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　昨年は医療のみならず、社会・経済・個人も新型コロナ
ウイルスの対応に明け暮れた一年でした。
　2021年はコロナ対策の「正念場」になると思います。そ
れともう一つ、2021年は2025年への本格的なスタートの
年にならねばと考えています。
　今後、この2つを軸にどう社会が変わり、変えて行かね
ばならないか、大変僭越ですが、この一年私なりに、様々
な動きを注視しつつ、医療人としてまた病院・施設を経営
する者として考えていきたいと思います。
　年頭に当たりその一端を述べさせていただきます。
　先ず、ひとつ「新型コロナウイルス対策」です。この新型
コロナウイルスに対しては、当院が2次救輪番病院として
救急患者に対応するとともに、新型コロナ感染症を疑う患
者を診察する県登録の医療機関であること。次に県指定の
インフルエンザ・新型コロナウイルスの診察、検査医療機
関であること。この2つをしっかりと踏まえ、「発熱外来」を
着実に運営していかねばと考えております。現在、2箇所

「発熱外来」を設置しておりますが、そのうちの一つは冷暖
房完備の陰圧室も備え、コロナ感染対策として非常に有効
であると考えております。
　そして、本年は、いよいよ新型コロナウイルスに立ち向
かうためワクチン接種が始まります。集団免疫の獲得まで
はまだまだ時間がかかるかもしれませんが、2月下旬にも
ワクチンの接種が始まります。
　この新型コロナウイルスのワクチンはmRNAや遺伝子組
み換えで制作するもので、冷凍保存が必要なことが大きな
特徴です。このため当院では-80度の保存が可能なデープ
フリーザーを2基整備致しました。
　年当初より桑名市ご当局は桑名医師会様と調整しながら、
当地のワクチン接種態勢づくりを突貫作業で進められるこ
とになりますが、当院におきましても、ワクチン接種セン

ターの設置等の用意はできており、当地域のワクチン接種
態勢構築のお役に立てればと考えております。
　次に2つ目。2025年問題はコロナ禍においても待っては
くれません。
　現に地域の高齢化は進み、癌等の所謂成人病も増えてき
ております。また単身高齢世帯、老夫婦だけの世帯も増え
て来ています。
　桑名市でも、これらのことは既に顕在化してきており、
市ご当局は桑名医師会様等と連携して、医療・介護のネッ
トワークづくり、地域とのネットワークづくりに取り組ん
でおられます。
　当院においても、これらの取り組みに呼応すべく、三重
県がん診療連携病院として在宅復帰も視野に入れた緩和治
療の充実を図るとともに、特に大腸・肛門の癌・疾病に総
合的に対応できるよう専門医の配置や女性スタッフの充実
により、安心して診療が受けられる診療態勢づくりに取り
組みます。
　この取り組みと合わせて、「家庭で病院治療を」という構
想の下、取り組んできた医療チーム(医師、薬剤師、看護
師、理学療法士、管理栄養士等)によるビジティングホス
ピタルの活動を強化し、ご家庭での病院治療の提供に努め
ることとしています。
　また、当院の在宅重視・地域重視の方向をしっかりとか
たちにしていくため、これまで温めてきた広い視点でのフ
レイル対策を4ページ掲載の木曽岬グループとも一体化し
て、事業化に向け、検討を深めていきたいと考えておりま
す。
　「競合」よりも「協働」が要請される時代、私どもなりにこ
れらの取り組みを進めてまいりますので、皆様方のご理解・
ご支援・ご鞭撻をお願い申し上げます。
　本年も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

季刊 もりNAVI
Medical Corporation Fushoukai Moriei Hospital
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医療法人 普照会 理事長 森　孝 郎

2021年 新年明けまして
 おめでとうございます
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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
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
8月 119 107 12
9月 99 90 9

10月 113 98 15
11月 81 75 6
12月 91 77 14

合　　計 1,060 967 93
※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。

　胃内容が食道に逆流する状態を胃食道逆流症と言います。
それにより食道に炎症を起こしたものが逆流性食道炎です。
胃の一部が胸の中に引き込まれたものが食道裂孔ヘルニア
で、胃逆流症の原因となります。
　胃食道逆流症の有病率は10％と言われています。日本人
の頻度は増加しています。
　原因は加齢、肥満、ピロリ菌の除菌、食道裂孔ヘルニア
の合併などと考えられています。
　症状は胸やけ、胃酸の逆流による咳、咽頭痛、胸痛など
です。
　症状は臥位で出現することが多く、夜寝ているときに胸
痛や咳、咽頭痛をきたすことが多いです。
　夜間の胸の痛みのため、心疾患と間違われることが多い
です。
　診断は容易で、胃内視鏡検査で逆流性食道炎の所見や食
道透視検査（レントゲン）で臥位での胃から食道へのバリウ

