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パンデミック感染症からの回帰に向けて
（簡略化、希薄化の社会に対して）

医療法人 普照会 理事長

新型コロナウイルスの猛威で、多くの人々は、既存
の生活の変貌を３年間余儀なくされました。
最近は、個々の方が、感染症に対する防御、治療方
法を徐々に習得されて、感染者の数も減少傾向にあ
り、以前の生活に戻ろうとされております。
しかし、日本社会全体を見渡してみると、決して以
前の状態には戻っていないと考えます。それはパンデ

森

孝郎

ても、人間の求める主たる行動には大きな変化はな
く、多くの人と繁がり、情報を共有する方法に変化が
起きているのだと考えます。
対面形式、訪問行動が、電子媒体を介することによ
り、不必要となってしまい、さらにその周辺にある、ア
ドリブ、装い、飾り立てという装飾行為がなくなって
しまったと考えます。

ミック感染症を経験した人々の行動様式が、この３年

当然、医療介護社会においても、簡略化、希薄化の

間で急変しているためではないかと思います。この変

波は押し寄せて、患者様、利用者様のニーズが大きく

化を見ていると、人々の価値観の一部が、大きな転換

変化していくと思われます。

期を迎えているように思えてなりません。

こうした認識から、当法人も、まずスタッフ間の報

外食が、夜型から昼型に、
テイクアウトに移行してい

連相（ほう・れん・そう）に、法人内のグループワーク

ったり、自宅での食事の重要性が増して来たりしてい

ツールであるデスクネッツネオやズームを積極的に活

ます。食事も、満腹感を求めるより、健康で美食なもの

用することにいたしました。

を自らのペースで求めるようになってきております。

このツールの積極的活用により、最近では、報告事

言い換えれば、無理せず、自分の判断で生活してい

案がすべて可視化され、コメントを簡潔に交換するこ

くセルフコントロール型の生き方を多くの人々が求め

と等が可能となったため、時間のロスが急激に減少

ているのではなかろうかと考えます。

し、ミスも著しくなくなってきました。

さらに、既存のしきたり、儀式がどんどん簡略化、
希薄化してしまっております。会議はリモート化し、
葬儀、結婚式は、家族や特に重要な方のみの少数で行
うようになり、それに要する時間も半減しております。
このように変貌していく社会の中で、産業活動、
人々の働き方・暮らし方も大きく見直すことが不可避
になって参りました。
しかしながら、私は、社会が変化しても、やはり人
間は、人との関係をつくり、繋げていくことが非常に
大切であると強く認識しております。

このことが、正に法人の働き方改革に繋がると確信
しております。
今後、さらに Dx プログラムのバージョンアップを
行い、病院業務における対面治療、診断技術の向上を
図って参りたいと考えております。
もとより私は、コロナ禍の一刻も早い収束を願うも
のでありますが、このコロナ禍によって顕著になった
幾つかの変化は、もう後戻りできないし、すべきでは
ないと考えております。
こうした認識のもと、利用者様にとってより効果が

こうした変化の中にあるからこそ、一層多くの人々

あり、より利便を感じてもらえる「もりえいトータルヒ

と繁がり、たくさんの情報を共有したいと考えており

ューマンケア」の提供を追求して参りたいと存じます

ます。

ので、皆様方にはご理解・ご支援・ご鞭撻賜りますよ

噛砕いて申しますと、パンデミック感染症下におい

うお願い申し上げます。

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

緊張性気胸と多発肋骨骨折に伴う胸郭動揺（フレイルチェスト）の治療
もりえい病院 院長

増田 亨

緊張性気胸とは、ショックを伴う気
胸（肺に穴が開いて縮むこと）の状態で、
もっとも緊急性の高い病態の一つです。

初期治療は人工呼吸器による呼吸の補助、根本的治療は、
手術による肋骨固定術です。当院では、チタン製の肋骨固
定プレートを用いて、治療を行っています。
症例：60歳代、男性。約10ｍの高さより転落し、当初

