
　　基本理念
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

　　基本方針
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. 患者様の立場に立った医療と介護
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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）

●訪問看護ステーション「みどり」

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。

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）

外来診療予定表

◆編集後記◆

△･･･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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日・祝日　　※急患は随時受付けております

受付時間

診療のご予約
（ナビダイヤル）

休診日

　2022 年 7 月 1 日付けをもちまして理事長に就任いたしました小島徹でございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

　当院は地域医療を掲げ、 1980 年に新座 ・ 堀ノ内診療所から始まり、 1985 年に

堀ノ内病院を開設しました。

　地域の人々と共に歩み、 開かれた病院として、 良質の医療と介護を提供していく

ことを目標に、 外来、 入院、 救急、 透析、 健診、 訪問診療、 訪問看護、 居宅

介護支援、 在宅歯科診療、 在宅リハビリテーションと広がってまいりました。

　現在、 超高齢化社会の到来、 新型コロナウイルス感染拡大など、 医療を取り巻く

環境はめまぐるしく変化していますが、 当院は地域の人たちから信頼され、 社会に貢

献できる病院を目指して、 職員一丸となって頑張ってまいります。

　皆様の温かいご支援、 ご協力をお願い申し上げます。

理事長就任のごあいさつ
理事長　小島 徹

with コロナ」が定着し、感染対策をしながら
も日常が戻りつつあります。
もうすぐ子供たちは夏休みです。
コロナと熱中症に十分気を付けて夏を楽しみ
ましょう。（M・N）

今年の梅雨はどこへ行ってしまったのでしょ
うか ...。
あっという間の梅雨明け、しかも日々 30℃
超えで暑い日が続いています。
水分補給や暑さ対策を万全にして、乗り切り
ましょう !!（Ｍ.Ｆ）



　この度、 令和4年4月1日入職し副院長を拝命しました
中澤達 （なかざわたつ） と申します。
　当院には、 非常勤医師として 20 年以上の勤務経験
があり、 動脈硬化、 下肢静脈瘤 ・ 透析シャント手術
など血管外科外来を担当させていただきました。
　そのため旧外来、 新棟外来、 本館外来すべてのブ
ースで診療したことがあり、 堀ノ内病院の発展を目撃、
体感してまいりました。
　専門は、 血管外科、 消化器外科ですが、 アメリカの
医学者、オスラー （William Osler 1849-1919） の言葉、
『人は血管とともに老いる』 が表わすように、 血管病を
治療するたびに高齢者の複合疾患も合わせて診察して
きましたので多疾患を抱える患者診療も得意です。
　外科領域だけでなく総合診療科としても地域の方々に
貢献してまいります。 よろしくお願いいたします。

　小学生の頃のよく聞いた言葉です。 大人に

なってからは迷信と思っていましたが、 実は真

実だという話です。

　流れ星が目撃できる時間は 3秒以内です。

その刹那で願いを唱えられるのは、 常に念じ祈

っているからに他ならないでしょう。

　その気持ちとは、 常にアンテナをはり、 小さ

な機会さえ取り逃がさない姿勢の表れでもあり

ます。 故に願いは叶うのです。

　流れ星は年間を通してみることができますが、

毎年特定の時期にたくさんの流れ星が出現し

三大流星群と呼ばれています。

　ペルセウス座流星群 は 7月 20日頃から 8月

20日頃にかけて出現し、 8月13日前後に極大

迎えます。

　それまでに願い事を決め、 流れ星を探して

帰宅してみましょう。

ただし足元は気をつけて (^-^)/

脚注） ペルセウス座流星群　国立天文台 HP より

https://www.nao.ac.jp/gallery/weekly/2016/20160913-oao.html

『流れ星に願いをかけると実現する』

ごあいさつ

栄養科の 簡単レシヒ

 Vol.2 夏の麺類について

　夏になると、冷たい麺が食卓に並ぶことが増えます。
麺類には食塩が多く含まれ、市販の汁を全部飲み干すと、ほぼ一日分の食塩量を摂ることになります。
今回は、手軽に作ることが出来る食塩 2g 程度の麺のレシピをご紹介します。

麺類 1食分に含まれる食塩量 食塩（ｇ） 

うどん（冷ぶっかけ） 6.3g 

カップ麺（醤油） 6.3g 

冷やし中華 4.9g 

そうめん（つゆをかける） 6.5g 

 

 胡麻やレモンで香りや酸味を 
加えると、少ない食塩量で 
味を感じることができます。 
七味などの辛味も効果的です。 

【簡単︕レモンつゆのサラダ麺】＜1人分材料, 栄養成分＞（うどんの場合） 

エネルギー 330kcal, たんぱく質 16.7g, 脂質 5.4g, 食塩 2.1ｇ
流水麺（種類お好み）1 玉 , サラダチキン 1/2 切 , パックサラダ 1/2 袋 , 白だし 大さじ 1, 水 180mL,
砂糖 小さじ１/2, レモン汁 小さじ 1, 白すりごま 小さじ 1, 

