
　　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
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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。
　電話：048-481-5168（代表）
　歯科予約：048-481-5165（直通）
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　新年明けましておめでとうございます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症により、
　世界中が混乱しました。
今年こそ、穏やかな良い一年にしたいですね。
今号は、冬に役立つ感染対策や、脳梗塞を特
　集しました。
　本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

寒くなり、空気も乾燥し、体調を崩しやすい
季節になってきました。こまめな水分補給や
手洗いで乗り越えていきたいものですね。
私は子供にも常に水筒を持たせ、こまめに飲
むよう伝えています。
皆様も寒さの折、どうぞご自愛ください。

（M.N）

（K.０）

YouTube 講座を始めました !!

◇第 1回　脳梗塞について
◇第 2回　熱中症について
◇第 3回　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」検索、
上部QRコードから視聴できます。



理事長　小島 武

　昨年は新型コロナウイルスとの苦闘の一年といっても過言ではないでしょう。皆様もこれま
でに経験した事のない苦労をされた一年であったでしょう。お仕事の面でのご苦労はもちろん
のこと、お子様やお年寄りのおられる家庭の日常生活への影響は大変であったと推察しており
ます。病院も新型コロナウイルスに限らず感染症には以前から感染症委員会を中心にハード面
も含めて充分の体制を整えていましたが、昨年 5月末に新型コロナウイルスの洗礼をうけまし
た。院内の感染は 2週間で完全に終息させることができましたが、その際は皆様にご心配をお
かけしましたし、風評被害もありましたが、皆さまからは沢山の温かいはげましの言葉を頂き
ました。心から感謝申し上げます。
　昨年 3月から保健所の要請により新型コロナウイルスに対する PCR 検査と疑いのある患者さ
んの入院や検査治療を行ってまいりました。昨年 12月 1日からは埼玉県の要請による新型コロ
ナウイルスとインフルエンザウイルスへの「埼玉県指定　診療・検査医療機関」として検査治
療を行っております。一日に受け入れいれることの可能な患者数に制限はありますが、地域の
皆様の医療介護の安全を確保していくためには必要な事と考えております。
　新型コロナウイルスの蔓延する中での医療はこれまでに経験したことのない診療を余儀なく
されました。外来患者さんの安全のため、発熱者は一般患者さんと別ルートで地下のトリアー
ジ室にご案内してテレビ画面でのスカイプやウエブでの診療を行ってまいりました。入院時に
はすべての患者さんに PCR検査を行い、入院中も対応するスタッフは完全防御体制で診療にあ
たってきました。昨年の 11 月からは院内での迅速 PCR 検査機器を導入して、緊急の検査に対
応してまいりました。　
　透析センターでも防御体制に万全を期して透析患者さんが心配なく透析医療を受けることが
できる体制を整えてきました。地域医療センターの在宅診療部と訪問看護部と居宅介護支援事
業所でも万全の対策で在宅医療介護を行ってまいりました。入院患者さんとの面会も制限せざ
るを得ませんでした。
　皆様にもこのような状況をご理解いただいて、もう少しの間新型コロナウイルスに感染しな
いようにマスクの着用と三密を避ける日常生活をお願いします。
　新型コロナウイルスのため、堀ノ内病院も苦しい状態の一年ではありましたが、目標とした
いくつかの事業を達成することができました。昨年 2月に予定していた病院機能評価の審査も
新型コロナウイルスのため延期されてきましたが、11月に無事終了し認定されまして機能評価
の認定書を 12 月に頂きました。
　昨年末には老朽化した 2号館のエレベータの交換を 20日間かけて完了しました。その間には
入院患者様には食事の不自由をおかけしましたが無事に終了しました。外来会計での混雑緩和
のご要望にお応えして会計精算機をもう一台増設いたしました。
　本年中には新型コロナウイルスにたいするワクチンも許可されると予想されますので、新型
コロナウイルスの第３波を乗り越えれば、このウイルスとも共存する時期が必ず来ることを信
じて、今年に期待したいと思います。
　この難局を乗り切るべく病院職員一段と気を引きしめて全力で安全な診療に当たってまいり
ますので、皆様にもご不便とご心配をおかけしますが、これまでにも増したご支援とご鞭撻を
お願いします。

