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

春号 vol.39

●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-hp.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、どのような患者さんも受け入れて
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. 患者さん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）

長野県小川村

◆編集後記◆
今年もまた新年度がはじまります桜の
つぼみもふくらみはじめました。
4 月には新しい年号もきまり堀ノ内病
院にも新しいスタッフが入職します。
新旧スタッフ力を合わせて親切・丁寧
な対応につとめていきます。 by H.S
桜が色づきマスク姿で迎えた 3 度目の
春。
マスクなしで顔を合わせる日を待ち遠し
く思います。 by K.T

△･･･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）

YouTube 講座を始めました !!
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、
右記 QR コードからも視聴できます。

お見舞いメールの受付を始めました。

当院ホームページ〝入院〟のページより、ご利用いただけます。
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帯状疱疹とくすり

理事長 小島 武

薬剤部

堀ノ内病院との 38 年 10 月
地域医療センター

高齢者は自分の過去を振り返ると一瞬のこととして
感じられるというが、96 歳で亡くなった父も同じよう
なことを口にしていた記憶がある。私にそのような認
識がないのは、精神年齢が若いのか、認知症が始まっ
ているのかのどちらかであろう。
1983 年６月 11 日堀ノ内病院開院記念日のことは鮮
明に記憶している。故池田貞夫先生を始めとする地域
医療のお歴々が顔をそろえたこと、司会を仰せつかっ
たが参会者の騒めきが一向に収まらなかったこと、医
局の同期 12 名で贈呈した開院記念の金文字入りの置
時計が貧弱に見えて、もっと大きなものをと誂えるべ
きだったと後悔したこと、理事長のご母堂が見えてい
て、
「武はこのような道を選んだけど、貴方は医局に残っ
て偉くなって頂戴」と言われたことなどである。
10 年後、教授選に敗れて国立国際医療センターに
転任する際、ご母堂のこの言葉を最初に思い出し申し
訳なく思った。
大学医局時代から国立国際医療センター在職中の 10
数年間、「夜の帝王」と自称して、週に何回かは昼間の
通常勤務後堀ノ内病院の手術室に出勤して VIP 患者を
始め色々な手術を行った。大きな手術の時は昌子正實
先生（2005~2008 年院長）、清水利夫先生（現院長）
を連れて行って助手をして貰った。
しばしば手術が終わるのが夜半過ぎとなり、器械出
しなど手術室勤務のナースを順繰りに家まで車で送り
届け（一番遠いナースは目白の千歳橋在住）、そのまま
出勤することもあった。外国出張の際も例外ではなく、
帰国して羽田空港（当時成田空港はまだ開設されてい
なかった）から病院に直行して VIP( 平林寺関係者と記
憶する ) の緊急手術を行ったこともある。
2003 年（65 歳）国立国際医療センター退官後堀ノ内
病院に赴任、外科の一員として週 3 コマの外来、週 1
回の救急当番、外科手術も食道がん手術など年間 10 数
件行った。
2005 年小児科土生裕司医師の退職に際し、彼が担当
していた在宅患者 2 名（小児科医が何故寝たきりの高
齢者を訪問していたのか、今もって不明）を仕方なく
引き受けるという全くの偶然から在宅医療が始まった。

