
　　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。
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　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　　◇第 4回　在宅医療という世界　New

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。

身延山

お問合せのスムーズ化 !!　ナビダイヤルを導入しました。

☎ 0570-00-5168（4月 5日より）

ステイホーム　テイクアウト
外に出る機会が減るのに、体重は増加。
我慢というストレスとの闘いがいつま
で続くのか．．．。
ワクチンでGo  To になれる日を祈る
ばかりです。　by  K.T

去年の今頃は、まさか飲食業の時短や
外出の自粛など想像がつきませんでし
た。ワクチン接種をする事で少しでも
新型コロナウイルスの感染が少なくな
ります様に。　by  M.F



副院長　清水 淑子

「慢性腎臓病から透析へ」とならないために

　日本は超高齢化社会となり、高齢者の血液透析患者が年々増加し、現在全国で約 34 万人
が血液透析を受けています。
　透析導入の原因疾患としては、第 1位が糖尿病、第 2位が腎硬化症、第 3位が慢性糸球体
腎炎で、生活習慣病と云われる糖尿病性腎症、高血圧、加齢が関係する腎硬化症が年々増加
しています。

慢性腎臓病 (CKD) とは：原疾患が何であれ、慢性に経過するすべての腎臓病を慢性腎臓病
(CKD) と定義します。
　①腎臓の働き ( 糸球体濾過量 GFR) が健常者の 60％以下に低下している状態
　②検尿の異常 ( 尿蛋白陽性、尿潜血陽性 )
これらが 3ｹ月以上続いている状態を慢性腎不全と診断します。日本では 2012 年の統計で、
1330 万人の慢性腎臓病患者が推定され、新たな国民病と言われています。

　慢性腎臓病発症の危険因子の多くは、治療可能な生活習慣
が関係します。ですから、発症前から生活習慣の改善を行い、
慢性腎臓病 CKDを発症させないように努めることが肝要です。
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■ 慢性透析患者数 

―+－  人口 100 万対比 

1968 年                                           2019 年 

慢性透析患者数(1968-2019)と有病率(人口 100 万対比,1983-2019)の推移 
日本透析医会 わが国の慢性透析療法の現況(2019 年 12 月 31 日)より引用 

おやじのひとりごと･･･想像力が足りない

　人が生きていくのに、いろんな場面で、想像力が必要となる。
想像力は、そもそも、自分の身を危険から守るために備わった力で、現代では、未来の
ことを想像し考える力になってきた。その力で、存在しないものを想像し、発明や技術
革新を生んできた。その科学、技術の発展の中で、ダイナマイト、核分裂の発見などが
戦争に使用され、科学者の思いと違い、悪い方向に発展することもある。でも、ほとん
どが正しい方向に発展し、私たちの生活を豊かにしてくれた。
　想像してみて下さい。戦争で、広島や長崎が震災では福島が、現在の新型コロナウイ
ルスでは、東京の人達が、その負の遺産の被爆者、被災者、感染者が差別、偏見、風評
被害を受けた。それは、人間の本質なのかもしれない。でも、忘れては欲しくないのは、
その負の遺産を引き受けて、食い止めようと戦っている人の存在を。
　今日コロナ禍の時代、当たり前の
ことができず、風景が一変してしま
った。私たちには何ができるだろう・・。
吉田松陰は先祖を想い、弟子たちに
「今、この世界を残すために、自分
の命を差し出した人達がいる。彼ら
は何のために、命を捧げようと考え
たのだろうか、私たちは考えなけれ
ばならない、今、この世界は彼らが
思い望んだ未来になっているのだろ
うか、その答えは、あなたの生き方
で示すのだ」と話している。もう一度、想像してみて下さい。
あなたの行動で、これからの未来が変わることを。

密対策の適切な換気方法について
はじめに
　新型コロナウイルス感染症は、３密 ( 密閉・密集・密接 ) の場面で広がりやすいと言われています。
この中で『密閉』は換気の悪い屋内をさしており、複数の研究結果から換気の悪い環境の方が、換気
の良い環境よりも感染がおこりやすいと報告があります。
　今回は、家庭における適切な換気についてお話させていただきます。

