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「コロナの夏」
「緊張の夏」
「日本の夏」
～世界へ向けて
『ベトボール』～

暑中お伺い申し上げ
ます。
こんなコロナの 時こ
そ、明るい話題でまいり
ましょう。

院長 青木 信彦
手袋」ですが通称「 ベトボール」と呼ばれています。
スタッフが制作にあたって最も重要として目指したのは“見
た目が可愛い”ということです。
（やはり、人間は“見た目”
が全てなのです）
さっそく、公式の手続きを経て「ベトボール」の試用がス
タートしました。順調な滑り出しで、患者さんもご家族も“可

療養型病院の全職

愛い”でご満足です。

員、なかでも看護師・
介 護 士・リハビリのス

「ベトボール」着用中の手指の動きをビデオ撮影で分析し

タッフが悩み、心を痛め

ますと、指でチューブをつかむのではなく、ボールを握る傾

るのは入院患者さんに

向のあることが解明されたのです。この運動は「強制把握

身体拘束をしなければ

（きょうせいはあく）, forced grasping」といわれます。お

いけない場面です。

もに前頭葉の障害で発生する強制把握は、手指が何かに触
れると無意識のうちにつかんでしまう原始反射なのです。

世界中、どの病院で

この「ベトボール」を世界へ向けて発信するには多数の

も身体拘束ゼロを目指

経験と研究が必要ですが今回、看護部の総力を挙げ、まず

しています。

第1報として国内向けの看護ジャーナルに投稿しました。み

しかし、現実はほど遠く、完全な身体拘束ゼロを達成す

ごと採用で10月に出版となります。是非ご期待下さい。

る方法は以下の2つと言われています。
① 拘束を必要とする患者さんの入院を控える
② 入院中に拘束が必要になったら他の病院へ転院してい
ただく
これは、どうみてもベトレヘムの園病院の理念にはふさわ
しくありません。こんなことをしていたら天国から開設者フロ

「コロナの夏」
「緊張の夏」
「日本の夏」の今日この頃です
が、何かを作って、それが仕事の役に立つ、人に喜んでも
らえるというのは充実感・達成感がありますね。
そうです！ 仕事は「忙しい・大変だ」より「充実感・達
成感」でまいりましょう。

ジャク神父様のおしかりを受けます。
ところで、身体拘束の手段で圧倒的に多いのはミトン（野
球のキャッチャーが使っているミットみたいなもの）です。

右手

患者さんの生命維持に必要な中心静脈カテーテル・気管
切開カニューレ・経管栄養チューブをご自分で引っ張ってし
まうのを予防する目的で、手指の運動を制限するのです。
ベトレヘムの園病院の伝統ある「身体拘束ゼロ委員会」
のメンバーが全国の学会発表を見聞し、様々な資材を組み
合わせて完成したのが今回ご紹介する「着脱式マスコット付
き手袋」です。国際的な正式名は「着脱式マスコット付き

ベトボール
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新型コロナウイルス感染防止対策の一環として3月中旬以降の

特集

我が家の
ペット紹介

院内外の行事はすべて中止となっている折、今回は我が家の自
慢のペットを紹介してもらいました。家族同様の可愛いたくさん
のペットたちに心を癒されて、一日の疲れを吹き飛ばしましょう。



1階病棟

大村 朋子

「ごはんの時間ですよ！」（催促のポーズ）
御年12歳。人間でいえば70歳前後でしょうか。ちいさい頃は食が細く、ゆ

甘夏さん
（メス）

でた鳥胸肉に猫用ミルクを混ぜたりと苦労していたのが懐かしく感じます。年
数を経て、今では立派な食いしん坊になりました（-_-;） 猫はツンデレな生
き物で、構ってほしい時には写真のように床に転がったりと愛想がいいです
が、構いすぎると噛まれ（汗）お互い干渉しないところが多々あり、そこが魅力
的でもあります。最近は寝ている時間がさすがに増えてきましたが、まだジャ
ンプ力も健在です。このままのんびり穏やかに猫生を送ってほしいと思う今日
この頃です。
基本悪さはしないのですが最後にひとこと言いたい。
「部屋の壁紙は爪とぎではありません」。敷金は返却されないでしょ
う。と言うかさらに請求されるでしょう。ネコあるある。


