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　新型コロナウイルスが、命に関わる感染症として多くの
人の脳裏に焼き付き、暮らしのかたちも変えざるを得なく
なって、半年余が経ちました。
　世情が不安定な時には、いつの世も雨後の筍のように似
非・にわか専門家が発生して、如何にも医学的・科学的事
実であるかのように根拠のない「コメント」を言い立て、徒
に一般市民の不安を煽り、それが極端な「自粛」やもの不
足、人権侵害までに及び、こうした社会の揺らぎに憂いを
抱きます。
　私どものような急性期・輪番救急病院では2種感染症指
定医療機関以外の病院（コロナ患者受け入れ病院以外の病
院）であっても、疑似コロナ感染症患者を診察しなければ
なりません。私はこの時であるからこそ色々な雑音に惑わ
されることなく、如何に正しく判断し、処置をするかが大
切であると考えております。
　私は、昨年11月末に中国で奇妙な感染症が発生し、多く
の住民が罹患しているとの情報を得て、この感染症が万が
一日本に上陸した場合に備え、直ちに「新型コロナウイル
ス対策本部」を設置しました。
　この対策本部は次の4つを柱として設置しています。

①正しいウイルス情報の収集　②正しい防御方法　③厳
重な病院・施設の衛生管理と基本となるスタッフ、患者
様の導線の決め込み　④スタッフの感染防止に向けた日
常行動の指針づくり
　「正しいウイルス情報の収集」は、国立感染症研究所、
国・県等から発信される情報、CNN等の海外メディア・注
目すべき医学論文等を集約・咀嚼して「新型コロナウイル
ス対策本部長指示事項」として8月5日現在、32号を全職員
に発出し、対応しています。
　「正しい防御方法」は、行政部門からの情報等に加え、桑名
市総合医療センターの感染管理認定看護師さんの実地指導
も得て、衛生環境の整備・スタッフのPPEの装着脱着に至る
まで、遺漏のないよう対応しています。またマスク・ガウン・
フェイスシールド、手袋等装備品も何とか数か月分を確保
したとの報告をSPDスタッフから受けております。
　「厳重な病院・施設の衛生管理」については病棟等をロッ
クダウンして入院患者様、入所者様の面会を禁止し、病院
自体を外部より遮断したシェルター状態にして、ウイルス
からこれらの感染弱者の方々を防除しております。
　次いで、外来・救急部門において発熱患者様が他の患者
様と接触しないよう病院外に「トリアージセンター」を開設
し、センター内で検査、治療を行い、病院内にウイルスを
持ち込まないようにしております。
　なお、COVID-19の検査手順としては日本感染症学会の
指針に沿って行っております。

　先ず、発熱患者様の2週間の行動履歴を正確に見出し、次
いで同居者、ご家族様の状況確認をしっかりとしています。
　この後、血液検査、胸部CT等画像検査で肺炎像の有無
を診断し、発症日に合わせて抗原キット、抗体キット検査
を行います。その結果、陽性、偽陽性の場合は、行政検査
のPCRを推奨しています。

　8月5日現在までのトリアージセンターでの診察は延べ
にして500件余。そのうちPCR検査が必要な患者様は15
名、うち2名の方々が陽性で、桑名保健所の指導の下でコ
ロナウイルス感染受け入れ病院に入院となりました。幸い
にもその後、病状は改善され、現在退院されて問題はない
との報告を受けております。
　なお本部長指示事項として、職員が採るべき日常の行動
として次の5つを指示しております。
１）名古屋市、首都圏、関西圏など感染が拡大している地
域には行かない

２）クラブ、カラオケ等感染源として話題になっていると
ころは行かない

３）「3密」を避ける、大声、大笑いをしない、する人には注
意する

４）常に自分と家族、同居人の健康状態をチェックする
５）マスク等を適正に身に着け、適時手洗い、うがいをする
ことを習慣にする

　今後もコロナウイルスとの付き合いは暫く続きます。コ
ロナウイルスへの対応には完璧・完全はないことを真正面
から受け止めつつ、情報収集・防御環境の多面的整備等に
取り組み、コロナウイルス感染防止に万全を期してまいり
ます。
　皆様のご指
導・ご鞭撻よろ
しくお願い申し
上げます。
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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 総　件　数
内　　　　訳

管　　内 管　　外
2019年 8月 121 113 8

9月 80 76 4
10月 96 90 6
11月 90 87 3
12月 86 79 7

2020年 1月 111 109 2
2月 89 83 6
3月 83 79 4
4月 74 67 7
5月 74 67 7
6月 60 52 8
7月 66 63 3

