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　新型コロナウイルスが、社会に蔓延して早や２年近くに
なりました。
　もともと人類の感染症といえば、基因はまず細菌を考
え、菌腫の多様性、変異に対して、抗生剤の進化と相まっ
て時代が進んできました。
　しかし、近年は、ウイルスとの戦いが主流となってきて
おります。残念ながら、このたびの新型コロナウイルスの幾
たびかの変異と全世界での蔓延を典型として、ウイルスの
変異に、なおウイルス学が、即応できない状態にあります。
　新型コロナ以外にも他のウイルス感染が懸念されてお
り、医療の中の救急医療も、スピード中心の救急態勢に加
え、ウイルス、細菌を医療機関に持ち込ませないよう、スタ
ッフに感染しないように、救急室（ER）において感染トリ
アージができる態勢づくりが強く求められるようになって
まいりました。
　欧米では、ERスタッフが感染し医療を十分に提供でき
なくなり、医療崩壊が起こることが、大きな懸念となって
おります。特に今回のようなデルタ株、オミクロン株に変
異したウイルスはわたくしたちが経験したこともない猛烈
なスピードで感染してしまいます。
　このような懸念と認識から、もりえい病院は、病院施設
に隣接した独立した救急部（ER）の整備を計画しております。

　このもりえいERは、入り口に感染トリアージセンター
を設け、感染陽性者、陰性者を分離して、陽性患者は陰圧
である療養室にて、陰性患者は一度に４人まで診察治療が
できる大型療養室で処置することを考えています。この構
想の中で、ウォークイン等の患者様についても、トリアー
ジセンターにて感染の有無を確認後、陰性患者様の診察
室、陽性患者様の診察兼治療室（抗体カクテル療法や、一
時期隔離室）を設置することとし、合計７区画を整備する
ことと致しております。
　また、このERセンターは、通常設備として、手術、呼吸
器管理、全身モニター管理、ネーザルハイフローを中心と
した酸素療法を可能としており、瞬時に検査対応を可能と
する全身CT室、血液検査室の設置も併せて計画しており
ます。
　もりえいERセンターは、この春にも整備を開始し、夏ご
ろには、コロナ禍において地域の方々に安心安全な救急医
療をご提供できればと考えております。
　今年も始まりました。ウィズコロナの中で、当院では、
このERセンターの整備を行い、今後とも地域の医療に尽
力してまいりたいと考えております。
　本年も医療関係者をはじめ、皆様方のご教授、ご指導、
ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。
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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
普照会のこころ　五感を働かせた気配りと思いやり

医療法人 普照会 理事長 森　孝 郎

ウイルスと共存する時代における
� 救急医療の変貌（もりえい病院ER構想）

もりえい病院ERセンター（仮称）イメージ図
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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
2021年 1月 82 69 13

2月 51 49 2
3月 86 82 4
4月 90 87 3
5月 71 67 4
6月 80 74 6
7月 102 96 6
8月 118 111 7
9月 86 79 7

10月 85 81 4
11月 92 84 8
12月 88 86 2

合　　計 1,031 965 66
※管外（桑員地域以外）については県外も含みます。

　謹賀新年　本年もどうぞよろしくお
願い申し上げます。

　　　　　　　　　　腹腔・静脈シャントは内科的にコン
トロール不良の腹水の治療に行われています。
　当院でも適応を選んで行っています。
原理：腹腔内と上大静脈内にカテーテルを挿入し、腹腔内
圧が静脈圧より高いため、能動的に腹水が静脈内に流れる
原理です。チューブの真ん中にチューブチャンバがあり、逆
流防止と用手的にポンピングできる仕組みになっています。
適応：肝硬変、ネフローゼ症候群、門脈圧亢進、Budd-
Chiari症候群に伴う腹水。
がん性腹膜炎による腹水。突発性・二次性乳び腹水。
禁忌：重度の呼吸不全・心不全。DICなどの出血傾向を伴
うもの。腎不全。腹膜炎などの腹腔内の感染をともなうも
の。腹部穿刺部位の腹水が少ないものなどです。
合併症：肺水腫。出血傾向の増悪。気胸。カテーテルの感
染による敗血症など。

ルート選択：主に鎖骨下ルートと内頚静脈ルートがありま
すが、当院では右内頚静脈ルートを選択しています。
麻酔：全身麻酔を選択しています。
手技：チューブ内にヘパリン生食を充満しておきます。右
側胸部に2cm皮膚切開し、皮下を剥離し、チューブチャン
バを挿入します。腹腔を穿刺し、腹水の流出確認し、ガイ
ドワイヤーを挿入し、ピールアウェイシースを挿入します。
腹腔側チューブをチャンバ挿入部から皮下トンネルを作成
し、シース部に引き出して、シースからチューブを挿入し、
シースを抜去します。チャンバを押して、腹水の流出を確
認します。
　次いで、右内頚静脈を穿刺、ガイドワイヤーを上大静脈
に挿入し、シースを挿入します。
　チャンバ挿入部から皮下トンネルを作成し、頚部のシー
ス部から静脈側チューブを引き出します。透視で上大静脈
に位置するように、静脈側チューブの長さを調節します。
　シースから静脈側チューブを挿入し、シースを抜去します。
　創を閉じて終了です。約1時間の手術です。

