
先月８月～今月は、今年の目標
「サギソウ」と「スズムシ」の正
念場の季節でした。（個人的なこ
とで恐縮です）

●サギソウ栽培は２年続きの失
敗（あるいは不運）を体験して、
昨年は通販アマゾンから、もうじ

き咲きそうな２鉢を購入してしまいました。
次の春に球根の数は２倍になる（サギソウは球根なので

す）と書いてあるので今年の春先には球根を植えかえました。
しかし、どう探しても２鉢で球根は３個でした。２倍で

はなく、３分の１なのです。
ともあれ３本だけでもはじめての成功とほぼ満足してい

ました。
●片や、スズムシは２年前に５匹（オス３匹・メス２匹）

をホームセンターで購入
し、昨年は 15 匹が孵化
して大成功、虫カゴも２
つに増床しました。

毎晩、スズムシの合唱
を聞きながら眠りにつく
という至福の生活でした。

今年はさらに多くのス
ズムシが生まれてくるも
のと期待していました。

必ずやベトレヘムの園
病院にもオスソ分けしよ

うと意気込んでいたのです。
４月の暖かな日曜日、スズムシ箱を物置から取り出し、

和室の床の間に置きました。毎朝のジョギングから帰って、
まず一番にすることは霧吹きです。カゴの中は適度な湿り
気で潤いました。（この潤いが大切なのです）

しかし、どうしたのでしょうか、孵化が遅いのです。昨
年の「ベトレヘムの風」をみると、６月４日に初孵化を観
察したという感動の記録があるのです。

６月が過ぎ、７月 - - - -、　そしてとうとう８月になっ
てしまったのです。

さすがに焦りも頂点に達していました。

カミさんからは、“どうしたんでしょうね、ダメならホー
ムセンターでまた買ってきたら”　などとイヤミを言われ
ながら、霧吹きを続けました。

しかし、どうなっているのでしょうか：　　　　　　

① 春先に物置から取り出すタイミングが遅かったか、　　
② すでに絶滅の状態だったのか、　　　　　　　　　　　
③ 愛情が足りなかったのか

などなど考えれば考えるほど苦悩は深まりました。
８月 10 日になると、さすがにもうマイッタ！。
ここでアマゾンから「悪魔のささやき」が聞こえてきた

のです。
（カトリック病院の院長としては好ましくないのですが）

「悪魔のささやき」に心を奪われ、アマゾンから「オス５匹・
メス５匹」を注文してしまったのです。

アマゾンは悪魔のように速攻です。翌日にスズムシは到
着し、その晩か
ら昨年と変わり
ない大合唱が始
まりました。

たしかにスズ
ムシの鳴き声は
昨年と同じなの
ですが、私の耳
には、一抹の罪
悪感が残りまし

た。「みんなが汗をかきながら苦労しているのに、こんな
安易なことでよいのだろうか」と。

こういった体験はまさに「禁じられた遊び」というので
しょうか、「悪魔のささやき」に魂を奪われた弱い人間の
証なのです。

そして、完全にアマゾンの魔力に打ち負かされている自
分が情けなくなりました。

きっとそのうちに神様からお叱りの裁きが下るのでしょ
う。

そんな裁きの日がいつ訪れても素直に受け止められるよ
うに、安易な妥協と決別して、これからは日々地道な努力
をしようと心に誓いました。

～人生はうまくいかないことばかりですね ～　

かろうじて咲いた３本のサギソウを、
病院事務所前に置かせてもらいました

今年のスズムシの状態
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2016年8月4日にリハビリテーション科主催で夏祭

