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昨年、複数の私学医科大学による不公正な入試合格判定が大きな社会問題
になった。女性や浪人受験生にマイナスハンデを付け、男性や現役受験生の
合格率を高くする慣例が長年実施されていた。大学側の事情には病院運営上
必要医師確保が背景にある。医師の勤務はどうしても長時間労働が強いられ
る。一方で、女性医師は出産・子育てをしながら、不規則な緊急手術・休日出勤・
当直勤務を担う事は過酷であり、手術等のある診療科を避けるのが実情だ。

医療最先端の米国での医学部受験必要条件は、4 年制の大学を卒業し、更
に 4 年間の医学履修するが、入試要件の特徴に「過去どれだけボランティア
活動をしていたか」が合格選考基準にも大きく作用する。医師になった時、
人間性と社会貢献に応えられるかが判断される。日本の場合の高校卒業後ス
トレートで 6 年間医学部に進む学問第一主義評価とは大きく違う。

我が国は少子高齢化社会で核家族・独居が増加し、医療体制も「診療」第
一からボランタリズムを含有した「心療」対応へ大きく変化が求められ、日
本の学力第一主義の医学部入学要件を大きく見直す時が来たのではないか。
また、米国は日本の 25 倍の広さと 2.5 倍の人口を有しながら、病院数は日
本より千以上も少ない。従ってひとつひとつの病院が大規模で広大な地域を
担う。地域住民にとっても「アワーホスピタル」であり、こうした私的病院
を通称「ボランタリーホスピタル」と呼び、地域住民も多くの人達がボラン
ティアとして積極的に参加する。

日本医療伝道会衣笠病院グループは、聖書ローマの信徒への手紙 12 章に
ある「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く」隣人愛の精神で「診療」だけ
から「心療」も取り組んだ社会福祉の使命を果たすべく、これからも地域の
ボランタリーホスピタルとして保健・医療・福祉の一体的連携を推し進めて
いきたい。
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4 Christmas Memories 2018
衣笠病院グループ就職説明会への取組み
法人事務局　総務課長　宮崎 哲平



医療の現場から

No.471	March	20192

衣笠病院　眼科主任医長　野村 直子

白内障手術のお話

1. 白内障とは
白内障は眼の中でレンズの役割をしている水晶体が濁る状態

です。濁り始める時期や程度には個人差があり、早い方で40
歳台から始まり70-80歳台では何かしらの白内障の症状がみ
られるようになります。初期の場合はこれといった症状はあり
ませんので「白内障と言われたけど普段の生活で不便と思った
事はありません」、という方も多いと思います。白内障がそれ
程進行していない場合は特に何もないですが、物がぼやけたり
二重に見える、まぶしい、等の症状がでてくると手術が必要に
なる場合があります。白内障手術は「こういう症状になったら
しましょう」という規定がありませんので白内障手術をする時
期について迷われている方が多いのではないかと思います。手
術時期は車の運転も含め、普段の生活においてどれだけ眼を
使うのかが重要となってきますので、当院では患者様のお話を
聞きながら患者様個々での適切な時期を一緒に考えていきます。
中には手術をやりたくないとおっしゃる患者様もいらっしゃり、
手術をせず経過をみるお話もさせていただいておりますので、
どのような事でも安心して相談して頂けましたらと思っており
ます。

2. 入院手術
衣笠病院では入院での白内障手術を勧めております。1つ目

の理由は術前後の安静がしっかり確保できるという点です。当
院では術前処置等はベット上で、移動は車椅子で行っておりま
す。手術後も車椅子でベットに戻りますため、患者様ご自身で
の移動の負担はほとんどありません。また聞きたい事、都合の

悪いことは熟練した
スタッフが対応にあ
たっておりますので
安心です。術眼が眼
帯で覆われてしまう
為、移動等に不安の
ある方はナースコー
ルで対応させて頂い
ています。入院する
ことにより家事等の
心配がなくなり、日々
の雑事から解放され
るメリットもあります。

