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
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●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
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

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。

URL http://www.horinouchi.com

基本方針

基本理念

●訪問看護ステーション「みどり」

Tel. 0570-00-5168

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）

妙高山

◆編集後記◆
昨年はコロナで始まり、 コロナで終わった一年
でした。
コロナワクチンも 3 回目接種が決まり、 今年
こそ旅行に外食に行ける一年でありますように。
by K.T
昨年はあっという間に過ぎて行きました。
時間はみんな平等のはずなのに ...。
今年は明るい話で満ちあるれる一年であります
ように。
by M.F

△･･･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。
ナビダイヤル：0570-00-5168
歯科予約：048-481-5165（直通）
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YouTube 講座を始めました !!
◇第 1 回
◇第 4 回

脳梗塞について ◇第 2 回 熱中症について ◇第 3 回
在宅医療という世界 ◇第 5 回 本当に怖い食塩の話

転倒について

当院ホームページまたは YouTube チャンネルから「堀ノ内病院公式チャンネル」で検索、
上部 QR コードからも視聴できます。

お見舞いメールを始めました。

ホームページ〝入院〟のページより、ご利用いただけます。

薬はお水で飲まなくてはダメ︖ 薬剤部

理事長 小島 武

令和 4 年の新春を迎えるにあたりご挨拶申し上げます
理事長

令和 3 年も新型コロナウイルス感染との闘いの
一年でした。とりわけ昨年の 8 月から 10 月にかけ
ての第 5 波の流行期には、当院の地下の発熱外来
にも多数の方が受診され約 30% の方が陽性という
時期がありました。埼玉県でも陽性患者の入院ベ
ッド不足が深刻となり、当院でも県からの要請で
中等症の陽性患者受け入れ病床を 2 床から 5 床に
増やしましたが、午前に退院しても午後には入院
するという状況で推移しました。幸い院内では職
員や患者には新たな陽性者の発生はなく、陽性患
者受け入れ病院の任務を無事に果たしてまいりま
した。
今年はオミクロン株がどの程度の感染力で国内
に流行するかはまだ明らかでありません。引き続
き地域の皆様の安全と安心を守るため、新型コロ
ナワクチンの 3 回目の接種と埼玉県指定の診療・
検査医療機関として PCR 検査の迅速化、県からの
要請の陽性患者の入院治療や疑い患者の入院受入
れ、また抗体カクテル療法（ロナプリーブ）や現
在進行している内服治療薬の導入などを受け入れ
て行こうと考えています。
また透析医療や在宅訪問診療・訪問看護・訪問
リハビリの部門でも新型コロナ対策に万全を期し
ておりますので安心してご利用下さい。
昨年はインフルエンザ感染の流行はなく患者の
発生もない一年でしたが、今年の冬はどうでしょ
うか。インフルエンザ感染は新型コロナウイルス
感染より重症化や致死率は低いと言われています
が、昨年はインフルエンザワクチンの供給が全く
不十分で、希望者の多くの方にワクチン接種が出
来ない事態がありました。

受付時間
診療のご予約
（ナビダイヤル）
休診日

そのためインフルエンザを疑う症状がありまし
たら、早めに受診していただきインフルエンザ検
査と新型コロナウイルス PCR と同時に検査して、
インフルエンザ陽性であれば抗インフルエンザ薬
の使用で対応して行きたいと考えています。
世界の新型コロナウイルス感染の状況をみる
と、流行が治まるにはこれからさらに数年はかか
るであろうという予測もあります。この 2 年間の
新型コロナウイルス感染のもたらした社会生活へ
の 打 撃 と 混 乱 は ま だ 修 復 さ れ て い ま せ ん。
その中で堀ノ内病院は、5 年前から救急医療部
門で社会医療法人を取得して活動してまいりまし
た。
本年には「無料定額診療事業」を申請してこの
地域の社会的公共資本としての役割を果たしてま
いります。
医療・介護の実践でも多くの問題点が明らかに
なって改善策が示されています。堀ノ内病院は、
地域医療の原点に立ちかえって地域の人々の必要
とする医療・介護を、いつでもどのような患者で
も受け入れて、親しみやすく、使いやすく、高い
水準での医療・介護を、そして納得の行く医療・
介護の提供をモットーに一歩一歩着実に実行して
いく決意であります。
皆様には本年も昨年にもましたご理解とご暖か
い支援ご協力をお願いして新年のご挨拶といたし
ます。

午前 8：00 〜 11：00 ／

☎

小島 武

皆さんご存知のとおり、

薬はコップ 1 杯の水または、 ぬるま湯で服用
するのが正しい飲み方です。
製薬会社はコップ１杯の水で飲んだ時に効く
ように作っているので、 効果や効果があらわ
れるまでの時間もそれをもとに計算されている
為です。
しかし、 薬の錠数が多いと薬のためだけに水
を飲むのは大変ですよね。 高齢者で食事の
スープと一緒に服用させたいこともあるかと思
います。 外出時にお水がないときもあります
よね。

