
『 あなたは心の支えを持っていますか 』 院長　青木 信彦 
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「相田みつを」さん

が亡くなってもう30年

も経ちますが、今でも、

その独特の書体でおな

じみの方は多いのでは

ないでしょうか。もとも

とは難解な仏教の真髄

を、心に響く分かりや

すい言葉に置き換えて

語りかけてくるので、多

くの人びとに感動を与

えています。相田さんは同郷（足利市）の先輩でしたので、

私は長い間、相田さんの文章に慣れ親しんできました。

無名の若い頃の相田さんは私の父親の外来に通院、入院

もされていましたので、子どものわたしは何度かお会いしてい

ます。なにもしゃべらない人でした。

コロナ前ですが、東京国際フォーラムに常設の「相田みつ

を展」を見に行きました。館内は老若男女で混雑していまし

たが、とくに若者の多いことに気づきました。なかでも生前の

相田さんご自身の声での語りかけのコーナーでは、じっと目を

つむって聞いている若者たちの姿が印象的でした。今も昔も

変わらない人びとの悩みに正直に向かい合ってきた相田さん

のことばには、なんとも言えないやさしさがあります。

私の心にとどめている作品のひとつに　「弱きもの人間　欲

深きものにんげん　偽り多きものにんげん　そして人間の私」　

という詩があり、 “人間の心はだれもそんなに違うものではあり

ませんよ”と教えています。

宗教心に縁の薄い日本人（わたしのようなカトリックの病院

にお世話になりながらも）にとって相田さんのことばは、時を

越えて心の支えとなるように思われます。

私たちはせっかく文化施設のゆたかな東京に暮らしていま

すのですから、コロナが終息したら相田みつを美術館など日

本中の様々な文化に接してみてはいかがでしょうか。

蛇足：

足利の実家には無名の頃の相田さんのろうけつ染めの作品

がありました。その一つは「芝焼きし　土手の斜面に　この

夕べ　我が影長し　もう春が来るよ」です。

足利を流れる渡良瀬川（ワタラセガワ）の今頃の風情をよ

んだ作品です。「我が影長し　もう春が来るよ」は北関東・赤

城おろしの空っ風が思い出されて、じーんときます。

相田みつを美術館で館長のご長男にこのろうけつ染めの作

品のことを聞いてみたのですが、この詩そのものが残ってい

ないとのことです。

ということは、この「ベトレヘムの風」にだけ、だれも知ら

ない「相田みつを」の詩が永久保存されることになりますね。

 みつをの愛した足利の渡良瀬川

ひとから真に求められる『心のケア』を考えます
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『2021年 クリスマス会』
昨年も12月20日にクリスマスミサ」「キャンドルサービス」を行いました。11月末からクリスマス委員さんが中心と

なって、カトリック典礼にそって飾りを準備し、御子の誕生を皆でお祝いしました。患者さんから「少しずつ登場人物が
増えて見ていて楽しいです」などの声を頂きました。また、職員は聖歌練習も行い、キャンドルサービスに備えました。

ミサには信者と未信者の患者さまが参加され前年同様、歌は少なめで行われました。キャ
ンドルサービスは今年も天使無の代わりにシスターが写真に入り写真を撮らせて頂きまし
た。沢山の患者さまが「ありがとう」との気持ちをくださいました。また、待降節から各部
署に募金箱を置かせていただきました。ご寄付くださった皆様ありがとうございました。今
年もコロナ禍ということで外部の方をお呼び出来ませんでしたが、患者様の喜ぶ姿を見る事
ができ感謝しています。ありがとうございました。 齋藤シスター

追悼祈りの集いを終えて
毎年11月に、直近一年の間に当院でご帰天された方のご遺族をお招きし「追悼祈りの集い」

を開催しています。昨年も秋津教会をお借りし、神父様にもご協力いただき、令和3年11月25
日に無事開催することができました。

患者さまが帰天された後の病院は、患者様との思い出が詰まっている場所であり、なかなか足
を向けられず、来院する機会もなくなってしまいます。私たちスタッフも、ご遺族のその後が気
になることもあります。年に一度故人を偲び、ご遺族の傍らに寄り添える機会として、祈りの集
いを開催しています。

祈りの集いの後、ご遺族の思いに耳を傾けられる機会でもある茶話会を行っていましたが、コ
ロナ感染防止の観点で前年に続き昨年も中止になりました。その代わりに集いの始まる前に、ご
家族にメッセージを書いて頂き、クリスマスツリーとして各病棟に掲示することにしました。

