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お問合せ
電話：048-478-2653（直通）
FAX：048-489-3537（直通）

〒352-0023

埼玉県新座市堀ノ内 2-9-31

基本理念

●訪問看護ステーション「みどり」

地域の人々と共に歩み、
良質の医療と介護を提供する病院

訪問看護ステーションの看護師が、ご家庭
を訪問して、療養生活の支援や心身機能の
維持、回復を図るための療養上のお世話や
診療の補助を行います。

Tel. 048-481-5168

URL http://www.horinouchi.or.jp/

基本方針
1. いつでも、どのような患者様も受け入れて
2. 最善で最良の医療と介護
3. 地域に出ていく医療と介護

4. 患者様の納得のいく医療と介護
5. 患者様の立場に立った医療と介護

お問合せ
電話：048-482-7580（直通）
FAX：048-479-2787（直通）

●訪問診療
寝たきりなどの通院困難な皆様に、訪問診
療を行っています。
受付時間･･･9：00 ～ 17：00
お問合せ
電話：048-481-5168（代表）

●医療相談室
患者さんあるいは、患者さんのご家族の方
々が、病気に伴って生じる種々の問題でお
悩みのとき、その解決のお手伝いをさせて
いただきます。
お問合せ
電話：048-478-0992（直通）
FAX：048-489-3537（直通）

◆編集後記◆
新型コロナウイルスの影響をうけながら
も、職員一丸となり、地域の皆様や患者
さんからの暖かいメッセージに励まされ、
頑張って参りました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。Ｍ.Ｆ
梅雨入りしジメジメする季節がやってき
ましたが、今年はユニバーザルマスキン
グ（他人と近距離で会話する時は、マス
クを着けましょう）が推奨されています。
適宜に水分補給して乗り切りましょう !! H.N

安の滝
△･･･週により診療に変更がありますので、お問合せください。
※当院は待ち時間短縮のため予約制を導入していますが、当日
来院の患者さんも診察しています。急患は随時受付けです。
予約は、お電話または受付までお申し付けください。
※診療時間や休診等、変更になる場合がございます。
お問合せのうえ、ご来院ください。
電話：048-481-5168（代表）
歯科予約：048-481-5165（直通）

お知らせ
★6 月より、健診の受付を再開いたしました。
★新型コロナウイルスの抗体検査をおこなっています。
お問合せは、健診センター ☎ 048-483-7767
★7 月より、乳幼児健診・予防接種を受付けています。
完全予約制です。日程など詳しいことは、お問合せください。

第一の波は過ぎましたが、次の波と生活習慣病に警戒
病院長

清水 利夫

この春は当院も新型コロナウイルスの影響から逃れられず、 病院は貴重な
経験を積みました。
この間、 当院の患者さんにはご心配とご迷惑をおかけしました。 そして全国的に第一波が去って、
病院としても一息ついたというところです。
6 月からは健診、 不急であっても必要な検査、 手術を再開しております。
【新型コロナウイルス感染症 （ＣＯＶＩＤ-19）】
2 月 3 日に横浜港に着いたダイヤモンドプリンセス号の検疫が開始され、 その様子が連日のよ
うに報道され、 国民の関心を集めるようになりました。
その頃、 病院としては対岸の火事、 2 月 20 日ごろから埼玉県の依頼で COVID-19 の行政
PCR 検査を代行するようになり、 病院としてどのように向き合うべきかを考えるようになりました。
当院は地域に密着する病院としてたくさんの救急患者を受け入れてきました。 患者さんで新型コ
ロナウイルスを持っておられる方がいた場合、 病院は特別の対応を迫られます。 ところが一方で
新型コロナウイルスの患者さんの症状は、 風邪に似ていることが多くて症状とか普通の検査だけ
では確定診断に至りません。 それでウイルスの検査を行うのですがこの検査は結果が出るまでに
一日半くらいかかります。
患者さんが重症ですと周りに病原体を排出しているかもしれないという前提で治療を開始する必
要があります。 万が一、 検査が陽性ですとこれは指定感染症ですから保健所への届け出が義務
付けられており、 保健所から患者への指示と濃厚接触者の割り出しと指導があります。
【医療 ・ 看護 ・ 介護では三密の＜密接＞は必発】
病気が何であれ患者さんが重症であればあるほど医療 ・ 看護 ・ 介護は多人数が密接に行う必
要があります。 感染性ウイルスを持ち合わせている場合はそれを拡散させないために設備の充実
とたくさんの防護具が必要になります。 また医療 ・ 看護 ・ 介護サービスは提供する側からみます
と＜テレワーク＞＜遠隔医療＞で行える領域はほんのわずかしかありません。 特に入院を要する患
者さんの治療、 看護、 介護は患者さん中心に行うほど密接にならざるを得ません。
我々は普段から感染対策を十分に行っていたと自負しておりましたが、 残念ながら 5 月に一つ
の病棟で集団感染があり当該病棟の新規入院を連休明けから 5 月 25 日まで中止しておりまし
た。 その後保健所の指導の下で集団感染は収束しましたので現在は普通の診療体制になってお
ります。
【堀ノ内病院は地域とともにあります】
当院は新型コロナに対して適切な感染防御を行いつつ、 患者さんに適切な医療を提供します。
例年の検診は一か月遅れで開始しております。 新型コロナ疑い患者であっても救急車の受け入れ
を継続しております。
病院を受診される際はマスクの着用、 手洗い、 手の消毒をお願いします。
新型コロナに掛かったかもと心配な場合は相談センターに電話してください。 そして当院を受診
される際は最初、 玄関のインターホンで話してください。
当院では新型コロナ疑いで検査を必要とする方との動線を分けていますので、 ご安心ください。