令和 3年の新春を迎えるにあたりご挨拶申し上げます

　外出自粛が続き、 体を動かす機会が減ってしまっている今日この頃ですが、
皆様お元気ですか？
　今回は、 ジーっとしていると悪化することが多い、 肩や腰の痛みに対する運
動を紹介したいと思います。 以下は、 「猫背で肩こり持ち」 や 「腰痛持ち」 の
スタッフたちのお墨付きです！少しでも体を動かして、 快適さを保ちたいですね。

　どの運動も、 実施中に痛みなどの異常が出現した際はすぐに運動を中止して
ください。 実施回数も目安で記載しているため、 疲労を感じたら無理せず終了
してください。

リハビリ通信

① ②

③

①

②

1）　上肢の体操

2）　腰の体操

①タオルを肩幅で持ち、真上に上げる
②肩甲骨を寄せるように後ろに引きながら腕を下げる
※5回×2～ 3セット実施する
③タオルを持ったまま体を横に倒し、5秒キープ
※左右各 5回実施する

①あおむけに寝て、両膝を曲げて肩幅に開く
②息を吐きながら、ゆっくり腰を上げる
③腰が上がりきったら 2～ 3秒キープし、息
　を吐きながら腰を下ろす
※10回×2～ 3セット実施する

YouTube「転倒について」　配信中です !!



　2020 年から新型コロナウイルス感染症が全国的に大流行し、 現在も続いています。
当院では、 発熱患者さんとの動線分離や面会制限などを行い、 診療に取り組んでいます。
患者さんにはご不便をおかけいたしますが、 ご理解いただけたら幸いです。
　今年の冬は 『インフルエンザウイルス』 と 『新型コロナウイルス』 が同時流行する可能性が
あると言われており、 発熱症状や風邪様症状を認める場合の受診方法が例年と異なります。
はじめにかかりつけ医や近隣の医療機関への問い合わせが必要となり、 『埼玉県指定　診療 ・
検査医療機関』 を受診していただくことになります。

1． 受診方法
　
　①相談目安
　　 ・ 37.5℃以上の発熱 , 咳症状
　　 ・ 息苦しさ , 強い倦怠感を認める場合
　　 ・ 味覚 , 嗅覚に異常を感じる場合

　②相談場所
　　 ・ かかりつけがある場合、 かかりつけ医にご相談ください。
　　 ・ かかりつけが決まってない場合、 近隣の医療機関または
　　　 下記相談センターにご相談ください。 　  　

2. 当院の受診方法　
当院は 『埼玉県指定　診療 ・ 検査医療機関』 に指定されており、 予約制にて診療を行って
おります。

症状を認め受診を希望する場合

①当院 ( 電話 ： 048-481-5168) に連絡してください。
   簡単な問診を行い、 予約を取らせていただきます。
　 予約状況により当日受診できない場合があります。 その場合、 相談センターに連絡していた
　 だき、 受診可能な医療機関をお問い合わせください。

②予約時間 5 分前に来院していただき、 正面玄関横にありますインターフォンにてお声掛けくだ
　 さい。

③専用の受付にて問診票の記入をお願いいたします。
　 当院のホームページにて問診票を印刷できますので、 事前の記入にご協力お願いいたします。

④受付時に 『預り金 ￥5,000-』 をお支払いいただきます。
　 預り金は後日、 診療請求金と清算いたします。

例年とは異なる対応となり皆様にはご不便をおかけしますが、 ご理解のほど宜しくお願い申し上げ
ます。

発熱症状を認める場合の受診方法について

　感染対策委員会

　新型コロナウイルス感染予防のための外出自粛で運動不足になっている方も多いの
ではないでしょうか。 そこで今回は透析室で行っている運動療法について紹介します。

　しかし何故、 運動療法が透析患者さんに必要なのでしょうか。
それは透析患者さんは一般の人と比べて体力 ・ 筋力が劣っているといわれているから
です。
　週に 3 回の透析による長時間の拘束や尿毒症によるタンパクの変成、 過度な食事
制限によって透析患者さんは運動不足や栄養障害を起こしがちです。 その結果、 体
力 ・ 筋力が減少してしまうサルコペニアという状態になってしまいます。
　そこでサルコペニアを防ぐために透析室ではボール運動を患者さんに勧めています。

ボール運動とは
・ 透析中の 20 ～ 30 分
・ ベッドに横になったまま
・ 膝を 45 ～ 60°曲がる姿勢で
・ 足元の赤いピーナッツボールをジャンプするように押す！

