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2018年を振り返って
師走に入り、一年を締めくくる時期となりました。今私

医療法人 普照会 理事長

森

孝郎

3）急性期医療につきましては、医療看護

は、2018年度のビジョンを踏まえた、ミッションの達成

必要度は平均45％、入院患者様の在院日数は11.5日、

状況について各部門と評価面談をしています。部門によっ

在宅帰宅率は93％となっております。本年7月から念願

ては、目標達成に向けて順調に進捗している所もあれば、

の7：1看護体制を確保できたこともあり、関係スタッフ

なお目標達成に向けて業務改革、意識改革の必要性が痛感

の充実とともに、更なるチーム医療、チームナーシング

される所もあり、引き続き、課題を共有し、利用者様の視
点に立った効果・効率的な運営が確保できるようスタッフ
と伴に考え、改善に努めて行きたいと考えております。
こうした中、本年の運営状況を主要指標等で振り返って

の充実を図りたいと思います。
４）また、当院は、2016年10月に日本大腸肛門病認定施
設、2017年12月に日本内視鏡学会認定施設となりまし
た。これを起点に、来年度中には手術病床を持った大腸

見ますと、

肛門専門特殊外来を設置するべく準備を進めておりま

１）
がん治療につきましては、本年4月に三重県がん診療連

す。その軸となる大腸肛門専門医チームは、2名の学会

携病院に指定されるとともに、癌緩和治療、ケアは年間

認定指導医を中心とした5名の医師に加え、看護師、理

約150人の患者様を受け入れ、病棟稼働率85％、在宅

学療法士、管理栄養士、薬剤師、画像診断技師等で構成

帰宅率18％となっています。今後、更に地域の医療機

する10名余のチームを考えております。

関等の方々に緩和治療の必要性、重要性を御理解いただ

以上が私なりの2018年の振り返りでございます。来年

くよう、きめ細やかな情報発信に努めていきたいと考え

も地域の医療介護の構造は、大きく変化していくと考えま

ています。

す。一方で当院はなお十分に地域貢献できていないと感じ

２）
救急医療に関しましては、
「断らない」
ことを骨格的方針
として、救急搬送は年間凡そ1,300件、一般救急患者様

ています。その思いを来るべき2019年に向けて抱きなが
ら、年明けを迎えることになろうかと考えます。

を含めますと、2,000件を上回る受け入れを行うことが

この一年、皆様方には、格別のお力添えを頂きましたこ

できました。引き続き、救急スタッフ・器材の充実を図

と、厚く御礼申し上げますとともに、深く感謝申し上げま

り、地域の救急医療の一端を担って行きたいと考えてお

す。来年も一層のご支援、ご鞭撻、よろしくお願い申し上

ります。

げます。良いお年をお迎えください。

新任医師紹介
大腸肛門病専門医・指導医

石黒成治

11月から入職しました石黒成治です。
出身は名古屋で、名古屋大学卒業です。
大学卒業後は外科研修のために一般病院に入り、その後
東京築地の国立がんセンター中央病院で大腸外科のレジ
デント生活を5年間送りました。その後は名古屋大学病院、
愛知県がんセンター中央病院で大腸骨盤外科を専門にが
ん治療を行ってきました。その後2年間、宮崎県のクリニ
ックで一般外来、肛門外科外来を経験した後、愛知医科大
学病院で再びがん治療に従事しました。
時代は大きく変わり、僕が研修を開始したころは大腸癌
の95％以上の手術は開腹手術で行われていました。しか
し現在では大腸癌の手術の90％以上が腹腔鏡下の手術で
行われています。さらに大腸癌手術にもロボット手術が導

入されています。当院のような一般病院にもロボットが必
要となる時代がすぐそこまできていると感じています。そ
の準備として、手術に腹腔鏡下手術を本格導入するお手伝
いができるのではないかと考えています。
それに対して、時代が変わっても手術方法が変わらない
疾患もあります。特に肛門疾患は診断、治療に関して大き
な変化はなく、これからも変わらず治療が行われる疾患で
す。かの有名なナポレオン、松尾芭蕉も痔で苦しんだとか。
夏目漱石にいたっては痔の手術も受けています。
当院でも大腸肛門専門特殊外科の立ち上げの構想があり
ます。増田院長同様に、僕自身も大腸肛門病専門医・指導医
でありますので、その立ち上げに微力ながらお力添えでき
ればと考えております。
皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。

