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漢方 ススメの
ここでは保険適用のある医療用漢方製剤についてご紹介いたします。
皆さんが病院やクリニックなどで処方される漢方薬の多くは
保険が適用される『医療用漢方製剤』で
現在日本には148種類の医療用漢方製剤があります。

漢
方
に
つ

いて解説していただくの
は

小松市ソフィア病院 腫瘍内科部長
漢方専門医・指導医

元雄 良治

　漢方の飲み方として、水を口に含んでから飲む
という飲み方をしてらっしゃる方もいるかと思いま
す。ですが、漢方は煎じ薬を乾燥させたものです。
いわゆるフリーズドライにしたものなので、実はも
う一回お湯に戻した方が良いのです。
　葛根湯には、乳糖やデキストランというものが
入っていて飲みやすくしてあります。ほのかな香り
と甘味と独特な味がします。

　葛根湯は風邪のひき始めなどに飲むもので、長
期間飲むものではありません。1～5日程度で十分
です。それ以上こじれた風邪には普通の葛根湯は
使えません。

　葛根湯はエフェドリンという目覚めさせる成分
が入っていますので、眠くならない風邪薬と言われ
ています。
　まれに人によってはドキドキしたり、逆に眠れな
くなるといった場合もあるかもしれませんが、通常
はそこまでの副作用はほぼ出ません。
　また寒い時期に流行る風邪やインフルエンザな
どの場合は、熱いお湯に溶かして冷ましながら飲
むと体も温まりますし、短時間のうちで１、２包飲
んでも大丈夫です。

寒くなって風邪のひきやすい時期。寒気を感じたり、体調がすぐれない場合はぜひ葛根湯をお試しください。

漢方の飲み方は？漢方の飲み方は？

治るまで飲めばいい？治るまで飲めばいい？ 普通の風邪薬との違いは？普通の風邪薬との違いは？

今回は についてご紹介します。『葛根湯』
かっこんとう

コップに漢方を入れて
ぬるまお湯を注ぎ
よく混ぜてください。

HO
T

葛
根

湯

溶けない部分があったら、
最後にスプーンなどで
すくって飲んで下さい。

　葛根湯は体を温め、発汗を促して、ウイルス感染症などか
らの早期の回復に役立ちます。頭痛・鼻炎・肩背のこわばり
などにも有効です。寒冷というストレスのかかる時期には、
自分の体の声を聴き、葛根湯で早期に対処しましょう。
　また葛根湯は蕁麻疹や授乳中に起こりやすい乳腺炎にも
保険適用があります。

其の一
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マイナンバーカードが

として健康保険証
利用できるようになりました !

①まずは申込者本人のマイナンバーカードを準備

②マイナポータルアプリを下記 QR コードからインストール

iPhone 版 Android 版

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

申込完了

マイナポータルアプリを起動する

「健康保険証利用申込」を押す

起用規約等を確認して、同意する

マイナンバーカードを読み取る

利用申込はカンタン

どんな良いことがあるの？ 医療も便利になるの？

・就職・転職・引越をしても健康保険証として
  ずっと使えます！

・マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・
 医療費が見られます！

・マイナポータルで確定申告の医療費控除が
 カンタンにできます！

・窓口への書類の持参が不要になります！

・健康保険証として利用登録した場合に
  7500 円分のマイナポイントがもらえます！

マイナンバーカードを使うと、患者さんの同意

の下で、過去の薬剤情報や特定健診結果を医療

機関や薬局が確認できるようになります。

これまで、患者さんが過去に処方された薬など

の情報を医師や薬剤師に正確に伝えることが難

しかったものが、データ提供に患者さんが同意

することで、患者さんが口頭で説明しなくても、

情報を正確に医師や薬剤師に伝えられるため、

より適切な医療が受けられるようになります。

健康保険証利用申込のお問い合わせ 0120-95-0178

医療機関や薬局の受付で

マイナンバーカードを

顔認証付きカードリーダーに

かざすだけ！

ピッと
かざすだけ！

※公費等の受給者証をお持ちの方は、毎月1回別途確認が必要です。忘れずにお持ちください。



診療放射線技師
病院のお仕事

No.9

Medical Radiographer
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診療放射線技師は、病気の診断や治療に欠かせない放射線を扱う専門職です。医師の指示に
基づいて適切な画像を提供します。近年では放射線を用いないMRIや超音波検査も行います。

　放射線と聞くとなんとなく怖いイメージが
あるかもしれません。検査で使用する放射線
は、身体に影響が出ると言われている量より
もはるかに少ない量を使用していますので、
安心して検査をお受けください。
　検査について不安なことやわからないこと
がある場合は技師に気軽にお尋ねください。

レントゲンとも言われている最も一般的な検
査です。胸部では肺の状態や心臓の大きさ、
腹部ではお腹のガスの状態、骨のX線画像で
は骨折の有無や手術で入れた金属の状態等
を確認することが出来ます。