という簡単な運動です。
患者さんの状態に合わせて運動時間やボールの大きさを変えています。
これだけで背中から太ももまでの姿勢を保つ筋肉 ： 抗重力筋を鍛えるだけでなく、 透
析中の血圧上昇や下肢の血流の改善の効果もあるのです。

　日常生活においてもスクワットやかかと上げといった運動で同様の筋肉を鍛えることが
出来ます。 しかし運動と併せてしっかり食事を摂ることが生活の質を保つ事につながり
ます。 運動と食事の２つをコントロールした生活習慣を身に着けましょう。

透析室ニュース

透析と運動

埼玉県 相談センター
電話  048-762-8026  /  受付時間  9：00 ～ 17：30



　患者さんの命と向き合う病院には、その医療の質を担保す
るために備えているべき機能があります。
　国民の健康と福祉の向上に貢献することを目的とする公益
財団法人として 1995 年に設立された日本医療機能評価機構
は、病院が備えているべき機能について、中立・公平な専
門調査者チームによる「病院機能評価」審査を行い、一定
の水準を満たした病院を「認定病院」としています。

約 90 項目の病院機能を
専門調査者が審査し評価しています

　評価を行う項目は「患者さんの視点に立って良質な医療を
提供するために必要な組織体制」や、「実際に医療を提供する
プロセス」、「病院全体の管理・運営体制」など、約 90項目が
あります。
　信頼できる医療を確保することを目的に、専門調査者が病
院の機能を評価することで、その病院の課題を明らかにして
医療の質改善を支援するものです。

（公財）日本医療機能評価機構とは
　日本医療機能評価機構は、国民の健康
と福祉の向上に寄与することを目的に設
立された公益財団法人です。
　質の高い医療を実現するために、病院
機能評価をはじめ、医療安全に関する教
育研修、医療事故情報のデータベース、
診療ガイドライン等の提供など、幅広い
事業を実施しています。

「病院機能評価」は日本医療機能評価機構による評価です

堀ノ内病院は
地域の皆さんを支える
日本医療機能評価機構の
認定病院です

新型コロナウイルス PCR 検査のご案内
当院では、新型コロナウイルス感染症の症状などが無い方等で、
海外渡航，就業，その他検査を必要とされている方を対象に、
健診として新型コロナウイルス PCR 検査を実施しております。
ご希望の方は、ご来院時に健診センター受付、もしくは電話で
お問合せください。

費用　￥25,000-( 保険適用外 )
＊以下の場合は、健診センターでは検査を行えない場合がございます。
　・発熱や風邪症状などを認める方
　・保健所などから濃厚接触者と判断された方

お問合せ：健診センター　☎048-483-7767

脳梗塞例２、大きな脳梗塞

•太い脳動脈の閉塞
（内頚動脈）

脳梗塞例１、一過性脳虚血発作 TIA
•数分～数１０分で改善する発作（24時間以内）
•画像検査では異常が出ない

一過性黒内障、または、片側が見えない
言葉が出ない（失語症）
半身のシビレ（感覚障害/運動麻痺）

・・・・・

本格的な脳梗塞を起こしやすい。
病院を受診してほしい。
動脈硬化の危険因子を管理すべき。

脳梗塞は、認知症と共に、
要介護の主要原因である。

脳梗塞は日本の死因の第４位 約８％
（厚労省H30）

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。

神経内科　清水 輝夫

※詳しくは、今号の表紙をご覧ください。
冬号に続く

脳梗塞について
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脳梗塞は日本の死因の第４位 約８％
（厚労省H30）