これからも故人や、ご遺族に思いを寄せていくことを忘れず、継続していくことが大切である
と考えています。また最期の場所がベトレヘムの園病院でよかったと感じていただけるよう日々
のかかわりを大切に重ねていきたいと思っています。 事務次長　大和 理恵

「年男＋厄年」
最近体がしんどくなったなあと思って
いたら、いつの間にか５回目の順番が
回ってきてしまったんですね。そりゃ
あちこちにガタが来るわな。
今回の年男にはおまけで厄年もついて

くるそうで、大変な１年になりそうとネガティブに考えて
いたら、厄年＝役年（役に立つ人）と捉えることもあるそ
う。要は気持ちの持ちようですから、前向きに、皆様に迷
惑をかけないよう日々精進します。（松田聖子さんと同い年
(^_-)-☆） 介護福祉士　新津 敬志

毎年、あっという間に１年が過ぎてゆきます。今年こそは、
1つでも種を蒔ければ良いなぁと思います。

 事務員　玉城 佐和子

寅年になるたび次（12年後）を想像してしまいま
す。息子16歳…反抗期かな？　可愛い今を大切にし
たいと思います。 事務員　野田 由貴

我が家の三姉妹も全て嫁ぎ、子育て終了‼
使える時間も増え、トラ年と言う事もあり何か新し
いことにトラいしてみたいと思っています。
 医療技補助　山中 美幸

2022年は、コロナのトラウマを乗り越えて虎のように強
く、馬のように走り続けよう!! 准看護師　大野 奈美

祝！ 還暦 !!
とうとう5回目の寅年を迎え、身体（頭？）の衰えをひしひ
しと感じる今日この頃ですが、これからも仕事に趣味に全力
で頑張ります。今年もよろしくお願いします。
 事務員　増田 千晴

今年は断捨離をします。家の中で不要なものを処分して、
すっきりした生活を意識して過ごすことを目指します。
 看護師　下坂 美幸

今年は虎のように勇ましい男になれるよう頑張ります
 介護福祉士　岩川 祥平

昨年は色々なことがありました。
今年はそれを糧に立ち向かう勇気を持ち、頑張っていきたい
と思います。 看護師　M・S

孫の手の便利さがわかる年齢になってきました…。
今年も元気に前向きに過ごしていきたいと思います！
 看護師　M・Y

新年
の
抱負



我が家の
ちょっとした
自慢マイブーム

part4

外来待合室を彩る、季節感あふれる折り紙作品の制

作秘話（長：長永江さん　大：大和）

大：当院に飾られている作品も、次の作品が到着す

ると、前の作品は、職員のお子さんや好きな方の手

に渡り、喜ばれています。

　当院に飾られているもの以外で、他にどのような

力作がありますか。合わせてこれからどのような作

品を作っていきたいですか。

長：皆さんに楽しんで頂けて、ありがたいです。お

正月には重箱におせちのほかバラの花、ほおずき等

(スマホを拝見しながら)あります。あとは傘のパー

ツを小さく作りすぎて、ひよこのぬいぐるみにかぶ

せてみました。

　これからも季節感を大切にして、バラなどなるべ

く立体の作品を作っていきたいと思っています。

大：(繊細なつくりに感激！)さすが、完成度高いで

すね。おせちも、ほおずきも本物に近い！そしてひ

よこに帽子は可愛いです。(大和のお気に入り。のち

に『ぴよこ』と命名)

最後にベタな質問ですが、当院の印象を教えてくだ

さい。

長：柔らかい感じ、ゆったりとして緑も多く、伺う

とホッとします。職員の皆さんも優しく対応してく

ださるので穏やかな気持ちになります。

大：ありがとうございます、恐縮です。お褒めの嬉

しいお話は職員で共有しますね。

まだまだ伺いたいことはありますが、この辺で。

長い時間おつきあいくださりありがとうございまし

た。話を伺った私が、折り紙を折る幸せ感を分けて

いただいたように思います。

次の作品を楽しみにしております。

インタビュー

～折り紙作家　長 永江さん～
その3
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「我が家のマイブーム」とい
うタイトルで記事を書いてほし
いとの依頼でした…。

