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日本医療伝道会
衣笠病院グループ

Japan Medical Mission

わたしの兄弟である
この最も小さい者の一人にしたのは
わたしにしてくれたことなのである

http://www.kinugasa.or.jp

マタイによる福音書 25章40節

評議員に就任して
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「衣笠病院と

横須賀学院をつなぐ」 3
社会福祉法人 日本医療伝道会 評議員
横須賀学院 院長

二瓶 淨幸
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衣笠病院グループ
2020 年度基本方針
常務理事

法人事務局長

お鼻のおはなし
衣笠病院

耳鼻咽喉科

柳井 芳明

医長

鴨志田 梨沙

衣笠ろうけん 25 周年を迎えて
森田 兼行

衣笠ろうけん 事務長

就任ごあいさつ

久里浜地域包括支援センター 管理者

3 月 2 日（月）横須賀学院高校第 67 回卒業式を執り行いました。折からの
新型コロナウイルス感染拡大防止のため卒業生と教職員による式でしたが、そ
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の最前列で、
67 期生として巣立つはずだった S 君のお母様が遺影を胸に見守っ

日本アライアンス教団
牧師 伊藤 亮三

抜けましたが、所属学年の卒業式に一緒に臨みたいというご希望でした。
ポジティブで笑顔が絶えない彼に、周囲がどれほど支えられ励まされたこと
でしょうか。クラスの友だちや部活の仲間が今も自宅に来てくれますと、お母
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さまから伺いました。がんセンターで告知を受けた時、S 君は「病気になるの

ださったので、心から感謝していますと話しておられました。キリスト教を背
景にした衣笠病院の全人医療が、如何に特別な使命と役割を担っているか、ま
た衣笠病院と横須賀学院のつながりを改めて胸に刻んだ次第です。
横須賀学院創設に主導的役割を果たして長く重責を担われた松尾造酒蔵先生

横浜聖書教会
横浜聖書教会

復職支援の取り組み
衣笠病院

副看護部長

鈴木 由美子

衣笠病院 看護部教育体制について
衣笠病院

がお母さんじゃなくて良かった。お母さんだったら耐えられないでしょう」と、
つぶやいたそうです。それから 2 年、最期は衣笠病院の皆様が優しくお世話く

近隣教会のご紹介

日本アライアンス教団

今月の聖句

てくださいました。S 君は昨年 6 月、衣笠病院ホスピスで 17 年の生涯を駆け

瀧澤 陽平
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副看護部長

西崎 恵利子

新任ドクター紹介
定年を迎えた皆様
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管理栄養士がおすすめする
「夏を乗り切るメニュー」
衣笠病院

栄養科室長

が、深く関わられた衣笠病院で召された 1984 年度、私は横須賀学院中高宗

お知らせ

教主任として着任しました。衣笠病院にパートの臨床検査技師として勤めてい

編集後記

木村 麻美子

た妻が、逝去直前の先生の心電図をとったことも偶然ではない気がします。
昨年、本法人の評議員を身が引き締まる思いでお引き受けいたしました。精
一杯務めさせていただきますので、よろしく願いいたします。
プロフィール
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2018 年

福島県生まれ
東京神学大学大学院（神学専攻科博士前期課程）修了
横須賀学院 中高宗教主任
活水中高 学校宗教主任
活水女子短期大学 宗教主任（短大助教授）
活水学院 学院宗教主任（活水女子大学教授）
横須賀学院 院長（活水女子大学名誉教授）

衣笠ホームの桜でひと息

衣笠病院グループ
2020年度基本方針
常務理事

2020 年度

法人事務局長

柳井 芳明

聖句

「一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。
だが、死ねば、多くの実を結ぶ。」
（ヨハネによる福音書 12 章 24 節）

