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『 声なき
「心の言葉」』
先月のことなのです
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No.

院長

青木 信彦

ルで、初めて会話をする機会を叔母は与えてくれたのでした。

が、とある流行やまい

そして手話による臨終の叔母の「声なき言葉」を忘れること

を患っての入院中、遠

はないでしょう。

い昔のことを思い出し
ていました。
20年前に他界した
私の母は5人兄妹でし

そして、先月のはやり病による入院という体験で、あらため
て思い出したのでした。
職場復帰した今、「健康で仕事のできることに感謝」の気
持ちをよりしっかりと自分に言い聞かせています。

たが、10年前に、最後
に残った妹が亡くなりま
した。3月の冷たい雨
の降る日でした。肺結
核の疑いで某都立病院へ紹介されましたが、すでに末期の肺
癌でした。仲良しだった母とその妹を思い出しますと涙が出て
しまいます。
その叔母には二人の娘がいて、下の子は幼い時に抗生剤
の副作用で聾唖となりました。私は子供の頃の彼女とたびた
び会っていましたが、声がでないので話をしたことはありませ
んでした。そして今回、叔母の入院に付き添ってきたその従
妹に数十年ぶりに会いました。お互いに言葉は通じませんが、
すぐに携帯メールでのやり取りが始まりました。歯科技工士の
職を得て自立し、走ることが大好きで様々な競技に参加、
「あー、こんな素直な生き方をしてきた人だったのか」と、従
妹のことをはじめて知って不思議な思いがしました。
その後、叔母は呼吸状態が悪化して危篤状態との連絡を受
け、急遽、面会に行きました。叔母は酸素吸入のため経鼻カ
テーテルが入っていて声は出ないのですが、か細い手を握る
と、うっすらと目を開いて、おぼつかない手つきで手話を始め
ました。何かを訴えているようでした。傍らにいた聾唖の娘は
「本当にありがとう、みんなによろしくね」と言っていますよ、
と携帯メールでおしえてくれました。私は「感謝しながら天国
へ」の準備をしている叔母の顔をじっと見ていました。その
後、叔母は再び意識をとり戻すことなく、2日後に静かに息を
引き取りました。
「手話のできない私」と「声の出ない従妹」とは携帯メー

母はクリスチャンでした。この言葉は子どもたちへ
宛てた母の遺言です。
職場の椅子に座ると、目の前に「母の遺言」が
目に入るように貼ってあります。
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コロナに
負けない

健康お役立ち情報

長引くコロナ生活が続いていますが、皆さまいか
がお過ごしでしょうか？

栄養科

管理栄養士

藤田 みな

心身の健康のために、なるべく一日20分は外の光
を浴びるようにしましょう。紫外線が気になる方は、

感染対策に気を遣いながら未だに戦々恐々と過ご
されている方も多いかと思います。
もちろん感染対策が大事なのは言うまでもないで

手のひら、足の裏に浴びるだけでも効果があります。
そして、食事からもビタミンＤの摂取を心がけま
しょう。

すが、一番大切なのは自分の身体を丈夫に保つこと
＝免疫力を正常に保つことで、それはバランスのよ
い食事・十分な睡眠・適度な運動やストレスケアな
どの生活習慣で作っていくものです。これにプラス
して、意識してほしい栄養素のお話をします。
•

•

•

新型コロナウイルス感染者で重症化した患者の血
液中で、際立って低くなっていると言われるのがビ
タミン D。
感染症に限らず、がん患者でも低値になることが
知られており、免疫能の指標とも言われるビタミン
です。
ビタミン D は太陽の紫外線を皮膚に浴びることで

ビタミンＤが多く含まれる食品
魚類・・・鮭、しらす、いわし
の丸干し、さんま、サバ（水
煮も OK）
、マグロ、うなぎ、
いくら、あん肝など
きのこ類・・・乾きくらげ、乾
椎茸、舞茸 など
★脂溶性のビタミンなので、油と一緒に調理するこ
とで吸収率 UP します（もともと脂の多い魚などはそ
のまま焼くだけでも OK）
。常備菜に「しらすときの
このナムル」なんていかがでしょうか？
紫外線を浴びると体内で活性化するビタミン D

活性化されますが、外出自粛で外に出る機会が減っ

紫外線

たり、紫外線を気にして太陽に当たらない生活をし
ていると体内の量も減ってきてしまいます。
太陽の光にはそのほかにも、セロトニンという神
経伝達物質が活性化するため精神を安定させ、それ
が夜にはメラトニンにスムーズに置き換わることで

プロビタミン D

ビタミン D

質の良い睡眠へと導いてくれる働きがあります。

２階病棟レクリエーション紹介
当日は患者さんが手拍手して下さったので、盛り上がり嬉しかったです。
ありがとうございました。

介護福祉士 井口 亜紀子
やっている当人は熱演しすぎて、皆様のことがあまり見えていませんで
したが…。
スコップ三味線は目で、たて笛では耳で、楽しんでいただけたようで良
かったです。

介護福祉士 金戸 正成
テレビでスコップ三味線をとりあげていました。これなら私に出来ると
思いチャレンジしてみました。楽しい時間、レクリエーションとなり、こ
れからもみんなが笑顔となるよう頑張ります。

介護福祉士 織田 順子
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私の自慢？ないな、と思いながら好きなものなら旅行。車なら何時間で

我が家の
ちょっとした

も運転できるし、気の置けない人達と話しをしながら風光明媚なところに
連れて行き、美味しい物を食べ喜んでもらうと嬉しいし幸せになる。今、
コロナでなかなか行けないけれど体が動けなくなるまで頑張ります。

