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ブロッコリー 　　        20g

カリフラワー 　　        25g

かぼちゃ 　　                25g

人参 　　　　　　            20g

ベーコン 　　                20g

バター 　　　　　　   2.5g

水 　　　　　　         100cc

コンソメ(顆粒) 　　       2.5g

豆乳(無調整) 　　       75cc

白味噌 　　　　　　　   9g

生姜(すりおろし)　　         2g

塩コショウ                 お好みで　　

      [今回は塩0.2g(ひとつまみ)使用]

乾燥パセリ                 お好みで

①　ベーコンは1cm幅に、野菜は食べやすい大きさにカットして
      おく。
 
②　野菜はラップをし、電子レンジで600Ｗで3分加熱しておく。

③　鍋にバターとベーコンを入れ弱火で炒める。 

④　③に水を加えて沸騰させ、②の野菜とコンソメを加え、
      アクを取り除く。 

⑤　豆乳で白味噌を溶き④に加える。
      生姜を入れ、お好みで塩コショウをし、味を調える。 

⑥　皿に盛り、お好みで乾燥パセリを振り、完成。 

材料 作り方

最近寒い日が続いてますね。
今晩のメニューにいかがですか？
最近寒い日が続いてますね。
今晩のメニューにいかがですか？

蛋白質
8.6g

1 人前
197kcal

脂質
12.1g

塩分
1.8g

  12 月に入り、インフルエンザの季節
になりました。みなさんはもう予防
注射は受けられましたか？予防注射
を受けていれば 8割以上感染を防ぐ
ことができますし、万一かかっても

軽症ですみますので、まだ受けてい
ない方は是非接種をお勧めします。  
　また普段からうがい、手洗いで清
潔を保ち、マスクで防御と喉の保湿
を保ちます。年末の忙しい時期です
が無理をしないよう体調管理にはお
気をつけください。これはインフル
エンザに限らず、一般の風邪やこれ
から流行季節を迎える感染性胃腸炎

 （ノロウィルス）にも備えになります。
当院は来春 3月に新病院に移転いた
します。これからも一層皆さまに信
頼され満足される病院を目指して職
員一同努力してまいります。
　どうぞ健やかに楽しいクリスマス、
そして幸多き新年をお迎えください。

当院のクリスマスツリーです当院のクリスマスツリーです

インフルエンザのご予約につきま
しては裏面をご覧ください



休診・代診情報 12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。

IMSグループ
医療法人財団明理会

イムス

IMS（イムス）グループ
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3

　新病院までとうとう 100 日をきりました！
新病院に向けて病院職員も着々と準備をして
います。内装などについてもカーテンの色や
棚の配置などが決められています。
　実は当院、テーマカラーがあるんです。
①ピンク　　②緑　　③濃紺
　カーテンはこの色にはなりませんよ。

　食事をとる際、もっとも気にすることはなんですか？多くの方がカロリーを気にするかと思います。
しかし、塩分量も大事なんです。巷では「減塩」を銘打った調味料が並んでいますか、なぜそんなに
減塩に注意しなければいけないのでしょう。
　塩分は血圧と密接な関係があります。塩分を摂りすぎると血液中のナトリウムの濃度が高くなり、
中枢神経に働いてのどが渇き、水分を摂取するようになります。水分を摂ると血管に流れる血液量が
増え、血圧が高くなります。要するに、塩分を摂りすぎると体内の塩分と水分の量を調整しようとし
て血液量が増え、高血圧になるのです。
　高血圧状態が続くと血管はいつも緊張状態におかれ、次第に厚くなり硬くなってしまいます。高血
圧により脳梗塞、心筋梗塞などの原因である動脈硬化となります。また、高血圧状態を続けることは、
心臓に無理な負担をかけることになり、心臓肥大が起こり、心不全になることもあるのです。

答え：③

知っておこう！
健康のための第一歩 減塩ってなぜ大事？

12 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。

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

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

内科 村田 外浦 浅野 中嶋 荻原 順天堂 順天堂 村田 外浦 滝川 中嶋 荻原 順天堂 順天堂 村田

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

脳神経内科

脳神経外科
梅沢

(20時まで)
渡邉 中嶋

梅沢
(20時まで)

渡邉 中嶋
梅沢

(20時まで)

整形外科
(21時まで)

小西 池田

小児科
(18時半まで)

佐藤 佐藤

【受付時間】
毎週 月・火・木・土　  9:00 ～ 11:00
毎週 水・金　　　　　14:00 ～ 16:00

●一般
【受付時間】
毎週 月～金　  　　 13:30 ～ 14:30
火曜のみ夜間　　　17:30 ～ 18:00

●小児

6 ヶ月以上 13 歳未満→原則 2 回接種
14 歳以上中学 3 年生まで→原則 1 回接種
【1 回目　3,600 円、2 回目　2,550 円】

予約はこちら！  047-395-1151 ( 代表 )

インフルエンザ予防接種につきまして

①一般接種者（高校生にあたる年齢以
上の方）⇒4,320 円（税込） 
②「高齢者インフルエンザ予防接種」
対象者⇒1,000 円（税込） 
③生活保護世帯・世帯全員が市民税非
課税の方⇒無料 

※②、③対象者は、市発行の予診票を
お持ちください（後日の精算はできま
せん）。
※当院では東振協専用インフルエンザ
予防接種利用券のご利用が可能です。

予約制です！
早めに接種
しましょう！

曜日 時間帯 診療科 医師

休診 12月10日 水 午前 循環器内科 梶本医師
休診 12月12日 金 全日 眼科 臼井医師
代診 12月16日 火 午前 外科 石丸→加茂
休診 12月17日 水 午前 整形外科 粟国医師
休診 12月20日 土 午前 耳鼻咽喉科 藤巻医師
休診 12月22日 月 午前 脳神経外科 梅沢医師
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 1月6日 火 午後 呼吸器内科 長島医師
代診 1月6日 火 午後 外科 中野→石丸
代診 1月7日 水 午前 外科 中野→加茂

11:00受付終了 1月10日 土 午前 循環器内科 河野医師
代診 1月10日 土 午前 外科 中野→加茂
休診 1月23日 金 午後 消化器内科 担当医

休診・代診日


