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病院長職退任のご挨拶

病院長就任のご挨拶

　2021年5月1日より小松ソフィア病院の病院長に就
任した北原征明（きたはらまさあき）です。
　私は金沢大学医学部を卒業後、2001年4月に金沢
大学第一内科に入局、内科医としてのスタートを切りま
した。2003年からは消化器内科を専門として、これま
で20年間、金沢大学附属病院を中心に診療してまいり
ました。2006年から2008年にかけて小松ソフィア病院
の前身である加登病院にて2年間、加登康洋理事長の
もとで診療を経験したご縁もあり、このたび病院長を
拝命するに至りました。当時、地域の患者さんに喜ばれ
る医療を日々提供し続ける加登先生に感銘し、自分も
将来そのような医師になりたいと感じていたことを今で
も覚えています。
　新型コロナウイルス感染症によって日々の行動が制
限され、ストレスの溜まる生活が続く昨今、医療におい
ても大きな変化が起きてくることが予想されます。私は
大学病院で肝臓がんに苦しむ患者さんの再発予防を
目的とした「がんワクチン」の研究に長年取り組み、予
防医学の有効性を実感しました。また2016年にフィリ
ピンのマニラを拠点とする世界保健機関（WHO）西太
平洋地域事務局へ赴任した際に、肝炎ウイルスに苦し
む国々の医療従事者に向けた教育ツールの開発に携
わり、行政との連携の重要性を学びました。これらの経
験を活かし、医師だけで出来ることには限界があるこ
とから、地域の皆様と協力連携してこのコロナ禍という
変革の時代を乗り越えていきたいと考えています。
　皆様にとって快適で納得のいく医療が提供できる
よう、精一杯努めていく所存です。何卒宜しくお願い
申し上げます。

　2021年4月30日をもちまして病院長職を辞することとなりました。小松市民病院
から着任して8年間。素晴らしい経験をさせていただきました。ひとえに加登理事長
はじめ病院スタッフの方々、さらに、なによりも地域の皆様方の御支援のお蔭です。
深く感謝致します。
　2021年5月1日。当院は大きな転換点を迎えました。新病院長に、金沢大学病院
消化器内科より北原征明先生を迎え、さらに、金沢医科大腫瘍内科より元雄良治先
生のご参加をいただき、体制を一新致します。より一層地域の方々に育ていただき、
私達の理念(すべてを患者さんの為に、すべてを地域の方々の為に、共に支えあい、
歩みます。)の実現を目指します。
　北原新病院長、素晴らしい医師です。私自身、幸い、健康に恵まれ、まだ地域医療
に参加できそうです。今後とも、宜しくお願い申し上げます。

北原  征明

亀田  正二



新 ド ク タ ー 紹ご 介
4月より小松ソフィア病院で新たにご活躍のドクターをご紹介！

元雄  良治

経　歴
小松高校理数科卒業、
東京医科歯科大学医学部卒業
金沢大学第1内科入局
米国に2年間留学
金沢大学がん研究所内科助手
　同講師
　同助教授
金沢医科大学教授
　同名誉教授

腫瘍内科医・漢方内科医

　小松市立国府中学校出身です。専門は腫瘍内科、漢方内科、
消化器内科です。
　1984年から2年間米国テキサス州ダラスでインターフェロ
ンの研究をしましたが、これは加登康洋理事長の推薦で実現
した留学でした。また2002年に文科省短期在外研究員として
フランス・マルセイユに2か月留学し、膵炎・膵がんの研究をし
ました。趣味は筋トレ、語学学習（英語・フランス語）です。大学
時代に剣道3段を取りました。これまで金沢大学第1内科とそ
の関連病院、金沢大学がん研究所附属病院、金沢医科大学病
院と石川県で長く診療してきましたが、小松市で働くのは初め
てです。腫瘍内科・漢方内科という新しい診療科で、これまでの
経験を活かして、患者さんとご家族のために尽くしたいと願っ
ております。

　本年度よりお世話になります。一昨年度には金沢大学で
働く傍ら、非常勤で当院の透析業務に携わらせていただきま
した。当院に常勤として戻ってくることができ、大変喜ばしく
思います。
　富山市出身で金沢大学を卒業しました。富山県立中央病
院、金沢大学附属病院の勤務を経て、昨年度は珠洲市総合
病院に勤務しておりました。多くの高齢者、超高齢者診療を
始めとして、約60名の血液透析、腹膜透析患者様に関わら
せていただきました。シャント血管内治療も年間約70名行
いました。地域の皆様を支える仕事に非常にやりがいを感じ
ており、小松地域においても貢献ができればと考えています。
　専門は腎臓・膠原病になりますが、幅広い診療に努めたい
と思います。何卒よろしくお願いいたいます。