合　計 1,030 965 65
※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。

　良い知らせを伝えるのは容易ですが、相手の生命にかか
わる問題や人生にかかわるような悪い知らせを伝えるのは
容易ではありません。
　今回は、伝えるために必要な工夫や知識についてお話い
たします。
　悪い知らせを話し合うためには、RobertBackmanと
WalterBaileによって考えられた枠組みがあり、以下の6
つのステップを行うことが勧められています。
　SP IKES（Setup、Percept ion、Inv i ta t ion、
Knowledge、Emotion、Summarize）として知られてい
ます。
　1）Setup　準備する。
　まず、落ち着いて話し合える場所、プライバシーの守れる
環境を整えます。時間的に余裕のある枠組みを用意します。
時間に余裕のあることを伝えると、相手も安心し、重要な
ことについて質問できるようになります。
　もし、涙が流れた場合でも対処できるように、そっと机
にティッシュを用意することも有用です。
　可能であれば、看護師やソーシャルワーカーにも同席し
てもらえると気配りの点で非常に助けられます。
　2）Perception　患者様の理解を把握する。
　患者様が今までの経過や受けてきた説明をどのように理
解しているかを、尋ねることは重要です。
　今まで他の医師から説明を受けてきた場合は、どのよう
に説明を受けてきましたか？と尋ねます。
　これまで受けてきた説明をきちんと理解されていない場
合は、悪い知らせを伝える前に、今まで行ってきた検査な
どの前置きの話をする必要があります。
　3）Invitation　本題に入る前に患者様の同意を得る。
　「話を本題に移す心の準備はいいですか？」と聞くことに
よって、患者様に今、聞きたくなければ拒否ができる権限
を与える事になります。

　さらに、自分が患者様と歩調を合わせながら事を進めて
いきたいと思っていることを伝えられます。
　もし、準備ができていなければ、家族の同伴を勧めて、
後日に伝えることを提案します。
　4）Knowledge　悪い知らせを伝える時は率直に。
　悪い知らせを伝える前に、警告的なセリフを言っても良
いかもしれません。
　これは、患者様が悪い知らせを聞く心の準備ができる短
いセリフのことです。
　例えば、「顕微鏡で見た組織検査が返ってきましたが、あ
まりよくない話をする必要があります」といったものです。
　本題の悪い知らせを伝える時には、専門用語を使いすぎ
ず、わかりやすい言葉を選んですることが重要です。
　一度にすべてのことを伝える必要はありません。患者様
の理解を観察しながら、時には結論から初めて、詳細は後
で話してもかまいません。
　5）Emotion　患者様の感情に対応する。
　悪い知らせを受けた患者様の感情に注意を払うことは重
要です。
　患者様の恐れ、怒り、放心状態に対応することは、淡々
と事務的に話を進める印象ではなく、患者様を全人的に捉
えようとしている姿勢を示すことになります。
　患者様が十分に落ち着いて、次のステップはどうするの
かといった客観的な情報に耳を傾けられるようになるま
で、感情に対応し続ける必要があります。逆にこちらから、
この先の予定や治療方法などの選択肢をお話ししてもよい
かを患者様に尋ねてみるのも重要です。
　6）Summarize　お話をまとめておさらいする。
　話し合いの終わりには、話し合った内容をまとめて、お
さらいし、さらに患者様が今後取るべき行動をきちんと説
明します。
　話した内容を、簡単に紙に書いて渡すことができれば、
自宅に帰った患者様が振り返りに役だちます。
　以上、簡単に述べましたが、参考にしていただければ幸
いです。

　　　　　　緩和ケア病棟 紹介医療機関数・入院患者紹介件数 
（2016.2月開設以来）

ご紹介いただいた医療機関は67になりました。
区　　分 紹介医療機関数 総件数 割　合

北勢地域 31 451 76.6%

北勢地域以外の三重県内  4  21 3.5%

三重県外 32 117 19.9%

　　　合　　　計 67 589 100.0%

新たに、宝塚市立病院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

総合医療センター、四日市羽津医療センター、三重
大学付属病院、いしが在宅ケアクリニック、いなべ
総合病院

●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、大垣市民病院

データもり
NAVI

悪 い 結 果を伝 えるた め に
もりえい病院　院長　増 田　亨
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　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）

