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感染症社会におけるもりえい病院の対応
（病院、施設シェルター・雇用シェルター） 医療法人 普照会 理事長 森 孝 郎
今、日本中に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が
認められ、社会の様相が一変してしまいました。連日連夜
マスコミはCOVID-19の報道に明け暮れ、人々は、本当の
真実が何なのかと困惑している次第です。不安と恐怖の時
には、SNS 等による不真実の噂、憶測が蔓延してしまい、
さらに不安と恐怖が助長されてしまいます。
私が、COVID-19を知ったのは、昨年11月末のことでし
た。中国籍の方から耳にしたことです。その方は、いつも
春節には中国に里帰りされ、毎年長期処方を依頼されまし
た。ところが今年はなくその理由を尋ねると、
「中国の南の
町で好からぬ変な風邪が流行ってきて、バタバタ住民が倒
れているので、今年は不安のため里帰りしない。
」とのこと
でした。その数日後、早朝の CNN ニュースで、中国の大
都市の病院に住民が殺到しているという情報を得ました。
12月上旬より、その疫病が、急速に武漢市に蔓延してい
るニュースが報道されるようになり、これは対岸の火事で
はないと考え、その推移を見守ってきました。
1月には、当院新型コロナウイルス感染対策本部を設置
して、ウイルスの特性を把握すべく国立感染症研究所等の
情報を収集するとともに、執るべき対応を保健所に確認し、
対策に向けたタイムラインを敷きました。期せずしてクル
ーズ船でのCOVID-19の蔓延が発生し、中国の感染状況の
報道と相俟って、この感染症が我が国において現実的恐怖
になってしまいました。
当院対策本部は、1）正しい科学的情報の収集 2）疫学
的な地間域拡がりの把握 3）予防対策の構築 4）全職員
を対象としたサイネージ、院内ネットワークで適時に本部
長指示や情報の伝達 5）PPEの備蓄やマスク等の自前作成
の5つを柱としてスタート致しました。
また、今般の COVID-19は、当院の BCP では十分では
なく、これに適時・適切に対応していくため、新型コロナ
ウイルス業務継続行動計画の作成を指示致しました。
こうした対策の基本を決めて、
「国内発生」
「近府県発生」
「県内発生」
「北勢地域発生」の各段階の状況を見定め、前倒
しに対策を講じることとしました。
2月上旬より、COVID-19対策として、病院、施設は社
会のインフラであると考え、全ての建物のシェルター化を
促進するように指示しました。病院、施設は外部より遮断
して感染防止に努め、その上で外来部門、デイケア部門は、

A)1時間毎の換気 B) 患者様、利用者様の移動ごとのアル
コール洗浄 C) 発熱者は、PPE フル装備で対応する等指示
しました。
3月よりスタッフ8名を連日 A）、B) 業務に配置し、強固
なシェルター化に努めております。また、4月より「発熱外
来」を設置し、外来及び入院・入所者の方々、スタッフ等
の安全確保を図っております。
また、日々の診療で多くの方々から、COVID-19感染症
による自粛の影響で、経営状況や雇用状態がひっ迫し悲鳴
を上げておられることを伺い、大変心を痛めております。
このことから、事業者の方で、継続して雇用することが
必要であっても、それがままならない方を当院スタッフと
して一時的にお預かりし、その事業者の方が雇用できるよ
うになった時点で戻っていただく、そういう仕組みとして
「雇用シェルター」をつくりました。数件のお問い合わせも
あり、少しでも地域のお役に立てればと考えております。
三重県は、国の「非常事態宣言」区域外になりましたが、
とにかく COID-19は、収束期と感染拡大期を繰り返す厄
介なもので、気を緩めずに長期間の対応を覚悟する必要が
あります。私もスタッフも「新しい生活様式」に馴染みなが
ら、気長にしっかりと感染対策に取り組んでまいります。
この姿勢でCOVID-19に対応しながら、地域に微力ながら
貢献できればと願っております。
感染防止に当たり皆様にはご不便をおかけしますが、ご
理解・ご協力お願い致します。

手作りのマスクとフェイスシールド、業務継続行動計画書

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
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普 照 会 の こ こ ろ 五感を働かせた気配りと思いやり