在宅診療部

小堀 鷗一郎

丁度在宅医療の黎明期とも言うべき時点で需要も多
く、自分も 70 歳に達して外科手術が困難となったこ
と、また患者との個人的関係を深める医療が想像以上
にエキサイティングであったこともあって、ごく自然
の流れで在宅医療を専門とする結果となった。
ただこの領域は当院スタッフの認知度も低く、2018
年 6 月に NHKBS1 スぺシャルが放映されるまでの 13
年間は「夜の帝王」どころか、ナースステーションで
カルテを調べていてもナースに「邪魔だからどいてく
れ」と言わる始末であった。病棟勤務も外来勤務も行
わずに 13 年経てば、過去を知らないナースにとって
は「このお爺さん一体何してんのかしら？」となるの
が当然であろう。
幸い NHK 放映後はマスメディアに登場する機会も
多く、新座では、肉屋でコロッケを買っても「お代は
結構です。」（最初の時だけではあるが）となるほどの
勢いである。逆に現段階で心していることは「医師の
矜持」をいかに大切に守るかである。
具体的には CM に出たり、ホテルでミュージシャン
とトークライブなどやるべきではない。
医師は芸能人とは異なるのである。
2003/4 〜病棟回診（週 1 回）、外来（週 3 回）
救急当番（週 1 回）、手術
2005/2 〜訪問診療・往診 ( 月平均回数 :2005;29.5
2006;29.4 2007;35.0 2008;40.9 )
2009/4 〜救急当番中止、藤永主任看護師退職（4 年）
清水主任看護師 2 階より移動
/7 地域医療センター長 ( 月平均回数 2009;56.2 )
/8 村藤医師訪問診療参加（30％）
2010/9 急性肺炎、（~2012/3 Dr. 村藤 30% 担当
2012/4 〜 2013/3 Dr. 佐々木 10% 担当）
/12 回診中止、（月平均回数 2010;83.7,
2011;90.8 2012;88.8）
2012/3 村藤退職
/4 佐々木医師訪問診療参加（〜 2013/3: 20%）
2012/4 外来中止、訪問診療に専念

帯状疱疹は、疲労、ストレスなどで体の免疫力が落ちると、
健康なときは抑えられていた水痘・帯状疱疹ウイルスが再び
活動、増殖し発症してしまいます。
めったに風邪をひかない人でも年齢とともに発症率は上が
り、80 歳までに３人に１人が帯状疱疹になるという報告も
あります。
帯状疱疹になってしまったら、早めにウイルスの増殖を抑
えることが重要です。
理想は発症してから 72 時間以内に治療を始めること、治
療が遅れてこじらせると後遺症（耳鳴りや視力低下、治った
後も続く神経痛）が残る原因になります。市販薬で様子をみ
ず、すぐに受診しましょう。
治療薬は、点滴もありますが飲み薬、塗り薬が一般的です。
飲み薬は現在４種類あり、飲む回数、粒の大きさ、後発品の
有無などそれぞれ特徴があります。いずれも市販薬ではなく
受診して医師が処方する薬です。
抗ウイルス薬は７日間服用します。途中で良くなっても自
己判断で止めたりせず指示通りに服用してください。

生命の進化と塩

地球の生命は、海水の中で生まれ進化してきた。
生命は海水の主成分である「ナトリウム」を体に
取り込んで、生命維持のために使う仕組みを生み
出してきた。
４億年前生命は海から陸に上がり、そのことで、
生命活動に欠かせないナトリウムが足りなくなり、
祖先たちは命の危機に直面した。
そこで祖先たちは、体のある部分を進化させる
ことで塩不足の危機を乗り切った。それは、「舌」
と「腎臓」である。
塩の味を感じる舌のセンサーが敏感になり、わ
ずかな塩分でも感じ取って摂取する能力と、腎臓
では「尿」を作り、老廃物を体の外に捨てること、
その際、大切な体の中のナトリウムを尿の中に出
ていかないように私たちの腎臓は、ナトリウムを
99.5% 再吸収するすごい能力を手に入れた。

また、５０歳以上であれば
予防接種を受けることもでき
ます。重症化や後遺症を防ぐ
には有用です。
現在、生ワクチンと不活化
ワクチンの２種類があります。
それぞれに値段や効果の面で
特徴があるので、気になった
ら主治医に相談してみてくだ
さいね。

おやじのひとりごと･･･
陸に上がった祖先は、農耕によってたくさんの
穀物や野菜を手に入れ、食料にした。ところが、
なぜかナトリウム不足を起こす祖先が増え始めた。
それは大量に食べ始めた穀物や野菜には、ほとん
どがカリウムでナトリウムは含まれていなかった。
カリウムは人体に必要な栄養素で、血液中に増
えすぎると、不整脈を引き起こし、最悪の場合心
臓が止まってしまう。そこで、過剰なカリウムを
体の外に捨てようとするのが「腎臓」だった。
尿の中にカリウムがたくさん流れてくると、腎
臓ではナトリウムを体内に吸収するのを減らし、
尿の中に押し戻したナトリウムを使って、余分な
カリウムを体の外に捨てることにした。
私たちの腎臓は必要なナトリウムを体に取り戻
すことよりも、過剰なカリウムを排出することを
優先した。祖先たちは塩の乏しい陸上で生きるた
めに、わずかなか量の塩でも生きられる体に進化
していったのである。
次回「塩の誘惑」に続く、

