
　　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

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。

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

朝日連峰
あっという間に今年も前半が終わり、７月に
なりました。 
本格的な夏が到来です。  
感染対策と同時に、脱水症や熱中症に注意し
体調を整えておくことも大切です。   
暑さとコロナに気を付けながら夏を乗り切り
ましょう！（H.S）

もうすぐ東京オリンピックが開催されます。
なかなかワクチン接種も進まない中の開催と
なり、不安もありますが思い出に残るオリン
ピックの夏になると良いですね。（F.M）



副院長　小島 徹

新型コロナが収束しないなか、
　　　　　皆様いかがお過ごしでしょうか？

おやじのひとりごと･･･　ピアノ・マン

　厚生労働省の発表では昨年の日本人の死因の第 1 位は悪性新生物（がん）（28%）でした。
2 位は心臓（15%）、3 位は老衰（9.6%）、4 位は脳血管（7.5%）、5 位が肺炎 (5.7%) です。
高齢化がすすみ・心疾患・脳疾患・老衰・肺炎が増えるのかと予想されますが、それらを
さしおいて、がんが 1位ということでした。
　そのなかでも 1位は男性が肺がん・女性は大腸がん、2位は男性が胃がん･女性は肺がん、
3位は男性が大腸がん・女性は膵がん、4位は男性が膵がん・女性は乳がん、5位は男性が
肝臓がん・女性は胃がんでした。
　2人に1人はがんになり、3人に1人はがんで亡くなるという時代です。欧米ではがんが減っ
ているのに先進国では日本だけがんが増えているようです。急速な高齢化とがん検診の受診
率が低いことが原因ではないかといわれています。
　秋は検診のピークですが、コロナ禍では検診で密になるのを避けるため、比較的すいて
いる夏に検診をうけるのはいかがでしょうか？
　病気が見つかるのは嫌なことですが、症状が出てからよりは自分で積極的にみつけたほう
が結果は良好なことは間違いありません。
　早期発見・早期治療すれば治癒する可能性も高い時代です。健康を保つために是非がん検
診をご検討下さい。

　あなたは、何かに救われたことがあるか、それは、本だったり、歌だったり、映画、スポーツ
だったりする。私はビリージョエルの「ピアノ・マン」で、学生時代に聞いていた曲である。
　ある日の夜、テレビからこの曲が流れてきた。「六畳間のピアノマン」というドラマだった。
安藤祐介の小説「逃げ出せなかった君へ」を原作にしたドラマである。それは「ピアノ・マン」
を動画サイトで歌う、六畳間のピアノマンと名乗る青年がいた。でも彼は上司のパワハラで自ら
命を絶つ、その後、彼の友人が、その動画サイトを引き継いた。彼の歌声は、やがて周囲の人々
の心に響き勇気づけられた人たちが、再び前に踏み出していく。ひとりの行動が誰かに影響して
救われていく物語である。
　そのビリージョエルの「ピアノ・マン」はビリーが若い時に体験したことを歌詞にした曲であ
る。「Sing us a song, you're the piano man　Sing us a song tonight　Well, we're all in the mood 
for a melody　And you've got us feelin' alright」客たちは、酒とビリーのピアノ演奏に酔いしれ
るためにバーに集い、彼に曲をリクエストする。そこで憂鬱な気分を晴らし、素敵な気持ちにな
って、明日への力となっていった。
　現在、コロナ禍の中、今まで当たり前と思っていたことができなくなって、孤独で理不尽な世
の中で希望が持てなくなって塞ぎこんでしまう。でも、生きていれば、未来に待っている「存在」
がある。その存在には二つある。一つは、恋人や愛する家族、友人で、もう一つは、人ではなく
仕事や趣味などである。自分を待っている仕事や愛する人に対する責任を自覚すれば、自ら命を
諦めたりしない。まだ先が見えない状況が続くが、未来に待っている存在を信じていたい。
　私は、まだまだ外で飲めないので、「ピアノ・マン」を聞きながら、ジンソーダーでひとり妄
想飲み会をするのである。

マンモグラフィーが新しくなりました !!