食 餌性の腸閉塞について
もりえい病院

院長

日本緩和医療学会認定医

増田

亨

食餌が原因で腸閉塞になることは、比較的まれで、全
腸閉塞の0.2〜3％と報告されています。当院でも、最近
2例経験しましたので報告します。
症例１ 50歳代、女性。夜間就寝中に急に臍周囲に差し
込むような痛みをきたして、救急搬送されました。
食事中に水分をとらない食習慣でした。
腹部 CT では、小腸内に低濃度の腫瘤と小腸の壁の
肥厚がみられました。腸閉塞の診断で、手術を行い
ました。中部小腸内に7cm 大の堅い可動性のない
腫瘤をみとめ、小腸部分切除を行いました。腫瘤は
食餌性の糞石でした。食餌の原因は特定できません
でした。経過は良好で術後1週間で退院されました。
症例２ 70歳代。男性。胃がんで胃全摘術を受けていま
す。食事をあまり咀嚼しないで食べる習慣で、数日
間毎日柿を食べていました。
食事がつかえるようになり、当院を受診されまし
た。上部消化管透視では、食道空腸吻合部からすぐ
の空腸に径4cm 大の球形の腫瘤をみとめました。
上部消化管内視鏡では、吻合部から7cm の空腸に黄
緑色の糞石をみとめました。糞石は鉗子で押しても
動かず、約700ml の精製水を注水しました。
2日後の、内視鏡で、糞石は消失していました。

上部消化管内視鏡（症例２）
：食道空腸吻合部
から7ｃｍ肛門側に、緑色の糞石をみとめた

食餌性の腸閉塞は、柿、
こんにゃく（しらたき）
、
果物のたね、餅、海藻類
などの報告多いです。原
因は、1）胃切除後、2）咀
嚼が不十分で食事中に水
分取らない食習慣、3）消
化の悪い食べ物などで
す。診断は、腹部 CT が有
用です。治療は、本例２
のように保存的治療で軽
快することもあります
が、手術治療が多いです。

小腸の内部に低濃度の腫瘤をみとめる

小腸内に詰まっていた糞石

小腸に異常なく、糞石を砕
くも核になるものはみられ
なかった

2日後の上部消化管内視鏡所見
（症例２）
：糞石は洗浄により消失していた

上部消化管透視
（症例２）
：小腸内に腫瘤がみられる

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

この一年間のもりえい病院救急搬送患者受入件数（年間）
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2017 年 12 月
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81
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4月

114
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5月

92
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4

6月

81
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7月

136

124

12

8月

138

128

10

9月

97

86

11

10 月

101

96

5

11 月

88

82

6

1,291

1,201

90

ご紹介いただいた医療機関は 52 になりました
紹介医療機関数
25
4
23
52

総件数
300
17
84
401

主な紹介先医療機関は次のとおりです。
新たに名古屋西部医療センター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
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※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。