会場までの送迎は幸い私の「在宅主治医」を逸脱した行動に共感を覚えた若い男性ケア
マネジャーが担当することとなった。彼はその予行練習として、ある夜「くら寿司」に彼
女を連れ出した。数日後訪問した私に、彼女は 5 年ぶりに部屋を出て目にした夜の街がい
かに眩く輝いていたかを語った。報告する彼女の顔も光り輝いていた。
同窓会を二週間後に控えたある朝、彼女が突然ケアマネジャーを変更してほしいと言い
出した。担当の男性ケアマネジャーが親切すぎるのは自分に不適切な感情を抱いているか
らに違いない、という断固たる主張である。直ちに女性ケアマネジャーへの交代が実現し、
同窓会出席は自然消滅となった。
出席するはずであった同窓会当日から二週間後、K さんは右半身痛を訴え堀ノ内病院を
受診、諸検査の結果転移性肝がん（大腸がん原発）末期と診断された。自ら希望した退院
日から三週間後、早朝訪問したヘルパーが呼吸をしていない彼女を発見した。
映画の原題“人生最良の日々”はヴィクトル・ユーゴーの箴言「Les plus belles ann
ees d’une vie sont celles que l’on n’a pas encore vecues（最良の日々はこの
先の人生に訪れる）」から引用されたとあるが、出典は明らかにされていない。
一九三七年生まれのクロード・ルルーシュ監督にとって、この作品が人生の“最良の日
々”であったことは想像に難くない。彼は二〇一九年カンヌ国際映画祭で、上映後二十分
に及ぶスタンディングオベーションが止まらないほどの大喝采を浴びたのである。
「死なせる医療」に従事する訪問診療医にとっての喝采は死にゆく患者ひとりひとりが
最後の日々に心に描く美しい夢である。暗い自室から出て五年ぶりに目にした夜の街の眩
い光を息せき切って報告する K さんの光輝く顔に接した時間、それは一九三八年生まれ
の私にとっての“人生最良の日々”といえる。
（月刊誌「かまくら春秋」連載リレーエッセイ

こころにひかる物語

所収）

火曜午後・木曜夜間「禁煙外来」を行っています。
禁煙治療をうけるための要件 ( 下記 ) をみたしていると、
健康保険などの適用をうけることができます。
※詳しくは、禁煙外来医師にご相談ください。
①ニコチン依存症を診断するテストで 5 点以上
②１日の平均 × 喫煙年数 =200 以上（35 歳以上）
③すぐに、禁煙を始めたい !!
④禁煙治療をうけることに、文章で同意している

病院の敷地内は駐車場も含め、全て禁煙です

!!