適切な換気方法は．．．
　換気の悪い密閉空間を改善するための必要な換気量として一人あたり毎時 30m³ がよいと厚生労働
省から言われています。とても分かりにくい指標となってしまい、実際にどれくらい換気すればよい
かという声がよく聞かれます。
　目安として 30 分に一回以上、数分程度窓を全開にするようにしていただけたら良いと思います。
外気温が低く、定期的に窓をあけることにより、室内の温度や湿度が低くなってしまう場合は、暖
房器具や加湿器などを使用しながら、常に窓を少し開けて連続的に外気を取り入れる方法もあります。
　また換気の際には、空気の流れを作るため、複数の窓がある場合は二方向の窓を開
放し、窓が一つしかない場合は、ドアを開けることが推奨されています。

さいごに
　コロナウイルスの感染を予防するには、3密の場面を作らない以外に、手洗いも重要です。
こまめに手洗い・手指消毒を行うように心がけましょう。

感染対策委員会



脳梗塞例２、大きな脳梗塞

• 太い脳動脈の閉塞
（中大脳動脈閉塞）

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
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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。
夏号に続く

脳梗塞について

　慢性腎臓病の重症度は、腎機能検査の 1つであるGFR( 糸球体濾過量 )、尿蛋白量、原疾
患を元に判断されます。
　ステージG1緑色から黄色・オレンジ・赤色へと段々腎機能が低下し、ステージ 5( 末期
腎不全 ) と重症化し透析導入となります。また、脳卒中、心筋梗塞といった心血管イベン
トを併発し死亡率が高くなります。各ステージに沿った適切な治療・薬物療法、血管管理
栄養指導、合併症対策などを継続的に受けることが腎障害の進行抑制につながります。
それにはかかりつけ医、腎臓病専門医、看護師・保険師、薬剤師、管理栄養士など腎臓病
療養指導士からの一体的な管理・指導は必要です。

　日頃から生活習慣を改善すること、慢性腎臓病を早期に発見・診断し、進行状態にあわ
せた適切な治療を受けることにより、慢性腎臓病の重症化、透析導入を減少させることが
できます。

脳梗塞例２、大きな脳梗塞

• 太い脳動脈の閉塞
（前大脳動脈閉塞）

脳梗塞例２、大きな脳梗塞
• 太い脳動脈の閉塞
（後大脳動脈閉塞）

脳梗塞例２、小さな脳梗塞

• 細い脳動脈の閉塞 ラクナ梗塞（1.5 cm以下）
• 脳の深部に起こる

2
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 （CKD 診療ガイド 2012 より引用） 
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訪問看護とは？  
看護師などがご自宅を訪問して、療養生活の支援や心身機能の維持回復を図るための看護

を提供するサービスです。予防的支援から看取りまで、幅広い健康レベルの方を対象に在

宅療養を支えています。ただし、訪問できるのは、主治医が訪問看護の必要性を認める方

に限られます。主治医に訪問看護指示書を作成していただかなければなりません。 

医師だけでなく、ケアマネや薬剤師、訪問介護等、様々な職種の方々と連携し、各利用者

様に合ったサービスを検討しながら在宅療養を支えています。 

 

サービス内容は？ 
病状の観察や健康管理 

医療処置や服薬管理など治療上の看護 

リハビリテーション 

療養生活の支援や介護相談 

エンドオブライフケア 

退院支援 

医療機関への情報提供 

その他 

 

サービス開始までの流れは？  少々割愛しますが… 
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※疾患名や年齢等の制約はありますが、基本的には介護保険が使われます。 

介護保険利用の場合 医療保険利用の場合 

介護保険を既に受けている 介護保険を受けていない 

ケアマネがケアプランを作成 介護認定の申請 

主治医が指示書を交付 

訪問看護ステーションと契約を交わす 

訪問看護ステーションが訪問看護計画書を作成しサービス開始 

 

利用料は？ 
1回の訪問は 30～90 分が多く、利用料金は時間や適用保険によって少しずつ変わってき

ます。また、病状やサービス内容により様々な料金が必要となることがあります。 

例えば、介護保険で訪問看護ステーションを利用する要介護認定の 1 割負担の方の場合、

1回の訪問料金は 

30 分訪問 ⇨ 470 円   60 分訪問 ⇨ 821円  90 分訪問 ⇨ 1125円 

在宅酸素療法を行っている場合は月にプラス 250 円 

緊急時の対応を希望される場合は月にプラス 574円かかります。 

 