外

ウィンターフェスタ IN もりえい2018
12月6日、ご覧のフェスタを開催しました。堅く云う

かとも思いましたが、ありのままのもりえいを皆様方に
知っていただきたいためにも、良いのではとの思いで、

と当院の厚生福利事業の一環です。
若手職員の発案で、
「お互いがこの一年頑張ってきた
労を讃え、相互に感謝し合える集いをしょう」というこ

掲載致しました。
来る2019年もこのメンバーが心を一つにして、地域
の期待に応えてまいりたいと存じます。

とになり、このフェスタの開催となりました。
このイベントをもりＮＡＶＩでお伝えするのもどう

皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
▲

フェスタの談笑風景

新婚森浩一郎 Dr 夫妻
へのサプライズケーキ

「ヴィアティン三重」の選手の方々と子供達

▲

栄養科が工夫した
「沖縄料理」を披露

リライゾンセンター通信

て来ています。緩和対象の患者様へは、外来看護師ととも
に柔軟に対応できるようにしていきたいと思います。

2017年8月 に 看 護 師1名 と MSW 1名 で 開 設 さ れ ま し

また、リライゾンセンターの看護師1名が、11月からモ

た、リライゾンセンター地域連携室ですが、相談件数の増

バイル訪問看護を行うようになりました。まだ、看護師1

加や、困難事例の相談が増加してきましたので、看護師2

名での対応なので、対象者の制限をさせていただいたり、

名、MSW 2名へと増員していただきました。

昼間の対応しかできなかったりですが、自院の患者さんを

毎月の相談件数は、直近3ヶ月の平均は145件です。相

対象に活動させていただいております。訪問看護を希望さ

談内容で一番多いものが、他病院からの緩和相談で、つい

れる退院患者様や、指定居宅介護支援事業所わかばの利用

で多いのは、自病院からの介護相談になっています。なか

者様からの訪問看護依頼が多く、あっという間に10件を超

桑名・いなべ地区 医師との緩和
でも緩和病棟への転院に関する相談が多く、

える依頼を受け、訪問看護への期待が高いことがわかりま

面談予約の調整を行い、家族様との入院調整も行っていま

した。今後は、夜間の対応や、緩和患者様への対応ができる

す。

ように調整したいと思っています。

緩和相談に関しては、
開設当初、転院のみの相談が多か
四日市地区

まだまだ、リライゾンセンターは発展途上にある部署だ

ったのですが、最近は、緩和外来を受診され、そのまましば

と思っています。今後も医療の変化に対応できるようにし

らく外来通院される方が増加しています。外来で、痛みの

ていきたいと思います。

コントロール、輸血、腹水の処置、オペ後の処置なども行わ

リライゾンセンター

センター長

服部初美

れています。がんばって外来通院されていた方も、状態悪
化で緊急入院される方もあります。緩和相談外来に来てい
ただいた患者様には、必ず、夜間でも対応するとお約束を
していますので、安心して外来通院できているのかもしれ
ません。
終末期医療は、
「在宅で」が主流ですが、それでも、ご家族
の疲れなどもあり、レスパイトでの入院を希望されること
も増えてきました。
まだ2年に満たないリライゾンセンターですが、診療報
酬の改定などもあり、患者様への医療の提供方法が変わっ
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紹介します！

木曽岬にあるもう一つのもりえい病院
もりえい病院附属湾岸さくらクリニック 院長

もりえい病院附属湾岸さくらクリニックは平成31年春
に生まれ変わります。
もりえい病院木曽岬グル−プは湾岸さくらクリニック、
健診センター、老健さくらの森、老健きそさき、グループホ
ームきそさき、デイケア、デイサービス、特養すいせんの里
を有し、地域医療、高齢者医療・福祉に力を注いでいます。
当施設では現在全面的改修工事を行い、総合ヘルスネッ
トワークステーションとして機能する予定です。総合ヘル
スネットワークとは地域の医療圏において異なる機能・職
能を有する医療・介護、医療・介護従事者等の医療・介護
資源を統合した医療・介護・福祉のセーフティーネットワ
ークを意味します。
これから来るべき超高齢化社会に際し、医療福祉は多く
の問題を抱えています。予想される病床不足や医療費の増
大による財源不足が懸念され、国は在宅医療を推進してい
ます。
年取って、体が動かなくなってきた。
重い病気にかかってしまった。
人間だれしもがいつまでも自分の足で歩き、おいしいも
のを食べ、住み慣れた地で最期まで楽しく健康に過ごした
いと思っています。しかしながら不幸にも体調を崩し、入
院せざるを得ない、身体が不自由になり、身の回りのこと

池田哲也

ができないなどの問題が生じてきます。
この時に病院、老健、特養などの施設に
お世話になるなど多くの選択肢があり
ます。これらの施設では医療や介護が
行われますが、果たして本人は本当に幸せで満足なのでし
ょうか。多くの人々は家族、地域社会とつながりながら、在
宅での生活を希望しているのではないでしょうか？
われわれは医師、看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養
士、介護福祉士など在宅医療を支える多職種で連携し在宅
医療から施設入所、入院治療まで切れ目のないサービスを
提供し、地域の皆様の生活を支えていく覚悟です。今回リ
ライゾンセンターサテライトを新設します。同施設は居宅
支援事業所、地域連携室を兼ね備え、また在宅訪問診療、看
護、リハビリ、薬剤指導機能を有し、医療と介護と福祉との
連携を図り様々なサービスを提供する基地となります。
本年閣議決定された高齢社会対策大綱で謳われているよ
うに、われわれは地域に溶け込み、健やかで心豊かに生活
できる活力ある社会を目指し、地域包括ケアシステムの一
層の推進を図るため切れ目のないサービスをもりえい病院
とともに提供し、療養者やご家族の生活の質を向上させる
ために地域医療に貢献したいと思っています。
※ご相談は、☎０５６７−６８−７２３０

10月27日 桑名医師会災害訓練 もりえいチーム

11月8日

もりえいの秋

医療安全職員研修
院内研修「倫理事例研修」

11月14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

院内感染「多剤耐性菌について」

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

11月30日

経腸栄養勉強会

山手中学職業体験

N

至伊勢大橋

10月31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
〜

10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

