
    10 月より新たに中井（脳外科）、岡田・
皆川（泌尿器科）、松本（形成外科）の 4
人の医師が着任しました。中井先生は脳
外科領域での血管内治療の最前線で活躍
しているベテラン医師で、今月より始まっ
た超急性期脳卒中救急治療での注射療法
（tPA）に加え、カテーテル治療でさらに
脳卒中の治療成績を高めます。岡田、皆
川両先生は経験豊かな泌尿器科医師で
レーザーを用いた前立腺治療はじめ、よ
り専門的にそして幅広く泌尿器科領域の
診断、治療に対応します。松本医師は櫻
井医師に代わり日本医大より着任しまし
た。外傷全般の治療の他、顕微鏡手術や
乳癌術後の乳房再建等、高度な形成外科
治療を提供します。どの先生方もとても
親しみやすい人柄で、地域に貢献したい
と情熱を持って赴任してくれました。何
かお困りの時はどうぞ遠慮なくご相談く
ださい。宜しくお願い致します。

ギョートくん

ギョートくん
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休診・代診情報
夜間救急診療情報

みなさん、この子知ってますか？行徳総合病院キャラクター
〝ギョートくん″作者に聞く！！一問一答！！

院長だよりNo.7

　ギョートくんから重要なお知らせ！！
LINE 始めました！！！

注目！

月下旬号
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HOSPITAL

GYOTOKU 
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HOSPITAL

行  徳  のわ

みなさん、この子知ってますか？
行徳総合病院キャラクター

Ｑ1.「ギョートくん」はどんな時に生まれたんですか？

休診・代診情報 10月 20 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
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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5

　行徳総合病院が開設されたのは昭和 55 年 11 月
1日。35 年目に突入する来春、当院は新築移転と
いう転機をむかえます。
　行徳総合病院は開設当初、別の名前でした。　
①行徳病院　②新行徳病院　③行徳ホスピタル

　食中毒の対策として「加熱」というのはかなり有効だと思いますよね。しかしこの例外の 1つが
黄色ブドウ球菌による食中毒です。
　黄色ブドウ球菌は、食品についていることもありますが、人の鼻腔に常在していることがある菌
です。菌自体は熱で死滅しますが、耐熱性の毒素を産生し、その毒素でおう吐や下痢を起こします。
　黄色ブドウ球菌の食中毒は、調理した人の指の傷などについた菌で発生することが多くあります。
指に傷がなくても、鼻腔に菌が常在している人は、指に菌がついている可能性も高くなります。
ここがポイント
　①指の傷の有無に関わらず、調理中は手袋をすること
　②鼻腔からの汚染を防止するためにマスクを使用すること

答え：②

知っておこう！
健康のための第一歩 加熱してもダメ？黄色ブドウ球菌

10 月 20 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。

〝ギョートくん″作者に聞く！！
問 答！！一 一

生まれたときはおぼえていませんが、いくつかの
キャラデザインの中で最後に残った子です。

Ｑ2.「ギョートくん」はどうしてふくろうなんですか？

夜間でも救急車を受け入れるという意味を込めて。

Ｑ3.「ギョートくん」のチャームポイントは？

大きな目

Ｑ4.「ギョートくん」作者からみなさまへ一言お願いします！

今後ともギョートくんをよろしくお願いします。

行徳総合病院キャラクターのギョートくん。これか
らどんどん活躍していくので注目してください！！
そんなギョートくんから大事なお知らせが！
中面をチェック！！！

10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

内科 荻原 中村 中村 村田 外浦 岩村 中嶋 荻原 内山 内山 村田 外浦 滝川 中嶋 荻原

外科 北里 石丸 石丸 松本 石丸 今井 東 北里 松本 松本 石丸 松本 今井 東 北里

脳神経内科

脳神経外科
梅沢

(20時まで)
中井 渡邉 中嶋 中井

梅沢
(20時まで)

中井 渡邉 中嶋

整形外科
(21時まで)

池田

小児科
(18時半まで)

佐藤 佐藤

曜日 時間帯 診療科 医師

休診 10月24日 金 午前 消化器内科 山本医師
代診 10月24日 金 午後 外科 石丸→中野
休診 10月24日 金 午前 外科 矢野医師
代診 10月25日 土 午前 小児科 鈴木→高橋
休診 10月25日 土 午前 整形外科 山中医師
代診 10月27日 月 午前 外科 外浦→石丸
休診 10月27日 月 午後 耳鼻咽喉科 松岡医師
休診 10月27日 月 午前 外科 中野医師
休診 10月27日 月 全日 脳神経内科 前田医師

受付11:30まで 10月28日 火 午前 泌尿器科 岡田医師
休診 10月28日 火 午前 外科 矢野医師
休診 10月29日 水 全日 脳神経内科 塚本医師
代診 10月29日 水 午後 外科 外浦→今井
休診 10月30日 木 午前 泌尿器科 森川医師
休診 10月31日 金 午前 脳神経外科 中井医師
休診 10月31日 金 午前 外科 矢野医師
代診 10月31日 金 午前 外科 加茂→中野
休診 11月4日 火 午前 外科 矢野医師
代診 11月8日 土 午前 小児科 鈴木→中澤
代診 11月14日 金 午前 形成外科 梅澤→野一色

15:30受付終了 11月14日 金 午後 内科 佐々木医師
代診 11月22日 土 午前 小児科 鈴木→高橋

休診・代診日



ギョートくんから大事なお知らせ！！！

LINE@行徳総合病院

始めました

前回のホー
ムページに

つづき、み
なさまに

情報を発信
する

新たな試み
です！

このたび、行徳総合病院ではＬＩＮＥ＠を開始することになりました！

ＬＩＮＥ＠では、外来担当表や、健康教室のご案内、新病院移転に向
けた情報の他、
病院の最新情報を定期的に発信をしていきます！！

また、ＬＩＮＥ＠登録者限定の人間ドック割引企画など、
特別キャンペーン情報も発信予定です。
ぜひお楽しみに！

何より地域の皆様にお役に立てるような情報発信を心がけていきます。
今後とも宜しくお願いします！！

行徳総合病院 広報担当兼マスコットキャラクター

ギョートくん
ぜひ登録
してください！

ホームページでのご案内はこちら！！

ＱＲコードからの
ご登録はこちら！

LINE のここがすごい！！

①リアルタイムな休診代診がわかる
②夜間診療の情報が届く
③公開講座のご案内が届く
④人間ドックの割引クーポンが届く

ギョートくんの可愛いス
タンプも

予定しています！お楽
しみに♪