 

 
 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

みどりの営業日   月～土曜日  午前 8：50～午後 5：00 

※日曜日・祝日・年末年始は特別な場合を除き緊急対応のみとなります。 

訪問看護ステーション「みどり」のあゆみと今
 　堀ノ内病院の訪問看護は、みなし指定で平成 8年 4月に始めました。
当時、4名の看護師が堀ノ内病院のスタッフとして訪問していたようです。ステーション
として埼玉県の指定を受けたのは、その 4年後の平成 12 年 4月。それからスタッフは増
えたり減ったりしながら少しずつ大きな事業所になってきています。　
　平成 22 年 6月、リハビリスタッフが訪問看護に参入し、理学療法士や作業療法士が自
宅でリハビリテーションを行えるようになりました。

　現在、看護師 8名、理学療法士 3名、事務員 1名のスタッフがいます。昨年は、161 名
の利用者様を訪問しました。延べ訪問回数は 6010 回です。
　在宅での看取りにちからを入れており、17 名の自宅で亡くなられた方の看護にあたらせ
て頂きました。
　訪問看護スタッフは特別な場合を除き、ほとんど 1人で処置やケアを行い問題発生時は
自分の知識と技術と判断力で対応しなければなりません。大変ではありますが、様々な経
験が私たちスタッフを育ててくれるのです。また、利用者様、そのご家族と真剣に向き合
う事の出来るとてもやりがいのある現場だと思っています。これからも、それぞれの利用
者様の目標に向かって、本当に必要な看護を高い知識と技術で行う事ができるよう、日々
邁進していきます。
　まだまだ大きく育ち続ける「みどり」を今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
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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

1

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。
夏号に続く

脳梗塞について

　慢性腎臓病の重症度は、腎機能検査の 1つであるGFR( 糸球体濾過量 )、尿蛋白量、原疾
患を元に判断されます。
　ステージG1緑色から黄色・オレンジ・赤色へと段々腎機能が低下し、ステージ 5( 末期
腎不全 ) と重症化し透析導入となります。また、脳卒中、心筋梗塞といった心血管イベン
トを併発し死亡率が高くなります。各ステージに沿った適切な治療・薬物療法、血管管理
栄養指導、合併症対策などを継続的に受けることが腎障害の進行抑制につながります。
それにはかかりつけ医、腎臓病専門医、看護師・保険師、薬剤師、管理栄養士など腎臓病
療養指導士からの一体的な管理・指導は必要です。

　日頃から生活習慣を改善すること、慢性腎臓病を早期に発見・診断し、進行状態にあわ
せた適切な治療を受けることにより、慢性腎臓病の重症化、透析導入を減少させることが
できます。

脳梗塞例２、大きな脳梗塞

• 太い脳動脈の閉塞
（前大脳動脈閉塞）

脳梗塞例２、大きな脳梗塞
• 太い脳動脈の閉塞
（後大脳動脈閉塞）

脳梗塞例２、小さな脳梗塞

• 細い脳動脈の閉塞 ラクナ梗塞（1.5 cm以下）
• 脳の深部に起こる

2

3 4

 （CKD 診療ガイド 2012 より引用） 



副院長　清水 淑子

「慢性腎臓病から透析へ」とならないために

　日本は超高齢化社会となり、高齢者の血液透析患者が年々増加し、現在全国で約 34 万人
が血液透析を受けています。
　透析導入の原因疾患としては、第 1位が糖尿病、第 2位が腎硬化症、第 3位が慢性糸球体
腎炎で、生活習慣病と云われる糖尿病性腎症、高血圧、加齢が関係する腎硬化症が年々増加
しています。

慢性腎臓病 (CKD) とは：原疾患が何であれ、慢性に経過するすべての腎臓病を慢性腎臓病
(CKD) と定義します。
　①腎臓の働き ( 糸球体濾過量 GFR) が健常者の 60％以下に低下している状態
　②検尿の異常 ( 尿蛋白陽性、尿潜血陽性 )
これらが 3ｹ月以上続いている状態を慢性腎不全と診断します。日本では 2012 年の統計で、
1330 万人の慢性腎臓病患者が推定され、新たな国民病と言われています。