2つ目は手術に伴
うご家族の方の負担
の軽減です。当院は

前日に入院していただいておりますので手術当日付き添いの方
が必要なことはありません。また手術後に帰宅する必要も翌日
通院する必要もありません。手術翌日の帰宅の際は眼帯を外し
ての退院となるので、片目で帰るより視野が広く段差もわかる
ので安全に帰宅しやすいと思っております。3つ目は適切な点
眼指導を受けられるということです。術後は点眼回数が頻回（1
日10回）になり煩雑になります。適切な点眼法を習得するまで
には少し時間がかかりますが、当院では入院中に看護師が適切
な点眼法を指導します。点眼瓶の先が睫毛や眼に直接触れてし
まうと点眼瓶自体が汚染されてしまいますため、適切な点眼法
を習得することはとても重要です。

3. 最後に
白内障といっても患者様お一人お一人で症状も違えば、抱え

ていらっしゃる不安も違います。手術をした方がいいのかしな
くていいのか、手術をしないとどうなるか、手術するのであれ
ば片眼だけするのか両眼するのか等、沢山の疑問があると思い
ますので、何でも遠慮せずご相談いただけましたらと思ってお
ります。

“ 次世代型白内障手術装置 ”センチュリオン・ビジョン・システムを導
入しています。
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　2018年度は、2015年度から2017年度の中期計画
であった「がん領域」「リハビリテーション領域」「在宅療
養領域」の3つの領域が連携し患者・利用者にとってより
良いチームケアを行う事が出来ました。緩和ケアにおいて
も「ISO 9001」取得後の維持審査も無事終了いたしまし
た。これまでの取り組みが間違いのない事をグループ職員
が実感した1年だったと思います。これからは、70周年
を機に衣笠病院の開院以降、多くの事業を展開してきたそ
の貴重な歴史と実績を振り返り、先輩方々のご苦労、罹災
からの復興に至る経験を伝えていかなければなりません。
　2019年度も、昨年度の実績を生かし、創立75周年か
ら100周年に向けて歩み始めています。
　・  衣笠病院は、病診連携、病病・病福連携の充実、相談・

支援センターの強化による入院の安定確保。
　・  健康管理センターは、受診枠の拡充と安全で質の高

い健診。
　・  介護老人保健施設　衣笠ろうけんは、在宅復帰・在

宅支援へのプロセスを再構築。
　・  特別養護老人ホーム　衣笠ホームは、重度化への対

応と安全安心なサービス提供。
　・  ケアセンター（長瀬・衣笠）、葉山町デイサービスは、

家族支援と自立支援。
　・  在宅療養支援診療所　衣笠病院附属在宅クリニックは、

在宅専門の診療所の維持。
　・  久里浜地域包括支援センターは、多岐にわたる役割

への対応と連携。
　各施設のほとんどで人材の確保が課題となっています。
保健、医療、福祉、介護は人に支えられています。今後は、
働き方改革への取り組みや外国人の方々の雇用等を推進
していかなければなりません。職員の処遇改善や環境を整
えるためにも、経営の健全化が必須です。その為にも、そ
れぞれの施設が役割を十分に理解し、役職者が使命感を持っ
て、職員に社会福祉法人の使命や目的、連携の大切さを
伝えていく事が「衣笠病院グループの地域包括ケアシステム」
を確立する基本だと考えます。そして、創立の精神である「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」の聖句を心に留め、患者・
利用者を中心に、自分の家族のように、隣人愛の気持ちを
大切に運営していきます。
　2019年度も、改めて運営理念を覚え、キリスト教精神
に基づいて地域になくてはならない「衣笠病院グループ」
として、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。
　今後とも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。

運営理念
1.   キリスト教精神に基づいて患者、利用者、家族、地域の方々の為に全人医療、 

全人介護を行う。
2. 法人内施設と協動し、保健、医療、福祉、介護の一体的連携をめざす。
3.   「来てよかった病院」「来てよかった施設」「使って良かったサービス」といわれ

るように患者、利用者中心の全人医療、全人介護を実践する。

2019 年度　聖句
「 あなたがたの広い心がすべての人に知られるようになさい。
 主はすぐ近くにおられます。」
 （フィリピの信徒への手紙　4 章 5 節）

社会福祉法人　日本医療伝道会

常務理事・法人事務局長　柳井 芳明

2019年度　衣笠病院グループ
 基本方針
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衣笠ホームクリスマス