対人関係にお悩みの方に
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
臨床心理士

増田

亨

今は、日本中が新型コロナ感染で耐える時期になってい
ます。出口がなかなか見えませんが不安をあおるような情
報に踊らされず、冷静になって、日本中で一丸となって乗
り切るしかないと考えています。皆様の身体的、精神的健
康が保たれることをお祈り致します。
さて、今回は、対人関係にお悩みのかたにデビット・D・
バーンズ博士が唱えている考え方を紹介致します。
良いコミュニケーションには、次の3つの構成要素が必
要です。傾聴
（共感）
、効果的な自己表現
（アサーション）、配
慮（尊重）です。
１）共 感（Empathy）はよいコミュニケーションの特徴で
す。共感というのは、話に耳を傾け、相手の目を通じて
世界を見ようと努めることを意味します。たとえあな
たに対する相手の批判が不公平であると感じられても、
あるいは相手の視点があなたの視点と全く異なってい
ようとも、相手の言っていることに何らかの真実を見
つけるのです。また、相手がどのように考え、何を感じ
ているかを、相手があなたに対して言っていることか
ら、理解してそれを伝えるのです。
人は動揺していると、相手がどのように考え、感じて
いるか、認めることができません。相手の言っているこ

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）
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ご紹介いただいた医療機関は 64 になりました。
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とに真実を見出すこともできません。その代わり、自己
防衛的になり、相手が間違っていると言い張り、争いと
なります。
２）アサーション（Assertiveness）はよいコミュニケーシ
ョンの第二の特徴です。
「私は～と感じる」という言い
方を用いて、自分の気持ちを素直に、直接的に表現しま
す。
「私はちょうど今不安に感じている」
「私は悲しく感
じている」
「私は動揺している」という表現を行うと自分
の気持ちを素直に表現しているので、相手がけなされ
た、攻撃された、見下されたなどと感じなくなります。
逆に「あなたが～」という言い方は、よりいっそうの
対立やケンカの引き金になります。
３）尊重（Respect）は、よいコミュニケーションの第三の
特徴です。欲求不満に駆られ、煩わしく感じていても、
相手の人物をやさしく気遣い尊重します。対照的に、悪
いコミュニケーションでは、相手の人物を敵対的に、競
争的に扱います。この目的は、相手と親しくなることで
はなく、むしろ相手をけなすことです。
まとめますと、相手の話に真実を見出し、相手の言ったこ
とを正確に要約し、怒りや悲しみなどの気持ちを認め、心
を開いて気持ちを打ち明けるように促し、自分の気持ちも
私が～という表現方法を用いて素直に表現し、相手に対し
て気遣いと尊敬の念を伝えることです。
この3つのスキルを上手に会得して、人間関係で悩まな
いようにしてください。

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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新たに、総合診療センターひなが、一宮西病院、山下病院（愛知
県一宮市）からもご紹介をいただきました。
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
しが在宅ケアクリニック、青木記念病院、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

3月

83

79

4

4月

74

67

7

1,129

1,062

67

合計

※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。

もりえいの春
1月24日
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救急車同乗研修
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2月8日

桑名少年少女合唱団

4月26日

新入職員研修

新任あいさつ
もりえい病院


看護部長

加藤恵美

2020年4月から、看護部長として就
任させていただきました。

もりえい病院 在宅支援部長
ケアセンター ビオトープ副施設長

辻



善典

4月1日、在宅支援部長及びケアセン
ター ビオトープ副施設長として就任

まず感じたことは、
当院は疾病予防と健康促進、健康を

いたしました。

害すれば治療と共に、その人の生活を

3月まで三重県庁職員として明和町

考え、在宅に向けた支援と在宅での支

役場での勤務を含め37年間、主に市町

援を、チームでとり組みがされていること。いわゆる間近

や企業の方々と協働して地域や産業の振興に関する業務に

にやってくる、超高齢化社会に向けて“切れ目のない医療”

携わってきました。直近は県人権センターにおいて、様々な

がすでに行われている病院であるということです。
そのなかで、看護職員の役割はたくさんあり、院内だけ
でなく、地域と共に連携をとりながら活動できれば、やり
がいのある職場だと思います。
当院の看護師、介護に関わる職員は、前向きで素敵な職

人権侵害事案に対応するとともに人権の大切さについて考
えていただけるよう人権啓発の業務を行ってまいりました。
しかし、最近の新型コロナウイルスの感染拡大が進むに
つれて、インターネット上の掲示板やＳＮＳ等において、
患者やその関係者、命を救おうと日夜奮闘している医療従
事者への偏見や差別につながる行為が発生していることを

