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介護老人保健施設
「ビオトープ」の3つの空間について
医療法人 普照会 理事長
今日施設ケアは、ご家庭では介護困難な方をお預かりし、

森

孝郎

や入所者様同士の団欒（小規模な交流）の場として使ってい

ご家族様の負担を軽減するとともに、入所された方が再び

ただいており、一緒にテレビを観たり、談笑したり、手芸

ご家庭に戻れるよう、ケアプランに即して必要なケアを行

等趣味を楽しむ場所となっています。
この共同生活室はリビング・ダイニングの機能を併せ持

うこととされています。
しかしながら、一旦施設に入所された方は、ややもする

ち、ここで、スタッフは、家庭と同じく、台所に立ち、食

と、これまでの生活が一変し、気持ち的にも介護を受身で

事の用意をし、入所者様を迎えます。食事を共にする入所

受ける立場になってしまい、そのことで、入所者様の自宅

者様同士、話が弾む光景も見受けます。

復帰を著しく困難にさせている場合があります。

③「社会的空間」
入所者様が「社会」と触れ合い・交わる場として機能訓練

当ビオトープは、施設介護の持つこうした課題を克服する

室、イベントホール、遊歩道を設けました。

ため、入居者様が、入所後も在宅時と同様の生活感・気持
ちを持っていただき、在宅復帰に必要なケアを受けていただ

入所者様が、機能訓練室への「通院」
、イベントホールへ

くことで、早期にご家庭に戻っていただけるよう、有効な方

のコンサート等イベントの参加、遊歩道・庭園を巡る「散

途について模索し、コンセプトに纏め、運営しています。

歩」
「散策」等の機会を設けており、多くの入所者様はこれ
らの機会を楽しみにしていらっしゃいます。

その基本的なコンセプトである「3つの空間」について、

以上、3つの空間について、ご説明させていただきまし

ご説明申し上げます。

たが、ビオトープは、整備に当たって、入所者様が社会・

①「プライベート空間」
入所者様のプライバシーを確保するため全室個室としま

家族・家庭から「隔絶感」をもっていただかないよう、入所

した。入所者様は、居室として自由に使っていただき、寛

後の、これまでの暮らしと「連続性」のある施設をつくると

いでいただいています。

いう「想い」と「模索」があって、現在のスタイル・コンセ

②「団欒・交流空間」

プトになったことをご理解いただきたいと思います。
ビオトープのスタッフもこの「想い」
「コンセプト」を大切

各ユニット（定員10名）に共同生活室を設け、ご家族様

ユニットケア

ビオトープが提供する

３つの空間

に、身内感覚できめ細やかな
ケアをさせていただくことを
行動の基本として、介護士は
もとより看護師、リハビリ等
のスタッフも、入所者様の個

社会的空間

性と状態をよく理解し、それ

機能訓練室
イベントホール
遊歩道

ぞれが協働し合って入所者様
をケアする役割を果たすこと
に努めています。
「早期な在宅復帰」は、多く
の入所者様、ご家族様が望ま
れ、社会的にも要請されてい
る、介護老人保健施設の運営
の根本です。このことを踏ま

団欒・交流空間
共同生活室

プライベート
空間
居

室

え、スタッフとともにビオト
ープの運営に精進してまいり
ますので、皆様方のご指導、
ご鞭撻よろしくお願い申し上
げます。
医療法人 普照会 もりえい病院

1

逆流性食道炎の外科的治療
の食道裂孔ヘルニアを伴う例、食道に狭窄を伴う例は手術

もりえい病院 院長
日本消化器外科学会専門医
日本食道学会食道外科専門医

増田 亨

胃食道逆流症は、消化液や胃内容が食道内へ逆流するこ

適応となります。手術は腹腔鏡下で行え、食道裂孔ヘルニ
アを修復し、胃噴門部の形成術をして括約筋の機能を高め
る治療です。

とによっておこる病態です。それにより食道の粘膜にびら
ん（あさい粘膜のあれ）や潰瘍を伴うのが逆流性食道炎で
す。その評価は、上部消化管内視鏡によって行われ、内視鏡
的重症度分類（ロサンゼルス分類）が用いられます。症状は、
胸やけや胸部の違和感、狭心症を疑うような胸部痛、咽頭の
違和感、肺炎症状、声のかすれなどがあります。
原因は、1) 噴門（胃の入り口の括約筋）の機能低下による
弛緩、2）肥満や円背などによる腹圧の上昇、３）噴門の機能
異常、4）便秘などがあります。胃が縦隔内へ脱出する食道
裂孔ヘルニアを合併することが多いです。治療法は、生活