ム
自慢マイブー
part5



准看護師 大森 幸江

チョコレートが大好きなのです
が、市販のものは砂糖など気に

私のマイブームはガチャガチャ

なるので最近はカカオマス、コ
コナッツオイル、ラカントのみ

です。
最近のお気に入りは、見てい

で手作りがマイブーム。ビター

るだけで癒される「ネコのペン

めですがなかなか美味、カカオ

おき」です。

ポリフェノールもたっぷり。先
日はこのチョコと大豆粉で作ったスポンジ生地で、低糖質チョコパ
イを作ってみました。今後も手作りヘルシーおやつのレパートリー
を増やして楽しんでいきたいです！

管理栄養士 藤田 みな

もともと暇さえあれば、ローカル線の旅を楽しんでいた。今は休
日は、家でのんびりの日々。さすがに体が鈍ると思い、近所ウォー


看護師 網代 文代

キングを始めて2年ぐらい経過。だいたい1時間ぐらいを目安に、行
く方角もさまざま。花の咲き具合や陽の傾き加減などの変化が楽し
い。たまに道中のスイーツをお土産に。せっかくのカロリー消費も
相殺されてしまうが、これもまたよし！

介護福祉士

2F 病棟

草野 広美

事務次長 大和 理恵

1 階病棟

豊里 孝子

ベトレヘムのお庭は季節の花木で溢れ1階・2階から

お散歩

見える景色は自然の美しさが心を元気にしてくれます。

ボランティア

気持ちにと始めたお散歩ボランティア。

月／１～２回

土曜日
・
日曜日

10 時～
11 時 30 分
の予定で活動

ご家族と顔を合わせられない患者さんの心を優しい

春

 花は太陽に向かい鮮やかな、良い香りで楽しま
お
せてもらってます。

秋

色づき始めた樹木が実りの季節を教えてくれます。

（昔は山に咲いていた花が最
近は見られるようになったの
よ。
）と多くの草花の名前を散

歩中に教えて頂いてます。懐かしそうな思い出話、心地よい表情を見るのが好
きな時間です。
1階レク係によるホールには芸術的な壁絵があり、患者さん、スタッフのコ
ミュニケーションの場を作って頂き、会話の中で笑顔が沢山あり、元気をも
らってます。
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ひふの話

その

63
市川 雅子（皮膚科医師）

また、睡眠薬を服用している人、飲酒して酔っ払って寝てしまう
人、糖尿病などで知覚神経が鈍くなっている人、寝返りができな
い人、皮膚が薄い人（特に乳幼児や高齢者）
、麻痺がある人など
は要注意です。カイロを貼ったまま寝ることは絶対にやめて下さ
い。電気毛布やあんかは、寝る前に入れて布団を暖めたらスイッ

低温やけど

チを切ってから寝て下さい。湯たんぽも寝る前に使うようにして、

春が近づいてきましたが、まだ肌寒い日が続いています。毎
年、冬から春先の時期に低温やけどの患者さんが受診されます。
低温やけどと普通のやけどでは何が違うのでしょうか？

寝る時は体から十分離して下さい。
もし、低温やけどをおこした時には、まず水道水で冷やして下
さい。保冷剤を使う時はハンカチなどにくるんで患部にあてて下

普通のやけどは、熱いお湯や油、鍋やアイロン、火などによる

さい。冷却スプレーや冷えピタなどは使わないで下さい。冷却

高熱が、短い時間に皮膚に加わりできるものです。低温やけど

作用のある成分でやけどがひどくなることがあります。そしてア

は、高温ではなく、人がすぐに「熱い」と感じることができないく

ロエなどの民間療法も、かぶれたり細菌感染を起こしたりするの

らいの温度、体温より少し高いくらいの温度で、皮膚を「じっくり

で行わないで下さい。冷やしながらできるだけ早く医療機関を

ロースト」した状態で起こるものです。今流行している低温調理

受診して下さい。

のイメージでしょうか…。
ですので、やけどした当初は、赤くはれて痛いだけで、患者さ
んは、まさかやけどしている、とは思っていないことがあります。
そのうち赤いところに水疱ができたり黒ずんでくる、そして厚い
かさぶたのようになり、その下は深い潰瘍、つまり皮膚の深いと
ころまで傷ついた状態になります。ですので、低温やけどを起こ
はんこん

となりますし、
した場合はほぼ必ず瘢痕治癒（傷あとが残る状態）
治療には時間がかかります。
低温やけどの原因として多いのは、湯たんぽやカイロ、電気あ
んかです。稀にこたつや電気毛布が原因というケースもあります。

やすらぎを運ぶパストラルハープ

看護部長

窪田 由佳

パストラルハープを患者さん
への安らぎのひとつとし、ボラ
ンティアの坂本さんに活動して
いただき早4年という月日が流

送る
泉に見
黄
風
春の
音
ハープの

れました。いつの世も音楽は、
私たちの心に勇気や希望、癒し
を届けてくれます。このハープの音色は、揺らぎとなり身体
全体の皮膚より入り、血液の流れに揺らぎを伝える。という
話を伺いました。正にこの音色は患者さんの魂に安らぎを運
んでいるのではないかと実感しています。

パストラルハープ
紹介 QRコード

今年も花粉の季節がやってきました。毎年この季節になると、目の痒みやくしゃ
み、鼻水などの症状と格闘してきましたが、昨今のコロナ禍で、花粉のアレルギー
なのかコロナの症状なのか分からない状態になるのではないかと戦々恐々としなが
らこの季節を迎えました。今年は穏やかに花々の咲き誇る時を過ごしたいです。
（Ｓ．Ｏ）

