
　　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. 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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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。

鳴子峡何処にも行く予定がないのですが、時刻表と旅行
ガイドを買い集め、いつかは行ける日を想い、あ
れこれ計画を立てて楽しんでいます。始めがあれ
ば終わりがある。辛いコロナ禍もいずれは収束に
向かい、新幹線の硬いアイスを車内で食べられる
日が来るのを、心から待ち望んでいます。（M.A）

コロナ禍、大変な思いで開催された東京オリンピ
ック、パラリンピック。オリンピックでは金メダ
ル 27 個を含む過去最も獲得した５８枚のメダル。
パラリンピックも沢山のメダルを獲得し沢山の感
動をもらいました。オリンピック、パラリンピッ
クは終わりましたが、コロナはまだ終わりません
ので気を緩めずに予防や対策をしていきましょう。
（K.T）

栄養科配信【本当に怖い食塩の話】
New
!!

お見舞いメールを始めました。
ホームページ〝入院〟のページよりご利用できます。



脳梗塞の危険因子と予防
５）糖尿病管理（血糖値とHbA1c） 運動、食の制限、内服薬

６）肥満/メタボの改善 血圧、肥満、糖尿病と関連
BMI 体格指数(18.5~25、ケトレー指数)、
BMI=体重kg÷身長m ÷身長m、

日本整形外科学会のロコトレ

●スクワット

●片脚立ち

脳梗塞の危険因子と予防

３）血圧管理 130/85 mmHg以下 食の改善、運動、節酒、内服薬

４）運動の勧め 65歳以上の方には
①男7000歩 女6000歩
②運動習慣を（中等度強度運動）30分以上、週2回以上

中等度：脈拍が100~120/分程度（70歳）
③身体活動を毎日40

脳梗塞の危険因子と予防
• 生活習慣の改善（厚労省健康日本２１第2版） 動脈硬化の予防のため

１）栄養・食事：バランス良く、
①水分摂取 500‐1000 ml/日以上
②野菜 350 g/日以上、果物摂取 100 g/日以上
③塩分 8 g/日以下
④魚介類の勧め 蛋白 1 g/kg/日以上

 

