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行  徳  の
7 月下旬号 「ひまわり」
ひまわりは漢字で「向日葵」と書きます。
「日回り」と表記されたり日輪草 ( にち
りんそう ) と呼ばれることもあります。
共通しているのは「日」の字。ひまわり
は生長が盛んな時期、太陽に向かって動
いていくのです。

　7月も後半となりいよいよ夏本番です。夏休みの計画を立て
られている方も多いと思います。そこで気をつけたいのが熱中
症です。
　熱中症は高温・多湿（特に湿度７５％以上の時）の環境に身

体がついていけず様々な症状を引き起こします。めまい、吐き気や脱力感、さらに失神などの意識障害
を引き起こし、時に命の問題になることもあります。熱中症の予防には①充分な水分補給②吸湿性・通
気性の良い明るい色の服装③体調管理が大切です。水分補給はスポーツドリンクのような塩分を含むも
のをこまめに摂ります。ふつうの水は筋肉の痙攣を起こすことがあり、あまりよくありません。疲労や
風邪など体調の良くない時は無理をせず十分な休養を取ってください。万一熱中症になった時は涼しい
風通しの良い場所に移し、身体を冷やしながら水分補給をすること。もし意識障害（名前が言えない、日時、
場所が分からないなど）の症状がある時は迷わず救急車を要請して病院で治療を受けることが必要です。
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　泌尿器科とは、腎臓、尿管、膀胱、尿道といった尿路系と、前立腺、精巣、陰茎といった男
性生殖器に発症する疾患を診療する科です。当院の泌尿器科は、特に悪性腫瘍、排尿障害、尿
路結石など成人の泌尿器疾患の治療を中心に診療に当たっています。
　尿路結石の場合、救急で来院されることが多く、これに対して、当院の検査システムを活か
し早急に検査を行い、診断するようにしております。また、排尿障害に対しても薬物療法や手
術療法など、患者様一人一人に合った治療方法を選択するようにしております。尿路結石や前
立腺肥大症に対するレーザーを用いた内視鏡手術は、当科の得意とするところで、可能な限り
体に負担の少ない低侵襲な治療を行えるように努力しております。

泌尿器科  ＃1 泌尿器科ってどんな科？

腎臓

腎盂

膀胱

尿道

結石

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。



休診・代診情報 7月 19 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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医療法人財団明理会

イムス
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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8

　右は 7月 10 日の新病院建設現場の写真です。
　側面に病院名がつきました！内装のほうも先
行ルームが作られ、着々と出来上がっています。
　写真内○で囲んであるのは、当グループ名の
「IMS」の文字をかたどったマークです。実は
モチーフとなっているものがあるのですが、わ
かりますか？ 　　①舟　②山　③波
　毎日暑いですが、熱中症にはご注意を！

私たちの手には細菌やウイルスが付いていることがあります。手を洗わずに食材や食器などを触る
と、手を介して細菌やウイルスが付着してしまいます。
食べ物をあつかうキッチンはお掃除に気をつかっている方も多いはず。ですが、細菌やウイルスが
まったくがいないとは限りません。
食器用スポンジやふきん、シンク、まな板などは細菌やウイルスが付いたり、繁殖しやすいのです。
ココを気をつけよう！
使い終わった食器用スポンジなどは除菌をする、乾燥させることが大事です。

答え：①

知っておこう！
健康のための第一歩 キッチンにウイルスが！？

7 月 12 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

7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

内科 外浦 渡部 中嶋 荻原 中村 中村 藤田 外浦 岩村 中嶋 荻原
担当
医師

担当
医師

藤田 外浦 岡本 中嶋

外科 菅原 今井 東 北里 櫻井 櫻井 石丸
櫻井
菅原

今井 東 北里 加茂 加茂 石丸
櫻井
菅原

今井 東

脳神経外科
(20時まで)

渡邉 渡邉 渡邉 渡邉 梅沢 渡邉 渡邉

整形外科
(21時まで)

小西 小西

小児科
(18時半まで)

佐藤 佐藤

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 7月22日 火 午後 呼吸器内科 長島医師
休診 7月24日 木 午前 婦人科 山澤医師
代診 7月25日 金 午前 形成外科 梅澤→野守
休診 7月25日 金 午前 脳神経内科 寺田医師
休診 7月28日 月 午後 耳鼻咽喉科 松岡医師
代診 7月29日 火 午前 泌尿器科 岡田→森川
休診 7月29日 火 全日 皮膚科 髙橋医師

受付10:30まで 8月1日 金 午前 外科 加茂医師
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

8/13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
休診 8月9日 土 午前 耳鼻咽喉科 小島医師
代診 8月9日 土 午前 小児科 鈴木→高橋里奈
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・代診日


