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パンデミックな新型コロナ感染症における

出口戦略（感染防止解除）
とは
医療法人 普照会 理事長

森

孝郎

パンデミックな感染症が起こって、早や1年半を経過し

らない」
「うつさない」ようにするために、②更に、ウイル

ました。多くの人々は、連日メディアのコロナ、コロナ、

ス蔓延時期を短くして「ウイルスの変異系発育を抑える」た

コロナの連呼で、思考や行動などがワンパターン化し、暮

めには、早急にワクチン接種を人口の70％以上、中和抗体

らしに新鮮さを感じられなくなり、わたくしと同様に閉塞

保有者を45％以上確保しなければ、集団免疫の完成した社

感・疲労感が漂っていると思います。

会にはなれません。

しかし、何としてもこの状態を乗り越え、新しいポスト

このことをわたくしの基本認識として、より多くの人に、
より速やかに、安全にワクチン接種をし、安心して暮らし

コロナの世界を拓かねばなりません。
パンデミックな感染症を収束するには、とにもかくにも、
この社会に集団免疫を構築することです。これさえできれ

ていただけるように、病院挙げてワクチン接種に取り組み
たいと考えております。

ば、たとえ新型コロナ感染症が、ぽつぽつと散発的に発生

「ワクチンなきところに出口戦略なし」

しても、現在のような、煩わしい厳重な行動規制や、マス

「集団免疫の獲得こそ開かれた世界に向かう出口」です。

ク手洗い（今後も大切なことですけれど）の必然性は少なく
なり、再び、時には自由を謳歌し、自分らしい自然な生活
を営むことができるようになると思います。
そのためには、一人でも多くの人々にワクチン接種を受

出口戦略に当たっては、次の3つの骨子が大切となって
きます。
1）ワクチン接種後の方々の行動範囲の制限解除と手順。
2）非感染ゾーン（グリーンゾーン）の設定とそのエリア拡大。

けていただくことが必要です。
しかし、新型コロナワクチンは他のワクチンと違い多く
のスタッフと接種後の経過観察時間を要することから、接
種率を上げるには「人と場所」の確保が不可欠です。

3）その一方で、理由がありワクチン接種が出来なかった方へ

の、継続的な感染防止行動への援助・支援及び工夫の構築。
もりえい病院では、写真にお示しするように、接種終了

このため、当院ではスタッフの確保・養成とともに、病

したスタッフ全員に、最終接種日2週間後に、グリーンバ

院に隣接する以前家具屋の倉庫を改築して、半日で300人

ッチ、グリーンカードを配布し病院内でつけてもらい、中

ほどワクチン接種が可能な会場を作りました。

和抗体保持者として皆様にお示ししていきます。

その結果、４月26日の接種開始以来、現在まで、延べ

また、院内においては、グリーンバッチのスタッフとワ

4000回に及ぶワクチン接種を、比較的待ち時間もなくス

クチン接種終了の患者様、利用者様を把握し、病棟、施設

ムーズに、また重篤な副反応もなく対応することができま

等においてマスク着用を要しない空間をグリーンゾーンと

した。

する等の工夫も思い切って考えております。

皆様が一番懸念して見える①新型コロナ感染症に「うつ

このグリーンゾーンの設定は、出口戦略の一つの雛形と
しての私どもの提案ですが、このような取り組みが社会に
おいて拡がり、より多くの方々が、安全な空間で安らげる
暮らしを営むことができるよう、切に願っております。
ワクチン接種はそのための第一歩。接種できない人を守
るためにも、可能な方は、是非、接種をお願いします。
グリーンカード↓

問診の様子

接種後経過観察の様子

←

ワクチン接種会場の外観

グリーンバッチ
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腸閉塞について
持続的な強い腹痛を訴えることが多いですが、糖尿病や
院長

増田 亨

認知症の方で痛みを訴えない方もみえます。
治療は緊急手術です。索状物を外して、小腸の閉塞を解

コロナ禍でも救急患者様の対応は多いです。

除し、腸管に壊死が認められる場合は腸管を切除します。

今回は、腹部救急で多い、腸閉塞のお話をさせていただ

当院でも年間数例の紋扼性腸閉塞の手術があります。

きます。
腸閉塞とは、腸管の一部が狭くなったり、閉塞したりし
て腸の内容物が通らなくなる状態です。原因は、過去の開
腹術により起こった癒着や腸重積という病気、大腸癌、鼠
径ヘルニアや大腿ヘルニアの嵌頓（腸がヘルニアの穴に挟
まること）などがあります。
症状は、腹痛や嘔吐、便秘、腹部の膨満などです。
程度の軽いものは、
絶食、輸液で軽快しま
すが、閉塞の強いもの
では、イレウス管とい