便秘のおはなし
副院長　森越 栄太

　消化器科の外来には慢性便秘に悩まれる多くの

患者さんが来られます。消化器の病気の中ではベ

スト 5 に入るかもしれません。そして実際は何

倍もの人が便秘に悩まれているようです。

　便秘は、大腸の運動を抑制する女性ホルモンの

影響で若いうちは女性に多く、加齢により割合が

増え、６５歳以上になると男女差がなくなるよう

です。

　意外と知られてないのが、慢性便秘の方は生存

率も低下するということです。東北大学から循環

器系の病気により亡くなった人のうち、便秘の人

は便秘でない人に比べリスクが高かったという報

告があります。脳梗塞の人の場合、リスクは２倍

近かったようです。さらに腹部膨満感や不快感に

より身体的、精神的に生活の質（ＱＯＬ）が落ち

ます。

　慢性便秘症の診断は、排便が週に３回未満か、

２回に１回は排便に困難な症状がありそれが数か

月続いた状態があることです、排便が毎日あって

も便が出きらないような残便感や硬便ばかりとい

うのも含まれます。

　特に高齢者ほど多くなります。それにもかかわ

らず江戸時代から治療薬にあまり変化がないため

患者さんの満足度は低かったのです。

　便秘の治療薬は昔からあるセンナなどの大腸の

蠕動を刺激するものか、酸化マグネシウムなどの

水を吸収して柔らかくする薬剤が使われてきまし

た。ただ前者は多く使われていますが、大腸の運

動能を低下させることや、ポリープのリスクがあ

ることから連用は好ましくありません。後者もマ

イルドに効く良い薬ですが腎機能障害のある人に

は多量には使えません。

　最近 2012 年以降、作用機序の異なる新薬が

数種類発売され、吐き気などの副作用がまれにあ

りますが薬の選択肢が広がりました。また３，４

種類の漢方薬も有用です。（含まれる大黄の含量

により強い作用から弱い作用まであります）。

ただセンナと同様の副作用があるので注意が必要

です。

　さて最後に、便秘の

予防策ですが、生活習慣の

見直しが最も重要です。

1 日３回ちゃんと食事を取

ること（特に朝食）、ごはんや

パンなどの主食も欠かさずに取ること、水分を多

めに取ること、運動を出来るだけすることです。

　またパーキンソン病や糖尿病などの病気や、利

尿薬、一部の循環器薬でも便秘を来たしやすいも

のがあるので注意してください。

　慢性便秘は病気です（一部は生活習慣病？）。

困ったら遠慮なく消化器外来を受診してください。

愛犬　ソランです

神経内科　清水 輝夫脳梗塞について
1

4

2

3

脳梗塞のお話しは、当院の YouTube よりご覧になれます。
※詳しくは、今号の表紙をご覧ください。

７） 睡眠　6 時間程度　無呼吸、 いびきは要注意

　　　　　　　　　　         運動、 就寝 ・ 起床時間を一定に。

最終回

薬剤部食べ過ぎと胃ぐすり

　食欲の秋！というように秋は美味しいものがたくさんあってついつい食べ過ぎてしまいますよね。

暑い夏には落ちていた食欲が、涼しくなると急に食欲が増す方も多いでしょう。

　胃痛や胃もたれは食べ過ぎ、飲み過ぎ、ストレスなどで起こることがあります。

そんなとき、市販の胃薬の選び方を参考までにご紹介します。

・食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎで胃が痛い、胸やけがするとき

⇒胃酸の分泌を抑えるタイプ（Ｈ２ブロッカー）

⇒胃酸を中和するタイプ（制酸薬）　

　　＊制酸薬は腎臓が悪い方、高血圧の方は飲み過ぎ注意

症状が続く時は、薬を飲むことで疾患を隠してしまう恐れがあるので漫然と服用せず受診しましょう。

・食べ過ぎで胃がもたれているとき

⇒消化を助ける消化酵素タイプ

・食べ過ぎ飲み過ぎはなくストレス等自律神経の乱れによる胃痛が疑われる時

⇒胃の筋肉の痙攣を和らげるタイプ（抗コリン薬）

　　　＊緑内障、前立腺肥大がある方は注意

・空腹時に胃が痛むとき

⇒胃粘膜の傷の修復を助ける胃粘膜保護薬



1 食 20ｇのたんぱく質をとりましょう　No.2　

栄養科の
簡単レシヒ

魚や野菜など、食べ物が美味しい季節になりました。
今回は旬の魚を使った、たんぱく質 20ｇを摂取できるレシピを
ご紹介します。

秋鮭ときのこの炊き込みご飯
茶碗一杯分の栄養成分 
エネルギー 472kcal、たんぱく質 21.5g、脂質 13.7g、食塩 1.9g

魚料理は味付けが塩辛くなりがちです。
焼き魚は塩漬けを切身に変えて塩を軽くひとつまみにすると 2.1g→0.8g で 1.3g の減塩、
おろしにひとさしかける醤油は味ぽんに変えると 0.9g→0.4g で 0.5g の減塩になります。
一日の目安は男性 7.5g、女性 6.5g 以下です。
外食より薄味と感じる程度が、無理のない減塩の目安です。

魚料理は食塩にきを付けましょう !魚料理は食塩にきを付けましょう !

