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これから目指すのは「心療」
社会福祉法人　日本医療伝道会
衣笠病院グループ　専務理事　古屋 修身

50年前、これほど急激な少子高齢社会の存在を想像出来なかった病院界

の著名なリーダー方は、当時医療のあり方として、第1の医学は治療医学、

第2の医学は予防医学、第3の医学はリハビリテーション、そして今後留意

すべき第4の医学は健康増進であると考え病院経営発展に取り組んでいた。

その後、日本経済の発展、個人の権利意識強調等から医療界では、患者第一

主義への取り組みとなり、医療人側優先の「診療（しんりょう）」から、患者

中心の「真療（しんりょう）」へと転化されてきた。

厚生労働省発表の速報値によると、2019年日本の出生数は更に減少して

86万 4千人。日本の人口は1年間で51万 2千人減少した。我々の地元

横須賀市は3千人強減少した。全国の65歳以上の高齢化率全国平均が推定

30.6％、横須賀市は2019年 1月 1日現在で31.5%。行政側見込み以上

のスピードで超高齢社会化が進んでいる。

開設73年を迎えた衣笠病院グループは、社会環境の大きな変化に伴う高

齢化した地域のニーズに応えるため、新たに「がん・リハビリテーション・

在宅」を主体とした中期計画をたて、グループ各施設の一体的連携強化を図

り、全人医療・介護で実践している。横須賀市には、独居世帯が6万 7千

あると推定されている。健康や生活の不安を抱え、孤立状態の高齢者に私た

ちは常に見守り寄り添うことが課題である。少しでも平安な暮らしが出来る

ように、単に診療中心だけでなく、常に優しさと温かさを持った心のケア領

域まで取り組んだ「心療（しんりょう）」が求められるだろう。

衣笠病院グループは地域のためにこれからも、隣人愛のキリスト教精神の

柱をしっかりと支えつつ、社会福祉法人としての使命を果たす運営を誠意を

持って取り組んでいきたい。

高齢者社会における総体的医療「新
しん
療」の有り方は〈診

しん
療から真

しん
療〉を経て、

〈心
しん
療〉へと、確かな質の向上を提唱したい。
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病院の火災から60年を経た今年、
それぞれの方の思いを語っていただきました。
八巻 真弓さん、青嶋 準さん、馬場 一男さん

6 あの日、そこにいて
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病院火災から60年を迎えて

本年で病院火災から60年を迎え1月6日に病院復興記念

室にて罹災者60周年追悼記念式が多くの来賓職員の参加の

もと執り行われ、阿部志郎法人相談役より火災当時の状況の

感銘深いメッセージを聴くことができました。

衣笠病院は1960年1月6日午後9時に2階産科分娩室

より出火し一瞬にして病院の殆ど全館を灰塵と帰し、わずか

に看護婦宿舎の一部と汽缶場及び教会堂を残したのみとなっ

てしまいました。この火災により新生児8名・入院患者6名・

付添い人1名と看護婦1名の命が失われました。病院再建は

困難と思われましたが、地域の方々、罹災者のご遺族より早

くに診療を再開するよう声があがり、残った60人あまりの

職員で同年2月17日に57床で診療を再開することとなり

ました。翌年1月には罹災者追悼礼拝をまもり、殉職した青

嶋ミチヨ看護婦の顕彰碑が横須賀市社会福祉協議会より建立

され今日まで毎年追悼礼拝が守られています。病院再建には

市内有志、キリスト教関係者、行政よりの多大な支援があり

復興後援会が組織され、北米キリスト教会の支援などで3年

後の1963年1月に130床の病院を竣工することが出来ま

した。理事会は亡くなられた8名の新生児を記念して1967

年に乳幼児センターを開設し子供の健康管理の相談にあたり、

現在の健康管理センターと発展してきております。1970年

には亡くなられた高齢の方々を追悼するため特別養護老人ホー

ム衣笠ホームを開設し本年で50周年を迎えようとしています。

旧病院本館4階には復興記念室があり、亡くなられた16

名の方々を憶え天井に16枚の羽根板がはめられ、ステンド

グラスには16の赤いガラス球がはめられていました。壁面

にはヨハネによる福音書12章24節の「一粒の麦地に落ち

て死なずば唯一つにして在らん。死なば多くの実を結ぶべし。」

の聖句が掛けられていました。これはイエスキリストが十字

架上で死なれたことで多くの人が救われることを語っている

そうです。現在の病院2階チャペル（復興記念室）にもステン

ドグラスが移設され正面壁面には16本の柱が記念の証とし

て設置されております。

火災から60年、現在衣笠病院グループは衣笠病院・ホス

ピス・健康管理センター・衣笠ホーム・衣笠ろうけん・ケア

センター（衣笠・長瀬）・葉山町デイサービス・衣笠病院附属

在宅クリニック・久里浜地域包括支援センター等多くの事業

が展開されています。本年は病院開設73年・罹災60年・

ホーム開設50年の区切りの年であります。新たな2020年

度、罹災者の方々を覚え、後世に語り継ぎつつ、地域の方々

に全人医療・全人介護の奉仕の業をさせて頂きたいと思って

おります。

1960年1月6日、衣笠病院は火事を起こしました。その罹災から60年を迎え、本号を
追悼特別号として特集記事を掲載いたします。

今年も追悼記念礼拝の後、青嶋看護師の顕彰碑に献花しました。
16のたましいを模した赤球の嵌められた

病院本館復興記念室（チャペル）のステンドグラス
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 阿部 志郎

