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新しい医師とスタッフが小松ソフィア病院に

仲間入りしました！

大通りに面したソフィアフローラルガーデンには、毎年色とりどりの素敵なバラが咲きます。5月中旬ごろが見頃です。



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医師をご紹介！

松野　貴弘

経　歴
金沢大学医学部卒  　
富山県立中央病院  
金沢大学附属病院  
金沢医療センター  
市立砺波総合病院  
公立松任石川中央病院 勤務

腎臓内科医

初めまして。腎臓内科の松野貴弘と申します。
出身は三重県で高校時代まで三重県で過ごし、東京の
大学に進学、その後金沢大学を卒業し、現在の金大の腎
臓内科に入局しました。
これまで、富山県立中央病院、金沢大学附属病院、金沢
医療センター、市立砺波総合病院、公立松任石川中央病
院で勤務してきました。小松の方には松任中央病院に在
籍中に何度かイオンモール新小松の方に遊びにきてい
ました。その時から、もしかしたら来年度ソフィア病院で
働くかもと奥さんにつぶやいておりましたが実際にそう
なり、これも何かのご縁かなと思っております。
まだまだ不慣れなことも多く、皆様にご迷惑をおかけする
ことが多々あるかと思いますが何卒よろしくお願い申し上
げます。

病院長　北原 征明
新年度のご挨拶

皆様いかがお過ごしでしょうか、病院長の北原です。時が過ぎるのは早い
もので、病院長に就任してちょうど1年が経ちました。コロナ禍の真只中
に院長職を拝命したにも関わらず、大きな問題もなく新しい年度を迎え
られたことを皆様に感謝申し上げます。
さて、医療法人愛康会は今年も新たな職員を10名迎えることが出来ました。
新しく仲間になった職員の皆様、社会人のスタートとして、また新たな職

場として当法人を選んで頂き、誠に嬉しく思います。
医療の現場は刻一刻と変化しています。今後は高齢者の増加に伴い、現役世代、すなわち働き手世代が
減少するにも関わらず、医療福祉人材のニーズは更に高まることが明白になっています。患者様に質の高
い医療・看護・介護を提供すること、そしてそれを維持し続ける。持続可能にする（sustainable）には職
員の力が絶対に必要だ、と私自身もこの1年で実感しています。また、一人一人の職員には、この時代に柔
軟に適応する力、そして加登理事長先生が常々仰っている常に新しい事に挑戦し変革し続ける力を付け
て欲しいと考えています。どんな時代にも社会に貢献できる人材になれるよう、一緒に頑張りましょう！
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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

医療を必要としている方や、市民
の方々の健康増進のお力になれ
たらと思っています。皆さまよろ
しくお願い致します。

髙野 佳枝 看護師
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好きなことは音楽を聴くこと、
食べること、寝ることです。好き
なものは抹茶、柑橘類です。
一生懸命頑張ります。

牧野 美奈
臨床工学技士橋爪 有紗

これまでの経験を活かして、患者
様に寄り添っていきたいと思いま
す。まだまだ未熟者ではございま
すが、明るく元気に頑張りますの
でよろしくお願いします。

看護師

はなはなにいます

奥 静夏
新たな土地で頑張っていきた
いと思います。
まだまだ未熟ですがよろしくお
願いします。

看護師

はなはなにいますはなはなにいます

これまでの様々な経験を生かして
笑顔で一生懸命働きたいと思って
おります。
よろしくお願いいたします。

浅井 真理子
看護師

薬剤師として働かせていただく
澤井真志です。現場で働くことに
緊張や不安がありますが、１日
でも早く病院に貢献できるよう
頑張りたいと思います。よろしく
お願いします。

澤井 真志
薬剤師

長崎県出身です。10月に初めて石川県に
引っ越してきたばかりで、夫と犬と暮らして
います。看護師は4年目で大学病院の救命
センターでの経験があります。今までの経
験を活かしながら、分野の違うソフィア病
院でも変わらず暖かい看護が出来ればと
思っています。宜しくお願いします。

山口 美奈子 看護師

4月から勤務させていただきます。
一生懸命頑張りますので、よろし
くお願い致します。　

德永 英恭 看護補助

この度、医療事務スタッフとして働
かせて頂くことになりました、久保
田香苗と申します。新卒のため仕
事の経験は未熟ですが、一日でも
早く業務を覚え、笑顔で元気に頑
張ります。よろしくお願い致します。