　ロコモティブシンドローム（ロコモ）、サルコペニア、フレイル等の概念ができ、
健康的な衰えと、そうでない衰えに区別するようになってきました。主に筋肉量、
活動量、バランス能力等から分類されることが多いです。
　ロコモチェックとして、以下の 7 つの質問に答えてみて下さい。1 つでも該当
する場合、ロコモとして対策を考える必要があると言われています。

①　家の中でつまづいたり、滑ったりする

②　15 分くらい続けて歩けない

③　横断歩道を青信号でで渡りきれない

④　階段を上るのに手すりが必要である

⑤　片足立ちでくつ下が履けない

⑥　2kg 程度（1L の牛乳パック 2 本程度）の買い物をして持ち帰るのが困難である　

⑦　家のやや重い仕事が困難である（掃除機の使用、布団の上げ下ろし、など）

　対策として、「立ち座り」と「つま先立ち（背伸び）」

をお勧めしています。テレビがコマーシャルになったら

1 度立ち上がったり、歯磨き等で洗面台にいる間につま

先立ちしたりすると続けやすいと思います。

　またどんな筋トレにも言えることですが、1 回の実施

回数よりも、1 日の実施回数が大切です。1 度に 20 回

も、朝・昼・夕・寝る前に 5 回ずつ計 20 回も、得られ

る効果に大差はありません。

　まずは 1 日 5 回から試してみませんか？

おやじのひとりごと･･･

リハビリ通信版

残ったきのこはほぐして保存パックに冷凍しておくと、
炒め物、お浸し、汁物など色々な料理に使えて便利です。
食物繊維豊富なきのこで腸内環境を整えて、丈夫な体を
つくりましょう！　

・米 1合 (150g)
・水 200ml

・塩 ひとつまみ (0.6g)
・調理酒 　大さじ 1
・しょうゆ 　大さじ 1
・酢 　小さじ１
・砂糖　小さじ１

★2～ 3人前分材料
・鮭切身 　大 1切
・油揚げ　1枚
・しめじ 50g
・舞茸 50g

② 炊飯器に米、水、食材と調味料をすべて入れ、既定の
 　時間で炊く。

① 鮭に塩と酒を振る。刻んだ油揚げに熱湯をかけておく。

③ 鮭の皮を取り、具と米を混ぜ合わせる。( お好みで黒ゴマ
　や山椒をかけると〇！ ) 