太平洋戦争に敗れて、旧日本海軍の鎮守府が米軍に占領

されました。米海軍の4代目司令官に着任したのがベント

ン・デッカーという人物でありました。彼は廃棄物の山であっ

た基地を全部整理しまして、市民に物資を供給いたしました。

そして旧日本海軍の兵舎がいくつか残っておりましたので、

そこを拠点にして医療、福祉、教育をしたらどうかと考えて、

それをキリスト教に委ねたいと考えました。そして複雑な

経緯を経た後に、この衣笠で、総勢35人の小さなグループ

で病院が始まります。木造の粗末な建物でしたが、少しず

つ実績を積み重ねてまいりました。その評価が実は火災の

復興に生きたのであります。

60年前の火災で分からないことが2つあります。1つは、

最初に駆けつけたのがベース（米海軍基地）の消防車であった

ということです。日本の消防車は出初め式の日であったこ

とで出遅れました。誰がベースに手配したのでしょう。も

う1つは、隣の衣笠小学校の講堂が開放されて、そこに患

者を運んだことです。規定で地域開放はできません。どうやっ

て開放したのか、宿直教員の越権行為なのか、私にはいま

だに分からないことです。

遺族を含めて地域から復興しろという声が上がりました。

職員がささやかな給料を割いて復興基金を作りました。阿部

喜代太郎復興事務局長がロータリークラブを中心に1万人キャ

ンペーンで募金を始めました。米国のメソジスト教会が3

万ドルを約束してくれましたので、支援を受けて、横須賀

基督教社会館のトムソン宣教師が全米を回って1年間募金

をしました。しかし、何といっても復興の契機になったのは、

神奈川県と横須賀市の補助金でありました。前例がないのです。

しかし、カトリックの信者であった内山岩太郎知事が決断

をしてくれまして、一民間病院に補助を決めました。また

これに呼応して、衣笠病院のファンであった長野正義横須

賀市長が補助金を出してくれました。これが復興の基盤と

なりました。

1つの私設病院が立ち上がるのには、地域に切実なニード

があって、それに対応する人々のモチベーション、情熱が

あって、しかもそれを支える地域の人々がいて初めて、そ

の病院が創立の精神に立って始まるものであります。とこ

ろが、衣笠病院はこの環境条件を全く持っておりませんで

した。誰一人として病院を作れと声を上げた人はおりませ

ん。地域にニードがあったのかどうか、全く分かりません。

にもかかわらず、病院が立ち上がり、そして病院の理念が

出来、その理念に基づいた実践があって、病院の復興にそ

れが結びついたということではなかろうかと思います。人

が作ったのではないのですね。今の聖書にありますように、

神が備えてくださったと信ずる以外にはないのであります。

誰一人望まなかった病院を神が備えてくださる。み心によっ

てこの病院を始めることができたということは、私にとっ

ても大きな感謝でございまして、その恵みによってこの病

院が立ち上がった、そしてそこに理念が出来、実践があり、

人々から高く認められてきたということを、今一度思い起こし、

その理念に基づいてさらに新しい道を開いていきたいもの

だと思います。 （文責　大野 高志）

アブラハムはその場所をヤーウェ・イルエ（主は備えてくださる）と名付けた。そこで、人々
は今日でも「主の山に、備えあり（イエラエ）」と言っている。� 創世記　22章14節

罹災者追悼記念礼拝　説教

　  「神備えたもう」（要旨） 2020年1月6日
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殉職した看護師 青嶋ミチヨさんのご長男　青嶋 準さん

母のこと

私は、1960年1月6日の病院火災で殉職した、看護師青
嶋ミチヨの長男で青嶋準と申します。父から聞いた話ですが、
母は千葉県浦安町の出身で日本医療団清瀬病院看護婦養成所
で学び、縁あって衣笠病院で働いていたそうです。亡くなった時、
母は32歳で私は2歳でした。