介

ご紹
事務長の
人生最良の日々
地域医療センター

在宅診療科

小堀 鷗一郎

「男と女」はフランスの名匠クロード・ルルーシュ監督が一九六六年に制作、第十九回
カンヌ国際映画祭パルムドールとアカデミー外国語映画賞、脚本賞を受賞した恋愛映画の
名作とされる映画作品のタイトルである。五十三年後の昨年、その続編ともいうべき作品
が再びクロード・ルルーシュ監督の手によって世に出た。タイトルは同じく「男と女」、
前作の主演アヌーク・エーメとジャン＝ルイ・トランティニャンが八十七歳と八十九歳で
同じ役柄を演じた。原題は“Les plus belles annees d'une vie（人生最良の日々）
“で
ある。認知症によって、夢と現実とを行き来している元レーシングドライバーのジャン・
ルイ・トランティニャンは、現在は老人ホームで介護を受けつつ暮らしているが、五十年
来その面影を追い求めてきた女性アンヌと再会することによって、かつて二人でドライブ
した海岸への国道を、53 年前と同じムスタングを駆って時速百キロで疾走して警官に逮
捕されるなど、夢現の世界の中で“人生最良の日々”を謳歌する。
私は四十年間にわたって外科医として病院に勤務した後、訪問診療医の仕事に従事する
ようになって十五年目を迎えている。それは大病院における「救命・根治・延命」という
「生かす医療」から、在宅で「死なせる医療」への一医師としての個人的パラダイムシフ
トでもあった。「死なせる医療」の対象は老衰、悪性腫瘍末期、貧困など死を必然のもの
として受け入れるほか道のない人びとで、ここで紹介する統合失調症患者 K さんもそれ
らのうちの一人である。
K さんは夫と早く死別し一人娘を女手一つで育て上げた。娘さんは学業に優れ、名門私
立大学を卒業したが 40 歳で自死した（卒業式に 2 人で撮影した写真を見せられたことが
ある）。二〇〇九年十一月脱水で堀ノ内病院入院、翌一月退院を機に訪問診療を開始した。
二〇一一年三月ごろから若い男の声で「殴ってやる。蹴ってやる。階段から突き落とす
ぞ。青酸カリを買っておけ。」の幻聴に悩まされるようになり、向精神薬、鎮静薬などの
多用を余儀なくされた。二〇一二年七月より寝たきりとなり、褥瘡も発生、両手指震顫、
不眠などがみられ、やがて病状は悪化の一途を辿ったが、精神病院入院は頑強に拒否し続
けた。
私が月一回彼女と過ごす時間は次第に無力感と敗北感に満ちたものになって行ったが、
訪問看護師が正規の勤務時間以外も彼女を訪れて背部の広範な褥瘡を完治させたことが私
の大きな支えとなった。
二〇一四年五月偶々ベッドわきの床頭台に同窓会通知があったので手に取ってみたとこ
ろ、戦前女子実業教育で有名であった、ある都立高校からのもので、私が試しに五十二年
ぶりとなる同窓会出席を勧めたところ、彼女は嬉しそうに同意した。二週間後に診療に訪
れた所、患者は思いがけず離床している。
私の顔を見るなり毎晩昔の同級生が訪ねてくること、その中には高校時代終日ピアノを
弾いていた憧れの男性や、彼女のことを「指が細くて色が白い」と言ってくれた高級ブラ
ンド香港支店勤務の、特に会いたかった男性も加わっていることなど、別人のような表情
で堰を切った如く話し始めた。
出席を予定する同窓会開催は半年後であったので、K さんにとってのバラ色の日々はそ
の後数か月間続くこととなる。
今までのように終日ベッドに寝ているのではなく、長年訴えていた膝の痛みも軽減して
歩くようになり、介護認定も二段階軽いものとなった。部屋の壁には彼女が当日着用に及
ぶ花模様のワンピースが掛けられていた。これは彼女が何日もかけて慎重に吟味したうえ
生協で購入したものであった。一方で私は同窓会幹事に個人情報の保護に注意を払いなが
ら連絡を重ね、当日の受け入れ態勢は万全のものとなった。

事務長

藤原 健志

ごあいさつ

この度、堀ノ内病院の事務長を務めさせて頂くことになりました。
小島理事長が 1980 年に開業され 40 年余、その歴史と 400 名を超える
職員が在籍します堀ノ内病院に勤務することを誇りに思うと共に、就任後
僅かな期間しか経っておりませんが、その責務の重さをひしひしと感じて
いるところです。
病院を取り巻く環境は、新型コロナウイルスの感染拡大や人材不足など
益々厳しさを増しておりますが、手を拱いて立ち止まっているわけにはい
きません。
病院機能評価の認定取得や電子カルテの導入など新しい取り組みにもチ
ャレンジし今まで以上に地域の皆様に愛され、また職員にとって働きがい
のある堀ノ内病院を目指し、微力ながら精一杯努めさせて頂きます。
今後共ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

なんとなくアイビー

おやじのひとりごと･･･

ある朝、目が覚めると、そこは、高校生の自分だった。当時の私は、ファッションに
興味がなく、服といったら、制服か、ジャージだった。
突然、姉が、私の部屋に入り、一冊の本を渡した。それは、男性ファッション誌の「
MEN’S CLUB」だった。その本には、アイビールック「VAN」「J. プレス」「JUN」
「リーガル」を取り上げていた。
まだ学生だった私には、そんなブランドを身に纏う身分ではなかった。当時の若者は、
高級車に乗ること、有名ブランドのファッションを身に纏うことが、ステータスだと思
って働いていた。
私も、就職して、やっと憧れのアイビールックの定番、J. プレスのネイビーブレザー、
BD シャツ、VAN のブラックウォッチのパンツ、靴はリーガルのコイン・ローファー、
車はマツダファミリア 323 を買い揃え、街へ繰り出した。「田中康夫」の「なんとなく
クリスタル」じゃないけど、世の中がバブルの時代でブランド物に身を包んだ人ばかり
だった。
その頃の私は、週末はいつも、友人らと飲み明かしていた。お酒と云えば、ウイスキ
ーの輸入自由化となって、ウイスキーだったら、ジョニ黒、ジャックダニエル、バーボ
ンはフォアローゼス、IW ハーパー、ブランデーは、ヘネシー、カミユ、レミーマルタン
などの舶来ウイスキーブームだった。当時おいしいウイスキーが多く、水割りか、ロッ
クで飲むのが支流だった。
ある夜、友人らといつものお店でお酒を飲んでいた、仕事が忙しかった所為か、急に
睡魔に襲われた。ふと、目が覚めると、現在の自分だった。「えータイムスリップ？」
昨夜は家でお酒を飲みすぎて、そんな夢を見たのか・・
あれから云十年が経って、そんな時の事は忘れていた。
思えば、仕事に、子育てと、駆け足の日々だった。
これからは、ゆっくり自分たちのために時間を使って
いこうかな・・そして、あの頃のように、またアイビ
ールックを楽しもうと思った。

