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行徳総合病院

行  徳  の
8 月下旬号 「海の色」
さまざまな色が交じり合って、太陽の光は白
色光として地上に降り注ぎます。その太陽光
線も水滴などにぶつかると分離し、赤・橙・黄・
緑・青・藍・紫の七色に見えます。海に太陽
光線が入ると青以外の色は吸収され、青い光
だけが海中の微粒子に当たって跳ね返るため、
海は青く見えるのです。

　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。

ギョートくん

ぎょう 健康教室知ってたら
得をする！ 得

院長だより
No.4

　平成 26 年 7月 10 日～ 12 日の 3日間、大阪で開催された第 22 回日本乳癌学会学術総会に
参加してきました。1年に 1回だけ開催される全国規模の非常に大きい学会です。参加者は医
師だけでなく、看護師や検査技師、乳腺疾患に興味をもっている一般の方も多く参加されてい
ます。学会会場では早朝から夜間まで、乳癌診断・治療に対しての活発な討論が会場のあちら
こちらで行われていました。今回の学会では国際的な乳癌治療の方向性や日本国内での癌治療
の標準化など内容は盛りだくさんでした。
　当院でも抗癌剤やホルモン剤による治療は日常的に行われています。今回の学会で得た最新
の情報・知識を行徳総合病院に持ち帰り診療に役立てたいと思います。
　大阪見物する余裕もなくひたすら忙しく、くたくたになった 3日間でしたが非常に有意義
だったと思います。

乳腺外科  ＃2 第 22回日本乳癌学会に参加してきました！

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 15 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。
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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 29 日の新病院建設現場の写真で
す。外側を覆っていた幕もはずれてきて、
きれいな外観が姿を現しました！
　新病院の特徴「6本の○」を掲げ、地域の
方々に貢献するべく職員一同で取り組んで
います。
①「6本の柱」   ②「6本の橋」   ③「6本の枝」

せっけんを使って正しく手を洗い、手についた細菌やウイルスを取り除きましょう。
①流水で手をよくぬらし、せっけんをつけて手のひらをこすります。
②手の甲を伸ばすようにこすります。
③指先や爪の間を念入りにこすります。
④指の間を洗います。
⑤親指を手のひらをつかってねじるように洗います。
⑥忘れがちな手首もよく洗います。
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：①

知っておこう！
健康のための第一歩 正しい手洗い出来てますか？

８月 15 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

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
休診 8月28日 木 午前 整形外科 小西医師
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
代診 9月3日 水 午前 形成外科 櫻井→本田
代診 9月4日 木 午前 形成外科 櫻井→外薗
休診 9月4日 木 午後 脳神経内科 岩村医師
休診 9月5日 金 全日 婦人科 加畑医師
休診 9月5日 金 午後 脳神経内科 岩村医師
休診 9月6日 土 午前 消化器内科 滝川医師
休診 9月6日 土 午前 形成外科 櫻井→野守
休診 9月8日 月 午前 消化器内科 滝川医師
休診 9月10日 水 午後 消化器内科 滝川医師
代診 9月22日 月 午前 脳神経外科 渡邉医師
休診 9月30日 火 全日 皮膚科 髙橋医師

休診・代診日

8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

内科 荻原 中村 中村 藤田 外浦 渡部 中嶋 荻原 内山 内山 藤田 外浦 岩村 中嶋 荻原 河野 渡部

外科 北里 加茂 加茂 石丸
櫻井
菅原

今井 東 北里 櫻井 櫻井 石丸
櫻井
菅原

今井 東 北里 石丸 石丸

脳神経外科
(20時まで)

梅沢 渡邉 渡邉 山本 梅沢 渡邉 未定

整形外科
(21時まで)

小西

小児科
(18時半まで)

佐藤 佐藤