　初めまして。消化器内科の千葉智義と申します。
今年度より常勤医としてお世話になります。
　福井県出身で、卒後北陸各地方で医業に携わらせて
いただいております。
　小松地域での生活は初めてですが、皆様のお役に立
てますように精一杯努力させていただきますのでどうぞ
よろしくお願い致します。

経　歴
金沢大学医学部卒
富山県立中央病院 勤務
金沢大学附属病院 勤務
珠洲市総合病院 勤務 

山本  侃暉
腎臓内科医

千葉  智義

経　歴
福井県済生会病院 研修
金沢大学附属病院 勤務
黒部市民病院 勤務
公立松任石川中央病院 勤務

消化器内科医
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明るい性格とよく言われ
ます。陸上を８年間続けて
いたので体力と根性には
自信があります。至らぬ点
もございますが、ご指導ご
鞭撻の程よろしくお願い
致します。

半田 あさひ

この度、看護小規模多機
能ステーションソフィア
ことぶきに配属になりま
した中野洋平です。地域
の皆様から信頼される看
護師を目指します。どうぞ
よろしくお願いします。

中野 洋平
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私は看護師になり１８年が
経ちます。病棟、外来、訪問
を経験致しましたが新しい
分野を学べることを楽しみ
にしてます。御指導の程よ
ろしくお願い致します。

巻 かおり

趣味はドライブです。
新しい場所の発掘や自分
の足でどこまでも行ける
ので楽しいです。大学ま
で通学していたので長距
離も得意になりました。

深田 理菜

作業療法士

看護師

看護師

看護師

新 入 職 員 紹 介
愛康会に新しく入職したスタッフをご紹介！

ご

阿部 あゆみ
大学病院等で血液内科
の病棟で勤務していま
した。
これまでの経験を生か
していきたいと思ってい
ますので、宜しくお願い
します。

看護師

管理栄養士

管理栄養士として働かせて
いただくことになりました
大辻知可です。福井県出身
です。1日でも早く仕事を覚
えられるよう頑張りますの
で、どうぞよろしくお願いし
ます。

大辻 知可



はじめまして。以前は福井
県で働いていましたが、地
元である小松に帰ってきま
した。色々なことを学び、患
者さんに還元できるように
頑張ります。これからよろ
しくお願いいたします。

西野 みな子

健診受付事務

健診受付事務

薬剤師

利用者さんに気持ちよく
健診を受けていただけ
る対応ができるように励
んでいきたいと思ってお
ります。
よろしくお願いいたします。

白木 美里

病院薬剤師としては不慣
れな点が多々あります。早
く業務に慣れて、貢献でき
るよう励みます。
よろしくお願いします。

放射線技師

ソフィアフィットネスに入
職した山岸です。9歳と3歳
の女の子の子育て中、ヨガ
で日々自分を癒してます。
これからご指導よろしくお
願いします。

山岸 陽子

北 一晃

初めまして、看護小規模多
機能ステーションソフィア
ことぶきに入職することに
なりました。
在宅ケアは、初めての体験
ですが一生懸命に頑張り
ますのでよろしくおねがい
します。

臼井 雅也

今月より入社致しました金
平詩央見と申します。
体を動かす事、特に四季を
感じながら小松の街中を
走ることが大好きです。
1日も早く業務を覚えられ
るよう、一生懸命頑張りま
すので、宜しくお願い致し
ます。

金平 詩央見

公下 真綸
社会福祉士として勤務し
ます。いいこと、悩みも気
軽にお話しできる存在に
なれるよう笑顔で頑張り
ます。よろしくお願いいた
します。

社会福祉士 介護福祉士

介護士

事 務
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よろしくお願いします！



理学療法士 の

病院のお仕事
No.6

　当院のリハビリテーション科では、医師の指示のもと、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といった多職
種協働によるリハビリテーション医療を提供しています。理学療法士は、座る、立つ、歩くなどの動作がスムー
ズにできるよう練習します。作業療法士は、日常生活を行う上で生活動作、家事、洗濯、掃除など実施出来る
よう練習やサポートを行います。言語聴覚士は、会話や発声、嚥下(えんげ/食べ物を飲み込めない)障害など
のある患者の練習やサポートを行います。