ホスピスクリスマス

職員クリスマス①

衣笠ろうけんクリスマス

病院クリスマス

職員クリスマス②シオン保育園クリスマス

長瀬ケアセンタークリスマス

法人事務局　総務課長　宮崎 哲平
就職説明会と聞いて皆さんはどのようなイメージをお

持ちでしょうか。実はひと口に就職説明会と言っても様々
な説明会が存在します。次年度の採用を対象とした説明
会、有資格者で復職を目指している方を対象とした説明会、
障害者の方を対象とした説明会、また説明会の主催が市
であったり、学校であったり、会社であったりと様々です。
募集職種も看護職、医療技術職、介護職等々その就職説
明会によって違います。説明会で来訪者の方から一番多
く聞かれる声は「実習に行って雰囲気がすごく良かった。」

「先輩が働いていて」など実際見たことがある、聞いた事
がある方が特に来訪してくださり、そのまま就職を希望
してくださる方が多いように感じます。この事からも忙
しい中、実習を受け入れている各部署の努力が報われ、
その時の印象が強く残っているのを感じました。

これから2025年問題、2040年問題と働き手の人手
不足が騒がれる中、衣笠病院グループ職員一丸となり、

地域の方々の保健・医療・福祉の大事な役割を担うため
にも患者、利用者、実習生、見学者、誰が訪れても魅力
ある職場を目指し、また各就職説明会にて来訪者にその
魅力を少しでも伝えたいと思います。連絡先はホームペー
ジに掲載しておりますが、是非一度衣笠病院グループの
施設を、見学や体験していただければ幸いです。ご連絡
を職員一同お待ちしております。

衣笠病院グループ就職説明会の取組み

Christmas
Memories
2018

Christmas
Memories
2018
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紹　介

茅ヶ崎「サザンビーチ」から少し北に入ったところに、手造
りの教会堂が建っています。戦後、事情により会堂を失った茅ヶ
崎教会の人々は、自分たちの手で松林を伐採して整地し、鉄筋
を曲げ、約3300個のブロックを積み上げて2階建ての新た
な会堂を建てたのでした。2年以上の月日を掛けて、土曜日や
日曜日の午後などに作業を繰り返したそうです。それは、この
教会（創立は1927年）の証を引き継ぐためであり、戦中の応
召を挟んで尽力した初代の木下芳次牧師が、日頃「まことの教
会」と説いておられたことの姿を具現化する業でもありました。
調度品の一つひとつにも意匠が凝らされて、とても落ち着く会
堂です。

赴任12年になる櫻井重宣牧師は、今年で伝道生活50年。
岩手県一関の教会でお生まれになりましたが、牧師となり、日
本各地で教会に仕えてこられました。社会や歴史から教会に問

われているこ
とに誠実に向
き合おうとさ
れています。
取材には「ク
リスマスには
子どもたちが
たくさん教会
に来て降誕劇
をしてくれま

した」と目を細め
てお語りもくださ
いました。

茅ヶ崎 教 会 は、
茅ヶ崎香川教会、
茅ヶ崎南湖教会と
2つの枝教会を生
み出しました。自
分たちの組織が大
きくなることより、地域に福音が広がることに祈りを合わせて
きたのです。最近は「児童文学を学ぶ会」も。教会は今も、「主
イエスの愛を実践する教会」を目指しておられます。

 （衣笠病院グループチャプレン　大野 高志）

女が、「主よ、だれも」と言うと、イエスは言われた。
「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。
 これからは、もう罪を犯してはならない。」　
 （ヨハネによる福音書8章11節）

神殿の境内で教えておられたイエスさまのところに、姦通の現場で
捕らえられた女の人が連れて来られました。連れて来た人たちはイエスさまに、こういう女は
石で打ち殺せとモーセは命じていますが、あなたはどう思うかと尋ねました。イエスさまを試

し、訴える口実を得るためでした。けれどもイエスさまはかがみ込み、指で地面に何か書いておられました。彼らがしつこく
問い続けるので、身を起こして、「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい」、と一言おっ
しゃいました。しばらくすると、一人の年長者から始まって、一人また一人と立ち去り、残ったのはイエスさまとこの女の人
だけでした。そうしますと、イエスさまはこの女の人に、「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう、罪
を犯してはならない」とおっしゃいました。
この場を去った女の人が自らの罪の重みを知ったのは、「わたしもあなたを罪に定めない」とおっしゃった方が、後に十字
架の死を遂げたことを耳にしたときです。イエスさまが自分の罪のため十字架の死を遂げ、自分を罪に定めなかったことを知っ
たからです。年長者が最初にこの場を去ったことに、深い思いにさせられます。イエスさまの一言で、自分のこれまでの人
生を振り返ったとき、一度も罪を犯したことがないと言えませんでした。この年長者がその場を後にする姿は、そこに居合わ
せた一人一人に自分を見つめさせ、みな立ち去ってしまいました。イエスさまは、この場から立ち去った人たちの罪のために
も十字架の死を遂げ、「わたしもあなたを罪に定めない」、おっしゃっておられるのではないでしょうか。