★作り方

　いのちのせんたく？「変換間違えじゃないの ?」

命の選択の「選択」が一般的に使われている。生

きるか？死ぬか？治療をするか？しないか？と

いった医療現場で、患者の治療など、優先順位使

われていることが多い。

　この｢選択｣とはまったく意味が違い、命の洗濯

の「洗濯」には「汚れを落とす｣｢綺麗にする｣｢心

身のわだかまりを捨て去りさっぱりする｣｢気分一

新や疲れを癒す｣という意味がある。日頃のスト

レスや苦労から解放され、リフレッシュや気晴ら

しとして｢風呂は命の洗濯よ｣と新世紀エヴァンゲ

リオンの葛城ミサトが言ったように、友達や家族

と遊び、美味しい物を食べるなど、まるで寿命が

延びるほど思う存分に楽しむ事で、そこから「命

の洗濯」と言われるようになった。

　コロナ禍で、人と会うことなど行動制限がされ、

学校や職場、家での生活環境がガラッと変わって

一年以上経った。

　この一年を振り返ると、ネット通販、動画サイ

ト、動画配信サービスやネット会議などが普及し、

IT 関連事業が急成長した。コロナ禍の時代、出来

たことが減ったが、新たに出来ることが変わって

きている。私たちもこの時代に合わせて、お家時

間を上手に過ごせる料理など新しく趣味を始めて

みるのは、まだまだ、「命の洗濯」が出来るように

なるのはもう少し先のことだと思う。その時が必

ずくるので、今はこの期間を上手く乗り越えてい

くしかない。

　私の場合は、今日も本を読みながら一人飲み会

するのである。

命の洗濯



感染とは何？　感染症と言われたらどうしたらよいか
内科　佐々木 圭美

　コロナウイルスのニュースのたびに、「感染」あるいは「感染症」という言葉を

聞く機会が増えていますが、「感染」とは何か、もし「感染症」と言われたらどん

なことに気を付けたらよいかをお話しします。

　小さな生物（病原体）が体の中に侵入・定着し

さらに増殖し（感染）、このために病気が引き起

こ さ れ た（発 症 し た）時、「感 染 症」に な っ た

と言います。感染症になると、その病気を発症し

た部位に応じて「○○炎」と呼びます。肺に炎症

が起きれば「肺炎」、膀胱の炎症なら「膀胱炎」

です。

　病原体は、大きさや構造によって、細菌、ウイ

ルス、真菌、寄生虫などに分類されます。

　細菌は 1 つの細胞でできています。栄養さえ与

えれば、自分と同じ細菌を複製して増えていきま

す。皮膚や腸の中にあって人体に有用な菌もあり

ますが、食中毒や敗血症、結核、破傷風などを起

こす恐ろしい病原菌もあります。

　ウイルスは、細菌の 50 分の 1 程度の大きさで

す。自分で増えることはできずに、他の細胞の中

に侵入して自分のコピーを作らせて増殖していき

ます。

　真菌はカビです。菌糸を伸ばして成長します。

ヒトを困らせる真菌の代表としては、水虫の原因

になる白癬菌が有名です。

　さて、細菌とウイルスでは、大きさだけでなく

構造も増え方も違うので、治療は異なります。

　細菌感染には、抗生物質（抗生剤、抗菌薬など

とも言います）を使います。抗生物質は、細菌の

構造や増殖中の仕組みのどこかの過程を妨害する

ことで効果を発揮します。

　例えばペニシリンという薬は、ヒトの細胞には

ない細菌の細胞壁の合成を邪魔します。細菌は増

殖できずに死滅し、ヒトの細胞は細胞壁を持って

いないので影響を受けないというわけです。

　しかし、ペニシリンが全く効かない細菌もあり

ますから、それぞれの病原菌に合った抗生物質を

使わないといけません。また、丁度その病原菌に

合った抗菌薬でも、先ほどお話ししたようにヒト

の体には有用な細菌がたくさん働いているので、

そのような細菌まで攻撃されてしまいます。

　例えば腸内細菌が攻撃され激減すると、下痢で

苦しむことになります。

　また働いた後の抗生物質は、主に肝臓や腎臓で

代謝・排泄が行われるので、肝臓や腎臓を悪くす

ることも往々にしてあります。

　病院では、多様な病原菌に合った多様な抗生物

質が処方されます。どんな抗生物質がその病態に

合っているかは、本来ならば痰の培養などを行い

どの抗生物質が最も効果があるかを確かめてから

が良いのですが、細菌の培養には時間がかかりま

す。そこで肺なら肺、膀胱なら膀胱といったその

臓器で炎症を起こしやすい菌の種類を考え、症状

や状況を聞き取りながら私たちは抗生物質を選び

ます。

　その人の生活環境やその時の体の状態によって

も症状を起こしている細菌は変わりますので、カ

ルテのあるかかりつけ医になるべく処方してもら

うこと、症状が変わったら知らせること、薬には、

効果の持続する時間や濃度が決まっているので、

処方通りに内服すること、自分勝手に過去に処方

された薬を飲んだり中止したりしないことが大切

です。

　そのようなことがあると、他の細菌が増殖して

症状が悪化したり、他の臓器を痛めたり、薬が効

かなくなる耐性菌ができてしまいます。