お仕事
Physical Therapist

　理学療法とは、けがや病気、老化現象など、さ
まざまな原因で身体に障害を持った方を対象
に、一人一人の身体の状態をみて、残された能
力を最大限に引き出すことで起き上がることや
立つ、歩くといった基本動作を獲得し、実用的
な日常生活を促していくことをいいます。リハビ
リテーションの最終目的はQOL（生活の質）の
向上です。障害が原因で、一人でトイレに行け
なくなるなど、日常生活での不便が生じた際、

誰しも人の手を借りず、行いたいと思うことは自然なことです。理学療法では病気や障害があっても、住み慣
れた街で自分らしく暮らしたいという想いを支える手助けを行います。
　当院では基本理念のもと、入院から外来、訪問と、切れ間のない理学療法を提供しています。入院中は主
治医の指示のもと早期から行い、在宅復帰を目指します。さらに在宅への退院に向けて、家屋調査が必要な
場合は自宅に伺い家屋調整を行ったり、家族や本人に退院時指導も合わせて行っています。

　訪問リハビリでは転倒の不安やおそれがある方、高次
脳機能障害や認知症などにより在宅生活に不安がある
方、社会参加に取り組みたい方などにご自宅で歩行・入
浴・トイレなどの動作練習、手すりや段差解消の助言、ご
家族の方に介護方法の指導を行います。
その他にも地域密着型デイサービスのソフィアフィット
ネスでの運動指導や、新小松イオンのソフィアテラスでの
体操教室やイオンウォーキングなど立地を活かしながら
地域で健康に過ごせるよう、保険診療以外の活動も積極的に取り組んでいます。
　当院では多岐に渡ってリハビリテーションの提供を行っていますので、何かお困りごとなどありましたら、
いつでもご相談して頂ければ幸いです。
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アロマテラピー
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アロマテラピーは、補完代替医療の一つです。
私自身も病を経験し、西洋医学の限界も感じつつ、この世界の学びを得るチャンスに恵まれ欧州の補完代替医療に
触れることができました。世界の補完代替医療の中で、アロマテラピーについてみなさまにお伝えしたいと思います。

アロマテラピー・リフレクソロジー・フィトテラピー・ホメオパシー・アーユルベーダ・漢方・鍼灸・フットケア等、西洋医学を補完し、患
者さんの症状を改善し、治癒することを期待できる療法の事です。私も臨床での経験を活かしつつ、国内外の学生の教育や一般の方
への啓発活動も行っております。今後は、ヨーロッパの事情や、臨床症例を基に少しでもみなさんにわかりやすく、補完代替医療に
ついてお伝えします。生活に活用できるワンポイントアドバイスもお楽しみに！

文責：服部 香里（Hattori  Kaori）
補完代替医療って何？

施術を行うと、１０分もしない間にスーと眠りにつかれ、本当に、穏やかな顔付きになられます。
その姿をご覧になっている奥様の安堵さが、今でも思い浮かびます。奥様も本当に、暖かく彼を見守っていらっしゃいました。
ご夫婦が共にがんという病魔に向き合って毎日を精一杯生きていらっしゃる、そんなお二人の生活の質の向上と、
ご主人の疼痛緩和にお役に立てた事、本当に嬉しい限りです。

胃がん→リンパ及び肝臓、肺に転移
手術、抗癌剤治療後退院、本人もご家族も在宅を希望されご自宅での療養生活をされていました。
精油を使って、下肢、足下部にソフトなトリートメントをさせて頂いておりました。

リフレクソロジー理論から申しますと、たとえ、寝たきりの方でも特に手の平、足の裏は身体の各臓器や組織に繋がっております。
優しく、暖かいアロマテラピートリートメントは、弱ってしまった臓器や身体を活性化させる事ができます。

今回は、がん患者さんへのサポーティブケアの症例について記します。

・サンダルウッド
・ラヴェンダー
・フランキンセンス
の精油を使わせて頂きました。

この時は

精油（エッセンシャルオイル）を購入される際は、天然成分100％で安心できるメーカーの物を選択ください。ご質問、精油のご購入相談は、ソフィアテラスに
お問い合わせください。（TEL ：0761-46-5382　　Mail：terrace@sophia-hosp.jp）

