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新年あけましておめでとございます

本年も医療法人普照会もりえい病院をよろしくお願い申し上げます
医療法人 普照会 理事長
西暦2020年、いよいよ20年代を迎えました。私は、20
年代は人類が遭遇したことのない困難そして変化、チャン
スが次々と顕在化する10年であると思います。おそらくこ

森

孝郎

率性の確保に向けた協働に着目すべきと考えます。
このため20年代の医療・介護分野の経営には、3つの視
点が大切であると考えます。

の20年代は、世界史にも、日本史にも、大きな節目の時期

先ず第1は、きめ細やかな情報の共有です。そのための手

として記憶され、大袈裟に言えば世界も日本も、この桑名

段として電子カルテを軸とした情報ツールが、更なる高速

地域も「革新」を迫られる10年になろうかと考えます。

大容量のデジタル化の進展に併せ医療・介護分野において

今後の多様・多方面な課題は、巷間でも喧伝されており

統合的に整備され、必要な詳細な情報を医療・介護施設間

ますが、先ずは大きな壁として乗り越えなければならない

で共有できる情報ネットワークの構築が不可欠と考えます。

直面する課題として、加速する少子高齢化への対応があり

第2には、人づくりです。自分の職のスキルアップはも
とより、職域に囚われず、幅広い視野をもって課題に挑戦

ます。
今後、高齢化が急速に進行し、その一方で壮年・青年層

する気概と多職間の協働意識を持った職員の育成が必要と

が著しく減少する社会の中で、地域の機能を如何にして維

考えます。このため、ワークアンドライフバランスの大切

持し、とりわけ最も必要となる医療・介護サービスの水準

さを踏まえた、多様な働き方の提案や外に目を向け、オー

を継続的に維持していくか、如何なる仕組み、方策を講じ

プンな能力を開花させる職場の仕組みづくり、雰囲気づく

ていけるか、そのことによって日本の将来・桑名の未来が

りが大切だと考えます。

決まると思います。これが成功すれば、日本は世界の範と
なり、明るい未来が開けると思います。
こういうことを考えながら、頭に鮮明に上がってきた言
葉があります。
「オープンイノベーション」です。
私ども自身がそうであったように、医療・介護の世界は、
ややもすれば自前主義・垂直統合主義となり、
「内向けの改

第3には、医療・介護サービスが、今までの概念に捉わ
れずに、他分野の新しい展開に注目しつつ、切迫感を持っ
て、それらの取り組みとも融合した新しい医療・介護のか
たちを、勇気を持って、従来の概念に固執することなく、
「破壊的イノベーション」により、作り出していくことが重
要であると考えます。

革」
（クローズドイノベーション）になりがちで、どうして

この3つの意識とアクションの切り替えを念頭に置きな

も市場への最適性（競争優位性）に執着してしまいます。そ

がら、地域の医療・介護・健康増進への貢献という大きな

の結果、患者様或いは社会から見れば、必ずしも最適なサ

目標に向かって、2020年の舵を取り、20年代への航海に

ービスが提供されていないという局面が見られます。

向かいたいと考えます。

これからの医療・介護分野は「○○ファースト」という言
葉に別れを告げ、社会（公共）に視点をおき、その効果・効

皆様方のご理解・ご支援を切にお願い申し上げますとと
もに、ご指導・ご鞭撻いただきますよう、お願い致します。



ホームページを刷新しました
当院の「今のかたち」
、
「医療の姿」等を「現場感」をもって見ていただけるよう、
ホームページを刷新しました。
手作りですので、拙いところも多々ありますが、あるがままの「もりえい病院」
をお示ししたつもりです。
また、ホームページの内容を適期に更新し、皆様方に当院の
新しい情報をお伝えしたいと思います。
QR コードを載せさせていただきました。ご覧いただければ
幸いです。
ホームページの感想・ご意見等をお待ちしております。
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当院での教育実習の受け入れについて
もりえい病院 院長
日本消化器外科学会専門医
日本救急医療学会救急専門医

