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新型コロナ感染症後の

多様性社会に臨む病院像とは
医療法人 普照会 理事長

森

孝郎

私を含め多くの人々は、新型コロナ感染症を経験した中

い年代の方は、デジタルネットワークを巧みに使って多く

で、社会の価値観・行動様式が大きく変容してきたことを

の情報を収集し、自ずと適確な（DIY 的）行動をとるように

痛切に感じたに違いありません。

なりました。

更に今後、ポストコロナ、ウイズコロナの中で、新たに

またワクチン接種会場において私は、多くの外国人の方

どんな違った価値観が芽生えてくるのか、またどんな既成

が日本の経済を支えるべく来日されていることを改めて強

概念の価値観が消失していくのか、非常に興味深いものが

く認識致しました。今の日本社会の経済基盤は、まさに、

あります。

既存の労働者といわれる方に加えて、女性、高齢者、外国

人々は、コロナ禍の世界を経験して、感染症がいかに危
険なものであるかを知ると同時に、感染症とともに生活を
していくことの大変さを痛切に感じられたと思います。
こうした中で、社会における病院の存在は、まさに再確
認されたと考えておりますが、一方で医療従事者としては、
以前と同様の立ち位置と価値観では、急激に変容していく

人の方々、障害を持っている方々などの存在なくしては成
り立たなくなってきております。
患者様、利用者様も、日本の方ばかりでなく、約15％以
上は外国から来られた方や、そのご家族で構成されてきて
おります。
このような患者様、利用者様に対して、スタッフ全てが、