　不調を感じるけれども、病にまでは至っていないという事を
未病と言います。未病の段階から、発病へ進まないように活用
したいり、発病後、現代医療の治療を受ける際に、副反応を抑
えるための助けとして活用したり、終末期の緩和ケアや、看とり
ケアのサポートとして、アロマテラピーは重要な役割を果たす
と私は信じています。
　ドイツには、「１日１個のりんごが医者を遠ざける」というこ
とわざがある事をご存でしょうか？植物を非常に大切にし、か
つ、生活にマッチさせた生き方が身についているヨーロッパの
生活様式がアロマテラピーその物で、植物のパワーを活かした
療法（芳香療法）です。正に、価値の高い、ホリスティック（全人
的）な療法として実施されております。特に、がん患者さんにお
きましても、サイコセラピー（心理療法）と合体した形で精油
（エッセンシャルオイル）を活用しております。

　がんを宣告され、治療を進めながら、一人の人間として
その方の幸せを願い、充実した人生を送る、クオリティ・オブ・ラ
イフを大切にした治療の実践と言えるのではないでしょうか？
　その反面、アロマテラピーの手技手法は、長い間、伝承方法
やセラピストの経験に基づくものでありお薬と違うのは、合成
で作られるものではなく、天然成分１００％の植物から抽出し
た物を活用しているからです。昔から日本でも、アロエを医者い
らず・・・菖蒲湯に入ると１年元気でいられる！など、植物の恩恵
を受けているのですが、薬と違って治療として確立する為には、
精油の分析と精油成分のさらなる研究、精油の体内動態、人体
への作用メカニズムの解明、心身医学への応用といった西洋医
学とホリスティック医学の両眼的なアプローチと、主要成分だ
けでなく、天然の精油に含有される微量成分にも注目し、効果・
適用まで検証・解明する研究がなされております。



小松ソ
フィア

病院

管理栄
養士監

修
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　塩分は、人間の体には一定の割合で含まれています。体内の水
分量をいつも適切な状態に調節し、体に必要なもの・不必要なも
のを運びながら、神経や筋肉が正常に動くように働いています。
　国の推奨塩分量は【男性7.5ｇ未満】【女性6.5ｇ未満】です。
しかし、国民健康・栄養調査によると【男性10.8ｇ】【女性9.2ｇ】
の摂取状況です。
　塩分の摂り過ぎは、血液中の塩分濃度を下げる為に、水分が移
動し血液の流れる量が増えます。これにより、血管の壁に高い圧
力がかかります。これが高血圧で、この状態が続くと動脈硬化や
心筋梗塞の病気につながります。

教室

塩分の多い食材を減らす 「かける」よりは、「付けて」食べる
POIN  1 POIN  2

●漬け物・練り物（かまぼこ・さつま揚げ等）や
　加工品（ハム・ベーコン等）の使用を減らす。

●塩味（醤油・味噌・塩）ばかりの味付けでなく、
　酢・マヨネーズ・トマトケチャップ・香辛料
   （コショー・辛子・わさび等）で味付けする。●麺類のスープを残す。（スープを半分ほど残せば、

　約2ｇ減塩へ）

味を変えるマヨネーズは
塩分量が少なく、

弁当にすると腹持ちが
よいです。

ダイエットの方は
ハーフマヨネーズへ

マヨネーズ
塩麹・2杯酢

体の塩分を尿に出す食品

生の果物

加工品・冷凍食品の
塩分を確認

白身魚のタルタルフライ
（塩分0.3ｇ）

1品だけは味付けを
しっかりつける

鶏肉と白菜煮

食材をそのまま

トマト・胡瓜
わさび菜

白　米

管理栄養士さん手作り

見てください！このボリューム！これホントに減塩？というぐらい、味もしっかりしていて
食べ応えのある美味しいお弁当でした！

広報担当が試食しました！

お弁当の
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なぜ紫外線は、皮膚に良くないのでしょうか？

A.紫外線は、光老化（シミやシワ）の原因になります。
○光老化とは、紫外線を浴び続けることによって引き起こされる薄茶色の
   シミやシワ、皮膚のたるみ、さらには老人性の「いぼ」をいいます。
○光老化は、紫外線をたっぷり浴び続けて５年や１０年後に起こります。
○一部の皮膚がんは紫外線が誘発します。