ごあいさつ

内科 大溝 啓揮

令和２年４月より当院の常勤内科医となりました大溝啓揮です。
外来では腎臓病を軸にその他深く関連がある糖尿病、高血圧、高脂
血症、高尿酸血症などを診療しております。生活していて不安な症
状が出てきた、健康診断などで指摘された、疑問があるなどありま
したらお気軽に来院ください。

さて、現在、新型コロナウイルス対策でマスク着用する機会が増え、さらに気温
湿度共に高くなる時期になってきました。例年より熱中症リスクが高まる可能性を
踏まえ、今回、熱中症のお話をさせて頂きます。

①概要
熱中症患者は年々増加傾向であります。
現在、熱中症による救急搬送者数は全国で５００００人前後、死亡者数は６００～
１０００人と多くの方が発症、そして重症化しており、熱中症に対する予防は急務
となっております。例年、梅雨明け直後の晴天が続く時期に最初のピークを迎えま
すが、近年では梅雨前にも発症者が増えております。乳幼児や高齢者は発症しやす
く、特に基礎疾患を持つ高齢者は重症化しやすい傾向があるため、注意が必要です。

②原因
熱中症になる要因はまとめると環境要因・身体要因・行動要因の３つがあります。
・環境要因：気温が高い、湿度が高い、日差しが強い、風が弱い、密閉空間、エア
コンがない、急に暑くなった日、など
・身体要因：乳幼児、高齢者、肥満、持病（糖尿病、心臓病）、脱水状態、体調不良
（二日酔い、寝不足）等
・行動要因：炎天下での活動、激しい運動、慣れない運動、水分補給がしにくい等

③検査・診断
熱中症の診断はバイタルサイン、身体所見、血液検査、尿検査を行い、重症度を評
価していきます。
・軽症：体温は正常から１℃程度上昇、めまい、立ち眩み、筋肉痛、こむら返り等
・中等症：体温は正常から１℃程度上昇、頭痛、嘔気、嘔吐、倦怠感、判断力低下等
・最重症：体温は３８．５℃以上だが、体温上昇は参考程度、意識障害、けいれん、
肝障害、腎障害、多臓器不全等

④治療
軽度の場合は、重症化を防ぐために現場での速やかな応急処置が求められます。
まずは体を冷やして熱を下げ、水分と塩分を補給するといった手段を取ることが重
要です。直射日光を避けて、クーラーや扇風機などがある涼しい場所へと移動しま
す。さらに体の中にこもった熱を下げるために、首や脇の下、足のつけ根に水をか
けたり氷を当てたりして冷やします。

衣類を脱がせて、体内の熱を外に逃がすのも有効です。水分補給を行う際は、塩分
を含む経口補水液やスポーツ飲料を推奨します。塩分を含まない水分だけを大量に
摂取していると、低ナトリウム血症を起こし、症状改善するどころか状態悪化する
可能性があり注意が必要です。病院へ搬送された場合の治療も基本的には同じで、
38 度以下に体温を下げるように冷却処置を行い、点滴で必要な成分を補います。
重症化して臓器に障害が起きている場合は、状況に応じた対症療法が取られます。
施設入所など介護レベルの高い人、高齢者、心疾患の治療歴のある人、高体温、低
血圧などの状態の人では死亡する危険が高くなります。重症になると、現在でも死
亡率 10％を超えるといわれており、救命できた例でも神経学的後遺症を残すこと
がまれではありません。

⑤予防
熱中症はきちんと予防すれば防ぐことができます。予防は「水分・塩分補給」と
「暑さを避ける」の二つです。
・熱中症は暑さに慣れていない時期に急に暑くなった時が危険ですので、暑い時は、
運動・作業内容を軽くして、徐々に暑さに慣れるようにしてください。
・のどが渇く前に、スポーツドリンクなどでこまめに水分と塩分の補給をしてくだ
さい。マスク着用時などはのどの渇きに気づかない可能性もあり、注意が必要で
す。「のどが渇いた」と感じたときには、すでに水分不足になっていることが多
いです。
・体調により暑さに対する耐性は変化します。体調の悪いときは暑い日中の外出や
運動・作業は控えましょう。十分な睡眠、バランスの良い食事は言うまでもあり
ません。
・ゆったりした服装で、シャツなどは外に出し、屋外では帽子をかぶりましょう。

