こ と が 困 難 な 方 で も、
飲んで頂やすいです。
12月1日「ポ タ ー ジ
さつまいものポタージュ
いちご
ュ・ボン・ファム（じゃ
がいものポタージュ）
」から始まり、
スープに併せて旬のフルーツも月
1月は「ねぎのスープ」
、2月は「にん
に1回提供しています。
じんのポタージュ」
、3月は「さつま
フルーツは、旬で美味しいもの
いものポタージュ」を提供しました。
を、選んでいます。見た目でも楽し
一口でも食べて頂き、免疫力を高め
んで頂けるように、可愛らしくカッ
て頂けるようにと心を込めて作って
トしています。12月はラ・フラン
います。
ス、1月はいちご、2月はピンクグレ
提供前に「今日はスープの日です
ープフルーツ、3月は日向夏でした。
よ」と一言ずつ声をかけさせてもら
「珍しいから、先にフルーツだけ食
うことで、コミュニケーションが増
べちゃった」
「美味しかったから、フ
え私たちも喜んでいます。
ルーツは全部食べられたよ」と言っ
時間はかかりますが、丁寧に作る
て頂ける方もあり、とても好評で嬉
ことで飲んだ時に野菜のうまみ・甘
しいです。
みがトロッと口の中に広がり体・心
今後も、私たち栄養科は様々な工
ともに温まります。
「美味しいよ」の
夫をして患者様たちに喜んでいただ
一言を頂き、私たちの次の原動力に
けるよう頑張っていきたいと思いま
もなっています。
す。

看護部だより
看護部総括指導監

ファーストレベル研修を終えて
焼本由美

一般急性期病棟 主任

大岡将治

様々な病院の管理者が集い、同じ目標に

私どももりえい病院看護部は本年度、三

向かって学習をしていくという環境は、緊

重県立看護大学・桑名医師会立看護専門学

張の連続でしたが、日々刺激的であり多く

校を始め6名の新規卒業者を迎えました。

のことを学ぶきっかけとなりました。

約80名の集団として看護態勢の充実は

看護管理者としてあるべき姿を学び、こ

もとより、
「働き易い」
「働き甲斐」のある職
場づくり、
「学べ」
「成長」できる看護の場として、小粒なが
らしっかりとした看護部を作ってまいりたいと考えます。
今後ともご指導、ご支援宜しくお願い申し上げます。
今回は、
「育てる看護部」
としてセカンド課程、ファースト
課程を終了した看護師を紹介致します。
当院看護部の取り組み等については当院ホームページを
ご覧いただければ幸いです。

れまで深く考えることのなかった自部署の課題を様々な
視点から考え、自分なりに明確化していくことができま
した。
グループワークが多く取り込まれていたことで意見交換
ができ、自分の能力を高めることができました。
この学びを自分の中にとどめず、スタッフへ届けていき
たいと思います。

セカンドレベル研修を終えて
一般急性期病棟 師長

渡邊明菜

供”、そして当院の組織理念である“さらに進化し、地域に

今回セカンドレベルを受講し、看護管理

信頼される病院を目指します”の達成に近づけるよう、そ

者として役割を果たせているのかを振り返

の実現に向けてリードできる看護管理者を目指したいと

り、自組織の課題を解決するために必要な

思います。

理論や知識を得ることができました。
急速な高齢化、価値観の多様化、疾病構

研修で教えていただいた講師の方々、研修で出会ったク
ラスの仲間のおかげで成長に繋がったことが大きな財産と

造の変化や在院日数の短縮化などによる医療サービス提

なりました。これからも感謝の気持ちと仲間の繋がりを大

供体制の制度改革が進んでいます。社会のニーズに応じ、

切に、学びえたことを実践において活かしていきたいと思

看護師の最大の使命である“安心安全で質の高い看護の提

います。
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3月23日

総合火災訓練を実施しました

3月23日、
「総合火災訓練」を行いました。
訓練は、三部構成で、第一部は桑名市消防本部の職員

講習「防火及び火災時の備え」

様による
「防火及び火災時の備え」についての講習、第2部
は、①消防署、院内等への通報訓練、②院内の消火器、消
火栓を使っての初期消火訓練、第3部は、各階からの避難
誘導訓練を実施しました。
参加人員は、講習会の参加者を含め約100名。
当日は消防本部から指揮車1台、救出用はしご車1台、
ポンプ車1台を出していただき、消火訓練については当院

消防署への通報訓練

自衛消防隊に引き継ぐかたちで消火していただく訓練を行

この訓練で、
「通報」
「消火」
「避難」の3つの行動を実際に

うとともに、避難誘導訓練においては逃げ遅れた患者様役

体験できたこと。また、有事の際の情報収集・指揮命令の

の職員をはしご車で救出をしていただきました。

一本化等について、火災本部を設置することの有効性につ
いて確認できたこと、救護所の設置による応急救護の確保
の必要性を確認できたこと等で、火災時に職員の取るべき
行動について画期的に理解が深まりました。
職員からは、こうした訓練は継続して実施すべきとの声
があり、所要のマニュアルの見直しを行うとともに、引き続

消防隊の消火訓練
タンカーを用いての患者様避難訓練

トリアージでの患者様救護訓練

き、総合的な訓練を継続していきたいと考えています。

5階逃げ遅れ患者様の
救出訓練

市消防本部の方々に心より深く感謝申し上げます。

この訓練に、格別のご指導、ご援助いただきました桑名

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
2017 年

火災対策本部での安否確認

月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

総件数
65
94
74
99
113
91

内
管内
59
87
71
94
108
80

訳
内
訳
年
月 総件数
管外
管内 管外
6 2017 年 10 月   106   101
5
7
11 月     87     84
3
3
12 月   112   105
7
5 2018 年 1 月   145   135 10
2 月     85     81
4
5
3 月   103     93 10
11
合 計
1,174 1,098 76

※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。

もりえいの春

至名古屋

3月13日
ヒヤリハットの進め方・活用についての研修

在宅医療勉強会

近鉄名古屋線
桑名
市民会館

もりえい
病院

桑名港交差点

8:30

23
地蔵交差点

桑名郵便局

益生駅

百五銀行

くわしん本店

258
至四日市

桑名市博物館

～

桑名駅

1

平成30年度

入社式

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

N

至伊勢大橋

3月21日

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

11:45
15:30
～

1月18日

18:00

月
○
月
○

火
○
火
○

水
○
水
○

木
○
木
○

※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

金
○
金
○

土
○
土
※1

日
日

