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超音波内視鏡を導入しました

小規模多機能ソフィアことぶきから看護小規模多機能が開設します
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　超音波内視鏡とは、超音波（エコー）機能を備えた内
視鏡のことです。通常の内視鏡検査（胃カメラ）では食
道や胃、十二指腸の表面を見ますが、超音波内視鏡は
その奥の構造を超音波機能で見つけることができます。
奥の構造とは消化管壁や周囲の組織や臓器のことで、
特に胆道や膵臓などの他臓器を観察します。通常の体
表超音波検査では皮下脂肪や胃や腸管内の空気、骨な
どの構造により、観察に制限がありますが、超音波内視
鏡検査ではそういった制限がなく、より臓器の近くから
見ることができます。特に膵臓癌は現在でも通常の体
表超音波検査だけでなくCTやMRIでも観察が不十分
で早期発見が困難であるため、当院では超音波内視鏡
による病変の早期発見に努めています。
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ＥＵＳ：Endoscopic ultrasound

小松ソフィア病院に新しく導入された超音波内視鏡。
通常の内視鏡と何が違うのでしょうか？

胃

膵臓十二指腸

膵管
超音波内視鏡

超音波によって
膵臓のがんを
見つける

当院の加登理事長は腫瘍マーカーの数値に異常

があり、CTやエコーなどで検査をしましたが発見さ

れず、北村先生を介して受けた超音波内視鏡で膵

臓がんを早期に発見することができました。
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当院での検査の流れ

　当院では来院されたら、まず点滴を開始します。検査時間に

なりましたら、検査室に移動します。通常の内視鏡検査と同様

に、のどを十分に麻酔して口から内視鏡を入れておこないます。

検査時間は約15～20分程度かかりますので、苦痛緩和のた

めに静脈から鎮静剤を投与して行います。終了後は1時間程度

リカバリー室で休んでいただき、鎮静剤の効果が切れてから帰

宅していただきます。

　一般的な上部消化管内視鏡検査と基本的には同じです。稀に出血・穿孔・ショックなどの偶発症を起こすこ

とがあります。全国集計では偶発症の頻度は0.024％でした（第6回全国調査2008-2012年）。

注意点

合併症について

・当日は朝食・昼食ともに絶食で来院していただきます。水やお茶などの飲水は可能ですが、来院後は飲水も
  やめてください。

・超音波内視鏡検査のスコープは、超音波の機能などが備わっているため通常の上部内視鏡検査のスコープより
  数ミリ程太く作られています。そのため、通常の上部内視鏡検査より苦痛が伴うことがあります。

・鎮静剤を必ず使用しますので、検査当日は車や自転車の運転はできません。
  その他の交通手段、あるいは送迎の依頼をお願いします。

・緑内障、前立腺肥大症、心疾患のある方は検査薬の変更がありますので、
  必ず事前に申告してください。

・検査結果の説明は後日になることがありますので、ご了承ください。

当院では、超音波内視鏡検査での第
一人者、金沢大学附属病院の北村
医師が検査させて頂きます。また、必
要に応じて、金沢大学附属病院とす
べて連携しておりますので、ご安心し
て受診ください。

北村 和哉
金沢大学附属病院 消化器内科 助教
診 療 科：消化器内科
専門分野：消化器内視鏡
　　　　　炎症性腸疾患



臨床工学技士 の

病院のお仕事
No.5

Clinical Engineer , Medical Engineer
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 地味なように感じるかもしれませんが、近年医
療技術の進歩にともない、医療機器の性能は
日々高度に、そして複雑になっています。また医
療法の改正に伴って、機器管理業務以外でも、
透析療法における穿刺業務、透析患者のシャン
トエコー、医療安全管理業務、内視鏡の介助、
医療機器（血液浄化装置、輸液ポンプ）に関連
する静脈ルートの確保などの業務も行えるよう
になってきており、医療の観点からも業務の幅
は広がってきており、工学の知識と医療の知識
の観点から患者と関わり、スムーズな治療や検
査がおこなえるよう、チーム医療の一員として
医療現場を支えています。