　昨年、マンモグラフィー撮影装置が新しく導入されました。
今回の装置は、被ばく線量が少なく画質も向上しました。
　これにより、受診者様に負担や不安がなく、スムーズな検査が可能と
なっております。当院では、女性技師が担当しております。
　検査の時、乳房を圧迫するため、個人差もありますが多少の痛みを伴
います。体の緊張を解き、リラックスすることにより痛みが軽減するこ
ともありますので、安心して検査をお受け下さい。
　不安な事や質問等ありましたら、医師や担当技師に気軽にお声掛け下
さい。

【ご注意】
ペースメーカーを入れている方や豊胸手術をされている方は、必ず事前
にお申し出下さい。
　撮影時の圧迫により、ペースメーカーの故障・破損、豊胸手術に使われ
ているシリコンパックなどに損傷が生じる危険性があります。 写真提供

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

　日常生活の中では、下を向いている時間が圧倒的に長いです。
炊事洗濯・掃除・机仕事・本や雑誌を読む・洗濯物を畳む等です。
　座って背もたれに寄りかかりながらテレビを見ているときも、
実は下を向いているのと同じ状態です。

　長時間、同じ姿勢を取り続けると筋肉の循環血流が悪くなり肩こり
につながります。また、細かい文字などを見続けると、目やその周囲
の筋肉が緊張し、それと同時に首や肩も緊張します。
　予防策としては、まず「同じ姿勢」を続けないようにして、こまめ
に首や肩の緊張状態をほぐすことです。
　また、定期的な適度の運動、体操やストレッチを行いましょう。
 

肩こり予防 リハビリテーション科

① ②

③



＜1人分材料 , 栄養成分＞　エネルギー 470kcal, たんぱく質 23.1g, 脂質 6.3g
そうめん 1 束 , サラダチキン 1/2 個 , 小袋サラダ 1/2 袋 , ごまドレッシング 25ml 1 袋 , 
めんつゆ（ストレート）150mL 

【作り方】
1. そうめんを既定の時間茹で、ざるに上げて冷たく仕上げる。
2. サラダチキンをほぐし、他の具材を盛り付ける。
3. ごまドレッシングとめんつゆを合わせて、そうめんにかける。

＜1人分材料 , 栄養成分＞　エネルギー 630kcal, たんぱく質 28.5g, 脂質 20.0g
そうめん 1 束 , 豚小間肉 70g, しょうがチューブ 少々 , 料理酒 大さじ 1, サラダ油 小さじ 1, 
なす 1/2 本 , 長ねぎ 1/3 本 , 油揚げ 10g, めんつゆ（ストレート）180mL, 水 100cc, 薬味 少々

【作り方】
1. そうめんを既定の時間茹で、ざるに上げ冷たく仕上げた後、残りのゆで汁で油揚げの油抜き
　をする。
2. 鍋にしょうがと油を入れ中火にかけ、香りが立ったら豚肉、料理酒 , 切った野菜と油揚げを
　加える。
3. 軽く焦げ目がつく程度に火が通ったらめんつゆと水を加え、なすがクタっとするまで煮る。
4. 一味やこしょう、しそやみょうが等、お好みの薬味をつゆに加える。

そうめんが食卓に並ぶ季節になりました。つゆと薬味のみだと、体を作るために必要な
たんぱくが不足します。
今回は、そうめんでたんぱく質約 20g を簡単に摂ることができるレシピをご紹介します。

1 食 20ｇのたんぱく質をとりましょう

コンビニで揃う！ごまだれサラダそうめん

つゆに一工夫！肉汁そうめん

納豆や豆腐、冷凍オクラや

山芋などもオススメです

お好みの夏野菜などを加えて

アレンジしてみて下さい

がん検診で早期発見 !!

新座市は令和 2年度から国の指針に合わせ、がん検診の種類・対象年齢・受診間隔が変更と
なりました。
変更に伴い、2年に 1回となる検診がありますのでご注意ください。
※2年に 1回となる検診は、誕生月が偶数月の方は令和 3年度は対象外となります。

※子宮頸がん検診は当院では実施していません。
※新座市は、前立腺がん検診は昨年度より廃止となりました。
　志木市・朝霞市・和光市の方はお問合せ下さい。

実　施：令和 3年 5月 1日～令和 4年 2月 28 日
　　　　月～土（日・祝日を除く）　9：00 ～ 11：00　　12：00 ～ 16：30
　　　　※胃がん検診は午前中のみ実施