1Ｆ病棟

大澤 優香

我が家では「みゆき」
というめだかを飼っています。
旦那の趣味で、卵から孵化させたのですが、最初は20匹程だったのが、今では増
え続け100匹以上になりました。
背中が光って見えるのが特徴です。
とても丈夫なめだかで、一年中ベランダで飼育していますが年中元気です。
最近は暖かくなってきて産卵シーズンに入ったようで、水槽にスポンジを浮かべて
おくと、沢山の卵が産みつけられています。
大人のめだかは、卵や稚魚を食べてしまうので、孵化して成魚用の餌が食べられる

めだか
（みゆき）

ようになるまではスポンジごと別の水槽に移して育てています。
赤ちゃんめだかは本当に小さくてとっても可愛いです。毎日めだかを眺めて癒さ
れています。


1Ｆ病棟

白井 明花

昨年の12月、チワワのちーすけが生後3 ヶ月の
頃我が家の一員になりました。

ちーすけ

家に来た頃はなかなかご飯を食べてくれなかっ

ポー(8歳)
シーズー
2012年
7月7日生まれ

たり、トイレを失敗したり…。犬と
の 初 めての 生 活 に戸 惑う事も多
かったのですが、我が家に笑顔が



2Ｆ病棟

千葉 博子

沢山増えました。コロナウィルス

吠えない、咬まない、優しい男の子です。そして

での 休 校 中も、 子 供 達 の 癒しに

かなりのイケメンです。赤ちゃんの時から家庭内で

なってくれました。

ケンカがあるとすぐに駆けつけ止めに入ってくれて

今は9 ヶ月となり、やんちゃで食

います。群れの危機と思うみたいです。方法は色々

欲旺盛、体も大きくなりました。外

で、ヘラヘラした様子でお気に入りのおもちゃを

での散歩が少し苦手なので少しず

持ってきたり、両前足で両者をポンと叩いたり、体

つ克服して、家族皆でお出掛けで

当たりをしたり、低い声でワンと吠えたりです。お

きるようになりたいです。

かげで家族の和が保たれています。
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医療連携課

事務員

細田 奈々

今、我が家には一匹の猫が居ます。息子夫婦が引き取った保護猫を預かっている状態です。
かつて我が家には15年間共に過ごした愛犬（ボーダーコリー）がいました。アジリティーやフリ
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ススマル

煤丸
（オス）

スビーの大会に出場したり、BBQや家族旅行、川で泳いだり、湖でカヌーに乗ったり、何をするの
も一緒でした。息子たちが喧嘩をすれば仲裁に入り、辛い時には心配そうに寄り添ってくれる…私
たち家族にとって本当にかけがえのない存在でした。そんな愛犬を失って、まだ心の傷が癒えな
い頃この猫を預かることになったのです。あまりにも犬とは違う猫に戸惑いながらも、日々猫の魅
力を発見し、愛らしい仕草とフワフワと柔らかな抱き心地に癒されていきました。アクティブだった
若い頃の生活とは違い、猫との穏やかな生活は今の私たちにとってふさわしいのかもしれません。
今はこの預かり猫とゆったりと静かな時を過ごしています。