1994年1月6日に初めて衣笠病院罹災者追悼記念式に出
席しました。最初は、当時の火災については何もわからない
状況でしたが、周囲からの話や追悼式での話を聞くうちに、
母のことがだんだん分かってきました。2011年の追悼礼拝
では、隣の衣笠小学校の3年生たちが当時の火災を劇にして
見せてくれました。母（看護師）役、消防士役、乳児の母親役
を子供たちがリアルに演じていました。当時の状況が目の前
に浮かんできました。いまだにその時の感動を忘れることは

当日救出された新生児　八巻 真弓さん

火災のあった日

火災のあった日、母は新生児室へ行き暗い部屋の中でたく
さんの赤ちゃんが並んでいるのを見たそうです。どうする事
もできずに、その場に立ちつくしている所に青嶋さんが来て

「赤ちゃんを抱けるだけ抱いて一緒に逃げましょう」とその言
葉で赤ちゃんを助けられる希望を持ち、体が動いたそうです。
たくさんの赤ちゃん、どの子を抱いていくか選ぶことなどできず、
端から順に3人抱いて同じく赤ちゃんを抱いた青嶋さんと外
に出たそうです。振り向くと青嶋さんは、再び燃えさかる病院
の建物の中へ入って行き、戻って来なかったそうです。助け
出された赤ちゃん、母の腕の中にいた3人のひとりが私でした。
奇跡です。

母が60歳で他界するまでくり返し言っていた言葉です。「看
護婦さんがお前とお母さんを助けてくれたんだよ」

感謝と共にお亡くなりになった16名の方々のご冥福をお祈
りいたします。

消火後の様子焼失前の木造病舎

1月 6日午後 9時すぎ　出火の様子

病院火災
今、それぞれ
語っていた
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殉職した看護師 青嶋ミチヨさんのご長男　青嶋 準さん

母のこと

出来ません。そして母が新生児を2度にわたり5名を助け出し、
3度目には制止を振り切って火の中に入り帰らぬ人となりまし
た。今では、救われた2名の女性の方々と毎年お話しするこ
とが出来ます。お互い当時の事の記憶がないままに何か共通
するものを感じます。私も
母を失った身として、また
救われた2名の方々も同様
に、2度と火災は起こして
もらいたくない気持ちは一
緒だと思います。これから
も衣笠病院の存続と罹災者
への追悼をお祈りしたいと
思います。

当日助け出された新生児
（津野久美子さん）の父親

馬場 一男さん

娘の名前に
込めた思い

令和初めての元旦に還暦を迎えた娘を囲み、新年会でこん
な話をしました。

久美子の「久」は久里浜の久。久里浜に住んでいたから。
久美子の「美」はね、じいちゃんはラジオで病院の火災を知
りタクシーで駆け付けた。運転手さんが「金をもらう間も惜しい、
代金はいいから早く行け」と励ましてくれた。帰宅時のタク
シーの運転手さんも「母子ともに無事で何よりだ、その手助
けができてうれしい」と言って代金を受け取らなかったんだよ。
青嶋看護師さんが身命を賭して久美子を助け出した後、周り
の人が止めるのを振り切り、まだ残された赤ちゃんがいると言っ
て大火に戻り殉職されたことは言うまでもないね。他にも現
場でのたくさんの人々のご尽力があった。火事の時に出会っ
た心の美しい人達の「美」という訳さ。そして久美子の「子」
は子年生まれの子だよ。

60年前を語ったのは、久美子をはじめ孫やひ孫たちがこの
話を心に刻み、人として立派に生きてほしいと願うからです。

 （談）

全焼した衣笠病院。左奥に焼け残った教会堂が見える。

NHKニュース映像 1960年 1月 8日　出棺式（衣笠病院教会）

から60年
の方の思いを
だきました。

青嶋看護師（左）と
殉職後に贈られた勲八等宝冠章
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衣笠ホーム在住　飯澤 耕哉さん 横須賀市衣笠在住　沼田 トク子さん