帯状疱疹とくすり

理事長 小島 武

薬剤部

堀ノ内病院との 38 年 10 月
地域医療センター

高齢者は自分の過去を振り返ると一瞬のこととして
感じられるというが、96 歳で亡くなった父も同じよう
なことを口にしていた記憶がある。私にそのような認
識がないのは、精神年齢が若いのか、認知症が始まっ
ているのかのどちらかであろう。
1983 年６月 11 日堀ノ内病院開院記念日のことは鮮
明に記憶している。故池田貞夫先生を始めとする地域
医療のお歴々が顔をそろえたこと、司会を仰せつかっ
たが参会者の騒めきが一向に収まらなかったこと、医
局の同期 12 名で贈呈した開院記念の金文字入りの置
時計が貧弱に見えて、もっと大きなものをと誂えるべ
きだったと後悔したこと、理事長のご母堂が見えてい
て、
「武はこのような道を選んだけど、貴方は医局に残っ
て偉くなって頂戴」と言われたことなどである。
10 年後、教授選に敗れて国立国際医療センターに
転任する際、ご母堂のこの言葉を最初に思い出し申し
訳なく思った。
大学医局時代から国立国際医療センター在職中の 10
数年間、「夜の帝王」と自称して、週に何回かは昼間の
通常勤務後堀ノ内病院の手術室に出勤して VIP 患者を
始め色々な手術を行った。大きな手術の時は昌子正實
先生（2005~2008 年院長）、清水利夫先生（現院長）
を連れて行って助手をして貰った。
しばしば手術が終わるのが夜半過ぎとなり、器械出
しなど手術室勤務のナースを順繰りに家まで車で送り
届け（一番遠いナースは目白の千歳橋在住）、そのまま
出勤することもあった。外国出張の際も例外ではなく、
帰国して羽田空港（当時成田空港はまだ開設されてい
なかった）から病院に直行して VIP( 平林寺関係者と記
憶する ) の緊急手術を行ったこともある。
2003 年（65 歳）国立国際医療センター退官後堀ノ内
病院に赴任、外科の一員として週 3 コマの外来、週 1
回の救急当番、外科手術も食道がん手術など年間 10 数
件行った。
2005 年小児科土生裕司医師の退職に際し、彼が担当
していた在宅患者 2 名（小児科医が何故寝たきりの高
齢者を訪問していたのか、今もって不明）を仕方なく
引き受けるという全くの偶然から在宅医療が始まった。

在宅診療部

小堀 鷗一郎

丁度在宅医療の黎明期とも言うべき時点で需要も多
く、自分も 70 歳に達して外科手術が困難となったこ
と、また患者との個人的関係を深める医療が想像以上
にエキサイティングであったこともあって、ごく自然
の流れで在宅医療を専門とする結果となった。
ただこの領域は当院スタッフの認知度も低く、2018
年 6 月に NHKBS1 スぺシャルが放映されるまでの 13
年間は「夜の帝王」どころか、ナースステーションで
カルテを調べていてもナースに「邪魔だからどいてく
れ」と言わる始末であった。病棟勤務も外来勤務も行
わずに 13 年経てば、過去を知らないナースにとって
は「このお爺さん一体何してんのかしら？」となるの
が当然であろう。
幸い NHK 放映後はマスメディアに登場する機会も
多く、新座では、肉屋でコロッケを買っても「お代は
結構です。」（最初の時だけではあるが）となるほどの
勢いである。逆に現段階で心していることは「医師の
矜持」をいかに大切に守るかである。
具体的には CM に出たり、ホテルでミュージシャン
とトークライブなどやるべきではない。
医師は芸能人とは異なるのである。
2003/4 〜病棟回診（週 1 回）、外来（週 3 回）
救急当番（週 1 回）、手術
2005/2 〜訪問診療・往診 ( 月平均回数 :2005;29.5
2006;29.4 2007;35.0 2008;40.9 )
2009/4 〜救急当番中止、藤永主任看護師退職（4 年）
清水主任看護師 2 階より移動
/7 地域医療センター長 ( 月平均回数 2009;56.2 )
/8 村藤医師訪問診療参加（30％）
2010/9 急性肺炎、（~2012/3 Dr. 村藤 30% 担当
2012/4 〜 2013/3 Dr. 佐々木 10% 担当）
/12 回診中止、（月平均回数 2010;83.7,
2011;90.8 2012;88.8）
2012/3 村藤退職
/4 佐々木医師訪問診療参加（〜 2013/3: 20%）
2012/4 外来中止、訪問診療に専念