ムの逆流、CT検査で胸部への胃の脱出の所見で分かります。
　治療は、保存的には胃酸を抑える薬、胃の動きをよくす
る薬、寝る時に頭を高くして寝ることです。
　症状が強い場合、胃の大部分が胸に引き込まれている場
合、薬で効果がない場合、逆流で肺炎を起こす場合、臥位
で食道への逆流が胸部上部まで及ぶ場合です。
　手術は、腹腔鏡を用いた方法が主流です。
　全身麻酔で、お腹に小さな穴を5ケ所あけて、腹腔鏡で
見ながら、胃を胸から、お腹に戻して、緩んだ胃の入り口
を補強します。
　胃が再び、胸に入り込まないように横隔膜と胃を固定し
ます。臓器を切ったり取り除いたりする手術ではないので
高齢者でも受けていただける手術です。
　約2時間の手術です。当院では、2015年から現在まで、
45例の手術経験があります。全国的にも手術例が多い施設
です。
　当院では、高齢者の手術例が多く、90歳を越えた方の手
術例もまれではありません。
　上記の症状でお悩みの方は、一度ご相談ください。

　　　　　　緩和ケア病棟 紹介医療機関数・入院患者紹介件数 
（令和2年12月現在）

ご紹介いただいた医療機関は72になりました。
区　　分 紹介医療機関数 総件数 割　合

北勢地域 33 470 76.3％

北勢地域以外の三重県内  5 22 3.6％

三重県外 34 124 20.1％

　　　合　　　計 72 616 100.0％

新たに、紀南病院、市立東大阪医療センター等からもご紹介を
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

胃 食 道 逆 流 症（ G E R D）、食 道 裂 孔 ヘ ル ニア の 外 科 治 療

もりえい病院　院長　増 田　亨

扌上部消化管透視：
　�胃はほとんど胸部に引き込まれて
いる。食道裂孔ヘルニア

➡術後食道透視：
　�胃は腹腔に戻っており、通過は
良好

➡�食道の右壁と胃の上部を縫
合し、胃の入り口の補強を
行う（腹腔鏡下手術）

横隔膜の右脚と胃の上部を
縫合し、胃が胸部に引き込
まれないように固定する（腹
腔鏡下手術）

➡胃

食道食道と胃の境（胃噴門部）
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　11月26日、本年度医療安全訓練
として暴漢対応訓練を行いました。
　当院でも、来院者の方が大声を出
して暴れるなどの事態が発生し、診
療に支障が生じる、職員に危害が及
ぶ恐れがある等様々なケースに遭遇
しています。
　また、厳しい世相を反映してか、
暴言、言いがかり的なクレームも増
加してきています。
　もとより「苦情は宝」であることはよく承知しており、来
院者の方々等からのご意見、ご要望、ご叱責、意見箱に寄せ
られたコメント等はその内容を病院として汲み上げ、院内
で共有し組織横断的な改善に繋げて行くこととしています。
　こうした基本的な姿勢を踏まえ、例え「暴言」等事案であ
っても、先ずは「苦情」として受け止め、
　① 初動は身の安全、周りの安全を確認しつつ、冷静に丁

寧に対応することを基本としています。
　② 対応に際しては、患者様の状況に気配りすると同時

に、周りの状況にも目配りし、他のスタッフについて
は、対応スタッフに駆け寄る等して必ず複数で対応す
るよう申し合わせています。

　③ 複数で対応する際には、直接対応者、他への連絡者等
の役割をケースバイケースで、自然に対応できるよう

常に申し合わせております。
　当院においても医療安全につい
ては事案発生を院内に伝える「コ
ード〇〇」や、代表事案毎のマニ
ュアルも整備しています。
　今回の訓練は、これら事案に共

通する３つを「行動」
「動作」で確認し、「体」
で覚えるため行ったも
のです。この訓練にお
いて上記の基本的動作
が比較的円滑に出来た
ことは、よかったと評
価しています。
　なお、当院では、暴力・暴言・中傷的な行為は百態百様
であることを踏まえ、
　① どのような事態にあっても、組織として毅然と対応す

ること。
　② 院内で対応しかねる場合は躊躇なく警察への対応を要

請すること。
　③ 誹謗・中傷的なクレームについては、法的対応を辞さ

ないこと。
とし、管理部門が窓口となり桑名警察署様との日常的な緊
密な連携、顧問弁護士との顔の見える関係づくりに努めて
います。
　今後も、毅然とした組織対応、躊躇なき法的対応等の二
段構えで、患者様・職員・施設を守るための態勢づくりに
取り組んで行きたいと考えております。