⑥目の前に熱中症の方がいた時
・風通しのよい日陰や、できればクーラーが効いている室内などに避難させましょ
う。
・上着を脱がせて、体から熱の放散を助けます。きついベルトやネクタイ、着衣は
ゆるめて風通しを良くします。
・皮膚に濡れたタオルなどをあて、うちわなどで扇ぐことで体を冷やします。着衣
の上から少しずつ冷やした水をかける方法もあります。
・自動販売機やコンビニで、冷やした水のペットボトル、ビニール袋入りのかち割
氷、氷のうなどを手に入れ、首の付け根の両脇、脇の下、足の付け根の前面にし
っかり当てて、皮膚直下を流れている血液を冷やすことも有効です。
・意識がはっきりしている方は経口補水液、スポーツドリンクを積極的に摂取して
ください。
・意識がはっきりしない、呼びかけや刺激に対する反応がいつもと異なる場合は緊
急で医療機関に搬送してください。

ごあいさつ

内科 大溝 啓揮

令和２年４月より当院の常勤内科医となりました大溝啓揮です。
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さて、現在、新型コロナウイルス対策でマスク着用する機会が増え、さらに気温
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１０００人と多くの方が発症、そして重症化しており、熱中症に対する予防は急務
となっております。例年、梅雨明け直後の晴天が続く時期に最初のピークを迎えま
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・中等症：体温は正常から１℃程度上昇、頭痛、嘔気、嘔吐、倦怠感、判断力低下等
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まずは体を冷やして熱を下げ、水分と塩分を補給するといった手段を取ることが重
要です。直射日光を避けて、クーラーや扇風機などがある涼しい場所へと移動しま
す。さらに体の中にこもった熱を下げるために、首や脇の下、足のつけ根に水をか
けたり氷を当てたりして冷やします。

衣類を脱がせて、体内の熱を外に逃がすのも有効です。水分補給を行う際は、塩分
を含む経口補水液やスポーツ飲料を推奨します。塩分を含まない水分だけを大量に
摂取していると、低ナトリウム血症を起こし、症状改善するどころか状態悪化する
可能性があり注意が必要です。病院へ搬送された場合の治療も基本的には同じで、
38 度以下に体温を下げるように冷却処置を行い、点滴で必要な成分を補います。
重症化して臓器に障害が起きている場合は、状況に応じた対症療法が取られます。
施設入所など介護レベルの高い人、高齢者、心疾患の治療歴のある人、高体温、低
血圧などの状態の人では死亡する危険が高くなります。重症になると、現在でも死
亡率 10％を超えるといわれており、救命できた例でも神経学的後遺症を残すこと
がまれではありません。

⑤予防
熱中症はきちんと予防すれば防ぐことができます。予防は「水分・塩分補給」と
「暑さを避ける」の二つです。
・熱中症は暑さに慣れていない時期に急に暑くなった時が危険ですので、暑い時は、
運動・作業内容を軽くして、徐々に暑さに慣れるようにしてください。
・のどが渇く前に、スポーツドリンクなどでこまめに水分と塩分の補給をしてくだ
さい。マスク着用時などはのどの渇きに気づかない可能性もあり、注意が必要で
す。「のどが渇いた」と感じたときには、すでに水分不足になっていることが多
いです。
・体調により暑さに対する耐性は変化します。体調の悪いときは暑い日中の外出や
運動・作業は控えましょう。十分な睡眠、バランスの良い食事は言うまでもあり
ません。
・ゆったりした服装で、シャツなどは外に出し、屋外では帽子をかぶりましょう。

⑥目の前に熱中症の方がいた時
・風通しのよい日陰や、できればクーラーが効いている室内などに避難させましょ
う。
・上着を脱がせて、体から熱の放散を助けます。きついベルトやネクタイ、着衣は
ゆるめて風通しを良くします。
・皮膚に濡れたタオルなどをあて、うちわなどで扇ぐことで体を冷やします。着衣
の上から少しずつ冷やした水をかける方法もあります。
・自動販売機やコンビニで、冷やした水のペットボトル、ビニール袋入りのかち割
氷、氷のうなどを手に入れ、首の付け根の両脇、脇の下、足の付け根の前面にし
っかり当てて、皮膚直下を流れている血液を冷やすことも有効です。
・意識がはっきりしている方は経口補水液、スポーツドリンクを積極的に摂取して
ください。
・意識がはっきりしない、呼びかけや刺激に対する反応がいつもと異なる場合は緊
急で医療機関に搬送してください。