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。

神経内科　清水 輝夫

※詳しくは、今号の表紙をご覧ください。
冬号に続く

脳梗塞について



理事長　小島 武

　昨年は新型コロナウイルスとの苦闘の一年といっても過言ではないでしょう。皆様もこれま
でに経験した事のない苦労をされた一年であったでしょう。お仕事の面でのご苦労はもちろん
のこと、お子様やお年寄りのおられる家庭の日常生活への影響は大変であったと推察しており
ます。病院も新型コロナウイルスに限らず感染症には以前から感染症委員会を中心にハード面
も含めて充分の体制を整えていましたが、昨年 5月末に新型コロナウイルスの洗礼をうけまし
た。院内の感染は 2週間で完全に終息させることができましたが、その際は皆様にご心配をお
かけしましたし、風評被害もありましたが、皆さまからは沢山の温かいはげましの言葉を頂き
ました。心から感謝申し上げます。
　昨年 3月から保健所の要請により新型コロナウイルスに対する PCR 検査と疑いのある患者さ
んの入院や検査治療を行ってまいりました。昨年 12月 1日からは埼玉県の要請による新型コロ
ナウイルスとインフルエンザウイルスへの「埼玉県指定　診療・検査医療機関」として検査治
療を行っております。一日に受け入れいれることの可能な患者数に制限はありますが、地域の
皆様の医療介護の安全を確保していくためには必要な事と考えております。
　新型コロナウイルスの蔓延する中での医療はこれまでに経験したことのない診療を余儀なく
されました。外来患者さんの安全のため、発熱者は一般患者さんと別ルートで地下のトリアー
ジ室にご案内してテレビ画面でのスカイプやウエブでの診療を行ってまいりました。入院時に
はすべての患者さんに PCR検査を行い、入院中も対応するスタッフは完全防御体制で診療にあ
たってきました。昨年の 11 月からは院内での迅速 PCR 検査機器を導入して、緊急の検査に対
応してまいりました。　
　透析センターでも防御体制に万全を期して透析患者さんが心配なく透析医療を受けることが
できる体制を整えてきました。地域医療センターの在宅診療部と訪問看護部と居宅介護支援事
業所でも万全の対策で在宅医療介護を行ってまいりました。入院患者さんとの面会も制限せざ
るを得ませんでした。
　皆様にもこのような状況をご理解いただいて、もう少しの間新型コロナウイルスに感染しな
いようにマスクの着用と三密を避ける日常生活をお願いします。
　新型コロナウイルスのため、堀ノ内病院も苦しい状態の一年ではありましたが、目標とした
いくつかの事業を達成することができました。昨年 2月に予定していた病院機能評価の審査も
新型コロナウイルスのため延期されてきましたが、11月に無事終了し認定されまして機能評価
の認定書を 12 月に頂きました。
　昨年末には老朽化した 2号館のエレベータの交換を 20日間かけて完了しました。その間には
入院患者様には食事の不自由をおかけしましたが無事に終了しました。外来会計での混雑緩和
のご要望にお応えして会計精算機をもう一台増設いたしました。
　本年中には新型コロナウイルスにたいするワクチンも許可されると予想されますので、新型
コロナウイルスの第３波を乗り越えれば、このウイルスとも共存する時期が必ず来ることを信
じて、今年に期待したいと思います。
　この難局を乗り切るべく病院職員一段と気を引きしめて全力で安全な診療に当たってまいり
ますので、皆様にもご不便とご心配をおかけしますが、これまでにも増したご支援とご鞭撻を
お願いします。

令和 3年の新春を迎えるにあたりご挨拶申し上げます

　外出自粛が続き、 体を動かす機会が減ってしまっている今日この頃ですが、
皆様お元気ですか？
　今回は、 ジーっとしていると悪化することが多い、 肩や腰の痛みに対する運
動を紹介したいと思います。 以下は、 「猫背で肩こり持ち」 や 「腰痛持ち」 の
スタッフたちのお墨付きです！少しでも体を動かして、 快適さを保ちたいですね。

　どの運動も、 実施中に痛みなどの異常が出現した際はすぐに運動を中止して
ください。 実施回数も目安で記載しているため、 疲労を感じたら無理せず終了
してください。

リハビリ通信

① ②

③

①

②

1）　上肢の体操

2）　腰の体操

①タオルを肩幅で持ち、真上に上げる
②肩甲骨を寄せるように後ろに引きながら腕を下げる
※5回×2～ 3セット実施する
③タオルを持ったまま体を横に倒し、5秒キープ
※左右各 5回実施する

①あおむけに寝て、両膝を曲げて肩幅に開く
②息を吐きながら、ゆっくり腰を上げる
③腰が上がりきったら 2～ 3秒キープし、息
　を吐きながら腰を下ろす
※10回×2～ 3セット実施する

YouTube「転倒について」　配信中です !!