持ち物：健康保険証、住所を確認できるもの、当院診察券
費　用：新座市の方は無料。志木市・朝霞市・和光市の方はお問合せください。

Tel. 048-483-7767

がん検診についてのお知らせ

栄養科の 創刊号 !!簡単レシヒ

お気軽にお問合せください。

健診センター直通

検診種類 検査項目 対象者・受診間隔 

胃がん 
【予約制】 

問診、胃部エックス線検査 
または胃内視鏡検査 

胃部エックス線検査：40 歳以上、年 1 回 
胃内視鏡検査：50 歳以上、2 年に 1回 

大腸がん 問診、便潜血検査 40 歳以上、年 1 回 

肺がん 問診、胸部エックス線検査、 
喀痰細胞診 

40 歳以上、年 1 回 
喀痰検査：50 歳以上で喫煙指数が 600 以上
の方（過去に喫煙していた方を含む。） 
※喫煙指数＝1日本数×年数 

乳がん 
【予約制】 問診、マンモグラフィー 40 歳以上、2年に 1 回 今年度より予約制 

子宮頸がん 問診、視診、内診、 
子宮頸部の細胞診 20 歳以上、2年に 1 回 

 



　コレって水虫？気になるけど聞きにくい…、とりあえず市販薬で様子みたい、という方も

いらっしゃるかと思います。今日はそんな水虫と薬について少しご紹介します。

　水虫の治療は足水虫と爪水虫で違います。足水虫はひどくなければ市販薬でセルフケアで

きますが、爪水虫は皮膚科を受診する必要があります。

　足水虫は原則として抗真菌薬というカビを殺す成分の塗り薬が第一選択薬となります。患

部がひび割れていたりジュクジュクしているときは軟膏剤、水疱があるときはクリーム剤、

カサカサしているときは液剤やスプレー剤が良いとされています。痒みなどの症状がおさま

っても角質の奥深くに入り込んだ菌が生きているので皮膚が新しく入れ替わるまでの少なく

とも１、２か月は根気よく薬を使用することがポイントです。

　爪水虫は同様の成分の飲み薬が第一選択になります。塗り薬だと有効成分が爪の中まで届

きにくいためです。しかし、近年高濃度で浸透する塗り薬が発売されました。軽症だったり

肝臓や腎臓の機能が悪く飲み薬が使えない場合に選ばれます。爪白癬と医師に確定診断され

た場合は保険適応となりますが、今のところ市販薬ではありません。

　爪水虫は治りにくく多くは足水虫を放置しておこることがほとんどなので、早めに治療す

ると良いですね。

水虫とくすり 薬剤部

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

特殊１：症状のない脳梗塞
目立った症状がない脳梗塞 → 隠れ脳梗塞

（無症候性脳梗塞）

元気な人にMRI検査をするとラクナ梗塞が単独、
または複数確認できる。

30代以降

↓
健診や脳ドックを

脳梗塞（脳卒中）は、臨床上3つに大別できる。
•大きな脳梗塞 アテローム血栓性 塞栓
•小さな脳梗塞＝ラクナ梗塞（単発・多発）アテローム血栓・塞栓
•心原性脳塞栓 大小様々

●動脈硬化への対策
●心疾患への対策：不整脈

弁膜症
心房内腫瘍など

脳梗塞例 ２、小さな脳梗塞
•細い脳動脈の閉塞 ラクナ梗塞 と 多発性ラクナ脳梗塞

（階段状悪化→
脳血管性認知症）

1

4

•一過性の血圧低下、出血、脱水など → 一過性脳虚血発作、
小さな多発する脳梗塞
（分水嶺梗塞）

脳梗塞例 ３、急激な血流低下
2

3

熱中症のお話し

　新型コロナウイルス対策でマスクを着用する機会が増え、さらに気温湿度共に高

くなる時期になってきました。例年より熱中症リスクが高まる可能性を踏まえて、

今回、熱中症のお話しをさせて頂きます。

原因
熱中症になる要因はまとめると環境要因・身体要因・行動要因の３つがあり
ます。
・環境要因：気温が高い、湿度が高い、日差しが強い、風が弱い、密閉空間、エア

　コンがない、急に暑くなった日、など

・身体要因：乳幼児、高齢者、肥満、持病（糖尿病、心臓病）、脱水状態、体調不良

　（二日酔い、寝不足）等

・行動要因：炎天下での活動、激しい運動、慣れない運動、水分補給がしにくい等

予防
熱中症はきちんと予防すれば防ぐことができます。予防は「水分・塩分補給」
と「暑さを避ける」の二つです。
・熱中症は暑さに慣れていない時期に急に暑くなった時が危険ですので、暑い時は、