介

ご紹
事務長の
人生最良の日々
地域医療センター

在宅診療科

小堀 鷗一郎

「男と女」はフランスの名匠クロード・ルルーシュ監督が一九六六年に制作、第十九回
カンヌ国際映画祭パルムドールとアカデミー外国語映画賞、脚本賞を受賞した恋愛映画の
名作とされる映画作品のタイトルである。五十三年後の昨年、その続編ともいうべき作品
が再びクロード・ルルーシュ監督の手によって世に出た。タイトルは同じく「男と女」、
前作の主演アヌーク・エーメとジャン＝ルイ・トランティニャンが八十七歳と八十九歳で
同じ役柄を演じた。原題は“Les plus belles annees d'une vie（人生最良の日々）
“で
ある。認知症によって、夢と現実とを行き来している元レーシングドライバーのジャン・
ルイ・トランティニャンは、現在は老人ホームで介護を受けつつ暮らしているが、五十年
来その面影を追い求めてきた女性アンヌと再会することによって、かつて二人でドライブ
した海岸への国道を、53 年前と同じムスタングを駆って時速百キロで疾走して警官に逮
捕されるなど、夢現の世界の中で“人生最良の日々”を謳歌する。
私は四十年間にわたって外科医として病院に勤務した後、訪問診療医の仕事に従事する
ようになって十五年目を迎えている。それは大病院における「救命・根治・延命」という
「生かす医療」から、在宅で「死なせる医療」への一医師としての個人的パラダイムシフ
トでもあった。「死なせる医療」の対象は老衰、悪性腫瘍末期、貧困など死を必然のもの
として受け入れるほか道のない人びとで、ここで紹介する統合失調症患者 K さんもそれ
らのうちの一人である。
K さんは夫と早く死別し一人娘を女手一つで育て上げた。娘さんは学業に優れ、名門私
立大学を卒業したが 40 歳で自死した（卒業式に 2 人で撮影した写真を見せられたことが
ある）。二〇〇九年十一月脱水で堀ノ内病院入院、翌一月退院を機に訪問診療を開始した。
二〇一一年三月ごろから若い男の声で「殴ってやる。蹴ってやる。階段から突き落とす
ぞ。青酸カリを買っておけ。」の幻聴に悩まされるようになり、向精神薬、鎮静薬などの
多用を余儀なくされた。二〇一二年七月より寝たきりとなり、褥瘡も発生、両手指震顫、
不眠などがみられ、やがて病状は悪化の一途を辿ったが、精神病院入院は頑強に拒否し続
けた。
私が月一回彼女と過ごす時間は次第に無力感と敗北感に満ちたものになって行ったが、
訪問看護師が正規の勤務時間以外も彼女を訪れて背部の広範な褥瘡を完治させたことが私
の大きな支えとなった。
二〇一四年五月偶々ベッドわきの床頭台に同窓会通知があったので手に取ってみたとこ
ろ、戦前女子実業教育で有名であった、ある都立高校からのもので、私が試しに五十二年
ぶりとなる同窓会出席を勧めたところ、彼女は嬉しそうに同意した。二週間後に診療に訪
れた所、患者は思いがけず離床している。
私の顔を見るなり毎晩昔の同級生が訪ねてくること、その中には高校時代終日ピアノを
弾いていた憧れの男性や、彼女のことを「指が細くて色が白い」と言ってくれた高級ブラ
ンド香港支店勤務の、特に会いたかった男性も加わっていることなど、別人のような表情
で堰を切った如く話し始めた。
出席を予定する同窓会開催は半年後であったので、K さんにとってのバラ色の日々はそ
の後数か月間続くこととなる。
今までのように終日ベッドに寝ているのではなく、長年訴えていた膝の痛みも軽減して
歩くようになり、介護認定も二段階軽いものとなった。部屋の壁には彼女が当日着用に及
ぶ花模様のワンピースが掛けられていた。これは彼女が何日もかけて慎重に吟味したうえ
生協で購入したものであった。一方で私は同窓会幹事に個人情報の保護に注意を払いなが
ら連絡を重ね、当日の受け入れ態勢は万全のものとなった。

事務長

藤原 健志

ごあいさつ

この度、堀ノ内病院の事務長を務めさせて頂くことになりました。
小島理事長が 1980 年に開業され 40 年余、その歴史と 400 名を超える
職員が在籍します堀ノ内病院に勤務することを誇りに思うと共に、就任後
僅かな期間しか経っておりませんが、その責務の重さをひしひしと感じて
いるところです。
病院を取り巻く環境は、新型コロナウイルスの感染拡大や人材不足など
益々厳しさを増しておりますが、手を拱いて立ち止まっているわけにはい
きません。
病院機能評価の認定取得や電子カルテの導入など新しい取り組みにもチ
ャレンジし今まで以上に地域の皆様に愛され、また職員にとって働きがい
のある堀ノ内病院を目指し、微力ながら精一杯努めさせて頂きます。
今後共ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