　さて、「風邪をひいたとき」抗生物質は効きませ

ん。なぜなら、風邪の原因の８割以上はウイルス

によるからです。抗生物質は細菌に対する薬です。

ウイルスにも真菌にも寄生虫にも効きません。

　では、ウイルス感染症にかかったらどうするか。

肝炎やインフルエンザなどのごく一部のウイルス

感染症に対しては、ある程度効果のある薬が開発

されていますが、風邪ウイルスやコロナウイルス

に対しては薬がないので、解熱剤などの対症療法

が中心となります。

　病原体が体内に侵入し、感染症を発症するのは、

その人の免疫力と病原体の強さの勝負になります。

　免疫力を高めるには、良く食べ良く寝て良く身体

を動かし、必要なワクチンや予防接種をすること。

　病原体の強さを弱めるには、まず、手洗い、うが

い、マスクなどで、体内に病原体を侵入させないこ

と。必要に応じて薬を飲むこと。

　感染してしまったら、脱水をおこさないように水

分をしっかりとること。３７度台の発熱は免疫力を

高める働きでもあるので、辛くなければ身体を冷や

すことを優先して、必要以上に解熱鎮痛剤を使用し

ないこと、などが大切です。

　このコロナ禍を乗り越えていきましょう。

感染症とは

病原体の種類

細菌感染の治療

ウイルスによる感染症の治療 感染症に対する基本的な姿勢

みんなで手を洗って感染を予防しましょう

　子供の時に教えてもらう手洗いって、 みな

さんは無意識に行っているのではないでしょうか？？

　無意識で行っている手洗いですが、 実は感染を

予防する上とても重要な行為となります。

　ほとんどの方が、 意識をせずに手を洗っていると

思います。

　意識をせずに手を洗った状態でも汚れは落ちてい

ますが、 洗い残し部分が出来てしまいます。

　目に見えている汚れは綺麗になっても、 見えない

ウイルスなどは手に残った状態になってしまいます。

特に指先や指の間などが、 洗い残しの多い部分と

いわれています。

　指先は、 物に触ることや、 口や鼻に触れる事が

多いので意識して洗うようにしましょう。

　みなさんが手を洗うとき、 どのように洗っ
ていますか。



感染とは何？　感染症と言われたらどうしたらよいか
内科　佐々木 圭美
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　ウイルスは、細菌の 50 分の 1 程度の大きさで

す。自分で増えることはできずに、他の細胞の中

に侵入して自分のコピーを作らせて増殖していき

ます。

　真菌はカビです。菌糸を伸ばして成長します。
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　では、ウイルス感染症にかかったらどうするか。

肝炎やインフルエンザなどのごく一部のウイルス

感染症に対しては、ある程度効果のある薬が開発

されていますが、風邪ウイルスやコロナウイルス

に対しては薬がないので、解熱剤などの対症療法

が中心となります。

　病原体が体内に侵入し、感染症を発症するのは、

その人の免疫力と病原体の強さの勝負になります。
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を動かし、必要なワクチンや予防接種をすること。

　病原体の強さを弱めるには、まず、手洗い、うが

い、マスクなどで、体内に病原体を侵入させないこ

と。必要に応じて薬を飲むこと。

　感染してしまったら、脱水をおこさないように水

分をしっかりとること。３７度台の発熱は免疫力を

高める働きでもあるので、辛くなければ身体を冷や

すことを優先して、必要以上に解熱鎮痛剤を使用し

ないこと、などが大切です。

　このコロナ禍を乗り越えていきましょう。
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細菌感染の治療

ウイルスによる感染症の治療 感染症に対する基本的な姿勢

みんなで手を洗って感染を予防しましょう

　子供の時に教えてもらう手洗いって、 みな

さんは無意識に行っているのではないでしょうか？？

　無意識で行っている手洗いですが、 実は感染を

予防する上とても重要な行為となります。

　ほとんどの方が、 意識をせずに手を洗っていると

思います。

　意識をせずに手を洗った状態でも汚れは落ちてい

ますが、 洗い残し部分が出来てしまいます。

　目に見えている汚れは綺麗になっても、 見えない

ウイルスなどは手に残った状態になってしまいます。

特に指先や指の間などが、 洗い残しの多い部分と

いわれています。

　指先は、 物に触ることや、 口や鼻に触れる事が

多いので意識して洗うようにしましょう。

　みなさんが手を洗うとき、 どのように洗っ
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1 食 20ｇのたんぱく質をとりましょう　No.2　