術前の食道内視鏡所見：食道内腔の90％
を占める逆流性食道炎 .. ロサンゼルス
分類の Grade D

指導として、食後すぐに横にならない。寝る前の夜食は控え
る。就寝時は上体を高くして寝るなどです。薬物療法は、酸
の逆流では胃酸を抑える H2受容体拮抗薬やプロトンポン
プ阻害剤が用いられます。胆汁などのアルカリ逆流では蛋
白分解酵素阻害剤が用いられます。
両者に共通として粘膜保護剤や消化管機能改善剤なども
用いられます。薬剤抵抗性や頸部まで逆流が及ぶ例や高度
術後の食道内視鏡所見：食道粘膜は血管透
過性も改善し、炎症も綺麗に治っている

Toupet 法（非全周性）

腹腔鏡下噴門形成術、胃と食道右壁を縫合

当 院 で は、5年 前 から 腹 腔 鏡 下 の 治 療 を 行 って おり、
Toupet 法を選択しています。現在まで50症例を越えてい
ます。胸やけや食事のつかえ感でお悩みの方は、一度ご相
談ください。

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
60 の医療機関からご紹介いただいております
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

384

4

20

28

102

60

506

主な紹介先医療機関は次のとおりです。
●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、三重大学付属病院
●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
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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

月

2018 年 10 月

総

件
101

数

管

内
内
96

訳
管

外
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

合計

4月

106

99

7

5月

113

110

3

6月

99

91

8

7月

87

78

9

8月

121

113

8

9月

80

76

4

1,269

1,194

75

※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。

て
感謝を込め
ご紹介

傾聴ボランティア「きずな」の方々

当院緩和ケア病棟には、希望される患者様に医師の立場
でもなく、看護師の立場でもなく、患者様に親身になって、
寄り添い、耳を傾け、お話しを聴いていただく、
「桑名傾聴
ボランティアきずな」の方々に来ていただいております。
今回は、ボランティアの方々に日頃の活動を通して感じ
られていることを教えていただき、感謝の思いを込めて、
ご紹介させていただきます。
（A さん）

（B さん）
私が最初に傾聴という言葉を知ったのは7年前、パート
勤めの主婦である自分が何か地域社会に関わる事がしたい
と思い、桑名市で開催された傾聴ボランティア養成講座に
参加して学びました。
私たちボランティアには、ご家族や病院関係の方々
にはなかなか言いづらい内容でも安心して心の内を話
して頂けます。そして私たちはどのような内容でも常

「こんにちは、ご気分はいかがですか？」そんな声がけか

に相手を主体に肯定の姿勢で聴きます。こうした事で

ら患者さんのお話し相手に訪問させて頂き、３年目を迎え

相手の方には落ち着きや安心感、自分を認めてもらえ

ます。

たという自己肯定を感じてもらい、心の安定に繋げて

傾聴では「共感」と「受容」が基本、特に緩和病棟では人の

頂けます。

生と死に心を寄せることと教わります。お相手の事情や心

何かお役に立つ事が出来れば・・・と思って始めた事で

情を理解し、ありのままを受け容れること、話されるご本

すが、実際に活動を重ねると人生の大先輩の方々がこれま

人が癒されることが一番大切。耳を傾け相槌で、お相手の

で一生懸命生きていらっしゃった貴重な経験をたくさん聴

心に少しの栄養と気持ちの整理ができる事を願って訪問さ

かせて頂けるので、私にとって本当に学びが多いです。

せて頂いております。
その際は、お話くださるお相手の個人情報は他では話さ
ない。私たちは、この事を一番のお約束として傾聴活動を

初めは言葉が少ない方でも徐々に話し始めて下さり、帰
る時には笑顔を見せてくださるととても嬉しいですし、
「次はいつ来てくれるの？」と言ってもらえるとこの活動を
していて良かったと思います。