りを行いました。

4月頃より、お祭り係を発足し、どんなお祭りにする

か話し合いを重ねてきました。お祭りといえば【おみ

こし】【（盆）踊り】【出店】という意見が多く出ました。

当初は盆踊りを考えていましたが、多くの患者様にも

観て楽しめる踊りとして【ソーラン節】にたどり着きまし

た。スタッフ全員でソーラン節を踊ろう！！　という意

見に当初はみんな冗談だと思っていたようですが、

徐々に話が進むと本気ということが伝わりスタッフ全

員で練習を重ね、バラバラだったスタッフの息も合い

はじめました。当日は、スタッフ一同おそろいの衣装

を着て、無事踊り切ることが出来ました。患者様から

大好評いただき、たくさんの温かい拍手をいただきま

した。

おみこしは、段ボールでおみこしを作成することに

決め、制作に取り掛かりましたが、屋根部分のカーブ

を作るのにはとても苦労しました。けれども、制作途

中から多くの患者様より「すごい」とのお言葉をいただ

き、とても励みになりました。当日は完成したおみこし

をみんなで担ぎ、患者様の笑顔を間近で拝見すること

ができてよかったです。

スタッフ手作りの出店では、わたあめ、射的、ヨー

ヨー釣りを行いました。ヨーヨー釣りはみなさん夢中

になって、たくさん吊り上げる名人もいらっしゃいまし

た。

わたあめでは普段食事制限している患者様も特別

に許可をいただきました。久しぶりに甘いものを口に

して喜ぶ姿も見られました。

はじめての試みでしたが、患者様の満面の笑顔を見

ることが出来、本当にいい夏祭りだったと思います。

 リハビリテーション科

A様
ヨーヨー釣りをしまし

た。７個釣れました。

ソーラン節も見ました。

いつの間に練習したの

かと思いました。上手

に踊れていて涙が出る

ほど感激しました。病

院にいるとこういう機

会は大変貴重だと思

います。

B様
ヨーヨー釣りと射的、

わたあめを食べました。

いつも寝ているので夏

祭りは楽しかったです。

• 患者様の声 •
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年に1回、薬剤師と栄養士で行っている講座ですが、

昨年でビタミン、ミネラルシリーズが終わり、今年か

らは健康食品について皆さんと一緒に勉強をしてい

こうと企画しました。

健康食品と言えば、「体に良い、疲れが取れる、元

気になる」、「足りないものを補ってくれる」、「余分な

ものを減らしてくれる」など、プラスのイメージを考

えるかもしれません。現在、健康食品・サプリメント

は薬局・ドラッグストアのみならず、スーパーやコン

ビニでも販売され、消費者は自己判断で気軽に購入

できます。それらが本当に必要なのかしっかりと考え

なくてはいけません。健康づくりのために摂っていた

ものが実は健康を害していた、とならないようにした

いですね。

健康食品は大きく、「国が特定の機能の表示を許可

したもの（保健機能食品）」と「そうでないもの」の

2 つに分けられます。保健機能食品はさらに「特定保

健用食品（通称トクホ）」、「栄養機能食品」、「機能性

表示食品」の 3 種類があります。

足りない栄養素を補給するには？

トクホでも、いわゆる健康食品でもそれだけを摂っ

ていれば健康になるということはまずあり得ません。

大切なことは、健康食品を使うことで食生活・生活

習慣が改善の方向へ動き出すような使い方だと思い

ます。ただ、日常の生活で、特に健康食品を摂る必

要がなければ、あえて摂る必要はありません。健康

増進の一番の基本は「健全な食生活」「適度な運動」「適

度な休養」にあります。食事は美味しく、楽しく、そ

してバランス良く食べることが一番大切なことだと

思います。

来年からはより具体的な話をするつもりです。お

時間がありましたらお越しいただき、一緒に勉強をし

ていきましょう。

廣瀬 孝洋（管理栄養士）
山口 博美（薬剤師）「健康食品について」

ベトレヘムの園病院　公開健康講座

食品

一般食品 特定保健用食品（トクホ）

栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品などの
表示で販売されているものは一般食品です。

健康の維持増進に役立つ科学的根拠や安全性につ
いて国が審査を行い、個別に機能性の表示を許可
したものです。

5 種のミネラルと 12 種類のビタミンについて、
一定の基準量を含む食品であれば、国が定める表
現にて機能性を表示できます。

安全性確保を前提で事業者の責任において
「本品は、○○○が含まれるので□□□の機能が
あります。」など、科学的根拠に基づいた
機能性 ( 健康増進に役立つ機能 ) を表示できます。
60 日前の届け出だけでよい。　

栄養機能食品

機能性表示食品

医薬部外品

保健機能食品

医薬品

機能性表示食品の位置づけ

バランスの良い食事（一汁三菜）
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ベタニアの家 チャリティーコンサート

★新企画　『手作り品バザー』を開催！
リハビリテーション科による、患者さんの作品の展示販売会を開催！
カレンダー・タンブラー・コースター・クリスマス飾り他、手工芸品の数々…