みんなの病院だからね 火事の日のこと

市会議員の増田さんからだったかな、電話をもらって。

当時はどの家でも電話があるわけじゃない。うちは衣笠

城址で左官屋をやってたからね。その辺りの土木のまと

めをしてた増田さんが電話してきたんだよ、衣笠病院が

火事だって。自転車で駆けつけたら、全部燃えてるんだ。

「熱い」なんてもんじゃないんだけど、みんな必死で消し

たよ。衣笠病院はみんなの病院だからね。地域の人たち

がみんなで大きくした病院だ。忘れないで欲しいね。

病院の火災があった時は掃除の最中でした。衣笠の映

画館へ行っていたお父さんが突然帰ってきて「病院が火

事だ」と告げ、そのまま病院へ消火の手伝いへ向かいま

した。外を見ると真っ黒な煙が上がり火の粉が飛んでお

り、火事と気付き怖くなりました。翌月出産を控えており、

衣笠病院で産めなくなると不安になりましたが、当時の

看護婦さんのおかげで、別の病院で無事出産できました。

その子も還暦を迎えるわけだからあっという間ですね。

衣笠病院には出産から老後までお世話になっています。

元衣笠病院看護師　井田 満代さん

神さまにささえられて

火災のときは内科系の病棟にて火事であることを知り、

煙を吸いながらも一人ずつ患者さんを抱えて、建物から外

へ避難することにあたりました。往復を繰り返し、2～3名

の患者さんを安全なところに抱え出した後、再び建物の中

に入ろうとした時、消防署員にとめられて、呼吸困難もあり

致し方なく救助を終えました。焼け残った教会や近くの学

校に患者さんは収容されその日からしばらく、教会に運び

込まれた患者さんを徹夜で看病することが続きました。

青嶋ミチヨ看護師は姓が違いますが下の名前の読みが同

じで、私が亡くなったのではと問合わせが実家などによくあ

りました。多数の死者を出す火災を起こした衣笠病院を社

会は許さないのではないか。そんなつらい思いも、看護の

合間に心に湧き上がりました。しかし、患者さんや家族、近

所の人たちからは、温かく好意的に話しかけられることがほ

とんどでした。

あの日、燃え盛る火の中での救出活動を経験された3名の方にインタビューしました。

あの日、そこにいて

本館再建工事（左）と第二次工事完成（1963年）
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復興への道

病院再建は、当初まったく考えられなかったことのようです。
病院関係者は、まず犠牲者の慰霊と罹災者への補償に奔走
したのでした。しかしそんな中で、遺族や地域の中から「病
院復興すべし」との声が上がります。焼け跡の一隅に残っ
た小さな木造建物を修理して診療を再開したのは、罹災43
日目の2月17日のことでした。

焼ける前には150床あった病棟は57床を確保しました。
104名いた医療従事者は65名になっていました。そのスタッ
フが給料の一部を辞退して病院再建のために働きます。57
床はたちまち満床となり、本格的な復興計画が始まりました。

神奈川県から1000万円、横須賀市から200万円、アメリカ・
カナダの諸教会から1000万円の寄付がありました。その他、
様々な復興のための寄付が寄せられ、復興建築工事費の1億
円（公庫からの借入金を含む）が満たされていったのです。

なかには、こんな手紙とともに寄付してくださった方も
ありました。

（便り1）
こんにちわ。学園の桜は、チラホラと、まるで雪が降るよ
うに、散りみだれ、日ざしも一段と暖かさを増してきたよ
うです。復活節を迎え、私たちは月曜日にイースター礼拝
をすませましたが、さらに高校YWCAを中心として、イー
スターの卵を作り、高校生と一人一人のお小遣いの中から
卵を買い、わずかですが利益を得ることができました。赤、黄、
緑と色とりどりの卵を、皆さまにお見せできず、また味わっ
ていただけないのを大変残念に思います。この「たまご」
の純益は、私たちの希望で「衣笠病院の復興資金」の一部
に加えてください。早く病院が建てなおるよう、私たちも、
かげながら応援しております。皆様の御健康を祈りつつ。
昭和37年4月22日　成美学園女子高等学校YWCA会員一同
� （原文まま）

（便り2）
ぼくたちは、もう三つになりました。まいにち、げんきで
あそんだり、テレビをみたりしています。ぼくたちがうま
れた、きぬがさびょういんを、たてるために、すこしずつ
ですが、ふたりできふさせていただきます。
七がつ二十六にち　（原文まま　当院で生まれた双子の名前で）

このような寄付を受けて、1963年5月に新病棟の1期
工事が、1966年1月には2期工事が完了し、今日の復興
への道が開かれていきました。

法人事務局　総務部　用度課長　兼　施設サービス課長　二階堂 示範

法人事務局　チャプレン室長　大野 高志

災害から「生命（いのち）」を守る！

1960年1月6日に起きた衣笠病院火災の通報状況は、
消防署の保管資料に残っています。その資料によると、「消
火覚知の第1報は望楼発見によるものであり、病院側から
の通報はその後1分を経過してからなされている。」と記載
されています。その他、当時の防火管理状況について、消防
計画や消防訓練等が記載されています。当時の反省点を活かし、
衣笠病院グループでは毎月災害訓練を実施しています。また、
新入職員研修では、二度と病院火災を起こさないためにも、
火災についての当時の状況を説明し周知しています。昨今、

火災に限らず甚大な災害が発生
しています。各施設の防火管理
者を中心に災害対策メンバーと
防災について検討しています。

衣笠病院グループでは、今後
も十分な防災対策を講じて、患
者・利用者・入所者・入居者・
職員の「生命（いのち）」を守っ
ていきたいと思います。 はしご車による訓練の様子

病院再建工事の鍬入れ式　未包敏夫理事長（当時）1961年12月8日
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衣笠病院　外科主任医長　佐治 攻