　運動・作業内容を軽くして、徐々に暑さに慣れるようにしてください。　

・のどが渇く前に、スポーツドリンクなどでこまめに水分と塩分の補給をしてくだ

　さい。マスク着用時などはのどの渇きに気づかない可能性もあり、注意が必要で

　す。「のどが渇いた」と感じたときには、すでに水分不足になっていることが多

　いです。

・体調により暑さに対する耐性は変化します。体調の悪いときは暑い日中の外出や

　運動・作業は控えましょう。十分な睡眠、バランスの良い食事は言うまでもあり

　ません。

・ゆったりした服装で、シャツなどは外に出し、屋外では帽子をかぶりましょう。

目の前に熱中症の方がいた時
・風通しのよい日陰や、できればクーラーが効いている室内などに避難させましょ

　う。

・上着を脱がせて、体から熱の放散を助けます。きついベルトやネクタイ、着衣は

　ゆるめて風通しを良くします。

・皮膚に濡れたタオルなどをあて、うちわなどで扇ぐことで体を冷やします。着衣

　の上から少しずつ冷やした水をかける方法もあります。

・自動販売機やコンビニで、冷やした水のペットボトル、ビニール袋入りのかち割

　氷、氷のうなどを手に入れ、首の付け根の両脇、 脇の下、足の付け根の前面にし

　っ か り 当 て て、皮 膚 直 下 を 流 れ て い る 血 液 を 冷 や す こ と も 有 効 で す。

・意識がはっきりしている方は経口補水液、スポーツドリンクを積極的に摂取して

　ください。

・意識がはっきりしない、呼びかけや刺激に対する反応がいつもと異なる場合は緊

　急で医療機関に搬送してください。

内科　大溝  啓揮



　コレって水虫？気になるけど聞きにくい…、とりあえず市販薬で様子みたい、という方も

いらっしゃるかと思います。今日はそんな水虫と薬について少しご紹介します。

　水虫の治療は足水虫と爪水虫で違います。足水虫はひどくなければ市販薬でセルフケアで

きますが、爪水虫は皮膚科を受診する必要があります。

　足水虫は原則として抗真菌薬というカビを殺す成分の塗り薬が第一選択薬となります。患

部がひび割れていたりジュクジュクしているときは軟膏剤、水疱があるときはクリーム剤、

カサカサしているときは液剤やスプレー剤が良いとされています。痒みなどの症状がおさま

っても角質の奥深くに入り込んだ菌が生きているので皮膚が新しく入れ替わるまでの少なく

とも１、２か月は根気よく薬を使用することがポイントです。

　爪水虫は同様の成分の飲み薬が第一選択になります。塗り薬だと有効成分が爪の中まで届

きにくいためです。しかし、近年高濃度で浸透する塗り薬が発売されました。軽症だったり

肝臓や腎臓の機能が悪く飲み薬が使えない場合に選ばれます。爪白癬と医師に確定診断され

た場合は保険適応となりますが、今のところ市販薬ではありません。

　爪水虫は治りにくく多くは足水虫を放置しておこることがほとんどなので、早めに治療す

ると良いですね。

水虫とくすり 薬剤部

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

特殊１：症状のない脳梗塞
目立った症状がない脳梗塞 → 隠れ脳梗塞

（無症候性脳梗塞）

元気な人にMRI検査をするとラクナ梗塞が単独、
または複数確認できる。

30代以降

↓
健診や脳ドックを

脳梗塞（脳卒中）は、臨床上3つに大別できる。
•大きな脳梗塞 アテローム血栓性 塞栓
•小さな脳梗塞＝ラクナ梗塞（単発・多発）アテローム血栓・塞栓
•心原性脳塞栓 大小様々