★リハビリスタッフによる健康相談も開催！ 病院ロビーの健康相談
★血管年齢測定＆健康相談会！　測定のあとは、健康相談コーナーでなんでもお尋ね下さい！

医師、看護師、薬剤師、検査技師、管理栄養士、医療相談員が、皆さんの健康に関する不安・疑問、
福祉・医療サービスへのご質問にお答えします。

2016年健康まつりについて と　き：11/３（木・祝）午前10時～午後2時
ばしょ：病院１階ロビーと玄関脇の特設会場

社会福祉法人 慈生会
～ベトレヘム学園＆ナザレットの家合築新築支援～

日時：平成 28 年 9 月 27日（火）14:00 ～
場所：当院 2 階会議室
内容：「齢を重ねて身につける『人生の処世術』」
講師：青木 信彦（病院長）

日時：平成 28 年 9 月 27
場所：当院 2 階会議室
内容：「齢を重ねて身につける『人生の処世術』」
講師：青木 信彦（病院長）

公開
健康
講座

平成 28 年 11 月 17日（木）14:00 ～　
秋津教会マリアホールにて
　昨年の 10 月から現在まで、病院で亡くなられた方々
を中心に故人を偲び追悼の祈りの集いを行います。ご参
加をお待ちいたします。

平成 28 年 12 月６日（火）    開演 18:00（開場 17:30）

■第１部　朗読と音楽
■第２部　うたと演奏　NPO法人アバ音楽の森

練馬文化センター　小ホール　全席自由 ￥3,000

皆様ぜひ

ご来場くだ
さい！　

お待ちして
います！
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　8月の下旬から、今年は二百十日（立春の209日後の日）

に当たる8月31日前後に台風が重なってきて、関東や東

北、そして北海道を中心に大きな被害を与えました。

二百十日とは、台風が相次いで襲来し、農作物が被害を受

けてしまうことが多くあり、厄日とか荒れ日などと言われ

ていて、一つの目安として警戒を呼びかけていたようで、

先人たちの経験に基づいた生活の知恵が暦となっているの

ですね。まだまだ油断は禁物です。すっきりと「台風一過」

を体感したいものです。

 （Jk・Ｔ）
 

●新設外来について　通常の外来診療に加えて平成28年４月１日から実施中！ ご利用ください。　

先日の新聞に、鎌倉時代にハンセン病患者の療養施設を
作った忍性（にんしょう）という僧の記事が載っていました。私もそ
の記事を読むまでは忍性のことは知りませんでしたが、今以上
に差別が強かった時代に、見捨てられた患者さん達を救うべく
奮闘していた日本人がいたということに深い感銘を受けました。

ハンセン病は、らい菌という細菌によっておこる病気です。抗
酸菌という結核菌と同じ種類の細菌です。主に皮膚と末梢神
経に症状が出ます。その歴史は古く、紀元前のエジプトの古文
書やインドの古い医学書にそれらしい記載があり、また聖書に

も書かれています。日本書紀にも記述があるそうです。ただ、
原因となるらい菌が発見されたのが19世紀のため、それまで
は原因がわからず、外見への恐怖や感染や遺伝の不安から過
剰な差別がおこなわれました。

この菌の感染力は非常に弱く、隔離も必要ありません。もち
ろん遺伝もしません。今では治療法が確立されて治る病気で、
普通の病気と同じ扱いです。しかし、日本では1996年まで「ら
い予防法」で患者隔離が行なわれていたため、いまだに偏見を
もって見る人がいます。逆に、若い人達の中にはハンセン病の
存在すら知らない人も増えています。当院の近くには多摩全生
園があり、ハンセン病資料館もあります。ぜひ一度、資料館に
足を運んでみて下さい。そして、この病気の悲しい歴史と正し
い知識を学んで下さい。日本では、ハンセン病の発症はほとん
どなくなりましたが、世界的にみるとまだ多くの患者さんがい
て、決して過去の病気ではないのです。

ひふの話
ハンセン病（らい）

その

30
市川 雅子（皮膚科医師）

新設外来 受　付 診療開始時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 診療科説明
生活習慣病
看護ケア外来
※予約制 午後

前村　
　江渕 青木 前村 森藤

★看護外来は、新しい形の外来です。
特徴①：看護師がお話を聞きます。
特徴②：栄養士、リハビリスタッフなどの
　　　　専門職がサポートします。

無料健康相談
※毎日開催

9:00 ～ 16:00
（お昼休みを除く）

医療のこと、福祉のことについて、
医療相談員、看護師、栄養士、リハビリスタッフなど…

各分野の専門スタッフがご相談に応じます

★ご相談希望の方は受付にお声かけ下さい。
予約は不要ですが、スタッフの勤務の都合上、
お時間を調整させて頂くことがありますので
ご了承下さい。

new

new

平成 28 年 11 月 17
秋津教会マリアホールにて
　昨年の 10 月から現在まで、病院で亡くなられた方々
を中心に故人を偲び追悼の祈りの集いを行います。ご参
加をお待ちいたします。

追悼の
祈りの
集い