これからの衣笠病院消化器外科の役割

昨年4月より衣笠病院外科へ着任いたしました。わたく
しは2005年〜2012年まで衣笠病院に勤務しており、手
術含めた多くの臨床経験を積ませて頂きました。その際に
も患者さんに大学病院と同程度の手術を提供したいとの心
意気を持って手術に臨み、当院で行えない治療は高次機能
病院へ紹介することで、患者さんがより良い治療が受けら
れるようにとのポリシーを持って日常診療に当たっており
ました。その後約7年間大学病院（聖マリアンナ医科大学
病院）消化器・一般外科へ戻り研鑽を積んでまいりました。
大学病院では主に食道癌・胃癌などの手術を担当し、近年
の高齢化社会に伴って患者の平均年齢の上昇や、基礎疾患
を抱えたハイリスク患者が増えたことなどから合併症低減
を目標に、胸腔鏡・腹腔含めた低侵襲手術などに従事して
きました。

大学病院含めた高次機能病院は専門性が上がっているた
め、消化器がんに関して言えば、病気の発見は消化器内科医、
手術はわれわれ消化器外科、抗がん剤治療は腫瘍内科とほ
ぼ完全分業性となっています。メリットは腹腔鏡手術など
の専門性の高い治療が行えること、手術手技に精通してい
るため手術時間短縮に繋がり、合併症低減や術後合併症が
起こった際に他科連携しての治療に長けている（慣れている）
など多岐に渡りますが、他方患者さん個人のパーソナリティ
や病態把握やお互いの信頼関係構築にはやや時間を要します
し、患者さん本人も誰が主治医かに迷われていたと思います。

大学病院に戻っ
て み て 感 じ た
当院（衣笠病院）
の よ い 点 と し
て、 病 気 の 発
見（ 手 術・ 抗
がん剤含めた）
治 療 か ら ホ ス
ピ ス 含 め た 終
末 期 緩 和 ケ ア
ま で 対 応 可 能
な 点 は 十 分 誇
れ、 且 つ 患 者
さ ん や 家 族 へ
安 心 し た 治 療
を 提 供 で き る
点 と し て 挙 げ
ら れ る と 思 い

ます。
わたくしの着用している白衣には「勤務犬」と書かれたワッ

ペンや刺繍がございます。これは決してわたくしが病院の
犬として粉骨砕身、身を粉にして働くという意味ではござ
いません。前回当院勤務時にホスピス見学をした際、終末
期患者さんがご自宅で飼っていた犬猫やオウムなどが在室
しており、そのことによって自宅にいるように安心した療
養環境が提供されていることを目の当たりにしてきました。
大学病院に戻って感じた一番の違和感は、国の定めた入院
期間短縮方針などの影響もあり、医療看護行為が流れ作業
状態となっているような点でした。多くの終末期患者さん
や不安な思いをしている小児科含めた入院患者さんもいる
のに、こんな入院環境でいいのか疑問に思っていた際に、
同期の小児科医・小児外科医夫婦から動物介在療法を導入
するのに手を貸して欲しいと依頼され（当時は静岡こども
医療センター、現神奈川こども医療センター勤務ベイリー）
こども医療センターのセラピードックを小児科病棟へ呼ん
だことを契機に、約3年かけて日本初の大学病院勤務の勤
務犬「ミカ」（スタンダードプードル）導入にこぎ着けまし
た。導入までは犬嫌いの方への対応、勤務犬からの感染の
問題（実は患者さんに撫でられている犬の背中よりも研修
医の白衣の方が汚かったことも培養結果まで出して証明し
ました（笑））果ては勤務犬やハンドラーにかかる費用など
様々な問題をクリアし、現在は二代目「モリス」へスムー
ズな代替わりが可能なほど病院に必要な存在として認知され、
病院内を犬がうろついていても驚かれないどころか可愛がっ
てもらえるまでに周知されました。

これからの一般市中病院としては、一般開業医と高次機
能病院の間を取り持つような施設を目指す必要性を感じて
おります。開業医の先生方よりはCT・ MRIなどでの画像
評価を行えるメリットを生かして、当院で画像検査などで
できるだけ早期・短期間に診断し、当院で治療可能で当院
を希望される方には手術含めた治療を提供し、高次機能病
院での治療が望ましい方は躊躇うことなく紹介させて頂く、
といった棲み分けを目指したいと考えております。そのた
めには高次病院と同程度の診断用画像検査装置の導入や検
査医のスキル向上など、到達点までは大きな壁がありますが、
一段ずつ進んでいきたいと考えます。またホスピスがある
ことによって、終末期患者さんも集まってきますので、本人・
家族が不安の少ない良い最期が迎えられるお手伝いができ
る診療体制を、衣笠病院グループ全体で整えられればと考
えております。

聖マリアンナ医科大学病院の勤務犬
左がモリス右がミカ（初代）
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紹　介