員だと感じています。
職員の一人ひとりを大切にしながら、必要な情報を共有

聞くと本当に残念でなりません。

し、助け合いながら、当院のミッションを念頭に、看護・介

これまで病院や福祉施設での勤務経験はなく、未知の世

護実践力の強化と働きやすい環境つくりに取り組んでいき

界に飛び込んだ感がありますが、改めて地域における介護

たいと考えています。

施設の役割の重大さを日に日に感じています。

まず、第一歩として朝・夕10分程度、病棟・外来・老健

こうした思いを抱きつつ、長年の地方行政での知識や経

施設（ビオトープ）
・地域連携（リライゾン）の管理者で看護

験を活かし、現在の新型コロナウイルス感染拡大防止に向

部に集まり、情報共有から始めています。

けて、仲間と一緒にしっかりと取り組むとともに、患者や

新しい環境、初めて看護部長という職位のなかで、戸惑
うことも多々あります。
看護部職員、他職種の方に助けて頂きながら、目指すべ
き目標に向けて努力していこうと思います。

ープ
老健ビオト
だより

利用者の皆さま一人ひとりの個人の尊厳が守られ、安全に
安心してすごせる環境づくりに向けて自分自身の持てる力
を最大限発揮し、学び、頑張りたいと考えます。
皆様方のご指導、ご鞭撻よろしくお願い致します。

2月28日からの「面会中止」ご理解・ご協力感謝致します

このことにつきまして、コロナウイルス感染防止のた

をご用意してご家族様に、入所者様のご様子を見て頂

め、止む無く入所者・入院患者様とご家族様等の面会を

き、また希望されるご家族様には動画を差し上げる仕組

中止致しております。

み（iPhone 対応）をつくっております。

ご家族様にとって大切な入所者様との面会を待ちわび
ていらっしゃる中でご心配をおかけしております。
このため当院では、タブレットによる「電子レター」等

また、当面は感染防止のためイベントは延期せざるを
得ませんが、クラブ活動、季節の料理、十分なリハビリ
等、入所者の方には、楽しみと「変化」ある暮らしを継続
して提供していきたいと考えております。どうぞよろし
くお願いいたします。

竹の子ご飯

手作りさくら餅
タブレットで電子レターを見られるご家族様
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リライゾン（ 連 携 ）センター 繋より皆 様へ
また併設の居宅介護支援事業所「わかば」にはビオトープ

リライゾンセンターは本年度、設立4年目を迎えます。

相談員経験者をケアマネとして配置し、更にビジティング

地域においては、
「医療・介護」関係者が連携して、様々
なケースを支援し、ケアしていく「包括的」な仕組みづくり

ホスピタルを充実・強化するためＰＴを配置する等して、

がさらに求められるようになってまいりました。

態勢強化を図りました。
コロナウイルス感染対策の関係から訪問でのご挨拶を控

「コロナ収束後」は、人々の行動や社会・経済活動も大き

えさせていただいておりますが、このメンバーでリライゾ

く変化していくといわれております。

ンセンターの運営に努めてまいりますので、ご指導、ご鞭

こうした中で、病院も変わり、施設も変わっていかなけ

撻賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

ればならないと考えております。
もりえい病院では、時代の潮流変化の中で、医療・介護関
係者の方々が「連携・連帯」し、地域の不可避的な超高齢化
を支える医療・介護の包括的な仕組みをつくっていく一員
として応分の役割を果たしていきたいと考えています。
そのため、当センターを法人全体のフロントとして位置
づけ、本年度、当センターを推進本部長（理事長）の直轄組
織とすることとしました。
副本部長には看護部長を、医療連携の責任者として病棟
師 長 経 験 者 の 看 護 部 次 長 を 充 て、そ の ス タ ッ フ と し て
MSW2名、病棟経験豊かな看護師1名を配置致しました。

資格 取 得者をご紹 介します
資格取得が全てではありませんが、プロとしての一つの

もりえい病院では、各部門に研修費を配当し、積極的に

階段として、資格取得や研修課程終了を重視しています。

職員の「学び」を支援してきました。

今後も、
「学び」を重視した職員づくりをしていきますの

おかげをもちまして、この春には、看護師、介護福祉士2

で、お力添え等よろしくお願いします。

名、診療情報管理士の合格者が出ました。
これから医療介護の分野は、他分野にも増して、様々な
環境変化に対応した「学び」が求められます。

看護師

斉藤

介護福祉士

左：水谷

右：金森

主な医療認定・指定等施設

N
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益生駅
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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

石川

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

診療情報管理士