栄養科の
簡単レシヒ

魚や野菜など、食べ物が美味しい季節になりました。
今回は旬の魚を使った、たんぱく質 20ｇを摂取できるレシピを
ご紹介します。

秋鮭ときのこの炊き込みご飯
茶碗一杯分の栄養成分 
エネルギー 472kcal、たんぱく質 21.5g、脂質 13.7g、食塩 1.9g

魚料理は味付けが塩辛くなりがちです。
焼き魚は塩漬けを切身に変えて塩を軽くひとつまみにすると 2.1g→0.8g で 1.3g の減塩、
おろしにひとさしかける醤油は味ぽんに変えると 0.9g→0.4g で 0.5g の減塩になります。
一日の目安は男性 7.5g、女性 6.5g 以下です。
外食より薄味と感じる程度が、無理のない減塩の目安です。

魚料理は食塩にきを付けましょう !魚料理は食塩にきを付けましょう !

　ロコモティブシンドローム（ロコモ）、サルコペニア、フレイル等の概念ができ、
健康的な衰えと、そうでない衰えに区別するようになってきました。主に筋肉量、
活動量、バランス能力等から分類されることが多いです。
　ロコモチェックとして、以下の 7 つの質問に答えてみて下さい。1 つでも該当
する場合、ロコモとして対策を考える必要があると言われています。

①　家の中でつまづいたり、滑ったりする

②　15 分くらい続けて歩けない

③　横断歩道を青信号でで渡りきれない

④　階段を上るのに手すりが必要である

⑤　片足立ちでくつ下が履けない

⑥　2kg 程度（1L の牛乳パック 2 本程度）の買い物をして持ち帰るのが困難である　

⑦　家のやや重い仕事が困難である（掃除機の使用、布団の上げ下ろし、など）

　対策として、「立ち座り」と「つま先立ち（背伸び）」

をお勧めしています。テレビがコマーシャルになったら

1 度立ち上がったり、歯磨き等で洗面台にいる間につま

先立ちしたりすると続けやすいと思います。

　またどんな筋トレにも言えることですが、1 回の実施

回数よりも、1 日の実施回数が大切です。1 度に 20 回

も、朝・昼・夕・寝る前に 5 回ずつ計 20 回も、得られ

る効果に大差はありません。

　まずは 1 日 5 回から試してみませんか？

おやじのひとりごと･･･

リハビリ通信版

残ったきのこはほぐして保存パックに冷凍しておくと、
炒め物、お浸し、汁物など色々な料理に使えて便利です。
食物繊維豊富なきのこで腸内環境を整えて、丈夫な体を
つくりましょう！　

・米 1合 (150g)
・水 200ml

・塩 ひとつまみ (0.6g)
・調理酒 　大さじ 1
・しょうゆ 　大さじ 1
・酢 　小さじ１
・砂糖　小さじ１

★2～ 3人前分材料
・鮭切身 　大 1切
・油揚げ　1枚
・しめじ 50g
・舞茸 50g

② 炊飯器に米、水、食材と調味料をすべて入れ、既定の
 　時間で炊く。

① 鮭に塩と酒を振る。刻んだ油揚げに熱湯をかけておく。

③ 鮭の皮を取り、具と米を混ぜ合わせる。( お好みで黒ゴマ
　や山椒をかけると〇！ ) 

