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将来の病院業務における
 フィールドの変化について
医療法人 普照会
理事長 森


孝

郎

最近、
「人生100年時代の到来」
という言葉がよく使われ
るほど、われわれ日本人は、超高齢化社会に直面しており
ます。
しかし、私たちは、100歳になるまでに、いろいろな疾
患に対峙しなければなりません。時としては、後遺症のた
め長期間静養を余儀なくされ、自らの生活に制限を受ける
場合があります。
これら多様な局面に対応していくためには、連続した切
れ目のない、医療

介護

福祉の包括的な仕組みを構築す

ることが最も肝要です。
私どもの病院は、こうした課題に対して、地域連携セン
ターであるリライゾンセンター繋を軸に、他の医療機関、
事業者の方々に連携していただき対応してまいりました。
しかし、将来の医療・介護ニーズは、今後さらに複雑化し、
深化していくと考えます。
そのため、私たちは、今現在、
「何ができるか」
「何をすべ
きか」
を熟考していかなければなりません。
特に最近、国等では、医療
のかたちづくりと同時に、病院

介護

福祉の効果的な連携

施設の選択と集中を促進

しております。
このことは、地域の病院等施設の集約化を導くことにな
り、その過程で、病院施設内での業務だけでは、地域の方々
への対応が行き渡らないことも十分考えられます。このた
め、これらの取り組みが、地域の事情に即して円滑に進ま
ないと、自宅での待機等の問題が生じることも懸念されま
す。
これらの問題の解消策の一つとして、病院機能・業務を
自宅ベットまで限りなく広げることにより、自宅で待機さ
れている方、自宅での
「病院治療」
を希望される方々に、少
しでもお役にたてればと、病院業務のフィールドの見直し
と、そのスキームの提案について検討を進めているところ
です。
今後、このスキームの検討を深めるため、是非とも皆様
のご助言等をいただければありがたいと存じます。宜しく
お願いいたします。

薬剤部長に就任して
野 村 昌 宏
平成30年5月21日付けで、もりえい病院
の薬剤部長に就任致しました。
病院薬剤師としてこれまで培ってきた経験・知識を発揮して、
患者様は勿論のこと医師・看護師など全ての病院職員から信頼
される薬剤部の体制作りに取り組んでいきたいと思います。
薬剤部の理念を「患者・スタッフから信頼され、安全かつ適正
な薬物療法を実践する」
とし、この理念に基づき、薬に関するあ
らゆる業務を行うことにより、患者様に適切で安全な薬物療法
を提供することを目標にしていきます。
近年、医療の高度化に伴い、薬剤師の業務は大きく変化して
います。特に、入院患者への薬学的管理を担当する病棟薬剤師
の業務は病院薬剤師の主たる業務となり、チーム医療の一員と
して、より臨床に近いところでの活躍が期待され、求められて
います。幅広い知識を持ったジェネラリスト薬剤師の育成は必
須であると考えています。
当院の良さは医師との距離感が近いことで、何か疑問等があ
れば、すぐに伝えて疑問が解消され、提案もできます。病棟に
いると、近くに処方医もいるので迅速に意見交換もできます。
医師・看護師・管理栄養士等、他職種間でコミュニケーション
を図りながらお互いに納得して業務が進むことは医療安全面で
大事なことと考えます。
「薬剤師さんにはいつもここに居てもら
わないと困る」と医師や看護師に言ってもらえるのは仕事をする
上でのやりがいです。
これからも薬剤部のことをよろしくお願い致します。

健康診断のご案内
詳しくは医事経営課まで
お問い合わせください。
【桑名市】 7月～翌年1月

予約電話番号

0594-23-0452

・子宮頚がん検診クーポン（無料）
・乳がん検診クーポン（無料）
【桑名市】 7月～11月
・子宮がん検診（国保は無料、社保は有料）
・大腸がん検診（国保は無料、社保は有料）
・特定健診（国保、後期高齢）
・人間ドック（補助該当者）
・特定健診（社保家族のみ4月～翌年3月）
【東員町】 7月～12月
・子宮頚がん検診クーポン（無料）
・乳がん検診クーポン（無料）
【企業検診】
【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