クッキー
（オス）



事務次長

大和 理恵

広島の実家の近所で、トイプードルが産まれるけど飼う？ と相談され、迷いなく飼うことを決意しました。産
まれた2匹のうち、すっと私に寄り添ってくれたことが縁で、2 ヶ月の黒のトイプードル（オス）を新幹線で連れ
て帰ってきました。それから10年…今ではなくてはならない存在となっています。名前はクッキー。
我が家に迎え入れたのはよかったのですが、実は動物育てが初で、四苦八苦していました。その
時に職場（もちろんベトレヘムです）の犬育ての先輩から色々アドバイスを頂いたお陰で今がありま
す。そして産まれてから半年ぐらいは、あれこれ品を変えてもあまりドックフードに興味がなく
（今は
食べるようになりましたが）その頃から変わらず体重2kgのまま推移しています。羨ましい。今でもドッ
クフードより野菜、果物が好きです。キャベツや大根、きゅうりなどシャキシャキ噛み応えのあるもの
は、冷蔵庫から出しただけで駆け寄ってきます。まだまだ犬談義は尽きませんが、これを機に大和を
見かけたら
「トイプードルの人だ」
と声を掛けて頂けると嬉しいです。



看護部長

窪田 由佳

出会ったら
「ムギー」
と呼んで下さい
令和2年2月1日茨城県生まれです。3匹兄弟。他の2匹はペットのノジマに行きました。新
しいお家に来て初めは水を飲むのも難しかったけど、今ではごはんをモリモリ盛ってもらって
ももっと欲しいのです。だからまだ4 ヶ月なのに8㎏で膨れたお腹をポンポンされます。大好
きなことは散歩での土掘りと水遊び、泥だらけの水たまりは最高です。公園の
築山は何度でも登りそこでグルグル回ってジャーンプ！ご近所の柴犬仲間との
交流もグイグイ行ってます。仕事は留守を預かる事だけど、暇なので棚に置い
てあるメガネや置物やイヤリングやコードやリモコンをガジガジ。なんか怒ら

麦茶

れた気がするけど気にしなーいッ。いつか会ったらかけっこ一緒にしてね。

令和元年度 決算報告
平成31年4月1日～令和2年3月31日

事業収支計算書（単位 : 千円）
収益の部
医療事業収益
経常経費寄付金収益
サービス活動外収益
特別収益
〈収益合計〉

資金収支計算書（単位 : 千円）
収益の部

費用の部
917,003
269

人件費
減価償却費

15,148 サービス活動外費用
207
932,626

676,274

事業費・事業費ほか 164,956

特別損失

29,980

医療事業収入
その他収入

13,945

施設整備等収入

28,411

その他の活動収入

〈費用合計〉

913,566

〈当期損益〉

19,060

〈収入合計〉

費用の部
917,003
15,417
218
33,329
965,967

人件費支出

666,813

事業費・事業費支出
178,884
ほか
施設整備等支出
その他の活動支出
〈支出合計〉
〈当期収支差額〉

【コメント】
①病床の稼働率は前年度の実績をさらに上回る高い稼働率を達成。病床単価も引き続き高い水準を維持した。
②人材の充実と、役職者の積極的な登用を継続、安定した病院運営を図った。設備投資と修繕は予算の範囲内で計画的に実施した。
③事業収支、資金収支とも2,000万円前後の黒字を確保。電子カルテの導入に向け弾みのつく結果を収めることが出来た。

39,189
54,746
939,632
26,334
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ひふの話