光老化の例：日光黒子（しみ）

Q1

◉紫外線をたっぷり浴び続けることは、皮膚に有害です。

日焼け止めを選び方のコツは？

A.日常用いる日焼け止めは、ＳＰＦが２０～３０、ＰＡは＋＋～＋＋＋で十分です。
○日焼け止めは、紫外線Ｂ波（赤く焼ける紫外線）を防ぐ目安を表すＳＰＦと紫外線Ａ波（黒く焼ける紫外線）を防ぐ目安の
   ＰＡが表示されています。
○ＳＰＦは数字で表示され、最大で50＋です。ＰＡは＋～＋＋＋＋の４段階です。
○日常用いる日焼け止めは、ＳＰＦ２０～３０，ＰＡは＋＋～＋＋＋で十分です。屋外スポーツを楽しむ時は、より強いものが
   良いでしょう。（日本化粧品工業連合会による）
○日焼け止めには、紫外線を吸い込んで皮膚を守る紫外線吸収剤と紫外線をはね返して守る紫外線散乱剤が含まれています。
○化粧品にかぶれやすい方、敏感肌の方には紫外線吸収剤が含まれていない日焼け止め（「紫外線吸収剤無配合」や「紫外
   線吸収剤フリー」）がお勧めです。
○ニキビ肌の方には、パッケージに「ノンコメドジェニック」と表記されたものがお勧めです。

Q4

◉日焼け止めは、使う目的と肌の状態に合わせて選びましょう。
◉どれを選んだら良いか、困ったときはご相談ください。

紫外線対策は、いつすれば良いのでしょうか？

A.紫外線が強い季節、時間帯に紫外線対策をしましょう。
○季節は、夏至をはさむ前後３ヶ月間、つまり３月から９月までです。
○時間帯は午前９時から午後３時ころまでです。
○晴れた日に限らず、薄曇りや曇りでも多くの紫外線が届いています。

金沢の紫外線量：川原測定
３月から９月に多い

Q2

◉紫外線が強い時を意識して、対策を行いましょう。

紫外線対策は、どの方法が有効でしょうか？

A.最も効果的なのは日焼け止め（サンスクリーン）を塗ることです。
○帽子や衣服で皮膚を覆うのも有効です。
○日傘は、横方向から浴びる紫外線を遮断できないので、遮光効果はあまりありません。

Q3

日焼け止めの使い方のコツは？

A.やや厚めに塗ること、汗をかいた時は塗り足すようにしましょう。
○日焼け止めを化粧品感覚で塗ると、効果が３分の２くらいに落ちてしまいます。
○少し厚めに塗るように意識しましょう。
○日焼け止めは汗で落ちやすいため、汗をかく時期は、朝と昼頃の１日２回、日焼け止めを塗ることが望ましい
   でしょう。
○汗で落ちにくい「ウォータープルーフ」と書かれた日焼け止めもあります。

Q5

◉紫外線を浴びるときに皮膚にしっかりと日焼け止めがのっているようにしましょう。

対策ソフィアひふ科クリニック
川原病院長に聞く

歳を重ねてからも顔にシミやシワなどがほとんどない「美しくみずみずしい肌」を保つために、光老化予防、
すなわち紫外線対策を続けましょう！



- 10 -

ハムストリングスのストレッチ

内転筋のストレッチ

回数

注意点

注意点

回数

ストレッチお家で  　　　にできる手軽

大殿筋・背筋の運動

注意点

回数

膝をできるだけ伸ばし、足首を自分の方に
反らして下さい。
その後、股関節を中心に体を前に倒して下さい。

股関節を出来るだけ広げて下さい。
その後、伸ばした足の方に体を倒して下さい。

おしりを上げて10秒キープして下さい。

20秒を3セット

20秒を3セット

10秒を10セット

太ももの後ろの筋肉を伸ばすように
意識してください。

股関節を出来るだけ広げて下さい。

体と脚が一直線になる程度
おしりを上げて下さい。

読者
日頃、ソフィア通信をご覧いただいている皆様に

素敵なプレゼント企画！

応募方法

ソフィアひふ科クリニック
川原病院長オススメ オリブ石鹸

抽選で

10名
の方に

下記のQRコードを読み込んで、必要事項と
アンケートを記入してから送信してください。

当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

応募締切

6/10 (木)
令和３年

ソフィア通信 プレゼントコーナー

乾燥肌、敏感肌の方にお勧めです。
防腐剤や香料などが含まれていません。



毎回テーマを元にドクターや専門家がお話しします。

小松ソフィア病院 小松ソフィア病院 副院長・看護部長　
地域連携部統括

統括看護師長
施設長

看護多機能ステーション ことぶき元雄 良治 北村 和子

荒井 優子
下村 貴史

5 月 日（水）18:00〜12・19 6 月 日（水）18:00〜2・9
「がんと漢方薬について」 「看護小規模多機能について」

腫瘍内科部長

ソフィアの風
健康で心豊かな毎日を送っていただくための

情報を皆様にお届けします。

FM石川で放送開始
80.5MHz
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基礎講座がんサポーティブケア
医療者が伝授する、がん患者さんをサポートする為の講座が始まります。