　　　　　　緩和ケア病棟 紹介医療機関数・入院患者紹介件数 
（令和3年11月現在）

　　　（2016.2月開設以来）
ご紹介いただいた医療機関は76になりました。

区　　分 紹介医療機関数 総件数 割　合

北勢地域 35 513 75.3%

北勢地域以外の三重県内  5  24 3.5%

三重県外 36 144 21.2%

　　　合　　　計 76 681 100.0%

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
付属病院、名古屋医療センター

データもり
NAVI

当院で行っている腹腔・静脈シャント（デンバーシャント）について
もりえい病院 院長　増 田　亨
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❶�術前腹部CT:腹水が多量にみられる。肝
硬変例
❷�シャント造設後腹部CT:腹水の減少がみ
られる。
❸�手術の実際：右の即胸部の皮下にチャン
バーが挿入されている。左が頭側。
❹�手術の実際の写真：左が頭部。頸部の小
切開部から静脈側のシャントチューブを
挿入。右に見えるチューブは輸液用の中
心静脈カテーテル

❶ ❷

❸ ❹
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　新年あけましておめでとうございます。指定居宅介護支
援事業所「わかば」です。
　旧年中はコロナ禍の中、皆様方には私ども同様、感染防
止等、大変ご苦労をされたとお察し申し上げます。
　本年も、2025年問題、新
型コロナウイルスに対する影
響等を常に念頭におきなが
ら、多面的な社会の構造変化
の中で、リライゾンセンター
はもとより、当「わかば」もそ
の役割をしっかり果たす時で
あると考えております。

　そのためには、関係事業所、関係機関の方々との連携・
協働が益々重要になってまいりますので、どうか一層の連
携・お力添え・ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。
　また、地域の皆様方には、当ケアマネジャーにお気軽に
ご相談、ご依頼をいただきたいと存じます。
　皆様方のお困りごとなどを、必要に応じて適切なスタッ
フが傾聴させていただき、医療機関や地域の包括支援セン

ター、各事業所の方々と連携
をとりながら、住み慣れた地
域で安心した生活が送れるよ
うなケアプランの作成、適切
なサービスのご提案をさせて
いただきます。
　必要な場合には介護施設
等、ご紹介を行ってまいりた
いと思います。
　本年もどうぞよろしくお願
い申し上げます。

　当院ではこの度、最新鋭の超電導型
1.5TMRI装置「ECHELON　Smart　
Plus（FUJI　FILM製）」を導入いたし
ました。 
　今回導入した装置は最新技術「IP-
RAPID」により画質を維持したまま高速化を実現しており
ます。MRIは検査時間が長いというイメージを持たれます
が、これにより、従来のMRI検査の半分以下の時間での検
査が可能となります。また「REALISE　PLUS」という高画
質化ソリューションを兼ね備え、信号とノイズを分離し浮
き上がったノイズを除去することでさらに高画質化を実現
し、より小さな病変を拾い上げることができます。 
　輪番病院である当院ではあらゆる患者様が搬送されます
が、早期診断や治療選択においてMRI検査は大きな役割を
担っております。 静音システムによりMRI検査特有の大き
な騒音も最大96％和らげることができ、さらにモーション
アーチファクト低減機能により患者様の動きによる画像の
ブレも補正しますので再撮影が減り、検査時間の短縮につ
ながり、患者様にも優しい装置となっております。
　検査プロトコルに関しましては、各検査部位や疾患にあ
ったプロトコルをより詳細に設定し、診断しやすい画像を
提供するため、全身の転移検索検査「全身DWI」をはじめ
とした新たなプロトコルも追加しました。さらに、インジ
ェクター導入に伴い「肝臓EOB造影MRI」も施行。装置の

 画像診断室 室長　蛭�川�竜�次

リライゾンセンター併設
指定居宅介護支援事業所「わかば」より

持つ性能を最大限活用していきます。 
　また、短時間撮影が可能となり、よりスムーズに検査が
できる体制が整いましたので、より多くの皆様に是非最新
鋭MRIを活用していただきたいと考えております。今後も
満足することなく医師・診療放射線技師と連携し、より良
い検査ができるよう努めて参りますのでよろしくお願いい
たします。