実は、

薬は飲んでいただくことが大切です。
下記を参考にして、 わからないときや困ったと
きは、 どうしたら飲みやすくなるか薬剤師に相
談してくださいね。

★代表的な、相性の良くない飲み物と薬★
・ 牛乳

⇒一部の抗菌薬、 胃で溶けず腸で溶け
るように作られた薬

お 茶、 コ ー ヒ ー、 ジ ュ ー ス、 牛 乳、 み そ 汁
などで飲んでも問題のない薬もたくさんあります。
お水が１番効果が高かったとしても、 飲めな
ければ意味がありません。

・ コーヒー ⇒風邪薬、 睡眠薬
・ 炭酸飲料 ⇒痛み止め、 制酸薬
・ お茶（カテキン含有量の多い一部のお茶）⇒鉄剤

改善に取り組みました

待ち時間の短縮を目指して、
自動精算機を増設

駐車場の案内標識の増設

午後 12：00 〜 16：30

0570-00-5168

日・祝日

※急患は随時受付けております

第 2 駐車場のご案内板を設置

駐車しやすいように白線を敷設

昨年より Xʼ mas ツリー
を飾りました
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検査科

経口内視鏡と経鼻内視鏡

内科

経口

佐々木 圭美

12 月から、内視鏡検査装置が新しく導入されました。
従来機に比べ画像がより鮮明となり、観察性能が向上したため、
検査時間の短縮、受診者様の負担の軽減が期待できます。

ところで、
みなさまは経口内視鏡と経鼻内視鏡の違いを
ご存じでしょうか。

経鼻

嘔吐感

強い

ほとんどない

挿入時のつらさ

気になる

あまり気にならない

息苦しさ

気になる

あまり気にならない

血圧

やや増加

あまり変わらない

酸素飽和度 (SPO2)

わずかに低下

変わらない

検査中の会話

できない

できる

組織採取

できる

できる

大きな病巣の採取

できる

できない ( 原則 )

[ 表 ] 経口内視鏡と経鼻内視鏡の比較

● 経口内視鏡と経鼻内視鏡の違い ●
1.

カメラ径の違い

直径を比較しますと、経口内視鏡が 8-9mm であるのに対し、経鼻内視鏡は
5-6mm と、経口のものの約半分と細くなっております。
以前は、経鼻内視鏡が細径のために、性能において経口内視鏡に劣る面が多
くありましたが、近年は改良が進み、経口内視鏡と同様な性能が装備されて
います。

2.

受診者様の苦痛度について

前述したように、経鼻内視鏡はカメラ径が細く、挿入時に内視鏡が舌のつけ
根を通らずのどにも触れないため、検査時の吐き気・不快感を経口内視鏡使
用時よりも感じにくいと思われます。

経鼻内視鏡が経口内視鏡と同様な性能が装備されているといっても、個々の
機能においては、劣るところもあります。
例えば、検査のために組織を一部採取することは経鼻内視鏡でもできますが、
早期胃がんの内視鏡的治療等においては、経鼻内視鏡では処置具を通す孔が
小さく、切除用処置具の通過は困難であるため、原則、経口内視鏡の使用が
選択されます。

一般社団法人日本消化器内視鏡学会 HP より抜粋
URL:https://www.jges.net

加えて当院では、患者様用のモニターをあらたに設置しましたので、
受診者様にもモニターを見ながら検査を受けていただくことが可能
となりました。
経口内視鏡と経鼻内視鏡はそれぞれ
メリットとデメリットがありますの
で、担当医と相談の上、どちらの内
視鏡で検査をお受けになるかお決め
ください。
不安なことや質問等ございましたら、
医師や担当技師に気軽にお声かけく
ださい。
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URL:https://www.jges.net

加えて当院では、患者様用のモニターをあらたに設置しましたので、
受診者様にもモニターを見ながら検査を受けていただくことが可能
となりました。
経口内視鏡と経鼻内視鏡はそれぞれ
メリットとデメリットがありますの
で、担当医と相談の上、どちらの内
視鏡で検査をお受けになるかお決め
ください。
不安なことや質問等ございましたら、
医師や担当技師に気軽にお声かけく
ださい。

おやじのひとりごと･･･

何もかも憂鬱な夜に

社会貢献活動
地域環境美化に
取り組んでまいります !!

