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行  徳  の
8 月上旬号 「花火」
直径約 30㎝の尺玉 (10 号玉 ) を打ち上げると
東京タワーと同じくらいの高さ約 330ｍまで
到達します。よく耳にする三尺玉 ( 直径約 90
㎝ ) にいたってはスカイツリーと同じくらい
の 600ｍまで打ちあがります。だからあんな
に迫力があるんですね。

　行徳は古くは現在の市川市南部と浦安市、江戸川区や船橋市
の一部をさす広い地域の地名でした。昔、山伏が布教の傍ら人々
と共に働き、その徳の高い行いを称えられ “行徳さま” と呼ば
れたのが地名の由来と言われ、多くの寺院が建立され、信仰の

深い土地とされました。また千年以上前から製塩が行われ、江戸時代に入ると徳川家康が幕府直轄の塩
田として保護し繁栄しました。塩がつく町名が多いのもこのためで、今も寿司屋さんでは塩の事を “行徳”
と呼ぶことがあるそうです。当院が来春移転する加藤新田も安永４年（1775 年）、江戸横山町の加藤作
兵衛が開発した塩田に由来します。歴史のある私達の町行徳には “三十三札所巡り” があります。夏休
みのころ、時には都会の喧騒を離れ、散策を兼ねて古の昔に思いを寄せるのもいいかもしれません。
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　脳神経外科とは、脳、脊髄、末梢神経系、およびその付属器官（血管、骨、筋肉など）を含
めた神経系全般の疾患のなかで、外科的治療の対象となりうる疾患について、診断および治療
を行う医療の一分野です。当院では、最先端の手術医療機器を完備し、最先端かつ低侵襲の脳
神経外科手術を患者様に提供する環境を整えており、一日でも早く社会復帰へのお手伝いを
行っていきます。治療後も、患者様が安心した生活を充実できるように、脳神経外科のみなら
ず、看護部、リハビリテーション科、医療相談室などとのチーム医療をサポートしていきます。
また、手術の対象疾患だけでなく、頭痛、めまい、しびれ、ふるえ、物忘れなど、幅広く診療
にあたっています。脳と神経をみる診療科とご理解下さい。脳の病気は誰でも心配なものです
ので、少しでも気になることがございましたら、お気軽に受診下さい。

脳神経外科  ＃1 脳神経外科ってどんな科？

Ｉ Ｍ Ｓ グ ル ー プ　広 報 誌　プ ラ ザ イ ム ス

「プラザイムス」は、患者さま、ご家族のみなさまに院内や IMS グループの医療活動、病気に関する情報をお伝えするコミュニケーションペーパーです。
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休診・代診情報 8月 1日現在
休診・代診情報、夜間診療
情報につきましては予告
なく変更になる場合がご
ざいます。
ご来院される際は、お電
話でお問い合わせいただ
くなどご確認の上お越しく
ださいますようお願いい
たします。

IMSグループ
医療法人財団明理会

イムス

IMS（イムス）グループ
医療法人財団明理会

千葉県市川市行徳駅前 1-12-6 TEL:047-395-1151行徳総合病院
発行元：行徳総合病院　地域医療連携室

広報誌へのご意見、ご感想はこちらまでお願いします！
public-relations.gyo@ims.gr.jp

新病院まで

あと ヶ月7

　右は 7月 28 日の新病院建設現場の写真です。
　2階の廊下ですが、広いですね！
　新病院は現在の病院よりも広く、ベッド数も
多くなります。
　ちなみに現在のベッド数は 199 床。新病院は
　①250 床　②268 床　③307 床
　規模が大きくなっても、地域に密着した医療
機関として地域に貢献してまいります。

温度や湿度が高まる夏場はダニが増えやすい季節です。ダニは喘息やアトピー性皮膚炎のアレルゲ
ンとなります。
ダニが発生する条件は次の通り。
①温度が 20 ～ 30℃　②湿度が 60 ～ 80％　③ダニのエサとなるホコリ・フケ・食べ物のカス・カ
ビなどがある　④畳・絨毯・ホコリがたまっている場所など産卵できる場所がある
これらの条件が重なると発生してしまいますので注意が必要です。
ココを気をつけよう！
湿度・温度を下げ、掃除機をこまめにかけてチリやホコリをためないようにしましょう。

答え：③

知っておこう！
健康のための第一歩 小さいけれど怖い「ダニ」

８月 1日現在
17 時以降の夜間帯は毎日、内科医師と外科医師が当直
をしています。加えて、脳神経外科 (20 時まで) と整形
外科 (21 時まで) が待機している日は以下の通りです。

夜間救急診療情報
ご来院の際はお電話ください。   047-395-1151
常勤医が当直をしています。安心してご来院ください。

※青字が常勤医です。

曜日 時間帯 診療科 医師

受付10:30まで 8月1日 金 午前 外科 加茂医師
休診 8月2日 土 午前 耳鼻咽喉科 藤巻医師
代診 8月2日 土 午前 形成外科 櫻井→野一色
休診 8月4日 月 午前 脳神経内科 前田医師

8/19に変更 8月5日 火 午後 形成外科 百束医師
休診 8月6日 水 全日 婦人科 田口医師
代診 8月9日 土 午前 耳鼻咽喉科 小島→順天堂医師
代診 8月9日 土 午前 小児科 鈴木→高橋里奈
代診 8月11日 月 午前 脳神経外科 梅沢→渡邉
代診 8月14日 木 午前 脳神経外科 伊藤→渡邉
休診 8月14日 木 午後 循環器内科 河野医師
休診 8月15日 金 全日 整形外科 池田医師
休診 8月16日 土 午前 循環器内科 河野医師
休診 8月18日 月 午前 整形外科 池田医師
休診 8月19日 火 午前 泌尿器科 岡田医師
休診 8月19日 火 午後 循環器内科 河野医師
休診 8月20日 水 午前 耳鼻咽喉科 高野医師
休診 8月25日 月 午前 婦人科 横山医師
休診 8月25日(月)～8月27日(水) 全日 小児科 佐藤医師
休診 8月26日 火 全日 皮膚科 髙橋医師
代診 8月28日 木 午前 外科 北山→外浦
代診 8月28日 木 午後 外科 北山→石丸
代診 8月30日 土 午前 外科 中野→矢野
休診 9月5日 金 全日 婦人科 加畑医師

休診・代診日

8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日
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