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ご家庭で、そのまま必要な医療が受けられる

ビジティングホスピタル｢チームもりえい｣

もりえい病院では、昨年来、ビジティングホスピ
タル構想を温めてきましたが、医療チームとしてご
覧のビジティングホスピタル「チームもりえい」を編
成し、治療を開始しました。
①このチームでは、入院・通院されている患者様で
症状や家庭事情から「家庭で受診」することが確実
に必要とされる患者様を主な対象として主治医を
決めて病院での受診と遜色ない医療をご家庭で提
供していきます。
②
「自宅に戻りたい」
「引き続きもりえいで」という患
者様の声に応え、重度のがん患者様やリハビリテ
ーション、高齢者でご家族様の充分なサポートが
困難な患者様を中心に、チームのメンバーを派遣
し、がん治療・リハビリ・嚥下摂食治療等必要な
治療を提供していきます。
③ビジティングホスピタルのマザーホスピタルとし
て「もりえい病院」を位置づけ、症状により、即応
態勢を担保しているので、患者様、ご家族様に
も、安心してビジティングホスピタルをご利用し
ていただけます。
④7月1日現在、22名の患者にこのチームを派遣し、
治療に当たっています。

ビジティングホスピタル症例
ケース1
◦ S 状結腸癌術後、下肢機能不全（80代）
独り住まい。昨年秋にS状結腸癌、腹腔鏡下S状結腸切除
術 +D2郭清を行う。退院後自宅にビジティングナースを派
遣。きめ細やかにサポートし、3か月後人工肛門閉鎖術を行
なった。現在、自宅において理学療法士、看護師のビジテ
ィングチームにより、リハビリ及び心身管理を行っている。
ケース2
◦多発性肝細胞癌

肝不全前駆状態 （70代）

全身倦怠感が強く緩和治療目的で、自宅静養を希望。こ
のため、ビジティングチームによる自宅での治療を1か月
頻回に実施。
ケース3
◦重度糖尿病、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、尿
閉（前立腺肥大）
（60代）
独り住まい。今年春に、医師、看護師、薬剤師、理学
療法士を派遣。尿閉による腹部膨満があったため、導尿、
投薬を実施した。その後ビジティングナースを派遣し、
時には導尿を行ってきた。6月末に敗血症ショック状態で
あることが判明したため、入院し処置をし、2日後、ショ
ック状態改善を確認した後、緊急的前立腺ステント術を
施行し、2日後に帰宅。現在、ビジティングチームにより
所要の看護行為、リハビリを行い、自宅静養中。

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

せん妄について
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せん妄とは、急性に生じる意識の障害です。がん治療の

者様の目のはいらないところにまとめたりします。早期に
離床を促したり、リハビリを積極的に行います。
色々工夫しながら安楽が保てるように当院でも対処致して
おります。

あらゆる時期に出現する可能性があり、特に終末期に近づ
くほどその頻度が高くなります。終末期では約80％に起こ
ると言われています。その症状は1) 注意の障害：ぼんやりし
ていて指示がはいらなくなったり、そわそわして落ち着き
がなくなります。くりかえしどこかにいこうとしたり、転ん
でしまったりします。2）睡眠覚醒リズムの障害：寝る時間
と起きる時間が不規則になったり、昼間に眠って夜に寝ら
れなくなったりします。3）認知の障害：a. 見当識障害

い

非薬物的治療

る場所や今日が何月何日かわかりにくくなります。病院に
いるか自宅にいるかわからなくなります。b. 記憶障害

短

期記憶の障害が著明です。ｃ . 発話の障害 低活動性のせん
妄では会話量の低下や会話速度の低下がみられます。ｃ . 書
字の障害

早期からみられます。4）知覚障害：幻覚がみら

れるのが32％あるといわれています。
原因は、準備因子として脳の機能低下をきたしやすい高
齢者、脳梗塞の既往などです。促進因子として環境の変化、
痛みなどの身体症状、視覚障害や聴力障害などです。直接
因子として脱水、低酸素血症、肝不全、腎不全、高カルシウ
ム血症や高ナトリウム血症などの電解質異常、心不全、敗血