横須賀市ハイランド。静かな住宅街の中に、一般の住宅を
利用した教会があります。ハイランド・キリスト教会。今
年創立40周年を迎える教会です。横浜・山の上教会の枝教
会として浦賀丘の棈

あ べ き

木長老宅に誕生してから、大矢部の会堂、
ハイランドの坂本長老宅（途中改築）と場所を移りながら、
2003年から今の場所で礼拝を守っています。取材日には、
金牧師と共に、棈木さん、坂本さんもご同席くださり、40
年の神の導きの歴史に思いを馳せました。

金
キム

容
ヨンシク

植牧師は昨年4月の就任。15年前に留学生として来日し、
ロボット工学の研究者として活躍されていました。その経歴
もあって手先はとても器用。教会に集まってくる子どもたち
との工作も得意とされています。「その場で終わってしまうだ
けの作業ではなくて、仕組みや技術への関心に結びつくよう

な時間を心
がけていま
す。大人も
子 ど も も、
教会で学ぶ
ことが、実
生活で生か
せることが
大事だと思

うので」と金牧師。金
先生の就任で、休止し
ていた教会学校を毎月
開くこともできるよう
になりました。
「オープンチャーチ」

に「小さな音楽会」。
さまざま催しを通じ
て、地域の方にも教会
の存在が知られるよう
になって来ました。昨
年のクリスマスには教会員みんなで「靴屋のマルチン」の
寸劇。家族的な交わりの中で、信仰に生きる喜びを分かち合っ
ています。 （衣笠病院グループチャプレン　大野 高志）

「ですから、わたしはあなたに言います。この人は多くの罪を赦
されています。彼女は多く愛したのですから。赦されることの
少ない者は、愛することも少ないのです。」
� ルカの福音書7章47節（新改訳2017）

町中に知れ渡った程の、罪深い女と呼ばれた女の人が、イエス
に対しての愛の施しをします。彼女はイエスの足に近づいて、香
油を塗ろうとしました。けれども、溢れた感情を抑えきれなくなり、涙がイエスの足に
落ちてしまい、すぐに髪の毛でその足をぬぐいました。
彼女は、いったいどう言った罪を犯したのでしょうか。そのため、イエスに対しても

てなしができたのでしょうか。おそらく、イエスを通して、傷だらけのままの自分を受け入れて下さった神の憐みと
赦しを感じたでしょう。
イエスに出会い、その人格に触れ、愛に触れ、そしてすべてを赦されたのです。その愛を受けた彼女は、自分がで
きる限り、イエスにもてなしをしたに間違いありません。どうにも仕方ない彼女に、神の愛はイエス・キリストによ
る赦しと生きる希望を与えて下さったのではないでしょうか。
もてなしをした女の人に対して、『この人は多くの罪を赦されています。彼女は多く愛したのですから』と言われ
ました。それでは、良い行いによって彼女の罪は赦されたのでしょうか。
多く愛した行いによって、彼女は赦しを受けたのではありません。彼女の愛が赦しを受けるのに値していたからで
もないのです。すでに赦されていたので、彼女は愛したのです。彼女が施した愛は、彼女の罪がすでに赦されたこと
のしるしであります。彼女の愛は救われた結果であって、救いの原因ではなかったのです。
自分の罪を深く感じれば感じるほど、それを赦して下さった方に感謝が溢れるではないでしょうか。そのような人
は、神の愛と憐れみに対して、もっとも感謝するようになるに違いありません。赦されるため必要なのは、神の愛に
おける罪の自覚であります。
神の赦しを受け取った人は、自分がいかに多く赦されていたかを知っています。ただ、それを気づくことがどうし
ても必要です。罪人のままの自分を受けて下さるイエスを信じる人こそ、罪が赦され、神の愛を受けることができます。

日本長老教会
ハイランド・キリスト教会

牧　師　金
キム

 容
ヨンシク

植

「神の愛によって
赦された女」

■牧　　師　金
キム

 容
ヨンシク

植
■主日礼拝　毎週日曜日　午前 11 時
■教会学校　不定日曜日　午後 2 時
■祈 祷 会　毎週水曜日　午後 7 時 30 分
■読 書 会　毎月第 2 金曜日　午前 10 時
所在地：横須賀市ハイランド 2 － 30 － 11
TEL：046 － 848 － 9631

日本長老教会
ハイランド・キリスト教会

（左から）坂本さん・金牧師・棈木さん
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衣笠病院リハビリテーション技術科　理学療法士　角田 舞・言語聴覚士　仲間 匡史

介護技術研修を終えて〜姿勢と嚥下の関わりについて〜

2019年11月7日、横須賀地区福祉施設連絡会から依頼
を受けて衣笠病院で「介護技術研修会」ということで、介
護に携わる方々に向けて言語聴覚士による講義・理学療法
士による実技を行う機会を頂きました。ここ数年、院外か
らの依頼でリハビリスタッフが地域に出張することが増え
てきており、地域に貢献できるようにと取り組んでいる事
業のひとつです。