① 流水麺を洗いながらほぐし、ざるにあげて水をきり、皿に盛る。

② 材料分の調味料でつゆを作る

③ ほぐしたサラダチキンとパックサラダを盛り付け、つゆをかける。

  （お好みでトマトやきゅうり、刻みオクラなどを加えるのもおすすめです）

 つゆを残すと、食塩摂取量を約半分に 
できます。つゆはつけて食べるか、 
残すようにしましょう。 
目標は、男性 7.5g 女性 6.5g です。 

 

おやじのひとりごと･･･塩の誘惑

　塩の乏しい陸上で生きるために、わずかな量の塩
でも生きられる体に進化した私たち。しかし、いく
らでも塩が手に入る時代になってもなお、塩を求め
る本能が消えてなくなることはない。
　それは、食生活の変化と塩の発見が関係している。
日本で塩が使われるようになったのは、縄文時代の
終わりから弥生時代にかけてといわれている。
　狩りをして暮らしていた頃は、動物の肉だけでは
なく内臓や骨の髄まで食べていた。内臓や骨の髄に
は多くの塩分が含まれていて、そのため、塩を別に
取る必要はなかった。
　その後、農耕、定住生活を行うようになると米な
どの穀物や野菜を主に食べるようになり、必要な塩
分を塩から取るようになっていったが、その頃は塩
を作ることがとても、難しく塩は貴重な物で、今の
ように自由に取ることは出来なかった。
　現在は塩の精製技術の進歩により塩を大量に作れ
るようになった。

　おいしさの快楽を得るためには塩も一緒にとらな
ければならないという「進化の定め」に、私たちは
あらがうことができない。おいしさを求めれば求め
るほど塩をとりすぎ、知らぬ間に脳が “塩のとりこ”
になっていったからである。
　4 億年前から、塩の乏しい陸上で生き延びようと
してきた祖先たちの格闘が、「塩なしにおいしさを感
じられない」宿命を、現代の私たちに残してしまっ
たのだ。でも、本来はわずかな量の塩でも生きられ
る体に進化したはずなのに、現代社会においては、
一日の塩分摂取量は成人男性 7.5g 未満、成人女性
6.5g 未満といわれているが、塩の取りすぎよって、
腎臓に負担をかけ、高血圧・腎臓病・心臓病が忍び
寄ってくる。
　そ う な ら な い よ う に、塩 の 誘 惑 に 打 ち 勝 っ て
過不足がない塩分摂取を心がけましょう。
　私の場合は、塩の誘惑よりも、お酒の誘惑に日々
戦っていて、いつも完敗である。

流れ星に願いをかけよう！

副院長　中澤　達

PS.

実は因果が逆転している可能性があります。

 “叶えられる程に頑張っている願いは、 不意に

遭遇する流れ星の刹那にさえ唱えられる。” と

いうのが真実かもしれませんね、 いずれにせよ、

願いは叶うのです。
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吉増　秀實

歯科・口腔外科

歯と口のケアは歯をまもり、命を守る

　6 月に入りました。6 月 4 日から 10 日は、「歯と口の健康週間」です。
全国でいろいろな催し物が開催されます。このほかにも、4 月 18 日（よ
い歯の日）、5 月 9 日（口腔ケアの日）、11 月 8 日（いい歯の日）など、
歯と口の健康にちなんだ日があります。
　8020 運動というのがあります。80 歳で 20 本自分の歯を残そうという
運動です。20 本歯があると咀嚼が容易とのことで平成元年（1989) に始
まりました。この運動が始まった頃は、80 歳の方の平均歯数は 4 本程度
で、多くの方が総入れ歯かそれに近い大きな入れ歯を使っていました。
　この運動が始まって 25 年以上経過した 2016 年の調査では、80 歳の
方の平均歯数は 15 本になり、20 本以上歯が残っている方は 51.2% でし
た。
　歯を失う原因は 1 番が歯周病、２番がむし歯で、この二つで歯の喪失
の原因の約 7 割を占めています。３番目は歯の破折で、むし歯やむし歯
の治療で神経を除去し、脆くなって破折したものが多く
含まれています。
　そのため、むし歯や歯周病の予防が大切でありむし歯や歯周病になった
ら出来るだけ早期に治療を行うことが歯を守るために重要です。

[ むし歯や歯周病の予防法 ]

　歯磨きは、歯ブラシだけでするものではなく、
歯ブラシとフロスや歯間ブラシを使って行うもの
です。さらに、フッ素入りの歯磨剤や歯周病予防
効果のある洗口液を使うことをお勧めします。

　むし歯も歯周病も歯や歯の周囲に付着した歯垢
（バイオフィルム）の中に生息する細菌によって生
じます。
　バイオフィルムとは、台所の流しに付着してい
るぬるぬるした汚れのようなものです。
　流しの野菜のクズは水で簡単に流せますが、ぬ
るぬるした汚れは洗剤をつけてスポンジなどでこ
すらないと除去できません。歯の場合も同じで、
歯ブラシで丁寧に磨かないと取れません。
　以前、歯磨きした方について、どの程度歯垢が
歯に残っているか赤い色素で染めてみました。そ
の結果、多くの方が歯と歯茎の間や歯と歯の間に
50％前後の歯垢が残っていました。
　歯磨きは小さい頃から行っていますが、個人個
人に磨き方の癖があり、歯並びや、利き腕によっ
ても上手く磨けないところがあります。歯垢が付
着しているところには歯石ができやすく、放置し
ていると歯周病が進行します。
　定期的に歯科にかかって歯石や歯垢を除去する
とともに、自分に合った正しい歯磨き法を習得し
てください。