帯状疱疹は、疲労、ストレスなどで体の免疫力が落ちると、
健康なときは抑えられていた水痘・帯状疱疹ウイルスが再び
活動、増殖し発症してしまいます。
めったに風邪をひかない人でも年齢とともに発症率は上が
り、80 歳までに３人に１人が帯状疱疹になるという報告も
あります。
帯状疱疹になってしまったら、早めにウイルスの増殖を抑
えることが重要です。
理想は発症してから 72 時間以内に治療を始めること、治
療が遅れてこじらせると後遺症（耳鳴りや視力低下、治った
後も続く神経痛）が残る原因になります。市販薬で様子をみ
ず、すぐに受診しましょう。
治療薬は、点滴もありますが飲み薬、塗り薬が一般的です。
飲み薬は現在４種類あり、飲む回数、粒の大きさ、後発品の
有無などそれぞれ特徴があります。いずれも市販薬ではなく
受診して医師が処方する薬です。
抗ウイルス薬は７日間服用します。途中で良くなっても自
己判断で止めたりせず指示通りに服用してください。

生命の進化と塩

地球の生命は、海水の中で生まれ進化してきた。
生命は海水の主成分である「ナトリウム」を体に
取り込んで、生命維持のために使う仕組みを生み
出してきた。
４億年前生命は海から陸に上がり、そのことで、
生命活動に欠かせないナトリウムが足りなくなり、
祖先たちは命の危機に直面した。
そこで祖先たちは、体のある部分を進化させる
ことで塩不足の危機を乗り切った。それは、「舌」
と「腎臓」である。
塩の味を感じる舌のセンサーが敏感になり、わ
ずかな塩分でも感じ取って摂取する能力と、腎臓
では「尿」を作り、老廃物を体の外に捨てること、
その際、大切な体の中のナトリウムを尿の中に出
ていかないように私たちの腎臓は、ナトリウムを
99.5% 再吸収するすごい能力を手に入れた。

また、５０歳以上であれば
予防接種を受けることもでき
ます。重症化や後遺症を防ぐ
には有用です。
現在、生ワクチンと不活化
ワクチンの２種類があります。
それぞれに値段や効果の面で
特徴があるので、気になった
ら主治医に相談してみてくだ
さいね。

おやじのひとりごと･･･
陸に上がった祖先は、農耕によってたくさんの
穀物や野菜を手に入れ、食料にした。ところが、
なぜかナトリウム不足を起こす祖先が増え始めた。
それは大量に食べ始めた穀物や野菜には、ほとん
どがカリウムでナトリウムは含まれていなかった。
カリウムは人体に必要な栄養素で、血液中に増
えすぎると、不整脈を引き起こし、最悪の場合心
臓が止まってしまう。そこで、過剰なカリウムを
体の外に捨てようとするのが「腎臓」だった。
尿の中にカリウムがたくさん流れてくると、腎
臓ではナトリウムを体内に吸収するのを減らし、
尿の中に押し戻したナトリウムを使って、余分な
カリウムを体の外に捨てることにした。
私たちの腎臓は必要なナトリウムを体に取り戻
すことよりも、過剰なカリウムを排出することを
優先した。祖先たちは塩の乏しい陸上で生きるた
めに、わずかなか量の塩でも生きられる体に進化
していったのである。
次回「塩の誘惑」に続く、

