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行  徳  の
9 月下旬号 「金木犀」
9月の下旬から 10 月の中旬までかわいい花といい
香りで楽しませてくれる金木犀。その香りはリラッ
クス効果があると言われています。みなさんは嗅覚
や味覚から過去の記憶がよみがえってくる事ってあ
りませんか？その現象はプルースト効果と言われて
います。金木犀の香りでみなさんはどんな秋を思い
出しますか？

    当院では「患者さまの声」としてたくさんのご意見、ご要望を頂
いています。時には厳しいお叱りを頂いたり、また励ましやお褒め
の言葉を頂いたりと、とても有難く、感謝申し上げます。頂いた声
は接遇向上委員会中心となって議論し、ご連絡先が分かる方には直

接お返事申し上げると共に改善しなければならない事をよりスピーディーにそして目に見える形で実践する
システムを構築しました。こうして地域の皆さまに助言を頂きながら当院の理念である “患者さまを第一に
考え、すべての人々に信頼され満足される病院” を目指していきたいと思っております。今後共どうぞ忌憚
ないご意見をお聞かせいただければ幸いに存じます。
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院長だより
No.6

　その昔は、がんの治療といえば “手術” でした。病気が進行していて手術がうけられなければ治療は
ないと考えられていました。もちろん現在でも、手術は重要な治療法であることにかわりはありません。
しかし多くの新しい抗がん剤の出現によって、がん治療は著しく進歩を遂げています。
　適切な抗がん剤治療により病状の安定や延命はもちろんのこと、少数ではありますが完治する患者さ
んも経験されるようになってきているのです。
　当院では、抗がん剤治療を受ける患者さんに、これから開始する治療内容について十分に説明を行い、
がん治療への理解を深め、安心し、納得のうえで治療していただくようにこころがけています。
化学療法委員会のメンバーは病院内の各部署に配置されており、病院全体で抗がん剤治療を受ける患者
さんをサポートしていきます。担当医師に抗がん剤治療に対する助言をしたり、患者さんが心配してい
るであろう「抗がん剤の副作用」や、「対策」を病院全体でフォローし提案していきます。
　治療中に現れた副作用を、一人でがまんしていませんか？副作用は予防できたり、早めにケアするこ
とで、最小限度にすることができます。病院スタッフと相談しながら、いつもと変わらない毎日をめざし
てみましょう。

乳腺外科  ＃3 医師から「抗がん剤治療しましょう」って言われたら不安ですよね？
～化学療法委員会が協力にサポートします～

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 9月 16 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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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6

　右は新病院の立体駐車場の写真です。
　病院のすぐ隣にありますので、便利にな
りますね！
　どれくらい車がとめられるかというと、
①約 50 台　　②約 100 台　　③約 150 台
　新病院になったらシャトルバスも出ます
ので、そちらもご利用ください。

　これからの季節、運動会や紅葉狩りなどでお弁当を持っていくことも多いですよね。
　秋は冬に向けて涼しくなっていくイメージですが、実は食中毒の発生が一番多いのが
10 月。これからが一番気をつけなくてはいけません。
　手をよく洗うのはもちろん、調理器具やお弁当箱もきれいに洗いましょう。またお弁
当箱などのふたのパッキン部分は汚れが残りやすいところなので、分解してきれいに洗
うことが大事です。洗った後はふせて自然乾燥するか、清潔なふきんでしっかり拭きま
しょう。
ココがポイント
　お弁当箱を熱湯消毒、またはお酢で拭くのも効果的です！！

答え：③ 

知っておこう！
健康のための第一歩 お弁当箱、大丈夫？

9 月 16 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

代診 9月22日 月 午前 脳神経外科 梅沢→渡邉
代診 9月26日 金 午前 外科 加茂→中野
休診 9月27日 土 午前 外科 今井医師
休診 9月27日 土 午前 耳鼻咽喉科 藤巻医師
代診 9月27日 土 午前 小児科 鈴木→高橋
休診 9月30日 火 全日 皮膚科 髙橋医師
休診 9月25日 木 午後 呼吸器内科 松野医師
代診 10月3日 金 午前 外科 加茂→中野
休診 10月8日 水 全日 整形外科 堀江医師
休診 10月9日 木 午前 脳神経外科 伊藤医師
休診 10月10日 金 全日 整形外科 堀江医師
代診 10月11日 土 午前 小児科 鈴木→高橋
代診 10月11日 土 午前 外科 中野→矢野
休診 10月16日 木 午後 消化器内科 中島医師
代診 10月25日 土 午前 小児科 鈴木→高橋
休診 10月29日 水 全日 脳神経内科 塚本医師
休診 10月31日 金 午前 外科 矢野医師
休診 11月4日 火 午前 外科 矢野医師

休診・代診日

9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

内科 外浦 青山 中嶋 荻原 中村 中村 藤田 外浦 滝川 中嶋 荻原 内山 内山 藤田 外浦

外科 櫻井 今井 東 北里 加茂 櫻井 石丸 櫻井 今井 東 北里 櫻井 加茂 櫻井 石丸

脳神経内科

脳神経外科
(20時まで)

渡邉 渡邉 中嶋 渡邉 梅沢 中嶋 梅沢 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