2021年秋
第１期生スタートオンライン

講習

【受講内容】

【募集開始】

【受講対象者】
・がん疾患について
・がんの薬物療法について
・がん患者さんの心のケアについて等

・ご家族にがん患者さんがいらっしゃる方
・身近にはいないけど、将来の為にとお考えの方
・介護系職業の方・美容師・理容師・鍼灸
　マッサージ師・エステティシャン 他
・お客様でがん患者さんがいらっしゃ方
　（お客様の気持ちに寄り添う為に）

日本人の二人に一人は生涯で何らかのがんを経験し「三人に一人はがんで亡くなる」という現実があります。しかし、
現代医学の進歩により、がん死亡率は徐々に低下傾向を示しており、がんになってもそれを克服し人生を送っている
方も多くなりました。ただし、いくら「がんイコール死ではない」」と言われても、各種の検査を受け、いざ自分ががんと
診断されると、パニックになるのが普通でしょう。そんな事をご経験された方に心身の葛藤は、経験者しかわからない
でしょう。そんなときに病院での診療で、疲れ果てた患者さんやご家族をサポートし、癒すことができたらどんなに素
晴らしい事でしょう。

一般の方やお客様にがん患者さんが多いサービス業の方々、ぜひ、ご受講ください。

小松ソフィア病院 腫瘍内科部長
元雄  良治

講師

2021年6月中旬予定

募集要項をご希望の方は、住所、氏名、電話番号を下記メールアドレスに送付ください。 後日郵送させていただきます。

ソフィアテラス terrace@sophia-hosp.jp 0761-46-5382℡：

INFORMATION

ソフィア通信はデジタル配信もしております。スマートフォンやタブレットなどでもご覧いただけます。
アプリのインストールやデータのダウンロードなどはいりません。



〒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
看護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

2021年5月  発行：法人本部 広報 　 HP : http://sophia-hosp.jp

A M P M A M P M A M P M A M P M A M P M A M P M
月 火 水 木 金 土

一般内科

消化器内科

腎臓内科

呼吸器内科

循環器内科

  糖尿病・
内分泌代謝

腫瘍内科
漢方内科

加登 北原

亀田 亀田 亀田 千葉 千葉

北原 北原

元雄 元雄 元雄 元雄元雄

千葉千葉

小林 小林山本

千葉

元雄

大貫

藤村 藤村 藤村 藤村

大貫 大貫 大貫

木村

大貫能登

薄井 臼田
高村

阿保 木村
(～16:00)

( 第 1・3）

小林

※一般内科・整形外科は予約不要です。受付時間内にご来院ください。
※一般内科・整形外科以外の専門外来は予約制となります。休診の場合もございますので事前にお電話で確認のうえお越しください。
※専門外来は、医師の都合により休診・代診となる場合があります。検査の予約には、医師の診察が必要となりますのでご了承ください。

受付時間 : 8:30~17:00　(12:30～14:00 まではお待ちいただく場合がございます。) 
休　　診 : 日・祝日・年末年始

※

※消化器内科の水曜日午後の北村医師は、特に「大腸・膵臓内科」を専門として診察させていただきます。
その他専門外来

肝臓専門外来

摂食嚥下外来

リハビリ外来

整形外科

脳神経内科

甲状腺

皮膚科

眼　科

足病科

せき外来

水曜日：AM
金曜日：AM
月曜日：AM・PM
火曜日：AM・PM
火曜日：AM
木曜日：PM

水曜日：PM
第１・3・5金曜日：AM
第 2・4金曜日：AM・PM

火曜日：AM

金曜日：AM

土曜日：AM

第２・第４
土曜日：AM
月１回
土曜日：AM

火曜日：PM
土曜日：PM

河﨑

河﨑

福井

岩佐

大貫

前田

北原

藤村

高比良

亀田

健康診断 毎日行なっています。事前にご予約ください。

小松ソフィア病院

能登
大貫

亀田
千葉

北村
千葉

亀田
加登元雄

千葉
木村
千葉

北原
元雄

北原
元雄

加登
大貫

亀田
元雄

北原 (第２)
木村
北原

元雄 (第 3)

高村
薄井
臼田

都合により、日程や担当医が変更になる場合がございます。

2021年5月改定