●動脈硬化への対策
●心疾患への対策：不整脈

弁膜症
心房内腫瘍など

脳梗塞例 ２、小さな脳梗塞
•細い脳動脈の閉塞 ラクナ梗塞 と 多発性ラクナ脳梗塞

（階段状悪化→
脳血管性認知症）

1

4

•一過性の血圧低下、出血、脱水など → 一過性脳虚血発作、
小さな多発する脳梗塞
（分水嶺梗塞）

脳梗塞例 ３、急激な血流低下
2

3

熱中症のお話し

　新型コロナウイルス対策でマスクを着用する機会が増え、さらに気温湿度共に高

くなる時期になってきました。例年より熱中症リスクが高まる可能性を踏まえて、

今回、熱中症のお話しをさせて頂きます。

原因
熱中症になる要因はまとめると環境要因・身体要因・行動要因の３つがあり
ます。
・環境要因：気温が高い、湿度が高い、日差しが強い、風が弱い、密閉空間、エア

　コンがない、急に暑くなった日、など

・身体要因：乳幼児、高齢者、肥満、持病（糖尿病、心臓病）、脱水状態、体調不良

　（二日酔い、寝不足）等

・行動要因：炎天下での活動、激しい運動、慣れない運動、水分補給がしにくい等

予防
熱中症はきちんと予防すれば防ぐことができます。予防は「水分・塩分補給」
と「暑さを避ける」の二つです。
・熱中症は暑さに慣れていない時期に急に暑くなった時が危険ですので、暑い時は、

　運動・作業内容を軽くして、徐々に暑さに慣れるようにしてください。　

・のどが渇く前に、スポーツドリンクなどでこまめに水分と塩分の補給をしてくだ

　さい。マスク着用時などはのどの渇きに気づかない可能性もあり、注意が必要で

　す。「のどが渇いた」と感じたときには、すでに水分不足になっていることが多

　いです。

・体調により暑さに対する耐性は変化します。体調の悪いときは暑い日中の外出や

　運動・作業は控えましょう。十分な睡眠、バランスの良い食事は言うまでもあり

　ません。

・ゆったりした服装で、シャツなどは外に出し、屋外では帽子をかぶりましょう。

目の前に熱中症の方がいた時
・風通しのよい日陰や、できればクーラーが効いている室内などに避難させましょ

　う。

・上着を脱がせて、体から熱の放散を助けます。きついベルトやネクタイ、着衣は

　ゆるめて風通しを良くします。

・皮膚に濡れたタオルなどをあて、うちわなどで扇ぐことで体を冷やします。着衣

　の上から少しずつ冷やした水をかける方法もあります。

・自動販売機やコンビニで、冷やした水のペットボトル、ビニール袋入りのかち割

　氷、氷のうなどを手に入れ、首の付け根の両脇、 脇の下、足の付け根の前面にし

　っ か り 当 て て、皮 膚 直 下 を 流 れ て い る 血 液 を 冷 や す こ と も 有 効 で す。

・意識がはっきりしている方は経口補水液、スポーツドリンクを積極的に摂取して

　ください。

・意識がはっきりしない、呼びかけや刺激に対する反応がいつもと異なる場合は緊

　急で医療機関に搬送してください。

内科　大溝  啓揮



＜1人分材料 , 栄養成分＞　エネルギー 470kcal, たんぱく質 23.1g, 脂質 6.3g
そうめん 1 束 , サラダチキン 1/2 個 , 小袋サラダ 1/2 袋 , ごまドレッシング 25ml 1 袋 , 
めんつゆ（ストレート）150mL 

【作り方】
1. そうめんを既定の時間茹で、ざるに上げて冷たく仕上げる。
2. サラダチキンをほぐし、他の具材を盛り付ける。
3. ごまドレッシングとめんつゆを合わせて、そうめんにかける。

＜1人分材料 , 栄養成分＞　エネルギー 630kcal, たんぱく質 28.5g, 脂質 20.0g
そうめん 1 束 , 豚小間肉 70g, しょうがチューブ 少々 , 料理酒 大さじ 1, サラダ油 小さじ 1, 
なす 1/2 本 , 長ねぎ 1/3 本 , 油揚げ 10g, めんつゆ（ストレート）180mL, 水 100cc, 薬味 少々