続けています。
以前、お目にかかった患者さん
若い頃お給料が少なく、休日に他の所でアルバイトをし、

（C さん）

一人息子さんの学費を稼いだ「しんどかったなぁ！笑 病気

我々傾聴ボランティアは「何気ない会話」を通じて、話す

になってしまった今、振り返るとあの時が自分の人生で一

方に寄り添い、そんな会話の中から「心の安心」を持って頂

番輝いていたなぁ…」と目をキラキラさせてお話し下さい

ければと願っております。

ました。入院費用など経済的な心配も吐露されました。

人は単独では生きていけません。併せて自分の喜びや悲

瞬く間に時間が過ぎ、帰り際に「今日は入院生活で一番

しみ、辛さを人様に話すことにより、なお一層より素晴ら

楽しかった。話を聴いて貰って気持ちが楽に軽くなった、

しい人生の毎日へと繋げていけるのではないでしょうか。

ありがとう」
。そんなお声をいただきました。
次の訪問日を約束して失礼したことを昨日の事のように
覚えています。

我々傾聴ボランティアはその様な方々のそばに寄り添い
「心のふれあい」を通じて、今後も活動を続けていきたいと
思っております。

どうぞ医療機器管理室をよろしく！
医療機器管理室という名称は、一般の方々には、聞きな
れない名称かもしれません。
今日、医療科学の進歩は、半ば医療機器の進歩によって
支えられているといっても過言ではありません。
私たち医療機器管理室のメンバーは、臨床工学技士の資
格を持ち、これらの医療機器の年間点検・終業点検・修理
対応等を行ない、病院の安全・安心を支えているという自
負を持ち、業務に当たっています。
２次救急病院 ･ 三重県がん診療連携病院である当院は、
多くの医療機器を取り扱い、必要な医療を行っています。
それだけに私たちは、単に医療機器を管理するだけでな
く、その課程で得る多くの情報を分析し、必要な情報を医
師や看護師などの医療スタッフに伝えていく、大切な役割
を担っています。
病院の多くの仲間と協働しながら、一体となって患者様

に奉仕していく。このために必要な専門的な知識、幅広い
医学的知識を学びとらねばと考えています。
皆様がたにも、そんな医療管理室のことを知っていただ
きたく、誌面をかりました。どうぞよろしくお願いします。
多くの臨床工学技士の皆様にも、交流・情報交換をよろ
しくお願いします。
医療法人 普照会 もりえい病院
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頭痛に関する勉強会を開催しました
9月27日、当院8階ガブリエルホールで、桑名市総合医療

会に参加していただいた方からも「頭痛全般を包括的にわ

センター脳神経外科頭痛専門医の黒木香行先生をお招きし

かりやすく、教えていただき良かった」
「これから緊張緩和

て「付き合う頭痛と気になる頭痛」
と題する勉強会を開催し

のための頭痛体操をしてみようと思う。」といった言葉が聞

ました。

かれ、改めて講師になっていただいた黒木先生に感謝申し

当日は、当院をはじめ桑名市消防職員の方々、桑名市総

上げますとともに、この勉強会が当院のみならず、地域の

合医療センターの方々等約80名の方に参加いただき、さま

関係の方々にも参加いただき開催できましたこと、当院と

ざまな頭痛があること、頭痛によってはざまざまな対応が

してもとてもうれしく感じたところです。

必要なこと、一次性頭痛や二次性頭痛、見逃してはならな

当院では、講演会・勉強会・コンサート等これからも地

い頭痛等についてわかりやすくご講演いただき、また参加

域の方々の参加も得て、開催していきたいと思いますの

者全員でビデオで上映された「頭痛体操」をするなど、勉強

で、よろしくお願い申し上げます。

頭痛体操

8月29日
医療安全研修「転倒転落から安全を考える」

7月25日

9月18日

コードブルー研修

もりえいの夏秋

心肺蘇生法訓練

10月10日

デイ運動会

主な医療認定・指定等施設

至名古屋

台風19号タイムライン

N

至伊勢大橋

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

桑名郵便局

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

桑名
市民会館

百五銀行

医療法人 普照会

もりえい 病 院

Medical Corporation Fushoukai Moriei Hospital

1

益生駅
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10月11日

桑名駅

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。

敬老会 ハーモニカ演奏会

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

9月13日