X線を連続的に使用し、動画像をモニタ観察
しながら撮影をしていきます。バリウム造影剤
を飲む上部消化管（食道・胃・十二指腸）検査
などがあります。

放射線を使用せず苦痛の少ない検査です。各
臓器の形態的な異常や腫瘍などの他、血流の
異常なども発見できます。当院の診療放射線
技師は腹部・頚動脈・甲状腺・下肢静脈の検
査を行っています。

専用の機械で骨密度（カルシウム量）を調
べます。当院では腕の骨を測定部位として
います。

ベッドの上に寝た状態で様々な方向からX線
をあて、得られたデータをコンピュータで計算
し、身体の断面画像を表示することができま
す。また、造影剤を使用することにより、血管や
各臓器の血液の流れを調べることができ、よ
り多くの情報を得ることができます。

一般撮影Ｘ線検査 透視検査

ＣＴ検査

骨密度検査 超音波検査

の

当院で行っている主な検査

お仕事



アロマテラピー の活用法

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。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。

文責：服部 香里（Hattori  Kaori）
補完代替医療って何？

精油選びは慎重にお願いします。高品質、保管管理のしっかりしているお店での購入をお勧めします。  ソフィアテラスでは、必要に応じ、みなさまの症状を
お聞きして必要な精油選びをさせて頂きます。ご相談ください.（TEL ：0761-46-5382　　Mail：terrace@sophia-hosp.jp）

補完代替医療
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アロマテラピー精油を活用して『ハンドトリートメント』の素晴らしさを

人が人に触れる『お・て・あ・て』
それは、子供のころ、お腹が痛いとき、お母さんが、お腹をさすってくれるだけで痛みが軽減されたというご経験は、
どなたにもありましたよね！それが温もり・・・癒しに繋がり、痛みの緩和や、精神的な安定にも役立っています。

精油を使用した、ご自分で行うセルフトリートメントでも効果は期待ですます！
◆手の先から血行が良くなる ◆皮膚の柔軟性（整皮膚）と筋肉を柔らかくする効果
◆肩こりや頭痛の改善 ◆むくみ予防（老廃物を流す効果も期待）
◆手を刺激して脳を活性化

　アロマテラピーは、吸入により実際に肺から血液中に取り込まれた芳香成分を直接的な作用もさることながら、脳
（特に大脳辺縁系）を介して潜在的な記憶を通じ、精神安定を図るというすばらしい効果、効用を期待できると考え
られています。
　私が現在メンタルサポートをさせて頂いておりますクライアントさんは、情動面で不安神経症・うつ状態で、精神科
での処方薬剤と併用（アロマテラピーは、あくまでも補完・補助療法）治療を行っております。

◆ブラックスプルース（マツ科・蒸留部位　葉月の小枝）
・強壮作用をもつピネン類を多く含む➡ 神経、内臓器官の疲労回復に効果が期待出来ます。
・αピネン➡ 脳の血流を増大させ大脳活動を活性化する働きがあり低濃度の使用で

ストレスによる精神的発汗（冷や汗）が減少末梢血管拡張作用により手足が
温まり、脈拍数が減少し安定する事が確認されています。

私は、無気力症、不安症のクライアントに使用させて頂いています。

私がよく使用する精油のご紹介

オレンジ………………５滴
ネロリ…………………５滴
ブラックスプルース …10滴
オレガノ………………３滴
植物油…………………20ml

精油

希釈（うすめて）撹拌（良くまぜ）し、手や胸元、
みぞおちに擦り込むと効果が期待できます。

香りによるリラックス効果
　ハンドトリートメントは身体の不調を改善するだけ
でなく、心も癒してくれます。精油を使用しなくても、好
きな香りのクリームやオイルを使うことでアロマテラ
ピー効果も期待出来ます。
　セルフトリートメント（マッサージ）は、こうでなくて
はいけないという決まりはありません。自分が気持ち
いいと思えるなら、手法はこだわらなくても大丈夫で
すよ。ぜひ・・・お試しください。

次回のこちらのコーナーは、認知症ケアサポートで期待出来るハンドトリートメントについてお送りします。

疲れを感じた時にハンドトリートメントをする！を繰り返すと、血行も良くなり筋肉も柔らかくなり、血流改善も期待出来ます。
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南瓜 …………………300ｇ
玉ねぎ ………………100ｇ
バター  ………………16ｇ
米 ……………………大さじ1杯
コンソメキューブ……1個

材 料 (4 人分）

作り方

① 米を洗い水に浸ける。
② 野菜の皮をむき（南瓜は種と外の皮を包丁で切り落とす）薄くスタイスする。
③ 鍋にスライスした玉ねぎとバターを入れ半透明になる位に炒めたら、
　 他のスライスした野菜を入れてさらに炒める。
④ 野菜とバターがなじんだら、水と米（水分切る）、コンソメを入れて加熱する。
⑤ 沸騰したら、弱火にしてアクをとりながら米が軟らかくなるまで煮て、人肌まで冷ます。
⑥ ⑤と牛乳をミキサー（ハンドミキサー）でペースト状にする。
⑦ ⑥を鍋に入れて生クリーム・コショーを入れて味をととのえたら出来上がり。

　寒い季節になり、野菜は甘みが増し美味しくなります。日頃、サラダや
煮物で食べている野菜をポタージュにしてみてはいかがでしょうか。
ポタージュは、野菜が多く摂れて生クリーム・牛乳、バターが入っている
ので脂溶性ビタミン（ビタミンのA・D・E・D・K）の吸収をよくしてくれます。
また、食欲のない方ならこれだけで野菜とエネルギーが摂れます。乳製品
が苦手な方は、豆乳・オリーブ油に変えて味噌や塩麹を使うと食べやすく
なります。

小松ソ
フィア

病院

管理栄
養士監

修

;dJ
6lDu.

