
　　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

〒352-0023　埼玉県新座市堀ノ内 2-9-31　Tel. 048-481-5168 URL  http://www.horinouchi.or.jp/

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。

病院の敷地内は駐車場も含め、全て禁煙です !!

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

※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：048-481-5865（直通）
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     by   M.A

「新しい生活様式」でおうち時間が増えた方
も多いと思いますが、私は元々出不精なので
あまり変化はありませんでした ( 笑 )

       by   T.Y



今こそ「人生会議」を

地域医療センター　在宅診療科

　私ども在宅診療科では、人生の最終段階をご本人が望む形で過ごせるように支援させていただいています。
もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り
返し話し合い、共有する取り組みのことを「人生会議」と呼んでいます。

　自然な形で人生会議が実現しているなと最近私が感じた患者さんとご家族のことをご紹介いたします。こ
の患者さんが入院中の病院では家族を含めて原則面会を停止していました。余命６か月程度との病状説明を
受けて、残りの時間を自宅で自由に過ごしたいと本人が言明し、家族も自由に面会できないのはつらいとの
ことで 4月上旬に退院しました。家族の理解と協力のもとで、医療・介護サービスの支援を受けつつ、隅々
までに自分の半生の思い出が満ちている自宅で療養を継続していました。
　3か月ほど過ぎたある日の夕方に訪問看護師より、「血圧や酸素飽和度が低下して努力呼吸になっているの
だけれど、今朝、息子さんは入院させるようにと言い残して出勤した。どうしたらよいだろうか？」と相談
がありました。自分が戻るまではお母さんに生きていて欲しいという息子さんの切なる願いがあったのでしょ
う。
　患者宅を訪問したところ、ベッドサイドでは娘さんとお孫さんが患者さんの手を握っています。患者さんは、
大きな目で私を見つめて小さくうなずかれました。私は娘さんに対して、「息子さんが死に際に間に合うよう
に入院させるということは、命の火が消えるのを少しでも引き延ばすということ、つまり人工呼吸等の医療
処置をしなければならない。それはご本人にとっては楽なことではないだろうし、ためらわれるところです。」
と話しました。娘さんはわかりましたとおっしゃいました。自分はわかったが兄と直接に話して欲しいとの
ことで息子さんに電話しました。息子さんは、最後の時に間に合わないかもしれない不安、自宅で息を引き
取るお母さんを見守る不安、などのお気持ちを話されました。娘さんと電話を替わった後に、できるだけ速
やかに帰宅していただくことになりました。
　数時間後に息を引き取ったと連絡があり、お宅に伺いました。息子さんはこんな風におっしゃいました。「自
分が帰宅したら母は私に視線を合わせて目を見開きました。私が手を握ると握り返してくれました。1時間
ほどしてスーッと力が抜けて呼吸が止まりました。母は私を待ってくれていたのだと感じました。家で人が
亡くなるのは初めての経験でいろいろな不安がありましたが、今は良かったなと思っています。」
住み慣れた自宅で最期を迎えたいとご本人がはっきりと言葉にして周囲に伝えていました。そのことを娘さ
んは深く受け止めて自分の娘（孫娘）にも伝えていました。いよいよ最後を目前にして動揺する息子さんで
したが、伝えられていたお母さんの言葉があればこそ、お母さんの意に沿う終わり方を受け入れたのでしょう。

　新型コロナウィルス感染症の蔓延は、とくに高齢者や持病のある人へのリスクが心配されています。入院
患者や施設で過ごす人たちへの面会は大きく制限されています。このウィルスに感染して肺炎を発症すると、
高齢者にとっては命にかかわる事態となりかねません。70 歳以上では「入院後に挿管などに至る割合」13.1％、
「入院後に死亡する割合」は 21.1％とされています（第 6回新型コロナウィルス感染症対策アドバイザリーボー
ド 2020.8.24）。高齢者が感染して入院した際には、重症化してしまったときにそれ以上の治療を受けないで
亡くなった患者さんが多くいるということが、これらの数字から伝わってきます。
　肺炎で入院したものの病状が悪化して、更なる医療に望みを託すのか、それ以上の延命治療は控えるのか、
こうした選択をご本人はもとよりご家族も求められています。万一、自分が、そして大切な家族、特に高齢
の親や配偶者が感染したときのことを、あらかじめ話し合っておく、言葉にしておく、そうした備えが求め
られています。

「人生会議」については、厚生労働省のホームページに、堀ノ内病院の小堀鴎一郎医師も出演しているインタ
ビューと座談会の動画があります。「厚生労働省　人生会議」で検索してみてください。

「人生会議」してみませんか　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html

医師　堀越洋一

【作り方】
＊ゼラチンは分量の水でふやかしておく

①鍋に練りごまと砂糖を入れ、牛乳を少しずつ加えながらヘラで溶かす。

②弱火にかけ、ふつふつとしてきたらゼラチンを加え、沸騰する前に火か

　ら外す。

③お好みの型に流し入れ、冷蔵庫で冷やし固める。

 （流し入れる前にざる等でこすとなめらかになります）

ゆるく立てた生クリーム、コーヒーゼリーのジュレ等を乗せたり、

練りごまを加えないミルクゼリーと 2 層にするとハロウィンらしく仕上が

ります。

このプリンは実際に 10/31 の献立で提供されます。お楽しみに！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栄養科　　　　　　　　　　

材料（1 人分）
ゼラチン    1.5g

水              15g

練りごま     10g

砂糖           10g

牛乳           80g

脳梗塞の機序は、主に３つ。
１、動脈硬化症によるアテローム血栓

（一過性脳虚血発作、脳梗塞）

２、脳塞栓症（心臓・大動脈疾患）

３、急激な血圧低下（出血、脱水症など）

４、その他

脳梗塞とは？

•脳血流の一時的低下によって、脳組織が一時的に機能不全
となる（機序１）。

１、血流の一時的な低下

→ 「一過性脳虚血発作 TIA」
１０数分程度の発作（24時間以内）

脳梗塞とは？
•脳血流の低下によって、ある局所の脳組織が壊死して

後遺症を残す。

２、永続する血流低下（機序２、脳梗塞）

→ 動脈の狭窄または閉塞
①アテローム血栓（動脈硬化症）
②脳外からの血栓（脳塞栓症）
１）心臓・大動脈からの血栓
２）その他（空気血栓、

脂肪血栓、
腫瘍血栓など）

脳梗塞とは？
•脳血流の低下によって、ある局所の脳組織が壊死して後遺
症を残す。

３、血圧の急激な低下（機序３、TIAまたは脳梗塞）

→ 脳動脈の狭窄に加え、
①消化管出血など
大量出血が起こった場合

②脱水症が起こった場合

1

3

2

4

脳梗塞のお話しは、当院の YouTube よりご覧になれます。

脳梗塞について 神経内科　清水 輝夫

堀ノ内病院公式チャンネル https://www.youtube.com/channel/UC7te_jancLxcG6mpikGt98g
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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。

病院の敷地内は駐車場も含め、全て禁煙です !!

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

※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：048-481-5865（直通）
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社会人 20 数年目で初めて編集の仕事に参加
しました。微力ですが皆様に親しまれる紙面
作りに努めます。
                                                                    by   M.A

「新しい生活様式」でおうち時間が増えた方
も多いと思いますが、私は元々出不精なので
あまり変化はありませんでした ( 笑 )
                                                                      by   T.Y