　臨床工学技士とは、血液浄化装置や人工呼吸器などの生命維持管理装置を操作したり、院内にある医療
機器が安全に正しく使用できるように保守点検を行ったりする職種です。

　英語では「CE（clinical-engineer」や「ME         
（medical-engineer」とも呼ばれます。日本で臨床
工学技士が国家資格として制度化されたのは
1987年と比較的若い資格ですが、医療をテーマに
したドラマやマンガにも登場し、新型コロナウイルス
に人工呼吸器を使用することから、人工呼吸器は臨
床工学技士会が管理しているとニュースに取り上げ
られるなど、一般への認知度も高まりつつあります。
 当院でも透析室の増床、内視鏡にも超音波内視鏡
を購入しました。在宅にしても在宅での酸素の使用、
CPAP呼吸療法など医療機器であふれています。そ
ういった場面で臨床工学技士の役割はより一層重
要な存在になっていくと思っています。

安全管理・点検

正しく操作

お仕事
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看護小規模多機能（通称看多機）とは、ご自宅等への「訪問看護・訪問介護」を中心に、
「通い」や「宿泊」をご利用者の状況や希望に合わせ、柔軟に提供する地域密着型のサービスです。

2021年4月
スタート

が開設します

・顔なじみのスタッフが訪問看護・訪問介護・通い・宿泊を一体的に受けられるため、安心感がある。
・365日24時間緊急対応なので、安心できる。
・サービスをバラバラに利用するよりも、体調面・生活面・精神面をトータルで管理でき、症状悪化の防止になる。
・利用料金が月定額なので、介護費用が膨らみすぎない。（実費分は別となります）

小松市にお住まいの方（他の市町村の場合は調整が必要になります）
要介護１～５の方（要支援１・２の方は対象外です）

かんたき

小規模多機能ステーションソフィアことぶきから

小規模多機能ステーションソフィアことぶき

看護小規模多機能ステーションソフィアことぶき
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当院における新型コロナウィルス感染症対策の
院内取り組みについて

小松ソフィア病院では、院内感染対策を徹底し、地域の皆さまに安心して受診していただける環境づくりを
目指しています。また、感染委員会が常に院内を巡回し消毒設置及び在庫チェックなども行っております。

飛沫防止の仕切りを設置

定期的に消毒・除菌

屋外テント設置

換気

病院の造りとして、常時空気が外に流れる建築になっており、換気を常に行っております。

エントランスでの問診、受付での検温により新型コロナウィルス感染の可能性が少しでも
疑われる場合は、他の患者さんと接することが無いように、自家用車や専用の待合などで
の待機をお願いしています。そのうえで医師が適切に対応しています。

空気清浄機を設置したり、不特定の方が触れる可能性のあるドアノブ、椅子や手すりなど
の消毒を1日数回行っています。

自覚症状のない患者さん同士もできるだけ密にならないようにしたり、職員との間にも透
明の防護板を設置するなどの対策をしています。

エントランスでの検温と問診

患者さんに安心して受診していただくために、発熱や咳など
の症状がある患者さんは、一般の外来受診ではなく、発熱外
来として屋外のテントにて受診していただきます。

なお、ご来院される方には以下の感染防止対策のご協力をお願いしております。

手指消毒 検温及び問診 マスクの着用 密を避ける

皆様に安心してご利用いただけるよう、
ご協力をお願いいたします。
皆様に安心してご利用いただけるよう、
ご協力をお願いいたします。

入院患者さんは各種検査にてコロナ感染の可能性を否定した上で
入院していただきます。
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お待ちしてます！