今月の聖句
日本キリスト教団

茅ヶ崎教会

牧　師　櫻井重宣

「わたしもあなたを
罪に定めない」
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■牧　　師　櫻井重宣
■礼　　拝　毎週日曜日　午前 10 時 15 分
■教会学校　毎週日曜日　午前 8 時 45 分
■聖書研究・祈祷会①
 毎週水曜日　午前 10 時
■聖書研究・祈祷会②
 毎週水曜日　午後 7 時
■入門講座　毎週日曜日　午前 9 時 45 分
所在地：茅ヶ崎市中海岸 4 － 2 － 18
TEL：0467 － 57 － 8180

3

近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介
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近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介近隣教会のご紹介 日本キリスト教団
茅ヶ崎教会
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衣笠病院火災（1960年1月6日）の犠牲者を覚える「罹災者追悼記念式」が今年も1月7日（月）に行われました。
罹災59年目に当たり、当法人監事の生野隆彦牧師から礼拝説教をしていただきましたので、その要旨を掲載いたします。

罹災者追悼記念式

私の最初の教会赴任先は、福島県
平
たいら

キリスト教会（現在いわき市）で
した。ここの町から少し離れたとこ
ろに福島整肢療護園という肢体不自

由児施設があり、創設者は立派な信仰を持たれた教会員の方で、
ここで働く職員の多くはクリスチャンでした。当時26歳の
若輩な私にとって、多大な影響を与えられた一人の職員の方
との人生の行く道での出会いを忘れることができません。田
口清さんという方で（当法人の理事田口努氏の実父）2歳の時、
当時恐れられていた小児まひの病に罹患し、その後遺症で自
ら重度の障害者でありながら、同病で苦しむ子ども達のため
に、惜しまず全てを尽くして働かれる姿でした。かつて神学
校で学ばれたほどの教養をお持ちで、人並み以上の苦難に耐
え忍びながら、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣くことの
できる、本当のキリスト者の生き方と、それが本当の福祉の
在り方であることを教わりました。しかし、35歳の若さで
天に召され、職場で発行された記念誌の冒頭に「彼は死んだが、
信仰によって今なおも語っている」（ヘブライ人への手紙11

章4節）の言葉が遺影とともに残されています。
衣笠病院グループの標語はご存知の通り「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」（マタイによる福音書25章40節）
ですが、この福島整肢療護園の標語がこれと同じであるこ
とを後日知りました。これは決して偶然でなく、キリスト
教主義施設の目指す信仰者の当然の姿を示しているように
思います。

衣笠病院は戦後の荒廃のなかで、キリスト教の愛の精神で
ある聖書の御言葉を掲げ、病院の草創期に働かれたすべての人々
の奉仕の精神が、基礎を築いてきたことを私たちは承知して
います。ところが創立12年後に発生した再起不能とさえ言
われた1960年の火災事故から受けた衝撃は、病院関係者に
とってあまりにも大きかった。16名の犠牲者の弔慰と事後
処理に病院側の人々は、自責とお詫びの日々、ゆるしを乞う
のみで何も考える余裕はなく、ひたすら見えざる神の導きを
祈るのみであったと、記念誌に書かれています。筆舌に尽く
し難い出来事であったのです。

この試練を乗り越えてきた病院の歴史が、今の衣笠病院グルー
プの施設を支えていることを忘れてはならないでしょう。た
とえ今、様々の困難があるにしても、すでに歴史の先達たち
が負ってきた事は「アベルは死んだが、信仰によって今なお
も語っている」（ヘブライ人への手紙11章4節）この言葉に
耳を傾けることにより、聞こえてくる神の声を聞き続けるこ
とが、今のわれわれに課せられている務めではないでしょうか。