　2020 年から新型コロナウイルス感染症が全国的に大流行し、 現在も続いています。
当院では、 発熱患者さんとの動線分離や面会制限などを行い、 診療に取り組んでいます。
患者さんにはご不便をおかけいたしますが、 ご理解いただけたら幸いです。
　今年の冬は 『インフルエンザウイルス』 と 『新型コロナウイルス』 が同時流行する可能性が
あると言われており、 発熱症状や風邪様症状を認める場合の受診方法が例年と異なります。
はじめにかかりつけ医や近隣の医療機関への問い合わせが必要となり、 『埼玉県指定　診療 ・
検査医療機関』 を受診していただくことになります。

1． 受診方法
　
　①相談目安
　　 ・ 37.5℃以上の発熱 , 咳症状
　　 ・ 息苦しさ , 強い倦怠感を認める場合
　　 ・ 味覚 , 嗅覚に異常を感じる場合

　②相談場所
　　 ・ かかりつけがある場合、 かかりつけ医にご相談ください。
　　 ・ かかりつけが決まってない場合、 近隣の医療機関または
　　　 下記相談センターにご相談ください。 　  　

2. 当院の受診方法　
当院は 『埼玉県指定　診療 ・ 検査医療機関』 に指定されており、 予約制にて診療を行って
おります。

症状を認め受診を希望する場合

①当院 ( 電話 ： 048-481-5168) に連絡してください。
   簡単な問診を行い、 予約を取らせていただきます。
　 予約状況により当日受診できない場合があります。 その場合、 相談センターに連絡していた
　 だき、 受診可能な医療機関をお問い合わせください。

②予約時間 5 分前に来院していただき、 正面玄関横にありますインターフォンにてお声掛けくだ
　 さい。

③専用の受付にて問診票の記入をお願いいたします。
　 当院のホームページにて問診票を印刷できますので、 事前の記入にご協力お願いいたします。

④受付時に 『預り金 ￥5,000-』 をお支払いいただきます。
　 預り金は後日、 診療請求金と清算いたします。

例年とは異なる対応となり皆様にはご不便をおかけしますが、 ご理解のほど宜しくお願い申し上げ
ます。

発熱症状を認める場合の受診方法について

　感染対策委員会

　新型コロナウイルス感染予防のための外出自粛で運動不足になっている方も多いの
ではないでしょうか。 そこで今回は透析室で行っている運動療法について紹介します。

　しかし何故、 運動療法が透析患者さんに必要なのでしょうか。
それは透析患者さんは一般の人と比べて体力 ・ 筋力が劣っているといわれているから
です。
　週に 3 回の透析による長時間の拘束や尿毒症によるタンパクの変成、 過度な食事
制限によって透析患者さんは運動不足や栄養障害を起こしがちです。 その結果、 体
力 ・ 筋力が減少してしまうサルコペニアという状態になってしまいます。
　そこでサルコペニアを防ぐために透析室ではボール運動を患者さんに勧めています。

ボール運動とは
・ 透析中の 20 ～ 30 分
・ ベッドに横になったまま
・ 膝を 45 ～ 60°曲がる姿勢で
・ 足元の赤いピーナッツボールをジャンプするように押す！

という簡単な運動です。
患者さんの状態に合わせて運動時間やボールの大きさを変えています。
これだけで背中から太ももまでの姿勢を保つ筋肉 ： 抗重力筋を鍛えるだけでなく、 透
析中の血圧上昇や下肢の血流の改善の効果もあるのです。

　日常生活においてもスクワットやかかと上げといった運動で同様の筋肉を鍛えることが
出来ます。 しかし運動と併せてしっかり食事を摂ることが生活の質を保つ事につながり
ます。 運動と食事の２つをコントロールした生活習慣を身に着けましょう。

透析室ニュース

透析と運動

埼玉県 相談センター
電話  048-762-8026  /  受付時間  9：00 ～ 17：30



　　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。

※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）
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発行責任者 / 小島 武

編集者 / 広報委員会

飯豊山
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　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症により、
　世界中が混乱しました。
　今年こそ、穏やかな良い一年にしたいですね。
　今号は、冬に役立つ感染対策や、脳梗塞を特
　集しました。
　本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

寒くなり、空気も乾燥し、体調を崩しやすい
季節になってきました。こまめな水分補給や
手洗いで乗り越えていきたいものですね。
私は子供にも常に水筒を持たせ、こまめに飲
むよう伝えています。
皆様も寒さの折、どうぞご自愛ください。

（M.N）

（K.０）

YouTube 講座を始めました !!

◇第 1回　脳梗塞について
◇第 2回　熱中症について
◇第 3回　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」検索、
上部QRコードから視聴できます。


	2021冬号1229 - コピー
	2021冬号1229 - コピー (2)