運営理念
1．キリスト教精神に基づいて患者、家族、地域の方々のために、全人医療を行う。
2．法人内施設と協動し、保健・医療・福祉の一体的連携をめざす。
3．「来てよかった病院」といわれるように、医の心をもって患者中心の全人医療を実践する。

2019 年度も「がん」
「リハビリテーション」
「在宅」の

各施設がそれぞれの役割を果たし、管理職が職員と共に

3 つの柱を中心に患者、利用者により良いサービスを提供す

社会福祉法人の使命や目的を理解し、連携を大切にするこ

る事ができました。また、衣笠ホームと衣笠病院の多職種

とが「衣笠病院グループの包括ケアシステム」だと考えます。

が連携し、経管栄養から経口摂取へと改善された事例があ

衣笠病院グループは、全て人に支えられています。人材

り、法人内の一体的連携が実践できました。何より、今年

確保の促進、外国人の方々の就労等もこれからの課題です。

2020 年 1 月 6 日で病院火災 60 年を迎えました。改めて深

そして、職員の処遇や環境の改善をしていく為にも、経営

い哀悼の意を表します。これからも歴史を振り返り、先人

の健全化が必須です。

の方々のご苦労、火災からの復興に至る現在までの経緯を
さらに伝えていかなければなりません。2020 年度も、さ
らに 100 歳時代に向けて歩み始めていきます。
◦衣笠病院
（相談・支援センター）

「わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人に
したのはわたしにしてくれたことなのである」

「地域医療構想における当院の役割の認識、さらに機能分

化を進め、横須賀三浦地区の地域医療を支えていく」
◦健康管理センター
「安全安心な健診と予防」
◦衣笠ろうけん
「さらなる在宅復帰と在宅支援機能の実践」
◦衣笠ホーム
「新たな個別ケアの対応」
◦ケアセンター
「地域に根ざしたサービス、サービス間の綿密な連携」
◦衣笠病院附属在宅クリニック
「できる限りお家で」を実践する。
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この創立の精神を基に、患者・利用者中心の全人医療、
全人介護の実践をしていきます。新型コロナウイルスの世
界的な感染の広がりには本当に心が痛みます。新年度当初
には、職員の感染で多くの皆様にご心配をおかけいたしま
した。当法人としても引き続き感染防止対策に全力で取り
組み、皆様に安心して医療・介護サービスをお受けいただ
けるよう努めてまいります。また、地域の方々からの物的
支援や篤いご声援に心より感謝申し上げます。今後とも皆
様方の期待にお応えできるよう職員一同努力してまいります。
引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