その

53
市川 雅子（皮膚科医師）

が作られるときに必要なので
す。亜鉛が不足すると、皮膚は
炎症をおこし、乾燥し、髪の毛が
抜けやすくなり、
爪が変形するこ
ともあります。そして傷の治りも

皮膚と亜鉛

悪くなります。また、亜鉛不足で

新型コロナウイルスの流行はいまだに収束の兆しがみえ

は免疫も低下してくるので、
ヘル

ず、東京では再び新規患者数が増えてきています。一体どう

ペスなどに罹りやすくなることも

なるんだろう、
と不安になるかもしれませんが、日々世界中の

あります。皮膚だけでなく粘膜

研究者が、このウイルスについて研究し、少しずついろいろ

にも影響がでて、口内炎ができたり、また味覚の低下は有名

なことがわかってきています。恐れすぎず油断せず、基本的

です。
（新型コロナの感染でも、味覚嗅覚の障害がでること

な手洗いやマスク、3密を避ける、などを引き続き励行して

がありますが、それとはまた別の機序で亜鉛不足だけでも味

いきましょう。

覚障害が起こります。
）

さて、前置きが長くなりましたが、今回は亜鉛についてで

しかし、亜鉛が体に良い、といっても過剰に摂取してしまう

す。亜鉛はヒトが生きていく上で必要不可欠な必須ミネラル

と、体に悪影響が出ます。通常の食事がとれていれば、問題

のひとつです。体の中に亜鉛がなくなったらヒトは生きてい

がないことが多いのですが、もし血液中の亜鉛が低く出たと

けません。人体の中で、
亜鉛はいろいろな役割を持っている

きは、まずはかかりつけ医でご相談ください。食事に気をつ

のですが
（例えば、酵素、免疫、生殖、精神、肝臓、味覚など）
、

けてみていくのか、サプリメントで補充するのか、薬を飲む必

その中で、
皮膚での働きに注目してみましょう。

要があるのか。サプリメントでも薬でも規定量を服用して、

皮膚の主成分はケラチンやコラーゲンなどのタンパク質

定期的に血液検査をしていくことが必要です。
「○○が体に

です。このたんぱく質の合成に亜鉛は重要な働きを担って

良い」
からと、そればっかり食べ続けることはむしろ体に害に

います。またDNAの合成にも必要です。つまり新しい細胞

なります。バランスの良い食事を腹八分目、
それが大事です。

永年勤続表彰について
今年の永年勤続表彰は新型コロナウイルス流行の影響で、施
設ごとの開催となりました。ベタニア修道女会から田代総長、
法
人本部から松本理事長と櫻井常務理事が来院され、10年勤続
のお二人に表彰状と記念品を授与して頂きました。表彰された
お二人にこれまでの道のりを振り返って頂きました。
☆平成21年5月に入職し、いつの間にか令和という年号をま
たいで早11年が経っていました。
5年間位までは、
もう5年も経っ
たのだなと思いが強かったのを覚えています。それ以降は1年

☆このたびは、コロナの影響で開催も危ぶまれる中、ご配慮くだ

1年が過ぎるのが本当に早く、
どれだけの年数を勤務してきたの

さり催して頂き、誠にありがとうございます。私は聖家族ホーム

かという感覚が無いまま、
アッという間に10年が過ぎていた・・・

で10年勤続し、ベトレヘムの園病院は3年目になりますが、ホー

というのが正直な思いです。ここに永年勤続表彰をいただけて

ムでの経験を最大限に生かして、新たな気持ちを持ちつつ、病

光栄であり、
名誉であり、
今後の励みにして行きたいと思います。

院で日々鍛錬し、
経験を積んでいきたいと思います。



（1階病棟 介護福祉士 富田 まさ子）



（栄養科 佐藤 正繁）

コロナの収束もままならず、鬱陶しい梅雨ももう少し続きそ

当院の七夕と言えば行事食、今年はかにちらし寿しに七夕

うですが、7 月で思い浮かぶのが七夕です。織姫と彦星が一

ゼリーなど、栄養科の皆さんには感謝です。月1 回の特別メ

年に一度会える日、実はこの二人は恋人同士ではなく夫婦な

ニューなど工夫を凝らし

のだそうです。しかも、離れ離れになった理由は結婚して幸

た昼食を個人的にはと

せすぎて二人が「働かなくなったから」その様子をみて天帝が
怒り、罰をあたえたのだそうです。ちなみに、天の川の幅の
距離は 16 光年。約 150 兆㎞も離れた遠距離恋愛（単身赴
任？）。幸せの代償がこの仕打ちとは…。

ても楽しみにしています
（*^^）
（H.K）