【作り方】
1. そうめんを既定の時間茹で、ざるに上げ冷たく仕上げた後、残りのゆで汁で油揚げの油抜き
　をする。
2. 鍋にしょうがと油を入れ中火にかけ、香りが立ったら豚肉、料理酒 , 切った野菜と油揚げを
　加える。
3. 軽く焦げ目がつく程度に火が通ったらめんつゆと水を加え、なすがクタっとするまで煮る。
4. 一味やこしょう、しそやみょうが等、お好みの薬味をつゆに加える。

そうめんが食卓に並ぶ季節になりました。つゆと薬味のみだと、体を作るために必要な
たんぱくが不足します。
今回は、そうめんでたんぱく質約 20g を簡単に摂ることができるレシピをご紹介します。

1 食 20ｇのたんぱく質をとりましょう

コンビニで揃う！ごまだれサラダそうめん

つゆに一工夫！肉汁そうめん

納豆や豆腐、冷凍オクラや

山芋などもオススメです

お好みの夏野菜などを加えて

アレンジしてみて下さい

がん検診で早期発見 !!

新座市は令和 2年度から国の指針に合わせ、がん検診の種類・対象年齢・受診間隔が変更と
なりました。
変更に伴い、2年に 1回となる検診がありますのでご注意ください。
※2年に 1回となる検診は、誕生月が偶数月の方は令和 3年度は対象外となります。

※子宮頸がん検診は当院では実施していません。
※新座市は、前立腺がん検診は昨年度より廃止となりました。
　志木市・朝霞市・和光市の方はお問合せ下さい。

実　施：令和 3年 5月 1日～令和 4年 2月 28 日
　　　　月～土（日・祝日を除く）　9：00 ～ 11：00　　12：00 ～ 16：30
　　　　※胃がん検診は午前中のみ実施

持ち物：健康保険証、住所を確認できるもの、当院診察券
費　用：新座市の方は無料。志木市・朝霞市・和光市の方はお問合せください。

Tel. 048-483-7767

がん検診についてのお知らせ

栄養科の 創刊号 !!簡単レシヒ

お気軽にお問合せください。

健診センター直通

検診種類 検査項目 対象者・受診間隔 

胃がん 
【予約制】 

問診、胃部エックス線検査 
または胃内視鏡検査 

胃部エックス線検査：40 歳以上、年 1 回 
胃内視鏡検査：50 歳以上、2 年に 1回 

大腸がん 問診、便潜血検査 40 歳以上、年 1 回 

肺がん 問診、胸部エックス線検査、 
喀痰細胞診 

40 歳以上、年 1 回 
喀痰検査：50 歳以上で喫煙指数が 600 以上
の方（過去に喫煙していた方を含む。） 
※喫煙指数＝1日本数×年数 

乳がん 
【予約制】 問診、マンモグラフィー 40 歳以上、2年に 1 回 今年度より予約制 

子宮頸がん 問診、視診、内診、 
子宮頸部の細胞診 20 歳以上、2年に 1 回 

 



副院長　小島 徹

新型コロナが収束しないなか、
　　　　　皆様いかがお過ごしでしょうか？

おやじのひとりごと･･･　ピアノ・マン

　厚生労働省の発表では昨年の日本人の死因の第 1 位は悪性新生物（がん）（28%）でした。
2 位は心臓（15%）、3 位は老衰（9.6%）、4 位は脳血管（7.5%）、5 位が肺炎 (5.7%) です。
高齢化がすすみ・心疾患・脳疾患・老衰・肺炎が増えるのかと予想されますが、それらを
さしおいて、がんが 1位ということでした。
　そのなかでも 1位は男性が肺がん・女性は大腸がん、2位は男性が胃がん･女性は肺がん、
3位は男性が大腸がん・女性は膵がん、4位は男性が膵がん・女性は乳がん、5位は男性が
肝臓がん・女性は胃がんでした。
　2人に1人はがんになり、3人に1人はがんで亡くなるという時代です。欧米ではがんが減っ
ているのに先進国では日本だけがんが増えているようです。急速な高齢化とがん検診の受診
率が低いことが原因ではないかといわれています。
　秋は検診のピークですが、コロナ禍では検診で密になるのを避けるため、比較的すいて
いる夏に検診をうけるのはいかがでしょうか？
　病気が見つかるのは嫌なことですが、症状が出てからよりは自分で積極的にみつけたほう
が結果は良好なことは間違いありません。
　早期発見・早期治療すれば治癒する可能性も高い時代です。健康を保つために是非がん検
診をご検討下さい。