医療の現場から

お鼻のおはなし
衣笠病院
初めまして。耳鼻咽喉科の鴨志田と申します。今回はア
レルギー性鼻炎と外科治療について少し説明させて頂きた

耳鼻咽喉科

医長

鴨志田 梨沙

内視鏡下の鼻腔形態手術
（鼻中隔矯正術、下甲介切除術）
など
の治療があります。

いと思います。

ねんまくしょうしゃくじゅつ

4．日帰りの粘膜焼灼術について
1．鼻は何をするところ？

下鼻甲介を、レーザーや超音波で焼灼することにより、腫

鼻と口は、大切な内臓が外部に

れを縮小させて通りを良くし、鼻粘膜を変性させることによ

繋がるところです。鼻の役割は、

り、鼻粘膜での鼻水、くしゃみの反応を起こしにくくさせます。

外部からの異物の侵入を守ったり、

治療は全行程で 30 分程度で、60 〜 70% の方で 3 年以上の

冷たい空気が肺に入らないように

症状改善が見込まれます。まず、外来で鼻の中に痛み止めを

加温、加湿を行ったりしています。
他には匂いを感じたり、副鼻腔と

しみ込ませたガーゼを挿入します。手術室で、鼻内を内視鏡
線毛細胞

で確認しながらレーザー、超音波で腫れている鼻粘膜を焼灼

いう所で音声を共鳴させて大きく響かせています。鼻の粘

します
（手術時間は約10 分程度です）
治療後、一時的に鼻水の

膜上の細胞には、
「線毛細胞」
という細かい毛の生えた細胞と、

増加や鼻づまりが起こりますが、約1週間程度で改善します。

せんもうさいぼう

さかずき さいぼう

「杯細胞」という粘液を分泌する細胞で覆われており、1 分

鼻づまりが特にひどい方や、お薬を飲みにくい方などは

間に 1cm 程度の速度で異物を鼻水に巻き込んで押し流して

日帰りレーザー治療がお勧めです。しかし、この治療の合

います。我々は毎日約 1 リットルの鼻水を産生し、異物と

わない方もいらっしゃいます。7 歳未満のお子様
（10 分じっ

ともに飲み込んで、胃酸でやっつけています。

とできない方）
は投薬などで加療を行います。また、鼻中隔
（鼻の中央の仕切）
の曲がりのひどい方は機械が入らない可能

2．アレルギー性鼻炎とは？
鼻粘膜にアレルゲン
（アレルギー性鼻
炎の元）
が付着することにより、
くしゃみ、
鼻漏、鼻閉の三主徴を呈するⅠ型アレル

性がありますので、全身麻酔での鼻腔形態手術をご相談す
る場合があります。
（レーザー治療前後の鼻腔写真です。かさぶたが取れた後
に通りが広くなっております）

ギー反応のことを言います。有病率は年々
10 人に 4 人は何らかのアレルギー性鼻炎を有しており、国
民病と言っても過言ではありません。アレルギー性鼻炎に

左鼻腔

増加傾向であり、日本人の約 4700 万人、

対する普段の注意点として以下のものが挙げられています。
・布張りのソファーやカーペット、畳はできるだけやめる
・布団は週に 2 回以上干す。週 1 回以上掃除機をかける

右鼻腔

・こまめな掃除

・ベッドのマット、ふとん、枕に防ダニカバーをつける
・部屋の湿度を 50%、室温 20 〜 25℃に保つようにする

治療前

1 週間後

3 週間後

・メガネマスクの着用
・花粉飛散の多い時期の外出を避ける
・入浴や蒸しタオルなど温熱療法
当院ではこのような対処療法を行って頂きながら、症状

5．最後に
アレルギー性鼻炎は日常生活の質を低下させる大きな要
因です。しっかり治療を行い快適な生活を送るお手伝いが

に合わせて投薬治療、舌下免疫療法、外科的治療を行って

できれば幸いです。また、耳鼻咽喉科は

おります。その中でも特に鼻づまりの辛い方は、外科的治

のどや鼻、耳、めまい、頸部などの多岐

療が有効です。

にわたる疾患を取り扱っております。月
曜〜土曜日まで診療を行っております。

3．アレルギー性鼻炎の外科的治療とは？
び くうねんまくしょうしゃくじゅつ

日帰り治療の鼻腔粘膜焼灼術
（レーザーやハーモニック）
・

些細なことでも何かお困りのことがあり
ましたらいつでもお気軽にご相談下さい。
No.476 June 2020
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衣笠ろうけん25周年を迎えて
衣笠ろうけん
衣笠ろうけんが開設した1995 年の横須賀市の高齢化率は

事務長

森田 兼行

びている傾向があります。このような在宅復帰が困難な方々も、

可能な限り元気を保ちながら生活を送っ
14%。2020 年現在は倍以上の 32% と推計されています。 次の施設が決まるまで、
老人保健施設開設当初は、病院と在宅の中間施設としての在宅