★作り方

　いのちのせんたく？「変換間違えじゃないの ?」

命の選択の「選択」が一般的に使われている。生

きるか？死ぬか？治療をするか？しないか？と

いった医療現場で、患者の治療など、優先順位使

われていることが多い。

　この｢選択｣とはまったく意味が違い、命の洗濯

の「洗濯」には「汚れを落とす｣｢綺麗にする｣｢心

身のわだかまりを捨て去りさっぱりする｣｢気分一

新や疲れを癒す｣という意味がある。日頃のスト

レスや苦労から解放され、リフレッシュや気晴ら

しとして｢風呂は命の洗濯よ｣と新世紀エヴァンゲ

リオンの葛城ミサトが言ったように、友達や家族

と遊び、美味しい物を食べるなど、まるで寿命が

延びるほど思う存分に楽しむ事で、そこから「命

の洗濯」と言われるようになった。

　コロナ禍で、人と会うことなど行動制限がされ、

学校や職場、家での生活環境がガラッと変わって

一年以上経った。

　この一年を振り返ると、ネット通販、動画サイ

ト、動画配信サービスやネット会議などが普及し、

IT 関連事業が急成長した。コロナ禍の時代、出来

たことが減ったが、新たに出来ることが変わって

きている。私たちもこの時代に合わせて、お家時

間を上手に過ごせる料理など新しく趣味を始めて

みるのは、まだまだ、「命の洗濯」が出来るように

なるのはもう少し先のことだと思う。その時が必

ずくるので、今はこの期間を上手く乗り越えてい

くしかない。

　私の場合は、今日も本を読みながら一人飲み会

するのである。

命の洗濯



脳梗塞の危険因子と予防
５）糖尿病管理（血糖値とHbA1c） 運動、食の制限、内服薬

６）肥満/メタボの改善 血圧、肥満、糖尿病と関連
BMI 体格指数(18.5~25、ケトレー指数)、
BMI=体重kg÷身長m ÷身長m、

日本整形外科学会のロコトレ

●スクワット

●片脚立ち

脳梗塞の危険因子と予防

３）血圧管理 130/85 mmHg以下 食の改善、運動、節酒、内服薬

４）運動の勧め 65歳以上の方には
①男7000歩 女6000歩
②運動習慣を（中等度強度運動）30分以上、週2回以上

中等度：脈拍が100~120/分程度（70歳）
③身体活動を毎日40

脳梗塞の危険因子と予防
• 生活習慣の改善（厚労省健康日本２１第2版） 動脈硬化の予防のため

１）栄養・食事：バランス良く、
①水分摂取 500‐1000 ml/日以上
②野菜 350 g/日以上、果物摂取 100 g/日以上
③塩分 8 g/日以下
④魚介類の勧め 蛋白 1 g/kg/日以上

 