POINT

水……………………2カップ
牛乳…………………1カップ
生クリーム …………大さじ2杯
コショー ……………少々

京人参（又は人参）…300ｇ
玉ねぎ………………100ｇ
バター ………………16ｇ
米 ……………………大さじ0.5杯
コンソメキューブ……1個

材 料 (4 人分）

水……………………2カップ
牛乳…………………1/2カップ
生クリーム …………大さじ2杯
コショー ……………少々

※南瓜をじゃがいもやさつまいもなどに変更してもOK!

※にんじんをブロッコリーやカリフラワー、蓮根などに変更してもOK!

（野菜はスライスした状態での分量です）

（野菜はスライスした状態での分量です）

野菜のポタージュ

人参
ポタージュ

南瓜
ポタージュ

寒い季節にピッタリ
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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
オリジナルアロマオイルと
アロマストーンのセット

抽選で

1 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

1/20 (木)
令和４年

ソフィア通信 プレゼントコーナー

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

わたしは介護職を始めて
15年になります。今までの
経験とコミュニケーション
力を生かして、利用者様の
気持ちに寄り添えるように
頑張ります。よろしくお願
いします。

以前は公立の総合病院に正
規職員として勤務していまし
た。看護多機能や訪問看護
は初めてとなりますが、これ
までに学び得たことを活かし
良い看護やケアを提供して
いきたいと考えます。

私は料理を作ったりする事が
大好きなので、料理に携わる
仕事につく事ができ、とても
嬉しく幸せに思っております。
毎日笑顔で楽しく、一生懸命
頑張りたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたし
ます。

7月から貴院で勤務させて頂
くことになりました。道上絢
夏と申します。病院から地域
への架け橋の役割を担う看
護師として日々努めていきた
いです。不慣れな所もありま
すがよろしくお願いします。

今年で看護師歴5年になり
ます。以前は消化器病院で
働いておりました。男性看
護師として新たな風を病
棟に吹かして行きたいと考
えています。何卒よろしくお
願い致します。

宮崎  直子
（5月入職）

田中  美恵子
（7月入職）

福広  絢夏
（7月入職）

奥本  雄飛
（9月入職）

小谷  弘子
（11月入職）

5月に入職しました。利用者
様と触れ合いながら今何が
必要かを常に考え、相談しや
すく過ごしやすい環境作りを
していきたいです。

谷平  雅宏
（5月入職）

この度、10月から小松ソフィ
ア病院訪問診療に配属と
なった川﨑泰義といいます。
ご利用頂く方々を一人一人
のライフステージに合わせて
寄り添い、支えられるスタッ
フになれるよう精進します。

川﨑  泰義
（10月入職）

よろ
しく

お願
いしま

す！

ことぶきにいます
ことぶきにいます

ことぶきにいます



〒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
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12月  発行：法人本部 広報 　 HP : http://sophia-hosp.jp

INFORMATION

医療者が伝授する、「がん」を知るための基礎講座です。
第3期生 募集中オンライン

講習

【募集締切】

健診などで自分ががんと診断されると大体の方はパニックになってしまうのではないでしょうか。
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。

2022年1月8日（土）

詳しい講習内容や、
申し込みなどはこちらから http://sophia-connect.or.jp/course/

日本がんサポーティブセラピスト協会

開催時間：14:00～16:30（両日とも）　※ZOOMにて直接ディスカッションの時間も含みます。
受 講 料：10,000円（税込）　【テキスト代・送料込】
講　　師：金沢医科大学名誉教授　小松ソフィア病院 腫瘍内科　元雄  良治

開 催  日：2022年 日（土） ・ 月 日（土）1  22 2 5月 2回コース

がんサポーティブケア 基礎講座

ソフィアの風

FM 石川80.5MHz

これまでの放送は
小松ソフィア病院のHPで

視聴できます。
次回放送日時

愛康会のスタッフが、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。

1 月1 月 日（水）18:00〜日（水）18:00〜55

1 月1 月 日（水）18:00〜日（水）18:00〜1212

2022 年

午 前
水 木

（12:00まで）

金 土 日 月 火
12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4

午 後
○ ○
○

○
○×

×

×

×

×

×

×

×

×

※緊急時や救急患者さんにつきましては、内科医が 24 時間対応しております。遠慮なくご連絡ください。(0761-22-0751)

小松ソフィア病院　年末年始外来診療日のお知らせ