ていただくこと、また今後も避けられない重度者、認知症の方

復帰の役割を堅持し、3か月で退所していただいておりました。 へ対応力の強化がこれからの課題です。
しかし徐々に利用者の重度化やご家族の介護力低下により、懸

四半世紀を振

命にリハビリに励んで頂いても、なかなか在宅復帰がかなわな

り返り、これか

いケースも増加しております。このため、第二特養と言われる

らの展望として

ように、特養と変わらないような老健施設が全国的に増加して

は、デイケア・

きました。これに危機感を持った国は、本来の在宅復帰、在宅

訪問リハビリ・

支援機能を発揮している老健施設を評価すべく5 段階の介護

ショートステイ

報酬体系を導入しました。衣笠ろうけんは、開設以来在宅復帰

事業を活用しな

に熱心に取り組んで来た結果、上から2番目の在宅強化型の体

がら、地域の資

制を維持してきています。一方、特別養護老人ホームの入所要

源も活用し、在

件が要介護3以上となり、
介護度が低く、
経済的に有料老人ホー

宅復帰・在宅支援の機能をさらに強化し、地域に選ばれる老健

ム等へ入ることができない方々が老健に留まり、入所期間が延

施設を目指してまいりたいと存じます。

就任ごあいさつ
久里浜地域包括支援センター
私はこの 4 月より衣笠病院長瀬ケアセンター内にある、

管理者

瀧澤 陽平

してきました。そのおかげで、地域の住人やサービス事業

久里浜地域包括支援センターの管理者に就任いたしました

所に顔見知りが増え、たくさんのお話をさせてもらいまし

瀧澤陽平と申します。当センターが担当しています久里浜

た。その方たちと一緒にいろいろ経験をさせてもらいました。

行政区管内というのは横須賀でも上位に入る広い地域であり、

それはサービス事業所の方や地域住民の方たちと「より良

高齢者人口も 15,000 人を超えていることを考えますとそ

い利用者の生活のために」という共通の目標に向けて頑張っ

の責任の重さに身が引き締まる思いです。職員は社会福祉士、

たからこそできた非常に貴重な経験です。その時にできた

看護師、主任介護支援専門員等の資格を持った職員が私を

多くの方たちとのつながりとともに私の持っている強みの

含めて 10 人在籍しています。私自身は主任介護支援専門員

ひとつだと思っています。

の資格を持っています。在宅介護支援センターの相談員か

今度は地域包括支援センターで「より良い利用者の生活

ら始まって、介護支援専門員時代を含めて約 20 年間介護に

のため」だけではなく、
「より良い地域を作っていく」を共

関連する仕事をさせていただいてきました。職種や事業所

通の目標として今まで以上に一緒に頑張っていけたらと思っ

は違いましたがずっとこの久里浜行政区管内を中心に活動

ています。今後ともよろしくお願いします。

地域包括支援センターは、みなさんが住み慣れたまちで、安心して暮らしていくために必要な援助・支援を行う地域の
総合相談窓口です。
【担当地域】
・内川
・久里浜
・ハイランド

4

・内川新田
・久里浜台
・舟倉
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・岩戸 ・久比里
・佐原 ・神明町
・若宮台

・久村
・長瀬

【お問合せ】
（衣笠病院長瀬ケアセンター内）
〒239-0826 横須賀市長瀬3-6-2
TEL：046-843-3112
（月〜金・8：30 〜 17：00 土・8：30 〜 12：00）