緊張性気胸は、肺もしくは胸壁の損傷が一方向弁となって

は歩行できたが、呼吸苦、冷感、意識消失し当院へ救急搬

空気が胸腔内に閉じ込められて発生します。胸腔内の圧が

送されました。血圧低く、脈は頻脈でショック状態でした。

上昇し、心臓へ戻る静脈還流が障害され、血液の循環状態

呼吸は胸壁の動きが奇異でフレイルチェストをみとめまし

が悪化します。体側の肺も圧迫されて呼吸不全に陥ります。

た。

治療は、速やかに診断をつけて、胸腔穿刺・胸腔ドレナー

胸部 CT で（図１）右肺は気胸、縦隔は左に圧排され、左
肺も気胸と血胸あり、左第7，8，9，10肋骨骨折を認めま

ジにより脱気することです。
フレイルチェストとは、２ヶ所以上の肋骨・肋軟骨骨折

した（図2）。ショックに対して急速輸液を行い、気管挿管

が上下連続して複数本存在し、胸壁が吸気時に陥没し、呼

し、人工呼吸管理とし、左右に胸腔ドレーン挿入し、脱気

気時に膨隆する奇異な胸郭運動を言います。換気障害、喀

しました。
（図3）

痰排出障害を生じ、肺炎を合併したり、呼吸不全となった

全身状態の安定を待って、全身麻酔下に肋骨骨折にチタ

りします。診断は多数の肋骨骨折を同定し、呼吸の状態を

ン製の固定プレートで骨折肋骨を固定しました（図4）。経

観察してつけます。

過は良好で退院されています。

（図1）

（図1）胸部 CT 所見：
右肺は気胸で肺
は完全に虚脱、
左肺も気胸と血
胸。左皮下に皮
下気腫がみられ
る。

（図2）

（図2）胸部CT（肋骨）
：
左 第7，8，9，
10肋骨骨折みら
れる。

（図4）

（図3）

（図3）胸部単純レントゲン：
気管に挿管チューブ、左右の胸腔に
ドレーン挿入、右内頚静脈から中心
静脈カテーテル挿入されている。
（図4）術中所見：肋骨固定プレ―トで骨折部を固定した。

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4年5月現在）
NAV
（2016.2月開設以来）

ご紹介いただいた医療機関は 79 になりました。
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新たに、総合上飯田第一病院、宮口循環器内科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、三重県立
総合医療センター、四日市羽津医療センター、三重大
学附属病院、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
附属病院、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）
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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

消化器内科医師

これまでの勤務地は地域の中核病院であったため専門領

伊藤達也

域の疾患を担当することが多く、もりえい病院のような地
域密着型の病院での勤務経験は初めてのため、もりえい病

2022年4月よりもりえい病院に入

院での診療業務に慣れるには時間がかかると思いますが、

職しました伊藤達也です。
四日市市出身で三重大学卒業後、伊

これまでの勤務先での先輩・同僚・後輩・コメディカルの

勢赤十字病院（旧山田赤十字病院）
、市

方々に教わってきたことを生かして、もりえい病院および

立四日市病院にて消化器内科医師とし

地域の方々に少しでも貢献できたらと考えておりまので、

て消化器・肝胆膵領域の研鑽を積み、このたび縁あっても

よろしくお願いいたします。

りえい病院で採用いただくこととなりました。
これまでの勤務地での消化器・肝胆膵領域の診療業務と
しては、胃カメラ・大腸カメラの通常観察はもちろん、食
道・胃・大腸の腫瘍に対する内視鏡治療、総胆管結石や胆
管癌・膵癌など胆嚢・膵臓領域の病気に対する側視鏡を用
いた内視鏡治療、切除不能進行癌に対する抗がん剤治療な
ど様々な疾患・治療を経験させていただきました。