直腸脱について
痛みを伴わずに直腸が肛門に脱出する状態を直腸脱と
言います。
痔がでているとか肛門に腫瘤があるとの訴えで病院に
みえる方が多いです。
直腸脱には、完全直腸脱と不完全直腸脱があり、一般
的に直腸脱と言うときは、完全直腸脱を指します。直腸
脱は、直腸が裏返しになって肛門から飛び出してくるた
め、赤黒く、湿った指状の突起としてみられます。直腸
から出血を伴うこともあります。
症状は、直腸の脱出、便の漏れ、排便困難が主なもの
です。初期は、排便時に強くいきんだときに肛門から直
腸が脱出し、いきみをやめると元に戻ります。ひどくな
ると、自然には戻らず、手を使って戻さなければならな
くなります。頻回に脱出すると、排便が困難で肛門のし
まりも悪くなり、便漏れも伴い、生活の質が極端に落ち
ます。
小児にもありますが、高齢者の女性に多い病気です。

もりえい病院

院長

増田

日本緩和医療学会認定医

亨

高齢化に伴い、増加しています。骨盤内の臓器を支え
る、筋肉が弱くなり、垂れ下がってくるのが原因で、子
宮が膣から突出してくる子宮脱を合併することも多いで
す。
治療方法は、手術治療が原則です。全身麻酔下で腹腔
鏡を使って、お腹から、直腸を固定する方法もあります
が、当院では、腰椎麻酔で飛び出した直腸の粘膜を巾着
縫合の要領で短縮し、最後に緩んだ肛門括約筋を補強す
る方法を用いています。三輪 -Gant+Thiershe 法と名前
が付いています。
手術時間は約1時間で、4ないし5日の入院が必要です。
診断は、大腸肛門を扱う専門医の診察では、脱肛や内
痔核との鑑別は比較的容易です。
気になられる方は、ご相談ください。

直腸が反転 直腸粘膜を
縫い縮める
して脱出

直腸脱の図解

人工物
（人口靭帯）

完全に直腸が
肛門内に入る

肛門から直腸が脱出した状態

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）
V
A
N
ご紹介いただいた医療機関は 48 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
23
4
21
48

総件数
238
17
67
322

主な紹介先医療機関は次のとおりです。
新たに名古屋記念病院、名古屋セントラル病院等からもご紹介いただ
きました。なお桑名市医療センターの統合のため紹介機関数は統合
後の数値（２減）に置き直しました。
●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
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
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徐々に直腸が
肛門内に入っていく

肛門周囲に人工物を挿入

三輪－ Gant ＋ Thiershe 手術

この 1 年間の救急搬送患者受入件数
年

月

2017 年 6 月

総

件
74

数

内

訳

内

管

管

外

71

3
5

7月

99

94

8月

113

108

5

9月

91

80

11

10 月

106

101

5

11 月

87

84

3

12 月

112

105

7

2018 年 1 月

145

135

10

合計

2月

85

81

4

3月

103

93

10

4月

114

109

5

5月

92

88

4

1,221

1,149

72

※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。

看護部だより

「看護の日」ナイチンゲール生誕の日

看護部長の焼本です。今回からリレー式で「看護部だ
より」をお届けしたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
当院では、5月12日（土）看護の日のイベントとして新
卒・ベテラン看護師、薬剤師、管理栄養士等のスタッフに
より「血圧測定」
「薬剤相談」
「栄養相談」
「フットケア」
「ハ
ンドマッサージ」を来院者の皆様に行いました。
「普段着」で来院者の方々と触れ合う機会を持てて、参
加したスタッフも良かったかと思います。特に「フット
ケア」に関心をお持ちの方が多いことに気づくこともで
きました。殆どの方が当院が「フットケア」をしているこ
とをご存知なく、本紙を借りてご紹介します。

「看護の日」参加メンバー

●フットケアについて
当院は専門のフットケアの研修を受けた看護師がい
ます。足の状況にあ
わせて、足浴や足洗
浄、ウオノメ、タコ
の処理、足のお手入
れの方法等の相談
に対応させていた
だきます。
先ずは、お気軽に
ご相談ください。

相談風景

フットケア体験

養科です 嗜 好 調 査 の ご 報 告

私たち栄

今回は、この３月に実施した嗜好
調査についてご報告します。
この調査は、年２回、当院入院患
者様・デイ利用者様・ビオトープ入
所者様を対象に、食事を美味しく食
べて頂けているのかを客観的に評価
することを目的に行っています。
調査は、①ベッドサイド等におい
て患者様等からの直接の聴き取り、
又は、②アンケート用紙に記入して
いただくかの２つの方法で実施して
います。調査の項目はご飯、おかず、