社会構造や多様性に満ちた価値観の押し上げに、十分に対

多様性を理解し、またその価値観の違いを受容し、より的

応していくことは出来ず、多様・多面な社会の変容に即し

確に、きめ細やかな対応をしていくことが必要になってお

て、まさに病院機構そのものが大きな変貌を遂げていく必

ります。これが今後の病院・医療機関にとって目指すべき

要性があると痛切に感じております。

基本スタンスだと考えます。

では、新型コロナウイルス感染症が収束した後の世界と
当法人では、このことを見据えながら、10年程前より多

は、何でしょうか？
それはまさに既成概念の価値観の変貌であり、多様性の

様性な価値観の習得に向けて、他の価値観を持った外国人

「癒合」した世界が立ち現れてくると思います。パンデミッ

のスタッフの充実を図ってまいりました。このたび、微力

ク社会での日々の診療で気づいたことは、社会そのものが

ながらこの取り組みを地域へ拡げるため、多様性のある包

まさに DIY（Do It Yourself ＝できることは自分でやろう

括的施設として「もりえい病院地域交流センター」を開設致

という精神・行動）を基本に成り立つ社会になろうとして

しました。

いるのではないかという確信です。

乳幼児から高齢者まで、さらに外国人の方々全てが利用

今まで、日常何の疑問も感

できるセンターとして、生活

じなく営んでいた外食、宴会、

様式から、社会保障、保険制

集会が、三密禁止、人流を制

度等の数々の相談業務に加

限することから否定され、巣

え、語学指導、メンタルケア

ごもり状態になり、テイクア

全てに対応できることを目標

ウト又は自炊の生活に変わっ

に、ス タ ッ フ 全 員 が、意 気

てきました。

揚々と取り組みを始めており
ます。

医療においても、診療規制

皆様にはぜひとも施設見学、

がかかり、自ら治療するとい

施設利用をしていただきたい

うセルフメディケーションが

と心から願っておりますので、

定着しつつあります。
こうした状況下で、特に若

もりえい病院地域交流センター

よろしくお願いいたします。

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

当 院 で 行って い る C T ガ イド下 生 検
部位により、体表から腫瘍から最短距離となるようにル
院長

増田 亨

ートを選ぶため、側臥位、仰臥位、伏臥位から体位を選び
ます。

がんの診断には、組織検査が必須です。治療方針を決め

CT で撮影を行い、CT の断面と穿刺ルートを決め、消

るためにも組織診断は重要であり、肺がんの場合、組織型

毒、局所麻酔後に、21G 針で試験穿刺し、CT で確認後、

によって効果のある抗がん剤が異なるため特に重要となり

生検針を試験穿刺針に添わせて16G穿刺針を刺して、再度

ます。

CT で確実に穿刺していることを確認し、組織を採ります。

内視鏡的に採取ができない腫瘍の場合は、CT を用いて

約30分で検査終了しています。
合併症は、出血、気胸（肺に穴が開いて縮むこと）、血

針を刺して組織を採ります。
当院では、肺がん、前立腺がん、肝臓がんが多いです。

痰、消化管穿孔などが言われていますが、幸い大きな合併
症は現在までありません。

【方法】
局所麻酔で行いますが、当院では、軽い鎮静剤を併用し

生検から約2週間で確定診断が得られ、治療方針の説明
となります。

ています。

－
＋

胸部単純 CT：右肺上葉縦隔寄りに腫瘍
がみられる（＋印）

仰臥位で前方から穿刺針が
腫瘍内に入っている

胸部単純 CT：右肺中葉に腫瘍が見られ
る（－印）

腫瘍内に穿刺針が入っている

＋

当院で用いている16G 生検針
腹部単純 CT：前立腺は腫大し、凹凸不
整（＋印）

細い針で試験穿刺後、
太い生検針で生検

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9月現在）
NAV
ご紹介いただいた医療機関は 76 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

35

502

75.1％

5

24

3.6％

36

142

21.3％

76

668

100.0％

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、三重大
学医学部付属病院、いしが在宅ケアクリニック、青木
記念病院
●県外 愛 知県がんセンター中央病院、海南病院、名古屋大学
医学部付属病院、名古屋医療センター
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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

2020 年 10 月

113

数

内

訳

内

管

管
98

外
15

11 月

81

75

6

12 月

91

77

14

2021 年 1 月

82

69

13

2月

51

49

2

合

3月

86

82

4

4月

90

87

3
4

5月

71

67

6月

80

74

6

7月

102

96

6

8月

118

111

7

９月

86

79

7

1,051

964

87

計

※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。

コロナ禍 のなか看 護 部長として思うこと


看護部長

日々行われていたワクチンセンターでは、希釈、接種、
観察と看護師の役割はとても大きいです。市民が一日も早
くワクチン接種ができるよう願いを込めながら、各部署か
ら師長やスタッフが参加し、チームワーク良く取り組んで
きました。接種された方々から感謝の手紙や嬉しいお言葉
を頂いたときには、市民の方と共にコロナに立ち向かうと
いう一体感を味わうことができました。
当院はコロナ患者後方支援受入病院として、患者様の受
け入れが始まっています。今後は、軽症患者を対象とする
抗体カクテル療法も予定され、準備を進めています。先の
見えないコロナ禍のなか、患者、職員を守るためには、職
員の理解と協力体制が作られていること、周りの方の理解
なしでは成り立っていきません。一人ひとりが持っている
力を発揮し、
「職員一丸」となって、当院の新たな目標に向
け取り組んでいきたいと思います。

加藤恵美

看護部長として一年半、当院の強み
を活かすには看護部として何が必要か
模索しながら取り組んできました。そ
の中で
「断らない救急」
を安全に安心し
て実践できるよう、令和2年11月から
夜勤に救急担当者を配置しました。スタッフは救急だけで
なく、一般病棟を中心に緩和病棟や併設している老健施設
をラウンドし、自ら応援体制をとっています。
もう一つは、
「緩和」病棟です。ここでは患者の想いや症
状緩和に応えることが出来るよう、自分たちの看護につい
て振り返りを行っています。また、他施設から緩和ケア認
定看護師等を講師に招き、現場に必要な知識を深め実践力
を強化しています。
来年１月末には当院初の緩和ケア認定看護師教育課程を
終了するスタッフが誕生します。どのように現場で活動
し、また看護部として活かすことができるか自身の課題で
もあり、楽しみでもあります。
また当院の顔である外来スタッフは、暑い日も感染防護
具をつけ、汗を流し真っ赤な顔で発熱患者に対応していま
す。多い日には一日50件と検査数が増えるなか、走り回っ
ているスタッフには本当に頭が下がる思いです。