リライゾンセンターだより

新しいMRIが稼働します
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　　医療法人 普照会 
 伊勢湾岸クリニック 院長　池 田 哲 也

　年の始めにあたり、日頃からも
りえい病院附属伊勢湾岸クリニッ
ク、施設へのご理解ご協力に深く
感謝申し上げます。　
　コロナ禍による社会の混乱はい
まだ完全収束が見通せない状況で
すが、平常の社会を取り戻すには
医療、福祉に身を置く者としては
あとひとがんばり必要かと痛感しています。
　当施設のミッションはとにかく地域の医療福祉に貢献す
ることです。高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習
慣病の予防治療、腹痛、頭痛、外傷などの急性期疾患、が
んの早期発見、腰痛、膝、肩の痛み等整形疾患の治療に尽
力してきました。今年は特殊外来として従来の整形外科、
皮膚科に加え乳腺外来（水曜日午前中）を新設します。
　コロナ対策として、当院では木曽岬での予防接種に努
め、県内でもトップ集団で接種を終えることができました。
愛知県に近接し高齢化率も高いにも関わらず、感染者も非
常に少なく、地域の安定に微力ながら寄与できたことは大
きな喜びです。しかし相手は目に見えない感染症です。本
号発刊の時期には第六波に襲われているかもしれません。
ブースター接種を速やかに行い、行政と密に連絡とりつ
つ、発熱外来で患者の早期発見することにより感染拡大を
未然に防ぎ、地域の医療に貢献していきます。老健ビオト
ープさくら、きそさき、特養すいせんの里では多くの高齢
者をお預かりしています。コロナの施設内感染は何として
も避けることが急務です。「かからない、持ち込まない、拡
げない」を合言葉に職員一団となり感染予防に努めていま
す。当施設では全職員が予防接種を済ませています。幸い
施設内感染が現在まで認められていません。感染予防のた
め直接面会もままならない状況において、オンライン面会
を導入し高齢者の精神安定に努めています。
　我々は、これまで以上に地域社会と密着協力し、地域の
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。

　謹んで新春をお祝い申し上げま
す。
　旧年中は、施設のご利用者様や
ご家族様、そして地域の皆様方に
は、コロナ禍の中、お見舞いの制
限や施設への出入り制限などご不
自由をおかけしましたこと、改め
てお詫び申し上げます。
　新型コロナウイルス発生から２年が経過いたします。世
界中がパンデミックの渦に巻き込まれ、コロナウイルスは変
異を重ねて感染力を強大にし、猛威を振るいました。こうし
た中で科学者はワクチンを開発し、ウイルスの増強を食止
め、感染後の重症化を防いでいます。科学の力に感謝です。
　現在、世界では新たな変異株「オミクロン株」の感染増加
が懸念されています。日本では水際対策の強化がなされて
いますが、感染者がすでに発生しており、感染爆発したデ
ルタ株より更に感染力が高いとも予測されております。こ
れから本格的な冬を迎え感染拡大が心配されます。マスク
の着用、手洗いの励行、密な人の集まりは避けたいもので
す。職員は、高齢者施設に勤務する者として、みなその自
覚をもって施設内感染を防ぐために日々注意を払っており
ます。
　話は変わりますが、今や世界中で温暖化抑制が叫ばれ、
日本でも2050年までのカーボンニュートラル実現を目指
しています。すいせんの里では、2013年から2020年の間
にいち早く太陽光パネルを搭載しクリーンエネルギーを創
出、発電した電気を蓄電し非常時に備えると共に、災害時
における地域の福祉避難所に指定されている施設として、
そのための非常電源としても備えております。そのほかに
施設内の空調及び照明設備（LED）の更新をしてCO2削減
に向けて発信しております。このCO2削減事業に着手し
たことにより年間の電気代を40％削減でき、大きな効果
を得ました。
　また、雇用の場として、昨年度に引き続き本年度もユー
スエール認定企業にすいせんの里が認定されました。この
制度は、若者の採用・育成に積極的で雇用管理状況が優良
な企業に対して厚生労働大臣が認定する制度です。現在三
重県内では10社の中小企業が認定されております。介護
施設ではすいせんの里だけとなっております。今後も、こ
の認定に恥じないよう、働きやすい職場づくりに力をいれ
ていきたいと思います。そして、本年度は、木曽岬町の高
齢者の拠点であり、夢のある施設にするために、施設内の
大改修工事を予定しております。どんな施設を創っていけ
るのか、とても楽しみにしております。
　最後になりますが、2022年が皆様にとってより良い年
になりますよう心よりお祈り申し上げます。

　　社会福祉法人 慈幸会
 すいせんの里 施設長　杉 野 和 子

木 曽 岬 か ら 新 年 の ご 挨 拶

　　　  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