表1 せん妄の診断基準 (DSM-5)
下記 A ～ E のすべてを満たす場合にせん妄と診断する
Ａ．注意の障害

（すなわち、注意の方向づけ、集中、維
持、転換する能力の低下）及び意識の障害（環境に対

症などがあります。癌性疼痛に用いるオピオイド（麻薬）や
ステロイドホルモン、抗不安薬として用いるベンゾジアゼ
ピン系薬剤が原因となる場合も多いです。診断は、DSM-5

する見当識の低下）
Ｂ．その障害は短期間のうちに出現し

（通常数時間～数
日）
、もととなる注意および意識水準からの変化を

に基づく診断が標準です。
（表1）

示し、さらに1日の経過中で重症度が変化する傾向

せん妄の治療：脱水や電解質異常が原因なら補正を行い
ます。薬物が原因なら薬物を止めたり、可能なら別の種類
の薬剤に変更します。せん妄発症時の薬物療法：抗精神病薬
のハロペリドール、リスペリドン、クエチアピン、オランザ
ピンがよく用いられています。鎮静が必要な場合はベンゾ

がある。
Ｃ．さらに認知の障害を伴う

（例：記憶欠損、失見当識、
言語、視空間認知、知覚）
Ｄ．基準

A および C に示す障害は、他の既存の、確定し
た、または進行中の神経認知障害ではうまく説明さ

ジアゼピンのミダゾラムが用いられることもあります。

れないし、昏睡のような覚醒水準の著しい低下とい

せん妄に対する非薬物療法は、患者様の目に入る場所に
カレンダーや時計を設置して見当識を保てるようにしま
す。

う状況下で起こるものではない。
Ｅ．病歴、

身体診察、臨床検査所見から、その障害が他
の医学的疾患、物質中毒または離脱
（すなわち、乱用

写真を飾ったり、普段から愛用している日用品をそばに

薬物や医薬品によるもの）
、または毒物への暴露、ま

置いたりします。日中はカーテンやブラインドをあけて日

たは複数の病因による直接的な生物学的結果によ

光を取り入れます。便秘や排尿障害に注意をはらいます。

り引き起こされたという証拠がある。

点滴は昼間の時間帯だけにしたり、点滴などのラインは患

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
・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）
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幻覚

昼夜逆転

予約電話番号

0594-23-0452

・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

いずれも事前予約が必要です

口 か ら 食 べ る 喜 び を !!
嚥下摂食治療チーム「チームスワロー」です。
今日、高齢者の方々等へのトータルなケアが求められ
る中で、嚥下摂食治療の重要性が着目されています。当
院では、兼ねてより当概治療に取り組んできましたが、
更にこの治療を組織的に取り組むため、この春より、口
腔外科医、専属の看護師2名による「チームスワロー」
（嚥
下摂食治療チーム）を編成し、患者様に口腔ケア、嚥下リ
ハビリテーション、温度感受性 TRP 受容作動薬やアロマ
セラピー、抗誤嚥薬を併用した総合的な嚥下摂食治療等
に取り組んでいます。
当院では、治療の柱の一つとして嚥下摂食治療に取り
組んでいること。そのための医療チームとして、
「チーム
スワーロー」を編成していることを皆様方に知っていただ
きたいと思います。

リライゾンセンター通信
リライゾンセンターは、来所される方々の「困りごと」
「ご
相談」にワンストップで応えられるよう、仕組みづくりを
しています。今回は、リライゾンセンター内にある「在宅
支援室」をご紹介します。
この「在宅支援室」は「指定居宅介護支援事業所わかば」
を併設しており、
「リライゾン（連携）推進室」
「入退院支援
室」と共に、リライゾンセンター繋として、人と地域を繋
ぎ、地域の医療福祉のネットワークを形成する一員として
の役割が果たせるよう、主任ケアマネを中心とした医療が