・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

　今日、2人に1人ががんにかかり、3人に1人はがんで亡
くなるといわれています。
　コロナの影響で、健診に躊躇する傾向が見られると聞い
ていますが、健診こそが早期発見・早期治療に繋がり、「大
切なご自身の命を繋ぐ」ことになります。
　当院では、全ての来院者様にマスク着用と受付時の検温
をお願いしており、院内の消毒の徹底・こまめな換気、お
待ちいただいている方々との距離を開ける等の十分な感染
予防策を講じており、安心して健診を受けて頂けます。
　受けそびれることなく、健康診断を受診されることを医
療機関としての立場からお勧めします。
　健診の内容・時期等は右のとおりです。

　私も看護部長に就任して4カ月が
経ちました。この間に看護部で取り
組んできたことについてご報告申し
上げます。
　先ず第一は「コロナ対策」です。院
内感染を防ぎつつ、コロナ感染症の
判別がつかない患者様にどのように対応していくのか。こ
のことを理事長を本部長とする「新型コロナウイルス対策
本部」を中心に発熱外来のシュミレーションを病院全体で
行い、4月27日から東玄関前に陰圧テントを設置し「もり
えいトリアージセンター」として発熱外来を開設しました。
　他部門と連携しながら感染防止を徹底して患者様の対応
を行っており、正面玄関入り口においては、各部門が協力
し、来院者全ての方の検温を行い、発熱者には発熱外来へ
と誘導しています。７月に入ってからはコロナ疑いの患者
様が増え、熱だけでなく、症状を含めたトリアージが必要
と考え、看護管理者を中心に症状を確認し、トリアージを
行っています。
　発熱外来患者様が増えると、外来スタッフだけでは業務
が追いつかない日もあり、病棟と連携をとり外来応援を行
うなど看護部の協力体制もできました。朝・夕行う看護部
のミーティングでは、報告・連絡・相談のほか応援体制を
含めた調整を師長・主任たちで行い、私が求める病棟間の
繋がりが出来つつあるのだと感じています。
　看護部ではコロナの対応とともに、もう一つの課題とし
て人材育成があります。看護管理者はスタッフに関心を持
ち、行動に繋げることが重要です。スタッフの可能性を信

じ、一人ひとりの行動や目標が成果に繋がるよう支援する
ことが人材育成に繋がると考えます。
　当院は看護部として独立して日が浅く、スタッフととも
に看護実践力をつけ今以上に看護の力を発揮していくこと
が必要です。そのためには現状を振り返り、次に活かすリ
フレクション研修や正しい知識・技術を学び得る機会をつ
くる必要があります。
　感染防止のため院外・院内研修の中止やインターネット
による研修が増えています。しかし看護部は当院が定めた
「新型コロナウイルス感染対策運用判断基準」に基づき、感
染予防は勿論、教育委員会のメンバーの力を信じて運営
し、看護部長として支援しながら院内研修を実施していき
ます。
　自分が感染者にならない、媒介者にならない、一人ひと
りが「自分にできることをしっかりやっていくこと」このこ
とを私自身も、そしてスタッフにも伝えながら、暑さに負
けず、コロナに負けず、看護部一丸となって努力していき
たいと思います。

健 康 診 断 の ご 案 内 予約電話番号

0594-23-0452

コロナに負けない看護部の取り組み
看 護 部 だ よ り

 看護部長　加 藤 恵 美

看護部ミーティング
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　桑名の今年の夏は、花火大会も、石取祭もなく、寂しい夏
を過ごすこととなりましたが、私たちデイサービス・デイ
ケアのスタッフ一同は、利用者様に安心してご利用いただ
くため感染防止策の徹底を図るとともに、万が一の備えと
して７月にはコードブルー訓練を、また、8月には送迎時
の急変にスタッフ全員が対応できるよう急変時対応研修を
行いました。私たちはこの時期であればこそ私たちしかで
きないケアを利用者様、ご家族様と向き合いながら、創っ
て行きたいと考えています。
　以前のようなイベントは中止せざるを得ませんが、ご利
用者様に季節感をもって日常のひとときを味わっていただ
くため、栄養科と連携して土用丑の日には「鰻丼」を、夏こ
その献立として「豚のしゃぶしゃぶサラダ」「冷やし中華」
「麦飯ととろろ汁」など心を込めてご提供しております。
　心のこもったケア・お食事・入浴・健康へのサポート。
それをWITHコロナと向き合いながら、一層ブラッシュア
ップをかけ、頑張っていきたいと考えています。
　皆様方のご理解とご支援をお願い申し上げます。

もりえいデイサービス・デイケア
頑張っています!!

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

　主な医療認定・指定等施設　
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。

豚のしゃぶしゃぶサラダ

鰻丼とすまし汁

急変時対応研修

コードブルー（緊急事態対応）訓練風景