紋扼性腸閉塞術中写真

う長いチューブを小腸
までいれて、ポンプで
吸引して治療します。

次に、大腸癌による腸閉
塞があります。
もともと、便秘でおなか

イレウス管

が張って腹痛を伴い、救急

緊急手術の適応となるのが、

外来で診断がつく場合があ
ります。

紋扼性腸閉塞です。
これは、主に、小腸が狭いと
ころに入り込んで、挟まってし
まい、締め付けられて血流が悪

紋扼性腸閉塞の CT: 腹腔内遊離ガスと
小腸の周囲に気腫がみられる

くなって、腸が壊死（血流が悪
くなって細胞が死んでしまうこ

治療は、病巣を切除します。

イレウス管挿入時腹部レントゲン

と）してしまう状態です。

コロナ禍でも、緊急の患者
様はかなりみえます。当院で

穴が開いて、穿孔性腹膜炎になっている場合もあります。

は、桑員地区の救急を担当し

原因は、癒着で作られた索状物によりできた隙間に小腸が
入り込んで起きることが多いです。おなかも手術を受けて
いない方もなります。

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
（令和3年4月現在）
NAV
ご紹介いただいた医療機関は 74 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

紹介医療機関数

総件数

割

合

33

485

75.9％

5

23

3.6％

36

131

20.5％

74

639

100.0％

新たに、海津医師会病院、東北大学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

2

Medical Corporation Fushoukai Moriei Hospital

CT 所見：右下腹部（上行結腸に手
拳大のがんがみられる）

ています。地元で治療が完結
できるように努力しています。

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

2020 年 6 月

総

件
60

数

内

訳

内

管

管
52

外
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

2021 年 1 月

82

69

13

2月

51

49

2

3月

86

82

4
3

合

4月

90

87

5月

71

67

4

1,009

916

93

計

※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。

新任あいさつ
もりえい病院 診療部


般内科医として過ごしてきました。

内科医師 中 西 庸 夫
2021年5月より内科医として働

内科医でありながら手術を教えてもらったり、島では傷
の縫合やマムシに咬まれたときの処置、患者さん宅への往

かせていただいている中西です。

診、救急対応など内分泌内科専門で働いている医者に比べ

この原稿を書いている時点では働き

て幅広い経験はしてきたつもりです。

始めてから数日しか経過しておら

結果、この病院に必要とされる、
『その病気を診る。
』ので

ず、右も左もわかっていません。

はなく、
『患者さんの生活背景なども含めた全体を診る。』

恐ろしくパワフルな理事長先生、

という能力はある程度身についているのではと思っていま

院長先生をはじめとする先輩方に圧

す。

倒されながらもなんとかついていき、この病院、地域で必
要な存在になれればと思っています。

今のところ担当する患者さんも少なく、外来でも少し余
裕をもって話が聞けると思います。困ったことがあれば相

多少の自己紹介をお許しください。医者になり20年と
少しが経ちます。一応内科の中でも糖尿病や甲状腺などの

談してみてください。私自身が解決できなくても、できる
だけ一緒に良い治療法を考えたいと思います。

内分泌といわれる分野を得意としています。ただ、性格の

最後にこの原稿が皆様の目に触れるとき、コロナウイル

問題もあるのか一つの分野を極める専門家になるという事

スが収束の兆しを見せて、もう少し自由に行動できる日が

には興味が持てず、時には外科の先生に揉まれながら、時

きていること願っています。

には離島でへき地医療を行いながら医師としての大半を一
ています。

もりえい病院 急性期病棟


看護師長 星 野 妙 美
2021年4月より急性期病棟の師

急性期病棟では、日々多くの入退院患者様のためにチー
ム医療が行われています。その中で看護師は、患者様に寄
り添い安全で安心な看護を提供できるように努力していま

長として就任させて頂きました。
2025年問題を間近に控え、もり

す。若い人材も多く、それぞれのスキルアップを図ると共

えい病院は地域包括ケアシステム

にワークライフバランスの充実が図れるようにスタッフ一

の取り組みが早くから行われてお

人一人と関わっていきたいと考えています。
私自身も早く仕事に慣れるよう努力して参ります。どう

り、連続した切れ目がない医療 ( 急

ぞよろしくお願いいたします。

性期、緩和ケア )・介護・福祉の包
括的な仕組みを構築し実践されていることに魅力を感じ

リライゾンセンターだより
当センターにご紹介いただいた患者の主な疾患は、誤嚥
性肺炎など呼吸器疾患を含めた内科的疾患、次いで緩和ケ
ア目的、外科的治療を目的とした消化器系疾患であり、当

体の約4割を占めています。
以上、ご報告申し上げましたが、今後共きめ細やかな連
携に努めて参りますのでよろしくお願い申し上げます。

院の診療の特徴である『緩和治療』
『大腸・肛門の疾患』が全

2020年度

診療科別・疾患別紹介患者割合（全体件数 355件）
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公式 SNS を始めました
もりえい病院では、公式ＳＮ
Ｓ を 始 め ま し た。
「季 刊 も り
NAVI」
「ホームページ」ととも
に、 当 院 広 報 の3つ の 柱 と し
て、SNS ならではの最新情報を
いち早くお届けしたいと思いま
す。
患者様の視点で、より良い病
院づくりを進めていくため、多
くの方々にご覧いただき、ご意
見・ご提案をいただければ幸い
に存じます。

もりえい病院広報委員会

4月1日

2月8日

4月14日

障害者雇用表彰式

入社式

もりえいの春

新人看護師研修

4月28日

テレビの取材を受けました

主な医療認定・指定等施設
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益生駅

4

至名古屋

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。

5月18日
デイ利用者様による季節の飾りつけ作品

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

4月8日
当院の職員が聖火ランナーを務めました