も、トータルで利用者様が「自宅で最適な医療・福祉・介

理解できる福祉・介護の専門家集団で構成しています。

護サービスが受けられるよう、他の介護関係機関の方々と

この「わかば」は、患者様、ご家族様、相談に見える方々

の連携を含め、必要な調整等行います。
「不安を安心に！」医療相談はもちろんのこと、福祉・介

に、総合的な対応ができるよう心がけています。
また、退院支援、老健からの在宅復帰などに迅速に対応

護の相談も、お気軽に「リライゾンセンター繋」までお越し

するため、センター所属の医療スタッフ等と一丸となって、

ください。お待ちしております。

その支援に努めています。



なお、
「ビジティングホスピタル」のご利用につきまして

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 60 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

総件数

28

362

4

17

28

98

60

477

主な紹介先医療機関は次のとおりです。
新たに燕労災病院からもご紹介いただきました。
●県内 桑名市総合医療センター、市立四日市病院、三重県立
総合医療センター、四日市羽津医療センター、いなべ
総合病院、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、大垣市民病院、藤田医科病院

連絡先



リライゾン（連携室） 0594－25－8088
在宅支援室（わかば） 0594－21－0452

この一年間のもりえい病院救急搬送患者受入件数（年間）

2018 年 7 月

136

内
内
124

8月

138

128

10

9月

97

86

11

10 月

101

96

5

11 月

87

81

6

12 月

103

96

7

2019 年 1 月

190

183

7

2月

90

84

6

3月

92

87

5

年

月

合計

総

件

数

管

訳
管

外
12

4月

106

99

7

5月

113

110

3

6月

99

91

8

1,352

1,265

87

※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。
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木曽岬ケアステーション オープン記念イベント開催
5月19日 木曽岬もりえい総合ヒューマンケアステーショ
ンのオープン記念イベントを開催しました。
当日は、デュオ・エクイノックスの歓迎のロビーコンサ
ートから始まり、当普照会の森理事長、伊勢湾岸クリニッ
クの池田院長、デュオ・エクイノックスの桑名出身バイオ
リニストの山口さんによるミニシンポジュウム「ヒューマ
ンケアとは」
、その後、デュオ・エクイノックスによる２回
のコンサートを行いました。
また、同時に健康相談コーナー等を儲け、来場の方の健
康相談も数多くお受けしました。
当日ご来場いただきました木曽岬町関係者の方々、医療
関係者、一般の方々、約80名の皆様方に当ステーションを
ご覧いただき感謝申し上げます。
木曽岬町を中心とした地域の方々の「健康づくり」
「治療」
「療養」の総合的な拠点として皆様方のニーズに応えてまい
りたいと存じますので、よろしくお願い致します。

もりえいの夏
5月9日

看護の日

6月27日
倫理研修「ケアとパターナリズム」

主な医療認定・指定等施設

桑名駅

N

至伊勢大橋

1

もりえい
病院
くわしん本店

桑名港交差点

258
至四日市

桑名市博物館

23
地蔵交差点

〒511-0038 三重県桑名市内堀28番の1
TEL0594-23-0452 HP：www.moriei.jp

桑名郵便局

もりえい 病 院

桑名
市民会館

百五銀行

医療法人 普照会

益生駅

診療科目、外来受付時間、休診日等は
ホームページをご覧ください。

至名古屋

伊勢湾台風60周年防災訓練参加

近鉄名古屋線

日本医療機能評価機構認定病院
三重県がん診療連携病院
日本外科学会外科専門医制度修練施設
一般社団法人
日本がん治療認定医機構認定研修施設
特定非営利活動法人
日本緩和医療学会認定研修施設
日本大腸肛門病学会認定施設
日本消化器内視鏡学会指導施設

7月13日