講義では「嚥下しやすい姿勢とは」というテーマで、誤
嚥性肺炎のリスクを軽減するために必要な食事姿勢について、
その姿勢が必要となる根拠も踏まえつつお話させていただ
きました。実際に嚥下の難しくなる姿勢で飲食し、姿勢調
整の重要性をより実感して頂けたのではないかと思います。

実技では、講義を元に自身で体の曲げ伸ばしが行いにく
い方を想定し、被検者（される側）と検者（する側）に分
かれ、クッションやタオル等を入れ姿勢を安定させること
の大切さを感じていただきました。また、寝返りや決まっ
た姿勢を取り続けることによるシーツや衣服の間にしわ（ず
れ）が生じてしまうことがあり、それを取り除くことで床

ずれの予防や安楽さの改善に繋がることを実感していただ
けたかと思います。

また、スポーツ用品メーカーの協力により測定センサー
を用い、寝た姿勢で身体にかかる圧力を視覚的に確認しま
した。身体にかかる圧力に対し、安楽な寝方をどのように
したら良いかを考えて頂くことも出来ました。介護の現場
で困っていることや今後の業務に活かせる御意見を頂くな
どの交流の場として有意義な時間となりました。

衣笠病院グループ内で多くの中学生を受け入れました。将来医療や福祉分野で仕事をした
いと考えている生徒の皆さんに実際の現場で体験していただきました。私たち職員も感想を
読んで励みになっています。たくさんの感想文の中から一部ですがここにご紹介いたします。

●中学2年生（女子）の体験感想より

私が一番勉強になったのは、看護師さんや、リハビリテーションの方達の患者さんに
対する態度や、コミュニケーションの取り方です。一人一人の患者さんと向き合い、その
人にあったリハビリのメニューや、ご飯などを決めていたり、患者さんや、そのご家族の
方の希望にそった目標を立て一緒にがんばる姿がとてもかっこよく見えました。そして（中略）
陰でささえている事務の方々も病院にはなくてはならない存在ということがとてもよく分
かりました。

私が一番勉強になったのはリハビリテーションの方からのお言葉です。「仕事をやる上
でのやりがい」を質問したら、「確かにたくさんやりがいを感じることはあるけれど、自
己満足で解決してはだめ。家族の方からの依頼に応えるものでもない。大切なのはリハ
ビリをする本人が希望することの手助けをすること」とおっしゃってもらい、学ぶことが
できました。

私がびっくりした事は、リハビリでバランスボールやお手玉等も使うという事と、検
査科で血液を遠心分離機で血しょう・血小板・血球に分けるというところです。（中略）
そして二日間の体験の中で私が一番うれしかったのは、患者さんに昼食を配ぜんしたとき、
私の方を見て「ありがとう」と言われた事です。とてもうれしくて記憶に残りました。

衣笠病院（通所リハビリ含む）
長井中学校 3名
武山中学校 2名
公郷中学校 2名
野比中学校 1名
追浜中学校 3名
衣笠中学校 2名
不入斗中学校 3名
横須賀学院中学校 3名

衣笠ホーム
大楠中学校 2名

衣笠ろうけん
常
と き わ

葉中学校 2名
岩戸養護学校 4名
神明中学校（予定） 4名

市内の各事業所が集まった介護従事者を前に
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衣笠病院　薬剤科長　竹永 悠司

第24回アジアキリスト教病院協会総会（ACHA）に参加して

2019年11月14日〜16日にタイの首都バンコクで開
かれた「第24回アジアキリスト教病院協会総会」に岡村病
院長、柳井法人事務局長、大野チャプレンと共に参加をさ
せていただきました。タイで開催されるのは今回が初めてで、
昨年創立70周年を迎えたバンコクキリスト教病院が主催病
院となり、日本他4カ国から総勢191人の医療関係者が集い、
交流を行いました。

タイと聞くと皆さんは、まず仏教を思い浮かべるのでは
ないかと思います。私も仏教国であるタイで、キリスト教
病院の会議が開かれることに驚きました。タイでは人口の
95%が仏教徒であり、キリスト教徒はわずか1%程度しか
おりません。そのような中でも、70年以上も前からキリス
ト教病院が存在し、今日まで引き継がれてきていることに、
いつの時代でもキリスト教精神は通ずるものなのだという
ことを改めて感じました。

今回の総会は「キリスト教病院の変革」をテーマとして
いました。これからの時代は、AIや5Gなどの革新的な技術
が発展し、想像もつかないような変化が起こると言われて
います。激変の時代において、病院も変わることが求めら
れます。今回の総会を通して、他の産業と異なり、病院は