マイブーム…。しいて挙げれ
ば鍋です。

寒い時期になると我が家では週末、Mｙ鍋にそ
れぞれ好きな具材を入れてオリジナルの味付けに
します。

私は和風だしの鍋、夫はカレー鍋、娘は豆乳鍋
がお気に入りです。
“鍋のシメ”には、雑炊にしたり、チーズを入

れてカレーリゾットや豆乳うどん等にしています。
まだまだ寒い日が続きますのでしばらくの間楽

しめそうです。 看護補助者　海老原 千佳

我が家のちょっとしたブーム『SixTONES』
次女がJohnn’sのSixTONESにはまり始め、最近娘との会話はSixTONES一色

になりました。
まず中年おじさんには『SixTONES』が読めません。会話の中で『ストーンズ』

と出てくるのでこれでストーンズと読むのかから始まり、会話の為情報収集をし
て今ではメンバーの名前や他のグループも分かり始め同年代のおじさんより少し
詳しくなりました。いくつになっても探求心は大切です。 事務員　齋藤 裕和

【年末の我が家の話題】
年末大掃除の娘から「こんな写真が見つかっ

た」とLINEがあった。白根三山から塩見岳への
途中、熊の平小屋でのワンショット。手には
30cm級の岩魚…1968年頃、南アルプスでの岩
魚採り、青春放浪時代の写真だ。年の瀬に集まっ
た家族へ格好の話題提供となった。あの頃は、
いつも山にいた。若くて強かった。 放射線技師　山本 秀昭

仕事に子育てと毎日忙しく過ごしています。時間もなく、食事
はどうしても簡単な物になってしまいますが、同僚に教えても
らった、ロシア料理の「帰れ！鶏肉へ」という煮込み料理は簡単
でとても美味しいです。これが、我が家のブームです。 F・S
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前回からの続きです。ステロイド剤について具体的にお話しし

ます。「ステロイド剤」と呼ばれることが多いのですが、正式には

「副腎皮質ホルモン剤」です。

その名前のとおり、“副腎”という腎臓の上にある小さな臓器か

ら出るホルモンの一つを人工的に合成して薬として使っていま

す。1930年代に発見され薬として開発されました（塗り薬として

使い始めたのは1950年代です）。かなり古い薬であるにもかか

わらず、今も第一線で使われています。その働きは、炎症を抑え、

アレルギーを抑え、免疫を抑えることです。

この薬には、飲み薬、塗り薬、注射薬、吸入薬など様々な剤型

があります。その剤型によって副作用も若干違います。皮膚科で

は塗り薬を主に使いますので、それについてまとめます。

ステロイドの塗り薬には、強さのランクがあり5つに分けられま

す。そして油っぽく水をはじく「軟膏」や白く伸びがいい「クリー

ム」、液状の「ローション」などの外用剤の剤型があります。皮膚

科医は皮疹の状態や部位などから、それに適した薬を選び、ま

た、その効果を上げ、副作用を少なくするための様々な方法を

使って治療しています。ステロイドの塗り薬の副作用は局所的な

（つまり塗った部位に限定された）ものがほとんどですので、皮膚

科医は必要であれば新生児でも妊婦さんでもステロイドの塗り

薬を使います。

局所的な副作用として代表的なものは、塗った部位の皮膚が

薄くなる、毛細血管が浮き出てくる、皮膚の感染症（水虫やヘル

ペス、ニキビなど）を起こしやすくなる、などがあります。しかし、

これらも適切に使えば、かなり回避できます。ただ、顔と陰部は

要注意です。いずれも皮膚が薄いため薬剤の吸収が良く副作用

が出やすい部位です。自己流で使うことはやめましょう。

患者さんからよく聞かれるのは「ステロイド剤を塗るとシミに

なる」「日光にあたってはいけない」ということですが、ステロイド

剤をぬるような炎症があれば炎症が引くと一時的な炎症後色素

沈着がおこりますし、

ステロイド剤をぬるよ

うな炎症がある部位に

日光をあててはいけな

い、という意味です。

また、ステロイドを

塗って骨がもろくなる

ことはありませんし、

塗ったステロイドが皮

膚に蓄積することもあ

りません。

副腎皮質ホルモン剤（ステロイド剤）の誤った情報②

その

62ひふの話
市川 雅子（皮膚科医師）

新年明けましておめでとうございます。また一つ年を

とってしまいました((+_+))

年末は2年ぶりに大分の一人暮らしの義母の所へ帰省し

ました。海の近くなので魚が美味しく、特に東京ではあま

り見かけないかぼすブリが噛むとシャクシャク音がするく

らい身がしまっていて感動ものです。豊後牛のすき焼きも

肉が柔らかくこれまた絶品‼（飲み食い三昧）

さぞかし体重が…と思って帰って来て体重計で計ったら、

全く変わってなかった（安心）

1年間運動を続けて来て代謝が良

くなったおかげかなー？　又、1年

肉体改造頑張ろうと強く心に誓いま

した（一体どこへ向かっているのだ

ろう？(笑)）

（H・K）


