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第 27 回日本内視鏡外科学会で講演してきました！

LINE＠登録はお済ですか？
お得情報が届く！！
ギョートくんの LINE＠
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　平成 26 年 10 月 2日～ 4日の 3日間、盛岡で開催された第 27 回日本内視鏡外科学会総会にて発表し
てきました。1年に 1回だけ開催される内視鏡手術（当院では外科・乳腺外科をはじめ盛んに行われて
います）に関する全国規模の大きい学会です。
　今回は学会主催者からの要請を受けて光栄にもパネルディスカッション” 乳腺疾患に対する内視鏡外
科手術” というセッションでの講演でした。当院で施行している乳癌に対する内視鏡手術のノウハウ、
患者さんの満足度などを報告してきました。
　乳癌に対する内視鏡手術は保険適応になっているにも関わらず普及していないのが現状と思われます。
2014 年現在、施行可能な施設は全国でも 20 から 30 施設くらいに限られているようです。今後も市川市
行徳から最先端の乳癌内視鏡治療を発信できるように努めたいと思います。
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　昔から寝る子はよく育つと言います
が、睡眠は生命にとってとても大切な
事です。睡眠の質が良くないと様々な
体の不調が生じます。よい睡眠で秋の
夜長をゆっくり眠り、体調を整えましょ
う。ポイントは 3つあります。ひとつ

は就寝前の体温を上げておくこと。就
寝後は体温が１℃位落ちます。就寝前
と後の体温差が大きいほど質の良い睡
眠が得られると言われています。夕食
後の腹ごなしにウォーキングなどの有
酸素運動（うっすらと汗をかく運動）
する事、またお風呂は熱すぎないくら
いの湯温でゆっくりとリラクゼーショ
ンを兼ねて身体を芯から温めます。夜
のウォーキングはダイエットにも有効

です。ふたつめは部屋をなるべく暗く
すること。光の刺激は脳にとって大き
な負担になります。寝る直前までテレ
ビやパソコン、スマホなどをしている
と眠りに入っても脳のスイッチがオフ
になりきらず、働いたままで睡眠に入
ることになります。最後にリラクゼー
ション。気に入ったアロマや就寝前の
温かい飲み物（カモミールティーなど）
は良い睡眠をもたらしてくれます。



休診・代診情報 11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。
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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！
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新病院まで

あと ヶ月4

　右は 10 月 21 日の新病院の写真です。
　夕方なので病院の名前が光っています。
　開発地域に立つ 12 階建ての新病院。とな
りにはすでにオープンしているスーパーが
あります。そのスーパーはこの写真のどち
ら側にあるでしょう。
①右　②左　③手前

　睡眠時無呼吸症候群って知ってますか？眠っている間に呼吸が止まる病気です。
　寝ている間に生じる無呼吸が、起きているときの活動に様々な影響を及ぼします。
こんな症状ありませんか？
　【寝ている間】いびきをかく・いびきが止まり、大きな呼吸とともに再びいびきをかきは
じめる・呼吸が止まる・呼吸が乱れる、息苦しさを感じる・むせる・何度も目が覚める（お
手洗いに起きる）・寝汗をかく
　【起きたとき】口が渇いている・頭が痛い、ズキズキする・熟睡感がない・すっきり起き
られない・身体が重いと感じる
　【起きているとき】強い眠気がある・だるさ、倦怠感がある・集中力が続かない・いつも
疲労感がある

答え：② 

知っておこう！
健康のための第一歩 睡眠しっかりとれてますか？

11 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。

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

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

内科
順天堂
大学

順天堂
大学

村田 外浦 浅野 中嶋 荻原
順天堂
大学

順天堂
大学

村田 外浦 滝川 中嶋 荻原 中村

外科 橋口 橋口 石丸 松本 今井 東 北里 外浦 外浦 石丸 松本 今井 東 北里 加茂

脳神経内科

脳神経外科 中井 渡邉 中嶋 渡邉
梅沢

(20時まで)
中井 渡邉 中嶋

整形外科
(21時まで)

小西 小西

小児科
(18時半まで)

佐藤 佐藤

曜日 時間帯 診療科 医師

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
休診 11月14日 金 全日 整形外科 堀江
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21日 金 午前 外科 加茂→中野
代診 11月22日 土 午前 小児科 鈴木→高橋
休診 11月27日 木 午後 耳鼻咽喉科 大峡医師
代診 11月29日 土 午前 外科 中野→加茂
休診 12月2日 火 午前 眼科 伊藤医師
休診 12月30日 火 午前 リウマチ膠原病 宮下医師
休診 12月30日 火 午前 形成外科 松本医師

休診・代診日