増田 亨

令和最初の新年を迎えました。新年あけましておめでと
うございます。
昨年は、地域にお住まいの方々、行政・消防・医療関係
の方々に大変ご助力いただき、さらにご鞭撻いただきまし
てどうもありがとうございました。
本年も皆様にとっても良い1年となりますことをお祈り
申し上げます。
本年も引き続きよろしくお願い致します。
今回は、当院での教育の紹介を致します。
救急医療におけるメディカルコントロールという概念が
あります。
救急医療に於いて救命救急士の処置の拡大に伴って、医
師の積極的な関与が不可欠であり、そのための体制として
救命救急士等による医療行為の質の保障をするための体制
がメディカルコントロールです。
その三本柱は、①常時かつ迅速・適切な指示、指導・助
言体制。②救急活動の事後検証体制。③救命救急士の再教
育体制。
です。この③を当院でも行っています。
救急救命士の就業前実習と生涯研修を受け入れています。
（表1）
実習の項目は表のとおりですが、バイタルサインの取り
方、身体所見の観察、モニターの装着、点滴ラインの準備、
末梢静脈確保と輸液などです。
（表2）当院では、手術室に
よる実習や症例の検討も行っています。手術室実習では、
手術治療の見学だけでなく、モニターの装着、バイタルサ
インのチェック、麻酔導入時の補助換気、麻酔覚醒時のバ
イタルサインのチェック、身体所見の観察も行っています。
救命士さんからは、チーム医療に参加できることと、患
者様の呼吸の状態等の身体観察が非常に勉強になると好評
です。
桑員地区の救急医療を担うチームとして顔のみえる関係
づくりにも役立っています。
次に、桑名医師会立桑名看護専門学校の病院実習も受け
入れています。
急性期病棟と緩和ケア病棟で受け入れていますが、当院
の特徴として桑員地区に一つしかない緩和ケア病棟での実
習を紹介します。
学生さんにあらかじめ了解を得た、患者様を担当してい
ただくのですが、お孫さんのような学生さんが付いて、話
し相手になったり、患者様のお誕生会の協力してもらった
表1 救急救命士が行う病院実習
養成課程

目

的

期
間
施設要件
インフォームド
コンセント
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りして、患者様の笑顔が増えることが多いです。
学生さんには、初日に受け持ち症例の状態、病態をレン
トゲン、CT, 採血結果、投薬内容を説明しています。
緩和ケア病棟ではさまざまながん種に対応しているので、
がん種に応じて出現する症状に差があるため、病態の理解
が重要です。
あまり、CT の読影になれていない学生さんが多いので、
解剖から話することも多いです。せっかくの病院実習なの
で遠慮なく、検査結果やレントゲン等をみることを勧めて
います。
3週間の実習ですが、病棟カンファレンスに一度参加し
ていただいて、質問等を一人ずつゆっくリ受けています。
鋭い質問が出るのが、患者さんへの思いが感じられ、大
変うれしく思っています。亡くなられた患者様のお見送りに
も参加して涙をながしているのが、ここならではの実習と感
じています。実は、私が桑名医師会立桑名看護専門学校の
校長も兼務しているのでなおさら実習に力を入れています。
今後も、地域に向けて貢献できるように地道に取り組ん
でいきます。
表2 臨床実習施設における実習の細目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