フォロー
＆

いいね

sophia_komatsu AikoukaiSophiaHosp 

INFORMATION
亀田院長と語ろう元ちゃんハウス ソフィア

SNSはじめました！

テーマに沿って体や健康のことなどを
皆さんで語り合いましょう。
病気に関する疑問などもお気軽にご相談ください。

気楽に訪れやすいガンサロンです。
お悩みや不安なこと等、リラックスした雰囲気の中で
自由にお話ください。

ソフィア内科クリニックとソフィアひふ科クリニックの
ウェブサイトがリニューアルしました。
内科とひふ科のサイトが別々になりましたので
それぞれの情報がわかりやすくなりました。

スマートフォンやタブレットなどでどこでも最新情報を
確認できます。

日　時：3月23日（火）　13:00～14:00

場　所：ソフィアテラス　（イオンモール新小松２階）

参加費無料・予約不要

日　時：3月22日（月）　13:00～15:00

場　所：ソフィアテラス　（イオンモール新小松２階）

参加費無料・予約不要

※コロナウイルスの県内感染状況により、開催を見合わせる場合がございます。ご了承ください。
※コロナウイルス感染防止対策のためマスクをご着用の上、ご来店ください。
お問い合わせ ： ソフィアテラス　TEL：(0761)46-4382　営業時間：10:00～18:30　定休日：日曜日

ソフィア内科クリニック ソフィアひふ科クリニック

ウェブサイト リニューアル
ソフィア内科・ひふ科クリニック

寄贈事業所一覧
コロナ禍の中、地域医療の為に頑張っている当院へ
ご寄贈いただきました。

・【株式会社 豊蔵組 様】 
・【株式会社 伊藤園 様】 
・【ベーカーズ ロリアン 様】

株式会社  豊蔵組
中田様、洲崎様

株式会社  伊藤園
小松支店長  佐藤様

職員一同、心よりお礼申し上げますと共に、今後も新型
コロナウイルス感染対策を徹底し、地域の皆さまに安心して
受診していただけるように全力で取り組んでまいります。



〒923-0861 
石川県小松市沖町478番地
ＴＥＬ:（0761）22-0751

〒921-8035 
石川県金沢市泉が丘2丁目14番1号 
ＴＥＬ :（076）255-7124

〒921-8035 
石川県金沢市泉が丘2丁目14番1号 
ＴＥＬ：（076）255-7712

〒923-0861 
石川県小松市沖町478番地
ＴＥＬ:（0761）22-2737

ソフィア
居宅介護支援事業所

ソフィアテラス
街の保健室

〒923-8565
石川県小松市清六町315番地 
イオンモール新小松2階
ＴＥＬ：（0761）46-5382　 

ソフィアフィットネス
フィットネス型デイサービス

〒923-0801
石川県小松市園町ニ71番地1
ＴＥＬ：（0761）46-6166

はなはな
訪問看護ステーション

〒923-0921
石川県小松市土居原町297番地1
ＴＥＬ:（0761）48-8666

ソフィアことぶき
小規模多機能ステーション

〒923-0921
石川県小松市土居原町297番地1
ＴＥＬ:（0761）25-3501

愛 康 会
医療法人社団

背中のストレッチ

肩甲骨の運動

首のストレッチ

手を胸の前で組んで、5秒かけて腕を前に
伸ばしてきて下さい。

左右の肩甲骨をくっつけるように
動かして下さい。

手を耳の辺りにあて、首を横に倒してきて下さい。
身体は傾けないで下さい。

2021年3月  発行：医療法人社団  愛康会  〒923-0861 小松市沖町478番地  TEL : （0761）22-0751  HP : http://sophia-hosp.jp

回数

注意点

注意点

5秒を10セット

回数 5秒を10セット

回数 5秒を3セット

横 横

背中を伸ばすよう
意識して下さい。

姿勢を正してから
実施して下さい。

注意点 痛みのない範囲で
実施して下さい。

ストレッチお家で  　　　にできる手軽

4/1より
看多機に
発展します