なんとなくアイビー

おやじのひとりごと･･･

ある朝、目が覚めると、そこは、高校生の自分だった。当時の私は、ファッションに
興味がなく、服といったら、制服か、ジャージだった。
突然、姉が、私の部屋に入り、一冊の本を渡した。それは、男性ファッション誌の「
MEN’S CLUB」だった。その本には、アイビールック「VAN」「J. プレス」「JUN」
「リーガル」を取り上げていた。
まだ学生だった私には、そんなブランドを身に纏う身分ではなかった。当時の若者は、
高級車に乗ること、有名ブランドのファッションを身に纏うことが、ステータスだと思
って働いていた。
私も、就職して、やっと憧れのアイビールックの定番、J. プレスのネイビーブレザー、
BD シャツ、VAN のブラックウォッチのパンツ、靴はリーガルのコイン・ローファー、
車はマツダファミリア 323 を買い揃え、街へ繰り出した。「田中康夫」の「なんとなく
クリスタル」じゃないけど、世の中がバブルの時代でブランド物に身を包んだ人ばかり
だった。
その頃の私は、週末はいつも、友人らと飲み明かしていた。お酒と云えば、ウイスキ
ーの輸入自由化となって、ウイスキーだったら、ジョニ黒、ジャックダニエル、バーボ
ンはフォアローゼス、IW ハーパー、ブランデーは、ヘネシー、カミユ、レミーマルタン
などの舶来ウイスキーブームだった。当時おいしいウイスキーが多く、水割りか、ロッ
クで飲むのが支流だった。
ある夜、友人らといつものお店でお酒を飲んでいた、仕事が忙しかった所為か、急に
睡魔に襲われた。ふと、目が覚めると、現在の自分だった。「えータイムスリップ？」
昨夜は家でお酒を飲みすぎて、そんな夢を見たのか・・
あれから云十年が経って、そんな時の事は忘れていた。
思えば、仕事に、子育てと、駆け足の日々だった。
これからは、ゆっくり自分たちのために時間を使って
いこうかな・・そして、あの頃のように、またアイビ
ールックを楽しもうと思った。

第一の波は過ぎましたが、次の波と生活習慣病に警戒
病院長

清水 利夫

この春は当院も新型コロナウイルスの影響から逃れられず、 病院は貴重な
経験を積みました。
この間、 当院の患者さんにはご心配とご迷惑をおかけしました。 そして全国的に第一波が去って、
病院としても一息ついたというところです。
6 月からは健診、 不急であっても必要な検査、 手術を再開しております。
【新型コロナウイルス感染症 （ＣＯＶＩＤ-19）】
2 月 3 日に横浜港に着いたダイヤモンドプリンセス号の検疫が開始され、 その様子が連日のよ
うに報道され、 国民の関心を集めるようになりました。
その頃、 病院としては対岸の火事、 2 月 20 日ごろから埼玉県の依頼で COVID-19 の行政
PCR 検査を代行するようになり、 病院としてどのように向き合うべきかを考えるようになりました。
当院は地域に密着する病院としてたくさんの救急患者を受け入れてきました。 患者さんで新型コ
ロナウイルスを持っておられる方がいた場合、 病院は特別の対応を迫られます。 ところが一方で
新型コロナウイルスの患者さんの症状は、 風邪に似ていることが多くて症状とか普通の検査だけ
では確定診断に至りません。 それでウイルスの検査を行うのですがこの検査は結果が出るまでに
一日半くらいかかります。
患者さんが重症ですと周りに病原体を排出しているかもしれないという前提で治療を開始する必
要があります。 万が一、 検査が陽性ですとこれは指定感染症ですから保健所への届け出が義務
付けられており、 保健所から患者への指示と濃厚接触者の割り出しと指導があります。
【医療 ・ 看護 ・ 介護では三密の＜密接＞は必発】
病気が何であれ患者さんが重症であればあるほど医療 ・ 看護 ・ 介護は多人数が密接に行う必
要があります。 感染性ウイルスを持ち合わせている場合はそれを拡散させないために設備の充実
とたくさんの防護具が必要になります。 また医療 ・ 看護 ・ 介護サービスは提供する側からみます
と＜テレワーク＞＜遠隔医療＞で行える領域はほんのわずかしかありません。 特に入院を要する患
者さんの治療、 看護、 介護は患者さん中心に行うほど密接にならざるを得ません。
我々は普段から感染対策を十分に行っていたと自負しておりましたが、 残念ながら 5 月に一つ
の病棟で集団感染があり当該病棟の新規入院を連休明けから 5 月 25 日まで中止しておりまし
た。 その後保健所の指導の下で集団感染は収束しましたので現在は普通の診療体制になってお
ります。
【堀ノ内病院は地域とともにあります】
当院は新型コロナに対して適切な感染防御を行いつつ、 患者さんに適切な医療を提供します。
例年の検診は一か月遅れで開始しております。 新型コロナ疑い患者であっても救急車の受け入れ
を継続しております。
病院を受診される際はマスクの着用、 手洗い、 手の消毒をお願いします。
新型コロナに掛かったかもと心配な場合は相談センターに電話してください。 そして当院を受診
される際は最初、 玄関のインターホンで話してください。
当院では新型コロナ疑いで検査を必要とする方との動線を分けていますので、 ご安心ください。