患者に寄り添い、全人的に医療を提供していくことが最も
大切であり、その実践により、どこの国でもどんな環境の
中でも必要とされ続ける存在になり得るというメッセージ
を受け取ったように思います。当院も患者の皆様から必要
とされ続ける病院になるよう、私も微力ながら尽力してい
きたいと思いました。

衣笠病院健康管理センター　業務課長　鈴木 章子

明るい家庭は健康から

衣笠病院健康管理センターは衣笠病院を母体に1987年
に設立されました。支えて頂いている地域の皆様はじめ多
くの方々に心より感謝申し上げます。近年、わが国におい
ては、3人に1人ががんで亡くなり、2人に1人が一生のう
ち一度はがんに罹患すると言われています。これらのがん
の大半は健診で早期に発見し、早期に治療を受けることで
大切な生命を守ることができます。がんに限らず、高血圧
や糖尿病などの生活習慣病においても健診で早期にその兆
候をとらえ、生活習慣を正す事で、末永く健康な状態を維
持することが可能です。しかし健康ブームといった言葉と
は裏腹に横須賀市では特定健康診査の受診率は約30%、神
奈川県で比較しますと約25%と現状は十分なものとはいえ
ません。

当センターでは最高水準の健康診断をご提供できるよう、

各医師が診断能力を高めるとともに、1つの画像を必ず2人
以上の医師が読影するというダブルチェック・トリプルチェッ
ク体制により、病気の見落としがないような体制を整えて
おります。しかし健診は100%ではありません。定期的に
受ける事により変化をいち早く検出できるようになります。

健康管理は本人だけの問題ではなく、ご家族や大切な人々
との日常を守る上で欠かせないものです。常にご利用者の
視点に立ち、寄り添った対応を大切にしております。これ
からも地域の皆様の健康を守るサポーターとして信頼し選
ばれる健診施設となるよう、「正しく・早く・丁寧に」を心
がけ、関係各位との連携のもと予防医療向上の為、微力な
がら努力を重ねる所存であります。今後とも当センターを
宜しくお願い致します。
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法人事務局　総務部　総務課　牧岡 美香

福祉のしごと☆就職相談会

福祉のしごと☆就職相談会は、横須賀市社会福祉協議会
施設部会と神奈川県社会福祉協議会かながわ福祉人材センター
の主催で毎年11月に開催されています。2019年は11月
27日（水）に横須賀市商工会議所にて開催され、当法人も
参加しました。当日は雨模様でしたが、多くの来場者があ
りました。

まず「福祉の仕事について」福祉人材センター職員の方
から説明があり、続いて「現場職員からのメッセージ」では、
高齢者福祉施設のしごとについて衣笠病院グループ衣笠ろ
うけんの前田恭子介護主任より講演があり、介護現場での
仕事内容やご利用者の介護をとおしての学びや、お風呂の
介助をして「気持ちよかった」「さっぱりした」と言っても

らえた時の喜び、苦労した時
のことなどのお話をしました。
他にも障害分野・児童福祉分
野の職員による講演があり、
参加者は熱心に話を聞いてい
ました。そのあと15の各法
人ブースに参加者の方がそれ
ぞれ訪問する形式で相談会が
始まり、当法人は8名の相談
者がありました。仕事の経験が浅い方やブランクがある方など、
背景は様々でしたが、まずは興味を持って訪問していただ
けたことが良かったです。

行事カレンダー ★都合により変更となる場合もあります。ご了承ください。

編集後記
今回病院火災から60年という節目の

年にあたり、追悼特集号を編集しました。
当時のことを話してくださった皆さまに
感謝申し上げます。そして復興を支えて
いただいた地域の皆さまにも改めて感謝
いたします。

さて、毎年3月1日〜3月7日は、春
の全国火災予防運動です。春は冬に続き、
空気が乾燥し風の強い日も多く、特に3
月は、建物火災が最も多く発生している
そうです。この機会に防災意識を高めて
はいかがでしょうか。それでは、本格的
な春の訪れを満喫してください。 

 （M.T.）
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●ホスピス緩和なんでも相談日（無料）
毎月　第1・第3水曜日　9：00〜11：30
衣笠病院総合受付でお声かけください
お問合せ：046-852-1182（代）　医療福祉相談室

●パイプオルガンミニコンサート（約20分）
場所：衣笠病院正面玄関ロビー
第287回　4月25日（土）　15：00〜演奏：濵　裕子
第288回　5月23日（土）　15：00〜演奏：小林　ゆかり
※  3月のミニコンサートはコロナウイルスの影響により中止となります。

ホスピスクリスマス 病院クリスマス 長瀬ケアセンタークリスマスシオン保育園クリスマス

衣笠ろうけんクリスマス 病院クリスマスキャロリング衣笠ホームクリスマス
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