実 習 細 目
実習水準
バイタルサインの観察（血圧、脈拍、呼吸数など）
A
身体所見の観察（視診、触診、聴診など）
A
モニターの装着（心電図、パルスオキシメータタなど）
A
酸素投与
A
バッグマスクによる人工呼吸
A
経口・経鼻エアウエイによる気道確保
A
気管挿管
C
食道閉鎖式エアウエイ、ラリンゲアルマスクによる気道確保
B
気道内吸引
B
喉頭鏡の使用
A
人工呼吸器の使用
D
胸骨圧迫
A
開胸心マッサージ
D
末梢静脈路確保と輸液
A
点滴ラインの準備
A
中心静脈確保
D
血糖測定
A
輸血
C
除細動
B
アドレナリンの使用
A
ブドウ糖溶液の使用
A
薬斉（アドレナリンとブドウ糖溶液以外）の使用
D
循環補助（ぺ一スメーカー、IABP）D
D
創傷の処置
C
骨折の処置
C
胃チューブ挿入
C
胸腔ドレナージ
D
ナーシングケア（清拭、体位変換など）
A
精神科領域の処置
A
小児科領域の処置
A
産婦入科領域の処置
B

A：指導者の指導・監督の下に、実施が許容されるもの
B：指導者が介助する場合、実施が許容されるもの
C：指導者の指導・監督の下に、医行為を行う者を介助するもの

D：見学にとどめるもの

就業前実習
特定行為を含む技能を身につける
医療人としての目覚の涵養
医療機関で行われる処置の理解
修得した知識がどのように生かされるか
患者が受ける治療の内容の理解
160時間以上（消防職員は80時間以上）
160時間以上
日本救急医学会認定医指定施設もしくはそれと同等の施設要件を満たす施設

生涯教育
知識技術のアップデート
自身の技術の検証
医療機関との関係性維持
48時間程度 /2年

病院職員以外の者による処置であることの掲示、もしくは文書により同意を得る。院内倫理委員会の同意を得る

Medical Corporation Fushoukai Moriei Hospital

もりえいクリスマスコンサート

「きらめくバイオリンと歌の響き」
を開催しました

12月14日（土）13：00より、当院8階ガブリエ
ルホールにおいてもりえいクリスマスコンサート
を開催しました。
このコンサートは、プロのバイオリニストで以
前から当院の運営を応援いただいている、檜垣綾乃様の
ご厚意で開催できたもので、今回で2回目になります。

当日は、檜垣綾乃様をはじめ「その仲間たち」としてピ
アニストの内田孝子様、ソプラノ歌手の鷲山千香子様の
3人の方々のご参加を得て、クリスマスメドレーや冬景
色、ペチカ等クリスマスや素敵な雪の風景を思わせる数々
の曲を演奏いただきました。
「みんなで合唱しましょう」のコーナーでは、馴染みの
深い「諸人こぞりて」
「赤鼻のトナカイ」を鷲山さんの先導
で、入院・入所の方々・ご家族様・一般の方約100名の
方が合唱され、開催した我々も、ご参加された皆様が楽
しむことができ、よかったと思いました。

ピアノ（左）

内田孝子さん

ソプラノ（中）

鷲山千香子さん

バイオリン（右）

檜垣彩乃さん

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 61 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

3人の方々が会場を去られるとき、鳴り止まぬ拍手と
ともに、手を合わせて感謝の意を表する方々も見えまし
た。
改めて、この機会をつくっていただいた3人の方々に
感謝申し上げます。

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

総

件

数

内

訳

内

管

管

外

2019 年 1 月

190

183

7

2月

90

84

6

紹介医療機関数

総件数

28

404

4

21

3月

92

87

5

4月

106

99

7

29

107

5月

113

110

3

532

6月

99

91

8
9

61

主な紹介先医療機関は次のとおりです。
新たに、兵庫県立西宮病院からもご紹介をいただきました。
●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、いしが
在宅ケアクリニック、いなべ総合病院、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

7月

87

78

8月

121

113

8

9月

80

76

4

10 月

96

90

6

11 月

90

87

3

12 月
合計

86

79

7

1,250

1,177

73

※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。
医療法人 普照会 もりえい病院
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姉 妹 施 設 からの 新 年ご 挨 拶
もりえい病院附属伊勢湾岸クリニック院