紹

近隣教会のご紹介

日本アライアンス教団
横浜聖書教会

横浜市磯子区杉田。国道からひとつ入った閑静な住宅地

「日曜講演

に横浜聖書教会があります。
「人間をとる漁師として日本にやっ

会 」。 そ れ

てきた」と語っていた米軍人 H. フィッツ氏が、1956 年に

ぞれの催し

磯子区内の自宅を開放して礼拝を始めたのが教会のはじまり。

でも現実社

1961 年に日本アライアンス教団に加入し、1971 年には

会の様々な

現在地に移転。1986 年に現会堂が与えられました。

課題に目を

伊藤亮三牧師は、この教会に赴任してから今年で 45 年。

介

留めていま

地域に根を張り伝道にいそしんでこられました。
「就任した

す。そして

頃は、まだまだ教会形成が未成熟でね。それが少しずつ整

その中で平

えられ会堂も与えられたことは、まさに聖霊の導きでした」

安に満ちた神の国が広げられていくことを願いつつ、教会

と伊藤牧師。大阪で大空襲の 1 週間後に生まれ広島に疎開

の皆さんは祈りを合わせておられます。

されたことは、ご自身が「生きる」意味を問うことの基本



（衣笠病院グループチャプレン

大野 高志）

にされています。横浜英和学院（旧成美学園）で 23 年に亘
り社会科の
教員をなさ
り な が ら、
若い人々の
魂にも寄り
添ってこら
れました。
「聖書に
学ぶ会」や

今月の聖句
日本アライアンス教団
横浜聖書教会
牧 師 伊藤 亮三

「人間の道」

■牧
師 伊藤 亮三
■公同礼拝 毎週日曜日 午前 10 時 30 分
■日曜学校 毎週日曜日 午前 9 時
■聖書に学ぶ会 毎月第 2・4 水曜日 午前 10 時
※新型コロナウイルスの影響で、集会が休会となる場合
があります。ご了承ください。
所在地：横浜市磯子区杉田 5 － 23 － 10
TEL：045 － 773 － 3513

「人間の道は自分の目に清く見えるが主はその精神を調べられる。


あなたの業を主にゆだねれば計らうことは固く立つ。
」



箴言16章2〜3節
19 世紀米国の詩人ホイッテイアーは「最も悲しい言葉」という

題で、次のような詩を書いています。「口によるも、筆によるも、
悲しき言葉はさわにあれど、とりわけて悲しきはこれなり。かくせば、かくなりしもの
を」
。現代風に言い換えると「タラレバ」でしょうか。

未来の仮定は夢がふくらみ、過去の仮定は深い悲しみをもたらします。精神科医で家族機能研究所代表の斎藤学氏
は「封印された叫び」という本の冒頭で、
「ある人の人生とは、その人の回想のことである。個々の記憶の内容が前
後関係を位置づけられて、並んだものがその人の考える自分の人生であり、つまり自分自身である。そしてこの自分
自身が、問題が起こる原因の一つとなる」と述べています。
現代社会は老若男女を問わず、多くの人々の心が病んでいると言われます。衣食住は格段に豊かになった一方で、
心は貧しく魂は飢え渇いているのです。そして心の中に封印された忌まわしい記憶に悩まされ、人格や性格に問題を
抱える人々が増えているのです。私たちは日常、自分の道、自分の生き方は正しいとしながらも挫折を繰り返し、壁
に突き当たって倒れ、容易には立ち直れません。その時、自分の愚かさや無力さを責め、
「かくせば、かくなりしものを」
と悔やみますが、
「主はその精神を調べられる」のです。
有島武郎は「道はなし。世に道なし。心して荒野の上に汝が足をおけ。」との辞世の句を残しました。人の道は究
め難く、荒野に足を取られて迷います。心して、主にゆだねる一本道を歩みたいものです。
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復職支援の取り組み
衣笠病院
2025 年に全国で 6 〜 27 万人程度の看護師が不足すると