　あなたは、何かに救われたことがあるか、それは、本だったり、歌だったり、映画、スポーツ
だったりする。私はビリージョエルの「ピアノ・マン」で、学生時代に聞いていた曲である。
　ある日の夜、テレビからこの曲が流れてきた。「六畳間のピアノマン」というドラマだった。
安藤祐介の小説「逃げ出せなかった君へ」を原作にしたドラマである。それは「ピアノ・マン」
を動画サイトで歌う、六畳間のピアノマンと名乗る青年がいた。でも彼は上司のパワハラで自ら
命を絶つ、その後、彼の友人が、その動画サイトを引き継いた。彼の歌声は、やがて周囲の人々
の心に響き勇気づけられた人たちが、再び前に踏み出していく。ひとりの行動が誰かに影響して
救われていく物語である。
　そのビリージョエルの「ピアノ・マン」はビリーが若い時に体験したことを歌詞にした曲であ
る。「Sing us a song, you're the piano man　Sing us a song tonight　Well, we're all in the mood 
for a melody　And you've got us feelin' alright」客たちは、酒とビリーのピアノ演奏に酔いしれ
るためにバーに集い、彼に曲をリクエストする。そこで憂鬱な気分を晴らし、素敵な気持ちにな
って、明日への力となっていった。
　現在、コロナ禍の中、今まで当たり前と思っていたことができなくなって、孤独で理不尽な世
の中で希望が持てなくなって塞ぎこんでしまう。でも、生きていれば、未来に待っている「存在」
がある。その存在には二つある。一つは、恋人や愛する家族、友人で、もう一つは、人ではなく
仕事や趣味などである。自分を待っている仕事や愛する人に対する責任を自覚すれば、自ら命を
諦めたりしない。まだ先が見えない状況が続くが、未来に待っている存在を信じていたい。
　私は、まだまだ外で飲めないので、「ピアノ・マン」を聞きながら、ジンソーダーでひとり妄
想飲み会をするのである。

マンモグラフィーが新しくなりました !!

　昨年、マンモグラフィー撮影装置が新しく導入されました。
今回の装置は、被ばく線量が少なく画質も向上しました。
　これにより、受診者様に負担や不安がなく、スムーズな検査が可能と
なっております。当院では、女性技師が担当しております。
　検査の時、乳房を圧迫するため、個人差もありますが多少の痛みを伴
います。体の緊張を解き、リラックスすることにより痛みが軽減するこ
ともありますので、安心して検査をお受け下さい。
　不安な事や質問等ありましたら、医師や担当技師に気軽にお声掛け下
さい。

【ご注意】
ペースメーカーを入れている方や豊胸手術をされている方は、必ず事前
にお申し出下さい。
　撮影時の圧迫により、ペースメーカーの故障・破損、豊胸手術に使われ
ているシリコンパックなどに損傷が生じる危険性があります。 写真提供

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

　日常生活の中では、下を向いている時間が圧倒的に長いです。
炊事洗濯・掃除・机仕事・本や雑誌を読む・洗濯物を畳む等です。
　座って背もたれに寄りかかりながらテレビを見ているときも、
実は下を向いているのと同じ状態です。

　長時間、同じ姿勢を取り続けると筋肉の循環血流が悪くなり肩こり
につながります。また、細かい文字などを見続けると、目やその周囲
の筋肉が緊張し、それと同時に首や肩も緊張します。
　予防策としては、まず「同じ姿勢」を続けないようにして、こまめ
に首や肩の緊張状態をほぐすことです。
　また、定期的な適度の運動、体操やストレッチを行いましょう。
 

肩こり予防 リハビリテーション科

① ②

③



　　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 7 月 1 日発行

発行責任者 / 小島 武

編集者 / 広報委員会

夏号  vol.35

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　

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。

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

朝日連峰
あっという間に今年も前半が終わり、７月に
なりました。     
本格的な夏が到来です。     
感染対策と同時に、脱水症や熱中症に注意し
体調を整えておくことも大切です。     
暑さとコロナに気を付けながら夏を乗り切り
ましょう！（H.S）

もうすぐ東京オリンピックが開催されます。
なかなかワクチン接種も進まない中の開催と
なり、不安もありますが思い出に残るオリン
ピックの夏になると良いですね。（F.M）
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