長の池田です。新年明けましておめでとう

ございます。本年もよろしくお願い申し上
げます。
令和元年5月に、もりえい総合ヒューマン
ケアステーションが木曽岬の地に、誕生し
ました。
このもりえい総合ヒューマンケアステーションは、医療法人
としてクリニック、老健、グループホーム、デイケア、健診セン
ター、居宅介護支援事業所、地域連携室、また社会福祉法人とし
て特養、デイサービス、地域交流センターを統合した施設です。
生活習慣病の早期発見に努め、クリニック、フィットネスジ
ムで予防管理を行います。一方、デイケア、デイサービスでは要
介護者が日常生活を営むことができるよう生活機能の維持、向
上を目指し、必要な日常生活上の世話及びリハビリテーション
を提供します。
在宅での生活が困難な時は施設へ入所し、介護、リハビリテ
ーションを行い、在宅復帰を目指します。在宅復帰した後は訪
問医療、訪問リハビリテーションを中心に行い、地域社会に根
差した循環した医療福祉の活動を行ってまいります。
本年は、統合ケアステーションの総合的な機能を一層充実さ
せるため、
「予防は治療に勝る」をもう一つの当概ケアセンター
の切口として、当の施設が有する地下1300m より湧き出る温
泉「浩然の湯」の活用、フィットネスジムの充実に取り組み、こ
れらの施設群を融合させ、疾病の予防管理、健康増進、機能回復
へと有効活用していくこととしています。超高齢化社会を迎え
る令和の時代に、木曽岬の地にあるもりえい総合ヒューマンケ
アステーションが地域の交流の場となり、医療福祉の拠点とな
れるよう微力ながら努力していきます。

もりえい病院附属伊勢湾岸クリニック

社会福祉法人慈幸会「すいせんの里」

謹んで新春をお祝い申し上げます。
社会福祉法人 慈幸会「すいせんの里」施設
長の杉野です。新年に当り、すいせんの里
を、ご紹介させていただきます。
すいせんの里は、平成15年4月に開設、16
年経過した今では、木曽岬町の介護の拠点施
設として位置づけされるようになりました。
その概要は、特養施設62床、ショートステイ12床、デイサービ
ス平均27人のご利用者となっています。
特養では家庭の再現を基本としたユニットケアによるサービ
スを提供し、
「排泄時のにおいを出さない」をモットーに、利用
者の方々が快適で人間らしく過ごしていただけるよう努めてい
ます。
デイサービスでは、理学療法士による運動機能の維持と向上
に力を入れています。11月からは「おとなの学校」を開校致しま
した。老いてもなお向学心はあります。回想法ですが、手を上
げたり、質問に応えられたりしたときは、認知を患って見える
方も、その瞬間の顔は活き活きされています。そんな顔が見ら
れたら私たちも楽しくなります。
すいせんの里は、希望される場合は受け入れることを基本とし
ています。そのため喀痰吸引等するための資格「認定特定行為業
務従事者認定証」を介護職8人が取得し、緊急時の命を支えます。
また、地域への応援体制として、災害時の福祉避難協定を木
曽岬町と結んでおります。避難者への停電時対策として蓄電池
も設置いたしました。
平成28年からスタートした「すいせんカフェ」
（月1回開催）は
毎回70人ほどの集まりがあり、コーヒーを飲みながら会話を楽
しみ、健康講座・ゲーム・工作等活き活きした時間を過ごされ
ています。
2020年は、さらに健康増進の場としてフィットネスセンター
を開設し地域高齢者の健康を支えます。
本年も、皆様に気軽に訪れていただける施設として頑張って
まいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

＜みえ働きやすい介護職場適用宣言事業所＞

もりえいの冬
12月6日

12月13日
もりえい大忘年会「グレート北海道」

中学生職場体験

主な医療認定・指定等施設

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
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益生駅

4

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。

至名古屋

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

12月18日
デイサービスフラメンコショー