脳ドック・動脈硬化健診のご案内
■ うまく笑顔が造れますか？
・顔の片側が下がる

・歪みがある

■ いつも通り話せますか？
・言葉はでてこない

・ろれつが回らない

■ 普通に歩けますか？
・まっすぐに歩けない

■ 両腕を上げたままキープできますか？
・片腕に力が入らない

脳ドック

脳卒中・認知症の早期発見に

◇ 脳 MRI・MRA( 脳腫瘍､かくれ脳梗塞、脳動脈瘤 )
◇ 頸動脈エコー ( 脳血管疾患の原因となる血栓を調べる )
◇ 心電図 ( 不整脈、心筋梗塞、狭心症発作 )
◇ 採血 ( 糖尿病、脂質異常 )

動脈硬化健診

脳卒中・心臓病の早期発見に

◇ 頸動脈エコー ( 脳血管疾患の原因となる血栓を調べる )
◇ 心エコー ( 心筋梗塞、心臓肥大、弁膜症）
◇ PWV 検査 ( 動脈硬化検査・血管年齢・動脈のつまり )
◇ 心電図 ( 不整脈、心筋梗塞、狭心症発作 )
※薬剤を使用しない為、副作用の心配なく病気の早期発見に役立ちます。

完全予約制です。
ご希望の方は、健診センターまでお気軽にご連絡ください。
健診センター直通

社会医療法人社団

☎

048-483-7767

堀ノ内病院 ナビダイヤル ☎ 0570-00-5168
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目指せ食塩 1 食 2ｇ!!
vol.1

コンビニフードについて

外食は基本的に味付けが濃くなりがちですが、コンビニフードも例外ではありません。
日本人の食塩摂取目標量は 男性 7.5g 女性 6.5g なのに対して、現在の平均摂取量は約 10g です。
1 食 2g 程度を目安に、減塩を意識付けましょう。
コンビニ弁当等の総菜類は食品成分表が記載されていますので、食塩量を確認する習慣を付けましょう。

コンビニフード 1 食分中の食塩量

食塩（ｇ）

おにぎり（鮭）

0.7g

サンドイッチ（ミックス）

1.8g

カップ麺（醤油）

6.3g

フライドチキン

1.6g

フライドポテト

1.3g

アメリカンドッグ

1.7g

肉まん

0.8g

サラダチキン

1.1g

麺類は、スープを飲み干すとほぼ 1 日分の
食塩摂取量になってしまいます。
スープは数口、味を見る程度にしましょう。

食品成分表にナトリウムの記載しかない場合、
ナトリウム (mg)×2.54÷1000＝食塩 (g)
の式で換算できます。

電子カルテ導入のお知らせとお願い

当院では、 医療サービスの向上と、 より安全な医療の提供を目指して、
7 月 19 日 （火） より、 電子カルテを導入いたします。
円滑な導入に向けて、 操作教育やリハーサルなどを行い準備を進めて
おりますが、 導入当初は想定外のトラブルや電子カルテ操作の不慣れに
より、 診察や会計の待ち時間が長くなることが予想されます。
患者さん及びご家族の皆さまには、 何かとご不便をお掛けいたします
が、 ご理解とご協力をお願いいたいします。
堀ノ内病院 病院長

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

春号 vol.39

●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-hp.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、どのような患者さんも受け入れて
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. 患者さん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）

長野県小川村

◆編集後記◆
今年もまた新年度がはじまります桜の
つぼみもふくらみはじめました。
4 月には新しい年号もきまり堀ノ内病
院にも新しいスタッフが入職します。
新旧スタッフ力を合わせて親切・丁寧
な対応につとめていきます。 by H.S
桜が色づきマスク姿で迎えた 3 度目の
春。
マスクなしで顔を合わせる日を待ち遠し
く思います。 by K.T

△･･･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）

YouTube 講座を始めました !!
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、
右記 QR コードからも視聴できます。

お見舞いメールの受付を始めました。

当院ホームページ〝入院〟のページより、ご利用いただけます。
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