会場までの送迎は幸い私の「在宅主治医」を逸脱した行動に共感を覚えた若い男性ケア
マネジャーが担当することとなった。彼はその予行練習として、ある夜「くら寿司」に彼
女を連れ出した。数日後訪問した私に、彼女は 5 年ぶりに部屋を出て目にした夜の街がい
かに眩く輝いていたかを語った。報告する彼女の顔も光り輝いていた。
同窓会を二週間後に控えたある朝、彼女が突然ケアマネジャーを変更してほしいと言い
出した。担当の男性ケアマネジャーが親切すぎるのは自分に不適切な感情を抱いているか
らに違いない、という断固たる主張である。直ちに女性ケアマネジャーへの交代が実現し、
同窓会出席は自然消滅となった。
出席するはずであった同窓会当日から二週間後、K さんは右半身痛を訴え堀ノ内病院を
受診、諸検査の結果転移性肝がん（大腸がん原発）末期と診断された。自ら希望した退院
日から三週間後、早朝訪問したヘルパーが呼吸をしていない彼女を発見した。
映画の原題“人生最良の日々”はヴィクトル・ユーゴーの箴言「Les plus belles ann
ees d’une vie sont celles que l’on n’a pas encore vecues（最良の日々はこの
先の人生に訪れる）」から引用されたとあるが、出典は明らかにされていない。
一九三七年生まれのクロード・ルルーシュ監督にとって、この作品が人生の“最良の日
々”であったことは想像に難くない。彼は二〇一九年カンヌ国際映画祭で、上映後二十分
に及ぶスタンディングオベーションが止まらないほどの大喝采を浴びたのである。
「死なせる医療」に従事する訪問診療医にとっての喝采は死にゆく患者ひとりひとりが
最後の日々に心に描く美しい夢である。暗い自室から出て五年ぶりに目にした夜の街の眩
い光を息せき切って報告する K さんの光輝く顔に接した時間、それは一九三八年生まれ
の私にとっての“人生最良の日々”といえる。
（月刊誌「かまくら春秋」連載リレーエッセイ

こころにひかる物語

所収）

火曜午後・木曜夜間「禁煙外来」を行っています。
禁煙治療をうけるための要件 ( 下記 ) をみたしていると、
健康保険などの適用をうけることができます。
※詳しくは、禁煙外来医師にご相談ください。
①ニコチン依存症を診断するテストで 5 点以上
②１日の平均 × 喫煙年数 =200 以上（35 歳以上）
③すぐに、禁煙を始めたい !!
④禁煙治療をうけることに、文章で同意している

病院の敷地内は駐車場も含め、全て禁煙です

!!

地域医療センターのご案内

外来診療予定表

社会医療法人社団

堀ノ内病院

夏号
vol
.32

●居宅介護支援事業所「あおぞら」
介護の相談をお受けします。
窓口･･･月曜日～土曜日
受付時間･･･9：00 ～ 17：00
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お問合せ
電話：048-478-2653（直通）
FAX：048-489-3537（直通）

〒352-0023

埼玉県新座市堀ノ内 2-9-31

基本理念

●訪問看護ステーション「みどり」

地域の人々と共に歩み、
良質の医療と介護を提供する病院

訪問看護ステーションの看護師が、ご家庭
を訪問して、療養生活の支援や心身機能の
維持、回復を図るための療養上のお世話や
診療の補助を行います。

Tel. 048-481-5168

URL http://www.horinouchi.or.jp/

基本方針
1. いつでも、どのような患者様も受け入れて
2. 最善で最良の医療と介護
3. 地域に出ていく医療と介護

4. 患者様の納得のいく医療と介護
5. 患者様の立場に立った医療と介護

お問合せ
電話：048-482-7580（直通）
FAX：048-479-2787（直通）

●訪問診療
寝たきりなどの通院困難な皆様に、訪問診
療を行っています。
受付時間･･･9：00 ～ 17：00
お問合せ
電話：048-481-5168（代表）

●医療相談室
患者さんあるいは、患者さんのご家族の方
々が、病気に伴って生じる種々の問題でお
悩みのとき、その解決のお手伝いをさせて
いただきます。
お問合せ
電話：048-478-0992（直通）
FAX：048-489-3537（直通）

◆編集後記◆
新型コロナウイルスの影響をうけながら
も、職員一丸となり、地域の皆様や患者
さんからの暖かいメッセージに励まされ、
頑張って参りました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。Ｍ.Ｆ
梅雨入りしジメジメする季節がやってき
ましたが、今年はユニバーザルマスキン
グ（他人と近距離で会話する時は、マス
クを着けましょう）が推奨されています。
適宜に水分補給して乗り切りましょう !! H.N

安の滝
△･･･週により診療に変更がありますので、お問合せください。
※当院は待ち時間短縮のため予約制を導入していますが、当日
来院の患者さんも診察しています。急患は随時受付けです。
予約は、お電話または受付までお申し付けください。
※診療時間や休診等、変更になる場合がございます。
お問合せのうえ、ご来院ください。
電話：048-481-5168（代表）
歯科予約：048-481-5165（直通）

お知らせ
★6 月より、健診の受付を再開いたしました。
★新型コロナウイルスの抗体検査をおこなっています。
お問合せは、健診センター ☎ 048-483-7767
★7 月より、乳幼児健診・予防接種を受付けています。
完全予約制です。日程など詳しいことは、お問合せください。