副看護部長

鈴木 由美子

とか社会に貢献したいという人が多くいます。そのような

いう厚労省の推計があり、当院においても看護職員の安定し

専門職としての夢には、支援を惜しまず、たとえ今は短時間、

た確保は課題です。その為、
看護部理念
「明るく元気な職場で、

週に 2 〜 3 日の勤務であってもその夢を支え、長く働き続

信頼と安心が第一の看護を提供する」に基づき、＜明るく

けられるように看護部全体で支えたいと思います。各部署も、

元気に看護実践＞＜職員一人ひとりの個性を尊重＞＜認め

ブランクがあっても安心して復職できるように支援体制を

合い支え合う職場風土＞＜安心安全な看護の提供＞を強化

整えています。

できるよう看護部全体で取り組み、
「看護職員から選ばれ、

当院はケアミックスの病院で、一般急性期病棟、地域包

働き続けることができる組織づくり」に努めています。当

括ケア病棟、回復期リハビリ病棟、ホスピス病棟など各機

院では幅広い年齢層の看護師が活躍しています。中でも 30

能・特色があります。看護師も専門職としてどの分野でど

歳代の看護師が 31.6% で、子育て中の者が多くいます。ま

のようにキャリアアップを考えるか選択の幅も広がります。

た、当院へ就職を希望する看護師の中には、出産・育児の

まだ取り組みは始まったばかりですが、
変化は感じられます。

ために仕事を辞めてしまったが、やはり看護師として、何

着実に看護部一丸となり取り組んでいきます。

衣笠病院

看護部教育体制について
衣笠病院

副看護部長

西崎 恵利子

「衣笠病院の理念・看護部の理念に則り、
チーム医療の中で、

看護部の教育委員会では様々なキャリアに対応すべく、「新

自己の果たすべき役割を認識し、
看護実践能力の開発を図り、

人」
「リーダー」
「中堅」
「ベテラン」と段階的な成長を支援

看護の質の向上、および社会福祉病院として、地域医療に

する研修を企画・立案・運営しています。そのなかでも研

貢献できる人材の育成を目的とする」という教育方針のも

修を受ける事でどのように成長して欲しいのかという
「願い」

と看護部全体の人材育成を行なっています。当院の看護部

を大切にし、研修生が主体的に学び、目指す看護実践やキャ

は平均在職年数が 10.8 年とキャリアの層が厚い事が特徴で

リア開発に繋げられるよう取り組んでいます。研修生に合

す。そのような背景の中、個人の生活も大切にしながら長

わせた研修内容をカスタマイズしながら看護師 1 人 1 人が
「看

く働き続けられるよう、そして各自が目標とする看護が実

護が楽しい」と感じてもらえることが目標です。ぜひ一緒

践でき成長し続けられるよう、教育支援を行なっています。

に学び、明るく、元気に笑顔で看護をしませんか。

全体として各委員会がそれぞれの専門分野で研修を開催し、
6
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プロフィール

①出身地 ②出身大学・専門分野
③趣味 ④心掛けていること

整形外科

耳鼻科

医師

医師

染村 嵩

①埼玉県狭山市
②聖マリアンナ医科大学
整形外科
③スポーツ観戦（アメリカンフッ
トボール・バスケットボール）
時々自分でもやります。
④患者様が疑問を残したままに
ならぬように心掛けています。

定年を迎えた皆様

髙尾 なつみ

①新潟県新潟市
②昭和大学 一般耳鼻科
③読書・散歩。
④ご本人やご家族の話をよく聞
くこと。誠実に対応すること。

あなたの出で立つのも帰るのも 主が見守ってくださるように。
今も、そしてとこしえに。

詩編 121：8

衣笠病院 副病院長
兼 診療部長
勤続 23年余
岩田 啓吾さん

衣笠病院
東館4階病棟
勤続15年余
岡崎 洋子さん

衣笠ホーム
介護福祉士
勤続10年余
金子 陽子さん

長瀬ケアセンター
通所介護事業所 介護福祉士
勤続17年余
泉 美枝子さん

衣笠ホーム
介護福祉士
勤続 9年余

長瀬ケアセンター
通所介護事業所 介護福祉士
勤続 4年余
山崎 美佐代さん

高橋 留美子さん

寄贈御礼
この度は、多くの企業・団体の皆様から、病院・各施設へマスク等の感染予防物品をはじめ、お心遣いをいただき感
謝申し上げます。ご寄贈いただいた感染予防物品等は、患者・利用者・職員のために、大切に使用させていただきます。
この緊張状態が続く現場のスタッフにとって、
地域の皆様からの温かいご支援・ご声援が何よりの励みとなっております。
引き続き、全職員が一丸となって、新型コロナ感染拡大防止に努め、地域の方々の保健・医療・福祉サービスに貢献し
て参りますので、よろしくお願い申し上げます。
社会福祉法人