ワクチン接種後の
方々からお手紙を
頂きました。その
温かい内容に私た
ちはたくさんの元
気を頂きました。
とても感謝してい
ます。

リライゾンセンターだより
リライゾンセンター「繋」
 センター長

渡邊明菜

コロナ禍における地域連
携室の活動をご報告させて
頂きます。
2021年も残りわずかと
なりましたが、2020年に
引き続き今年度も第4波、
第5波とコロナ収束の兆しが見えず、新規感染者・重症患
者が過去最多となるなど、医療体制が逼迫された大変な1
年であり、感染対策に追われ、あっという間に過ぎた1年
でもありました。
各医療機関や施設で感染症対策として行われているであ
ろう『面会制限』
。
当院でも同じように面会制限を行っていますが、面会全
面禁止にすることはなく、ご家族に抗原検査を受けて頂
き、陰性確認をした上で『1週間に1回、15分』で面会を許
可させて頂いております。緩和ケア病棟においては、いよ
いよ最期が近付いた患者様を対象に毎日面会をしていただ
けるよう配慮をさせて頂いており、ご紹介を頂く各医療機
関の方をはじめ、ご家族の方には高い評価を頂き、私たち
スタッフも嬉しく思います。
もう1点は、
『退院支援』の介入についてです。ご家族や
担当ケアマネージャーを交えた退院支援カンファレンスや

面談の機会が減少しない取り組みとして、入院したその当
日に（可能な限り）ご家族を交えたカンファレンスを実施す
ること、カンファレンスは換気の良い場所（三密回避ので
きる場所）
、15分以内で収めるようにしたことで患者様・
ご家族に安心して参加して頂くことができ、また思いや意
向の確認をすることができました。不安の解消や安心して
退院できる支援につなげられたと感じております。ご家族
の他にも担当ケアマネージャーや施設関係者の方々のご協
力があってこそと、感謝の気持ちでいっぱいです。
2021年10月1日に緊急事態宣言が解除されましたが、
“冬の第6波は確実”と各メディアでも言われています。当
院もこれまで通りの感染対策を徹底して行い、今後も地域
の医療機関や施設、在宅支援者の方々とご協力しながら患
者様が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう（安心して
在宅療養ができるよう）支援を行っていきたいと思います。
退院支援カンファレンス件数

医療法人 普照会 もりえい病院

3

新しい PCR 検査機器 AutoAmp を導入しました
当院は、県指定の新型コロナウイルス「診療・検査機関」
として発熱外来を設置し、日夜対応しています。
コロナ禍は、第６波の懸念等、今後も感染拡大・パンデ
ミックの発生が危惧されています。それを抑制するために
は、まず「診療・検査体制」の整備が必要だと言われており
ます。
当院においてもこのことを強く認識し、この度、新しい
PCR 検査機器 AutoAmp を導入しました。
この AutoAmp の導入により、通常1日要する結果が、
必要であれば最短90分で報告可能となりました。また、最
大4検体まで同時検査が行えます。
このように新しい PCR 検査機器 AutoAmp の導入は、
当院の検査体制の充実に資するものであり、そこで皆様に
お知らせさせていただく次第です。

7月21日

7月1日

新人看護師

土用の丑の日メニュー

もりえいの夏秋

救急研修

デイ利用者様による季節の飾りつけ作品



9月17日

台風14号タイムライン会議

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
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8月13日

10月7日

医療安全研修

看護部

退院支援研修

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。