ととしています。
今回の調査では、各設問の全てが
前年度のポイントを上回りました。
（参考）主な設問の結果
設問
味付け
食事の
温かさ
満足度

前年度
調査
よい
よい
86％
69％
よい
よい
86％
76％
満足
満足
56％
39％
やや満足 やや満足
31％
41％

今回調査

比率
＋17％
＋7％


＋7％


6月の行事食「豆ごはん」

施）を日常的に取り組んできた成果
であり、今後もこのサイクルの循環
に努め、更に高いポイントを得るよ
う創意工夫をと励まされました。

汁の「量」
「味付け」
「温度」
、
「総合満

また、当院の「好きな料理」という

私たち栄養科は、提供するお食事

足度」
、当院の好きな料理、嫌いな料

設問には、多数の方から天ぷら、茶

は医療の一環であるとともに、ＱＣ

理、今後食べてみたい料理、その他

碗蒸し、味ご飯、汁物、野菜の和え物

Ｌを高める「楽しみの1つ」であるこ

のご意見等となっています。

や煮物と答えていただきました。

とを常に念頭に置いて、他の医療ス

嗜好調査の結果は、医師、管理栄

手前味噌ですが管理栄養委員会で

タッフとも密接に情報共有しなが

養士、看護師、薬剤師等の代表で構

も、今回、全て前年調査を上回った

ら、食の進まない患者様にはお声か

成する栄養管理委員会を開催し、病

のは、P（献立作成）、D（調理、盛り

けをして、一口でも多く美味しく食

院等全体で情報共有するとともに、

付け、行事食）、C（下膳後の観察、検

べて頂けるように、できるだけ工夫

当該調査の結果を今後のお食事に反

食簿意見の把握、嗜好調査の実施）、

する等して、
「心を込めて」お食事を

映できるように改善点を検討するこ

A（改善項目の抽出、給食会議の実

提供していきたいと考えます。
医療法人 普照会 もりえい病院
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リライゾンセンター通信

介護施設と在宅の場
合では一般的に費用は
異なってきます。在宅

医療と介護費用について

の場合ですと、必要な

リライゾンセンターでは、当院にかかられている患者さ

サービスの分だけで費

んとご家族、地域の方から月100件以上のご相談を賜わっ

用 が 済 む も の で す が、

ております。医療や介護について大変込み入ったお話も多

ご自宅の環境やご家族

く、生活全般に関するご相談になりますと、生活状況のご

の介護力、介護サービス等がどれだけ受けられるかという

確認をしながら一つずつ解決案を模索していくことから始

ことを踏まえて考える必要があります。

めます。そのため、数日に渡ってご相談の機会を設けるな

介護施設の場合、費用は概ね１６万から２０万はかかる
と言われています。
（施設形態によって費用の範囲は異な

ど、じっくりお時間をいただいてのお話となります。
そういったご相談の中で、今回は医療と介護の費用に関

ります）又、その施設ではどのような介護や身の回りのサ
ービスを受けることができるかということもできるだけ知

して取り上げさせていただきます。
桑名・いなべ地区

病気や怪我で入院になると、
「医療費はいくらかかるの

っておくことが大事です。
介護老人保健施設、特別養護老人ホーム等については、

だろう？」といった不安に直面することがあります。
入院になった際、加入の医療保険窓口に申請をすること

四日市地区
で、窓口負担を月の上限までに抑えることができます。
低

住民税が非課税の場合、居室料や食費の軽減を受けるため
の申請ができる場合があります。

所得の対象であれば、医療費軽減の申請を市町村役場等で

費用の他、特にご入院の患者さんの場合につきまして

相談や手続きを行なうことができます。身体障害者手帳１

は、医療必要度や介護の量に対して、希望の施設が受け入

級～４級をお持ちの方であれば、申請により医療費助成を

れ可能かどうかということも含めて施設選定をしていくこ

受けることもできます。

とになります。

また、高齢の方の場合、
「介護が必要になってしまったけ

リライゾンセンターでは、医療や介護を受ける上での費

ど、介護を受けるには費用がいくらかかるだろう？」とい

用やその他ご心配事に対してご相談を賜わっておりますの

ったことが心配になるかと思います。

で、お気軽にお越しいただけたらと思います。
4月24日

看護部新人研修「心臓マッサージ」

診療情報管理士 合格しました

もりえいの初夏

5月25日

至名古屋

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

桑名
市民会館

桑名高校

衛生看護科実習

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

近鉄名古屋線

1

6月6日

看護部新人研修「人工呼吸」

N

至伊勢大橋

5月5日 多度祭り もりえい医師派遣救急チーム

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
～

3月22日

 名総合医療センター認定看護師
桑
による「皮膚、排泄ケア研修」

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