日本医療伝道会 衣笠病院グループ

理事長

南 信明
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管理栄養士がおすすめする

「夏を乗り切るメニュー」
衣笠病院

栄養科室長

木村 麻美子

地球温暖化の影響もあり、
年々夏が暑くなり、
猛暑による熱中症患者も増加してきています。暑い夏を乗り切るために、しっ
かり栄養を摂りたいところですよね。しかし、暑いと食欲が落ちるというのも確かです。喉ごしがいいという理由で、そう
めんや冷麦等の炭水化物だけの食事では、たんぱく質やビタミン類が足りなくなり、余計に夏バテを促進させてしまいます。
そんなときに、オススメしたいのが、
「ゴーヤと鶏ささみの和え物」です。緑黄色野菜の免疫力 UP 効果で、新型コロナ対
策の 1 つとしてもお勧めします。

ゴーヤと鶏ささみの和え物
（2 人前・137kcal たんぱく質 19.3g 塩分 1.6g）

材料：ゴーヤ 1 ／ 3 本、鶏ささみ 1 本、みょうが 1 個、梅干し 1 個、
ごま油小さじ 1、塩少々

作り方
❶ゴーヤは、薄くスライスして、軽く塩を振っておき、さっと茹でて冷水に
とり、水を切っておく
（苦味が好きな方は、茹でなくても OK）
❷ささみは酒蒸しするか茹でて、細かく裂いておく
（市販のサラダチキンでも OK）
❸みょうがは千切りにする
❹梅干は種を取り包丁でたたく
（練り梅を使っても OK）
❺①②③④と胡麻油を和えて、出来上がり！
【ゴーヤ】………1 本にレモン 3 個分のビタミン C が含まれ、日焼けした肌
荒れのケアにも有効。また苦味成分には、消化液の分泌を
促したり、粘膜の状態を整える働きがあり、夏バテ予防に
役立ちます。
【鶏ささみ肉】…良質のたんぱく質で、必須アミノ酸などの身体に必要な栄
養素が豊富。
【梅 干】………クエン酸の疲労回復効果と唾液分泌を促進するので、食欲
増進効果あり。
【胡麻油】………香ばしい香りで食欲増進の効果あり。ゴーヤなど緑黄色野
菜に含まれるβ - カロテンを吸収するのを助けます。

MEMO
そのまま小鉢に盛って副菜の1品とし
て、また晩酌のお供にして頂くのもいい
です。他にも、めんつゆに入れて、そう
めん等と一緒に食べるのもお勧めです。
（塩分に気をつけたい方は、めんつゆと
梅干しの量に注意してください）
たんぱく質やビタミン類をしっかり
摂って、元気に夏を乗り切りましょう！

ホスピスなんでも相談・パイプオルガンミニコンサートは新型コロナ

お知らせ

ウイルス感染拡大防止のため、当面の間休止させていただきます。
※再開の際はホームページ等でお知らせします。

衣笠病院創立 73 周年記念感謝祭中止のお知らせ
新型コロナ感染拡大防止のため、誠に残念ですが今年度の開催は中止とさせていただきます。何卒ご了承くださいますようお願い致します。

「衣笠」No.476

編集後記
最近の世の中の変化で忙しさに追われ

8

な、不思議と気持ちが落ち着いてきまし

ていたある日の夜、ふと空を見上げると

た。月光浴については諸説あるようです。

そこにはきれいな満月がありました。月

6 月の満月は 6 日（土）。入梅の少し前、

明かりに照らされている間にほっとする

夜空を眺めてみるのはいかがでしょうか。

ような、何かパワーを頂いているよう
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