便秘のおはなし
副院長　森越 栄太

　消化器科の外来には慢性便秘に悩まれる多くの

患者さんが来られます。消化器の病気の中ではベ

スト 5 に入るかもしれません。そして実際は何

倍もの人が便秘に悩まれているようです。

　便秘は、大腸の運動を抑制する女性ホルモンの

影響で若いうちは女性に多く、加齢により割合が

増え、６５歳以上になると男女差がなくなるよう

です。

　意外と知られてないのが、慢性便秘の方は生存

率も低下するということです。東北大学から循環

器系の病気により亡くなった人のうち、便秘の人

は便秘でない人に比べリスクが高かったという報

告があります。脳梗塞の人の場合、リスクは２倍

近かったようです。さらに腹部膨満感や不快感に

より身体的、精神的に生活の質（ＱＯＬ）が落ち

ます。

　慢性便秘症の診断は、排便が週に３回未満か、

２回に１回は排便に困難な症状がありそれが数か

月続いた状態があることです、排便が毎日あって

も便が出きらないような残便感や硬便ばかりとい

うのも含まれます。

　特に高齢者ほど多くなります。それにもかかわ

らず江戸時代から治療薬にあまり変化がないため

患者さんの満足度は低かったのです。

　便秘の治療薬は昔からあるセンナなどの大腸の

蠕動を刺激するものか、酸化マグネシウムなどの

水を吸収して柔らかくする薬剤が使われてきまし

た。ただ前者は多く使われていますが、大腸の運

動能を低下させることや、ポリープのリスクがあ

ることから連用は好ましくありません。後者もマ

イルドに効く良い薬ですが腎機能障害のある人に

は多量には使えません。

　最近 2012 年以降、作用機序の異なる新薬が

数種類発売され、吐き気などの副作用がまれにあ

りますが薬の選択肢が広がりました。また３，４

種類の漢方薬も有用です。（含まれる大黄の含量

により強い作用から弱い作用まであります）。

ただセンナと同様の副作用があるので注意が必要

です。

　さて最後に、便秘の

予防策ですが、生活習慣の

見直しが最も重要です。

1 日３回ちゃんと食事を取

ること（特に朝食）、ごはんや

パンなどの主食も欠かさずに取ること、水分を多

めに取ること、運動を出来るだけすることです。

　またパーキンソン病や糖尿病などの病気や、利

尿薬、一部の循環器薬でも便秘を来たしやすいも

のがあるので注意してください。

　慢性便秘は病気です（一部は生活習慣病？）。

困ったら遠慮なく消化器外来を受診してください。

愛犬　ソランです

神経内科　清水 輝夫脳梗塞について
1

4

2

3

脳梗塞のお話しは、当院の YouTube よりご覧になれます。
※詳しくは、今号の表紙をご覧ください。

７） 睡眠　6 時間程度　無呼吸、 いびきは要注意

　　　　　　　　　　         運動、 就寝 ・ 起床時間を一定に。

最終回

薬剤部食べ過ぎと胃ぐすり

　食欲の秋！というように秋は美味しいものがたくさんあってついつい食べ過ぎてしまいますよね。

暑い夏には落ちていた食欲が、涼しくなると急に食欲が増す方も多いでしょう。

　胃痛や胃もたれは食べ過ぎ、飲み過ぎ、ストレスなどで起こることがあります。

そんなとき、市販の胃薬の選び方を参考までにご紹介します。

・食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎで胃が痛い、胸やけがするとき

⇒胃酸の分泌を抑えるタイプ（Ｈ２ブロッカー）

⇒胃酸を中和するタイプ（制酸薬）　

　　＊制酸薬は腎臓が悪い方、高血圧の方は飲み過ぎ注意

症状が続く時は、薬を飲むことで疾患を隠してしまう恐れがあるので漫然と服用せず受診しましょう。

・食べ過ぎで胃がもたれているとき

⇒消化を助ける消化酵素タイプ

・食べ過ぎ飲み過ぎはなくストレス等自律神経の乱れによる胃痛が疑われる時

⇒胃の筋肉の痙攣を和らげるタイプ（抗コリン薬）

　　　＊緑内障、前立腺肥大がある方は注意

・空腹時に胃が痛むとき

⇒胃粘膜の傷の修復を助ける胃粘膜保護薬



　　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. 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）

2021 年 10 月 1 日発行

発行責任者 / 小島 武

編集者 / 広報委員会

秋号  vol.36

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。

鳴子峡何処にも行く予定がないのですが、時刻表と旅行
ガイドを買い集め、いつかは行ける日を想い、あ
れこれ計画を立てて楽しんでいます。始めがあれ
ば終わりがある。辛いコロナ禍もいずれは収束に
向かい、新幹線の硬いアイスを車内で食べられる
日が来るのを、心から待ち望んでいます。（M.A）

コロナ禍、大変な思いで開催された東京オリンピ
ック、パラリンピック。オリンピックでは金メダ
ル 27 個を含む過去最も獲得した５８枚のメダル。
パラリンピックも沢山のメダルを獲得し沢山の感
動をもらいました。オリンピック、パラリンピッ
クは終わりましたが、コロナはまだ終わりません
ので気を緩めずに予防や対策をしていきましょう。
（K.T）

栄養科配信【本当に怖い食塩の話】
New
!!

お見舞いメールを始めました。
ホームページ〝入院〟のページよりご利用できます。
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