一昨年から新型コロナウイルスで大きく変わった
日常、おうちで過ごす時間が増え、何かしないと悩
む日々、「そうだ本を読もう」と思った。
日頃、ゆっくり読書をする時間なかったので、お
うち時間が増えたのがきっかけで、一昨年の 6 月か
ら３０分読書をすることにした。始めてから何十冊
か読み終わった中で、衝撃的な本２冊と出会った。
１冊は「中村文則 何もかも憂鬱な夜に」もう１冊
は「伊藤計劃 ハーモニー」である。
どちらも、「命」をテーマにした小説で、中村文則
の「何もかも憂鬱な夜に」は刑務官の主人公「僕」
は１８歳の時に殺人で死刑判決を受けた山井の担当
になる。どこか自分に似た山井と接する中、「何か
」を感じる。「俺が言いたいのは・・・命は使うもん
なんだ」「人間と、その人間の命は、別のように思う
から。・・・殺したお前に全部責任はあるけど、そ
のお前の命にはないと思ってるから。お前の命とい
う の は、本 当 は、お 前 と は 別 の も の だ か ら・・。」
死刑制度、生と死を真撃に向き合った小説であった。
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そして、伊藤計劃の「ハーモニー」は核戦争と未
知のウィルスによって大災禍と呼ばれる世界的な混
乱から半世紀、人類は大規模な福祉厚生社会を築き、
高度に医療が発達し、人間の身体に埋め込まれたソ
フトウェアによって、病気の発生も、また自由な行
動や感情も管理、抑制され老衰か自殺でなければ死
がない世界となった。
そんな世界に反逆した３人の女子高生が自殺を図
ってから１３年後の再会を軸に物語が始まる。どち
らも、「命」に対して自由ではないと言っている。
この二年間 「生・死・恐怖・不安」を感じた人は
多いと思う。生命誕生から長い歴史の中、ウィルス
と人類の戦いは繰り返して、人類は勝利してきた。
その一端に私たちが存在している。それだけで生き
る意味があったと実感した日々、生きていると嫌な
こと、苦しいことはある。そして、何もかも憂鬱な
夜がやってくる。
でも、目覚める朝が必ず、やってくることを忘れ
ないで欲しい。

簡単 レシヒ
1 食 20ｇのたんぱく質をとりましょう

No.3

朝の冷え込みが厳しい季節になりました。 たんぱく質と体温の上昇には大きな関わりがあります。
今回は、 朝の冷えた体を温めて、 元気に一日を始められるようなレシピをご紹介します。

【たんぱく質と体温のおはなし】

たんぱく質は、 摂取エネルギーの 30％が体温上昇に利用されます。（脂質 6％ 炭水化物 4％）
サラダチキン、 卵、 納豆や、 牛乳、 ヨーグルト、 チーズなどの乳製品は、 朝の忙しい時間帯でも、
手軽にたんぱく質を摂ることができるため、 積極的に朝食に加えると良いでしょう。

サラダチキンと卵のしょうがスープ
一杯分栄養成分 エネルギー 158 kcal, たんぱく質 20.4g, 脂質 7.2g, 食塩 1.7g
1 人分材料
卵 1 個 , 塩昆布ひとつまみ（5g 程度）, サラダチキン 1/2（約 50g）,
しょうが粉 小さじ 1/4（擦りおろしやチューブの小さじ１でも可）, 熱湯 180cc
➀お椀に卵を割り、 溶きほぐす。
➁しょうが粉、 塩昆布、 ほぐしたサラダチキンを入れる。
③混ぜながら熱湯を少しずつ注ぎ入れ、 少々置く。（ぬるくなっていたら電子レンジで軽く温める）

2021 年 12 月 2 日（木） 8︓00 ～ 8︓30
バス停 貝沼～道場まで、 病院敷地内清掃の 2 チームに分かれて活動しました。

しょうがの主な辛み成分であるジンゲロール類と、 それが加熱や乾燥によって変化したショウガオール類は、
それぞれ末端と深部の血流を促進し、 体を温めるとされています。
蛋白質＋しょうがの温かいスープで体をぽかぽかに温めて、 元気に一日をはじめましょう︕
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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

冬号 vol.38

●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
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

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。

URL http://www.horinouchi.com

基本方針

基本理念

●訪問看護ステーション「みどり」

Tel. 0570-00-5168

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）

妙高山

◆編集後記◆
昨年はコロナで始まり、 コロナで終わった一年
でした。
コロナワクチンも 3 回目接種が決まり、 今年
こそ旅行に外食に行ける一年でありますように。
by K.T
昨年はあっという間に過ぎて行きました。
時間はみんな平等のはずなのに ...。
今年は明るい話で満ちあるれる一年であります
ように。
by M.F

△･･･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。
ナビダイヤル：0570-00-5168
歯科予約：048-481-5165（直通）

2022 年 1 月 1 日発行
発行責任者 / 小島 武
編集者 / 広報委員会

YouTube 講座を始めました !!
◇第 1 回
◇第 4 回

脳梗塞について ◇第 2 回 熱中症について ◇第 3 回
在宅医療という世界 ◇第 5 回 本当に怖い食塩の話

転倒について

当院ホームページまたは YouTube チャンネルから「堀ノ内病院公式チャンネル」で検索、
上部 QR コードからも視聴できます。

お見舞いメールを始めました。

ホームページ〝入院〟のページより、ご利用いただけます。