　ちなみに、歯磨き後の磨き残しが 20% 以下に
なり、3 ～ 6 か月に 1 回歯石除去や歯のクリーニ
ングを受けると、自分の歯を長く使えることがわ
かっています。
　なお、歯ブラシだけでは、歯と歯の間の歯垢の
約 60% しか取れず、40% は残っています。これ
を除去するにはフロス（糸ようじ）や歯間ブラシ
を使う必要があります。欧米では、歯磨きの際に
は、歯ブラシとフロスや歯間ブラシを使い、消毒
効果のある洗口液ですすぐよう子供のときから習
慣づけていると、有名な口腔衛生学の先生が話し
ていました。



歯科・口腔外科

[ 口腔ケアについて ]　

　予防するには、口の中の細菌をできるだけ減ら
すことです。口の中には約 700 種類の細菌が生息
し、1g の歯垢のなかには 100 億個の細菌がいる
と言われています。そのため歯磨きでできるだけ
歯垢を除去します。
　ブリッジの人工歯の下やそれを支える歯の周り
入れ歯を支える歯の周りなど、特に汚れています。
　むし歯や残根があると歯垢も付着します。早め
にむし歯の治療や残根の処置を受けましょう。
　歯の無い方でも、口の中には汚れがたまります。
口が乾燥したり、飲み込みが悪くなっていると、
口の奥や歯茎と頬の間に食物が貯留したり、上あ
ごや舌に痰が付着したりすることがあります。
　毎日、寝る前に口の中をチェックして、きれい
にしてからお休みください。
口腔ケアは命を守ります。

　口腔ケアとは、歯や口の清掃や口唇や舌の運動
などを通して、口の中の細菌を減らし、唾液の分
泌を促し、嚥下機能など口の機能低下を予防する
ことです。
　近年、口の中の細菌が全身のいろいろな病気と
関連があることがわかってきました。むし歯や歯
周病の細菌が、唾液に溶け気管に入って誤嚥性肺
炎を生じることがあります。
　また、歯周ポケットにある細菌がポケット内か
ら毛細血管を通して血液中に入り、全身に回り、
感染性心内膜炎、動脈硬化、脳梗塞などを惹き起
こすこともあるそうです。歯周病と糖尿病も関連
があると言われています。
　中等度以上の歯周病では、歯周ポケットの中が
ただれており、多数の歯のある方ではポケット内
のただれた部分の面積は小さなお子様の手のひら
位あるそうです。手のひら大のただれたところに
多くの細菌を含んだ歯垢があるわけですので、感
染症の原因になり得ます。

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



　　基本理念
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

　　基本方針
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. 患者様の立場に立った医療と介護

〒352-0023　埼玉県新座市堀ノ内 2-9-31　Tel. 0570-00-5168 URL  http://www.horinouchi.com

社会医療法人社団  堀ノ内病院地域医療センターのご案内

●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）

●訪問看護ステーション「みどり」

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。

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）

外来診療予定表

◆編集後記◆

△･･･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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夏号  vol.40

午前  8：00 ～ 11：00　／　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

受付時間

診療のご予約
（ナビダイヤル）

休診日

　2022 年 7 月 1 日付けをもちまして理事長に就任いたしました小島徹でございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

　当院は地域医療を掲げ、 1980 年に新座 ・ 堀ノ内診療所から始まり、 1985 年に

堀ノ内病院を開設しました。

　地域の人々と共に歩み、 開かれた病院として、 良質の医療と介護を提供していく

ことを目標に、 外来、 入院、 救急、 透析、 健診、 訪問診療、 訪問看護、 居宅

介護支援、 在宅歯科診療、 在宅リハビリテーションと広がってまいりました。

　現在、 超高齢化社会の到来、 新型コロナウイルス感染拡大など、 医療を取り巻く

環境はめまぐるしく変化していますが、 当院は地域の人たちから信頼され、 社会に貢

献できる病院を目指して、 職員一丸となって頑張ってまいります。

　皆様の温かいご支援、 ご協力をお願い申し上げます。

理事長就任のごあいさつ
理事長　小島 徹

with コロナ」が定着し、感染対策をしながら
も日常が戻りつつあります。
もうすぐ子供たちは夏休みです。
コロナと熱中症に十分気を付けて夏を楽しみ
ましょう。（M・N）

今年の梅雨はどこへ行ってしまったのでしょ
うか ...。
あっという間の梅雨明け、しかも日々 30℃
超えで暑い日が続いています。
水分補給や暑さ対策を万全にして、乗り切り
ましょう !!（Ｍ.Ｆ）