2018年11月8日～10日に韓国で開催された、第23回ア
ジア・キリスト教病院協会（ACHA）総会に大野高志チャプレ
ン室長・佐野かず江相談・支援センター次長と参加しました。
韓国・台湾・タイ・フィリピン・日本の各国から120名余の参
加がありました。

1日目は、韓国YMCA総裁により「平和の文化の構築」と
題して講演が行われました。歓迎晩餐会では、韓国の伝統音楽
等が披露され、参加者の方々と交流を図ることができました。
2日目は、「地域サービスにおける宣教活動」をテーマにシン
ポジウムが行われ、キリスト教信仰のもとに、医療の推進と地
域における継続した医療宣教について意見が交換されました。
昼食後は、ミョンジ病院を見学しました。地域医療を担ってい
る他、医療ツーリズムの受け入れも行っているそうです。その
後、北朝鮮との軍事境界線近くにあるイムジンガクを訪問し、
今回の講演について考える機会を持つことができました。晩餐
会では各国の余興が行われ、日本は、歌と踊りを披露し、会場

の皆様から暖かい拍手を頂戴しました。3日目は、「発展途上
国への医療宣教活動」をテーマとしたシンポジウムと、台湾よ
り、昨年2月に発生した花蓮地震によるPTSD（心的外傷後ス
トレス障害）への支援活動について発表されました。その際に、
震災時の日本のキリスト教病院による支援活動に対する感謝の
言葉を頂戴しました。

今回、各国の取組みを知り、改めてキリスト教病院としての
使命や役割を再認識しました。初めて参加させていただき、色々
と学ぶ事の
多い3日間
でした。こ
のような機
会を与えて
いただき感
謝申し上げ
ます。

法人事務局　総務部長　角田 雅弘

第23回アジア・キリスト教病院協会（ACHA）総会に参加して

説教 「信仰によって今も語る」
聖書：ヘブライ人への手紙　11章1〜4節

牧師　生野 隆彦
（社会福祉法人日本医療伝道会監事・
社会福祉法人三崎二葉会理事長）
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衣笠病院の医療安全管理室は、病院長直轄部署として
2004年に専任の医療安全管理者が配置されました。医療
安全管理室として日々インシデント・アクシデントレポート
の分析・問題解決状況を把握して、毎週カンファレンスを行
い病院の安全に関することに取り組んでいます。また、病院
としての医療安全管理委員会とその実働組織としての医療安
全管理小委員会は、実践的な事故防止対策に向けてインシデ
ント・アクシデントレポートを共有し、事故分析・対策立案・
周知（研修等）・評価を行なっています。医師・看護師・コメディ
カル・事務にしっかりと周知が出来る体制をとるため、各職
場のリスクマネージャーとの会議も行って各部署の取り組み
等話し合っています。縦横のつながりが、お互いを支えあい
ながら、皆で医療の安全を考えていけるようにコミュニケー
ションをとっています。各部署のシステム・マニュアルを理
解しながら、どのようにすることが患者さんの安全に繋がる
か考えています。

昨年より、医療安全管理小委員会主催の研修に加え、医療
安全管理室が企画・運営する研修を増やして、医療安全に対
する意識を高めるため・知識を増やすための研修参加を推進
しています。医療安全に関するマニュアルをポケットサイズ
にまとめたポケットマニュアルを病院職員全員に配布しました。
そして、医療安全研修修了認定押印欄に「1年間に2研修以
上の参加印が押されている事」を活動目標として掲げ、小委
員会メンバーが各職員の研修参加状況を把握し、研修参加を
促しました。その結果、研修参加延べ人数が年間500名であっ
たのが700名以上に増えました。今まで研修に出ていなかっ
た職員もかなり意識して参加されるようになりました。

これからも常に安全を考え意識を高める研修を増やしてい
きたいと思っています。

医療安全管理室から、
安全を考える研修を目指して

衣笠病院　医療安全管理室長　甲斐 千秋

2018年度
中学生職場・福祉体験
衣笠病院グループ内

で多くの中学生を受け
入れました。「将来なり
たい仕事の体験ができ
てよかった」「大変な仕
事なのに笑顔でいるこ
とがすごい」との感想が
ありました。

衣笠病院
長井中学校 3名
武山中学校 2名
公郷中学校 2名
大津中学校 3名
長沢中学校 3名
追浜中学校 3名
衣笠中学校 3名
大矢部中学校 2名
不入斗中学校 2名
横須賀学院中学校 3名