患者様、職員の安全を守るために、
医療安全（暴漢対応）訓練を行いました

もりえいの秋冬

12月1日　トリアージセンター増設

9月1日　新人看護師対象オンライン研修

12月25日　X’mas 緩和ケア病棟看護師

11月26日　看護部研修「傾聴とは」

9月4日　防災訓練
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� 伊勢湾岸クリニック　院長　池田哲也
　年のはじめにあたり、日ごろから
もりえい病院附属伊勢湾岸クリニッ
ク等の事業へのご理解ご協力に深く
感謝申し上げます。
　昨年を振り返りますと、自然災
害、新型コロナウイルス感染症の話
は避けて通れません。近年異常気象
により何処かで大災害が起きていま
す。昨年は球磨川流域の大洪水があり、高齢者施設でも甚
大な被害にあいその怖さをまざまざと見せつけられまし
た。遠くない将来東南海地震の襲来が予想されており、当
施設のある木曽岬も大部分が浸水予想地域になっていま
す。災害に備え訓練は行っているものの、更に地域、行政
の協力を仰ぎ、対策を見直す必要性を日々痛感しています。
　昨年初め日本はインバウンドに湧き、来るオリンピック
に夢をはせていました。しかし、まるで映画のように一感
染症がここまでに世界を変えてしまうとは想像していませ
んでした。マスクをし、3密を避け、ソーシャルディスタン
スを保つことが求められました。そのため学会や研修会が
中止やオンライン開催となり、ますますITの活用が進み、
人と人のつながりが希薄になりました。
　感染制御のために必要であると理解しつつも、ソーシャ
ル（社会）が崩れていく感がしています。ホテル、飲食業は
じめほぼ全産業へ悪影響を及ぼし、受診控え、さらに医療
崩壊を引き起こしました。介護では人材不足、施設でのク
ラスター発生があります。基礎疾患をもち、免疫力の弱い
高齢者間では感染が爆発的に広がります。感染防止のため
に高齢者は社会、家庭との距離をとらざるを得なくなり、
更に認知機能の低下を招きます。当施設でも問題になって
おり、オンライン面会できるよう施設の改修をすすめまし
た。
　しばらく続くと予想されるウイズ コロナの社会で、生
活、産業構造の変化も予想されます。われわれ医療介護に
携わる者は、これまで以上に地域社会と密着協力し、社会
の要請にこたえられるよう尽力する所存です。
　最後に今年が皆様方に幸多い年になりますとともに、ご
健康を心よりお祈り致します。

� すいせんの里　施設長　杉野和子
　新年明けましておめでとうござい
ます。
　昨年は、新型コロナのニュースば
かりで気持ちが滅入ることが多かっ
たのですが、今年は、少しでも収束
できることを祈りたいです。
　特に、医療関係者、介護関係者の
皆様方には、危険と隣り合わせにな
りながら従事されていることに、改めて感謝申し上げます。
　私共、社会福祉法人慈幸会　特別養護老人ホームすいせ
んの里は、愛知県弥富市と桑名市に隣接した木曽岬町に
4422㎡の平屋建を建設し、平成15年4月より特養、ショー
ト、デイサービスの事業を開設し、17年が経過いたしまし
た。今では、木曽岬町をはじめ地域の介護拠点施設として
慕われております。
　しかしながら、コロナ禍で地域交流事業として皆様に楽
しんでいただいていた「すいせんカフェ」も中止しておりま
す。多くの再開希望のお問い合わせをいただいております
が、状況を見ながら検討しているところでございます。
　さてさて、このコロナ禍で業務のあり様に変化がありま
した。いろいろな会議はすべてと言っていいほどリモート
だのオンラインだのと言った会議スタイルとなりました。
最初はなかなか馴染めなかったのですが、回数をこなして
いくと、案外、有効的に感ずるようになりました。わざわ
ざ出向く手間もかからずして研修や会議に出席できるの
は、時間を有効にできる利点は非常に大きいと感じており
ます。まだまだぎこちなさを感じますが、今後はこれが常
態的になるのではと思っております。
　そして今年は見守りセンサーシステムの構築により訪室
のフロー、転倒転落の対処、夜間巡視、記録入力、情報共
有のワークフローを変革し利用者様の安全・安心な生活を
守り、職員の労務軽減に力を入れたいと考えております。
当法人は、若者の雇用管理が優良な企業として厚生労働大
臣より「ユースエール企業」として認定されています。
　最後に、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

木 曽 岬 か ら 新 年 の ご 挨 拶

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」