看 護 部 だ よ り
2022年 新たな看護部の一歩


看護部長

り組んでいます。

加藤恵美

そして今、2022年はコロナと共存しながら、皆で考え
た『看護部目標』に取り組んでいます。

コロナウイルス感染症の拡大と共に

その一つは、看護の原点に戻り、患者様、利用者様にと

当院に就任して、早いもので３年目を

って大切な療養、生活の場を整えようということです。そ

迎えます。４月には、新人看護師、中

の方の背景を知り、その人らしさを大切に看護や介護がで

堅看護師4名の新しい仲間を迎えるこ

きるように、具体的な実践計画を立て進めていきます。

とができました。各部門の協力を得な

もう一つは、スタッフ一人ひとりが、自分の役割を明確

がら研修や新人ローテーション研修を

にして成果をだすことです。当院には様々な理由から、キ

進めています。

ャリアのある中途採用者である看護師が集まっています。

昨年は、コロナ禍の中、感染を最小限に食い止め、各部

お互いに学び自信を持ち自己の力が発揮できたときには、
看護だけでなく人としても成長し、患者様、利用者様に安

署がそれぞれの役割を発揮しました。
外来では雨や雪、暑さにも負けずに発熱外来に走り、ま

心して頂ける看護、介護が提供できます。

た薬剤部とチームワークを活かしての抗体カクテル療法も

秋には当院から念願の緩和ケア認定看護師が誕生、夏に

行いました。病棟では感染予防を徹底しコロナ陽性者の受

は認知症看護認定看護師が仲間として加わってくれます。

け入れ体制ができました。老健では、利用者様に安全・安

私たちが目標とする看護、介護が実践できるよう看護部一

心な生活をして欲しいという強い思いから、業務改善に取

丸となって取り組んでいきます。

緩 和 ケア病 棟・ケアセンタ ー
ビオ ト ー プ展 示パネル よ り

月

5

日「 看 護の日 」

12

♡5月12日は“看護の日”です
まで
公園 。
の
ます
近く
春は に行き
見
桜を

今年は、部署の風景を皆さんに見て頂きました

緩和ケア病棟

ケアセンタービオトープ

理学療法士と
一緒に体操を
します。

に
見舞い
れてお
。
犬を連
ました
来てくれ

その方に合った
食事形態に
します。

作品作りも
しています。

お孫さんが和装を
見せに来てくれました。

作品
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リライゾンセンターだより

『 倫 理とは 』院 内 研修を開催しました

リライゾンセンター「繋」


センター長

実際に医療現場で起こった事例を用い、どのような対応

渡邊明菜

が倫理的に良かったのかなど意見交換も行い、職員の倫理
的意識の向上につながったように思います。

私たち医療従事者は、各々の職種によって求められる職

私たち地域連携室スタッフもリフレクションができ、臨

業倫理を遵守し、日々業務を遂行しています。近年では、

床倫理問題について改めて考える機会となりました。

価値観の多様化・ライフスタイルの変化や医療の高度化な

今後も研修のみならず、多職種カンファレンスでの検討

どによって、医療現場では臨床倫理問題に遭遇することが

会にも力を入れ、患者様にとって最善の医療を提供できる

増したように感じております。

よう努めてまいります。

今回、地域連携室では“患者・家族の意思決定支援”に着
目した倫理観を持った対応について研修を開催しました。

3月24日

3月3日

コードブルー研修

4月21日 看護部研修 「せん妄とは何か？
観察ポイントと看護」 桑名市総合医療セン
ターの認定看護師さんに講義をしていただ
きました。

消防訓練

もりえいの春

5月12日

看護の日

編 集 後 記
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〒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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4月1日

5月24日

入社式

新人研修「急変時対応」

「もりNAVI」は本号で第20号となりました。
この「もりNAVI」は、2017年3月、当院新館フルオープン1年目を契機に、
皆様方に当院の折々の話題を知っていただきたく、第1号を発行いたしました。
今回5年目にして20号目を発行できましたことは、この「もりNAVI」を温か
く見守っていただきました皆様方のおかげかと、感謝申し上げます。
コロナ禍にあって、時代は大きな潮流変化の節目を迎えていますが、引き続
き、
その時、
その時の当院の姿・かたちをNAVI できれば、
と考えております。
今後とも、広報委員会一同精進してまいりますので、ご指導、ご鞭撻、賜り
ますよう宜しくお願い申し上げます。
令和4年6月

医療法人 普照会もりえい病院広報委員会