衣笠ホーム
大楠中学校 1名

長瀬ケアセンター
神明中学校 2名

衣笠ろうけん
常
と き わ

葉中学校 4名
岩戸養護学校 2名
神明中学校 5名（予定）

ご成人
おめでとうございます
2019年1月4日に行

われた新年礼拝の中で、
20 歳を迎えた関　聖也
さん（施設サービス課）の
成人祝福式が行われまし
た。20 歳になったらや
りたかったことは？の質
問に「20歳の節目だった
ので、自分へのちょっと
高価なプレゼントを買いたかった」とのこと（ブラン
ド物の長財布を購入したそうです）。そしてこれから
の抱負は「ひとり暮らしをしているので、料理を作れ
るようになりたい」（簡単なものはもちろん、少し手
の込んだものにチャレンジしてみたいそうです）

医療安全研修「医療ガスについて」
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編集後記

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。

●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
総合受付でお声かけください
お問合せ：046-852-1182㈹　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276回　3月23日（土）　15:00～演奏：𠮷川　康子
第277回　4月27日（土）　15:00～演奏：八木　史子
第278回　5月25日（土）　15:00～演奏：小林　ゆかり

一言で申し上げれば「愛の人」。遙か37年位前、故
山本敬病院長の「これらのいと小さき者になしたるは
すなわち私にしたことである」マタイ伝25章の言葉
から、病院を訪れる人はいずれも不安を抱えながらお
出になる。だから先ず玄関で明るく優しくお迎えし、
お手伝いをするボランティアとの願いから近隣の教会
に呼びかけられました。私もその時、恐る恐る衣笠病
院の扉を開けた1人でした。未だ「ボランティア」と
いう言葉すら世間では知られていなかった時代です。
それから37年近い今日に至るまで、律子様はかけが
えのない大切な道標となりました。律子様は故山本敬
病院長の志を何よりも大切になされた衣笠病院の為に
身も心も献げ尽くされた御生涯であられたと存じます。

ご家庭にあっては溢れんばかりの愛情でお子様を育て、
何方にも分け隔てない愛情で接されたお子様、お孫様、
お嫁様にも総て「ちゃん付け」。微笑ましく存じました。
韓国の社会事業家、羅夫人が来日され「星野富弘美術館・
星野様ご自宅訪問」の旅にもご一緒させて頂きました。
又、IAVE世界会議にもカナダ・ソウルとご一緒に参
りました。会議終了後短い個人旅行を致し、カナダロッ

キー氷河に降
り立った時そ
の雄大さ、美
しさに子供の
ように手をた
たき感嘆の声
をあげられま
した。その反
面確たる信念
の持ち主でもおありでした。ここ数年体調不良から「酸
素吸入」が手放せなくなられても衣笠病院理事会・評
議員会にはお休み為さることも無くご一緒させて頂き
ました。往復の車の中で様々のお話を致しましたその
一つ一つが珠玉の様に私の胸に蘇ります。

主の許に召されたお知らせに私の道標を失った悲し
みに暮れましたが、律子様は軽やかに天国へ待ち焦が
れた愛する敬病院長の大きな腕の中で、悩み苦しみも
無く安らいでおいでになると信じます。

やがて逢いまみゆる日迄、暫しのお別れです。限り
ない感謝を込めて。

社会福祉法人　日本医療伝道会　評議員　宮﨑 美枝子

山本律子様を偲ぶ
第6代病院長、故山本敬先生のご伴侶で、当法人の理事・評議員を務めてくださった山本律子様

が去る10月14日ご召天されました。律子様とともに長く病院ボランティアをしてくださっている、
宮﨑美枝子評議員に追悼文をお書きいただきました。

もうすぐ新年度が始まります。子供の頃、
新学期が近づくにつれ、クラス替えでは仲
良しのお友達と同じクラスになれるかな？

と毎日ドキドキしながら過ごしていたこと
を思い出します。社会人になってからはそ
のようなドキドキはありませんが、新年度
を迎える時はやはり気持ちがぴりっとしま
す。また1年頑張ろうと心に決め、新たな
気持ちで物事と向き合います。

 （R.M.）
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