　慢性腎臓病発症の危険因子の多くは、治療可能な生活習慣
が関係します。ですから、発症前から生活習慣の改善を行い、
慢性腎臓病 CKDを発症させないように努めることが肝要です。
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■ 慢性透析患者数 

―+－  人口 100 万対比 

1968 年                                           2019 年 

慢性透析患者数(1968-2019)と有病率(人口 100 万対比,1983-2019)の推移 
日本透析医会 わが国の慢性透析療法の現況(2019 年 12 月 31 日)より引用 

おやじのひとりごと･･･想像力が足りない

　人が生きていくのに、いろんな場面で、想像力が必要となる。
想像力は、そもそも、自分の身を危険から守るために備わった力で、現代では、未来の
ことを想像し考える力になってきた。その力で、存在しないものを想像し、発明や技術
革新を生んできた。その科学、技術の発展の中で、ダイナマイト、核分裂の発見などが
戦争に使用され、科学者の思いと違い、悪い方向に発展することもある。でも、ほとん
どが正しい方向に発展し、私たちの生活を豊かにしてくれた。
　想像してみて下さい。戦争で、広島や長崎が震災では福島が、現在の新型コロナウイ
ルスでは、東京の人達が、その負の遺産の被爆者、被災者、感染者が差別、偏見、風評
被害を受けた。それは、人間の本質なのかもしれない。でも、忘れては欲しくないのは、
その負の遺産を引き受けて、食い止めようと戦っている人の存在を。
　今日コロナ禍の時代、当たり前の
ことができず、風景が一変してしま
った。私たちには何ができるだろう・・。
吉田松陰は先祖を想い、弟子たちに
「今、この世界を残すために、自分
の命を差し出した人達がいる。彼ら
は何のために、命を捧げようと考え
たのだろうか、私たちは考えなけれ
ばならない、今、この世界は彼らが
思い望んだ未来になっているのだろ
うか、その答えは、あなたの生き方
で示すのだ」と話している。もう一度、想像してみて下さい。
あなたの行動で、これからの未来が変わることを。

密対策の適切な換気方法について
はじめに
　新型コロナウイルス感染症は、３密 ( 密閉・密集・密接 ) の場面で広がりやすいと言われています。
この中で『密閉』は換気の悪い屋内をさしており、複数の研究結果から換気の悪い環境の方が、換気
の良い環境よりも感染がおこりやすいと報告があります。
　今回は、家庭における適切な換気についてお話させていただきます。

適切な換気方法は．．．
　換気の悪い密閉空間を改善するための必要な換気量として一人あたり毎時 30m³ がよいと厚生労働
省から言われています。とても分かりにくい指標となってしまい、実際にどれくらい換気すればよい
かという声がよく聞かれます。
　目安として 30 分に一回以上、数分程度窓を全開にするようにしていただけたら良いと思います。
外気温が低く、定期的に窓をあけることにより、室内の温度や湿度が低くなってしまう場合は、暖
房器具や加湿器などを使用しながら、常に窓を少し開けて連続的に外気を取り入れる方法もあります。
　また換気の際には、空気の流れを作るため、複数の窓がある場合は二方向の窓を開
放し、窓が一つしかない場合は、ドアを開けることが推奨されています。

さいごに
　コロナウイルスの感染を予防するには、3密の場面を作らない以外に、手洗いも重要です。
こまめに手洗い・手指消毒を行うように心がけましょう。

感染対策委員会



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

2021 年 4 月 1 日発行

発行責任者 / 小島 武

編集者 / 広報委員会
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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　　◇第 4回　在宅医療という世界　New

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。

身延山

お問合せのスムーズ化 !!　ナビダイヤルを導入しました。

☎ 0570-00-5168（4月 5日より）

ステイホーム　テイクアウト
外に出る機会が減るのに、体重は増加。
我慢というストレスとの闘いがいつま
で続くのか．．．。
ワクチンでGo  To になれる日を祈る
ばかりです。　by  K.T

去年の今頃は、まさか飲食業の時短や
外出の自粛など想像がつきませんでし
た。ワクチン接種をする事で少しでも
新型コロナウイルスの感染が少なくな
ります様に。　by  M.F
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