医療事務久保田 香苗

よろしくお願いします！
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新 入 研 修 様 子の

ホテルでの研修の様子

小松ソフィア病院
副院長兼看護部長
北村　和子

初めて病院に勤める新卒スタッフに
研修を終えての一言コメントをいただきました。

どの部署においても職員の一人一人が一生懸命に患者様と
向き合っている姿を見て、感銘を受けました。
私も皆様の姿勢を見習い、精進していきたいです。

医療に携わっていくうえで必要な知識をたくさん得ることが
できました。

とても良い勉強になりました。

久保田 香苗

牧野  美奈

澤井  真志

德永  英恭

オムツ交換は初めての経験で勉強になりました。

２０２２年度も多くの新入職員の皆様をお迎えすることが出来ました。
当院は新入職員に対して2日間オリエンテーション・研修会を行っています。１日目は
ホテルで病院の概要や機能等学び、午後は関連施設見学。（金沢ソフィアクリニック
含む）２日目は看護部主催でイオンモール新小松２Ｆソフィアテラスで開放的雰囲気の中
楽しく講義、実技を受けていました。その後職種を問わずして、各自のプログラムに沿って
ローテーション教育に入ります。  共に支え合い歩みましょう。

ソフィアテラスでの研修の様子

おむつ替えの
実技

プロジェクターで
病院の概要等の

説明

なかなか
難しい…
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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

通常は飲み始めて数日で
効果が見られますが、頑固
な便秘の方はもうしばらく
かかる場合もあります。

生薬のダイオウが含まれているので尿の色が少し濃くなることがありますが、とくに心配する必要はありません。

今回は  についてご紹介します。麻子仁丸
ましにんがん

麻子仁丸は主に便秘、とくに乾燥したコロコロ便に
効果のある漢方です。
麻子仁というのは麻の実の種から作られた生薬
です。麻子というのは衣類の「麻」で、仁というのは
漢方では「種」のことです。植物の種というのは中に
油脂成分があります。それが腸を潤し、硬くなった
便を柔らかくすることで便秘を改善します。
その他のぼせ、湿疹、吹き出物、食欲不振などの
症状を緩和します。

其の三

食事をする１～2時間前に飲んでください。成分が
腸まで届き、腸内細菌で分解・吸収されることで、
効果が大きくなります。
効きすぎて下痢になる場合は、中止するか飲む
回数を減らしてください。

飲むタイミングや量は？飲むタイミングや量は？

漢方には効能以外にも、体の冷えや火照りを
抑えるといったプラスアルファがあるので、体調も
非常によくなるといった特徴があります。
市販の医薬品よりも薬効成分が多いので、
期待以上の効果が出ることもあります。

コップに漢方を入れて
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。

市販の便秘薬とどう違う？市販の便秘薬とどう違う？ どのくらいで効いてくる？どのくらいで効いてくる？
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文藝春秋企画出版部より、愛康会 理事長 加登康洋の自叙伝が発売されました。

「すべてを患者さんのために」という思いで病院を設立した
現役生活55年の消化器内科医である著者が半生を振り返りながら、
自身ががんになって感じたこと、若い医師たちに伝えたいことを語る。

ソフィアの風にのって
~すい臓がんになった消化器内科医の回想~

加登 康洋 ( 著 )

発　行：文藝春秋企画出版部
単行本：296 ページ
発売日：2022 年 4 月 26 日
定　価：1,500円（税込）

本の詳細は
こちらから
ご覧ください。

こちらでお買い求めいただけます
・小松ソフィア病院　・ソフィア内科クリニック　・ソフィアひふ科クリニック　　・ソフィアテラス
amazon や楽天ブックスなどの通販サイトからもご購入いただけます

医者として、長期間仕事をしてきた経験をもとに、少しでも
皆さんの人生の生き方に役立つ情報を伝えるために自叙伝を
書こうと思いました。

患者さんの辛い事や思いを感じ、少しでも役に立ちたいと
思いました。

Q3 がんになって、患者さんや医師に対する接し方で何か変わったことはありますか。

Q5 今回の自叙伝は、とくにどんな方に読んでいただきたいですか？

医療は、医者だけではなくて、家族や看護師、栄養士、運動療法士さん、たくさんの職種の人に助けが必要だと
思いました。患者さんの自宅の環境や話し相手など、総合的に見て診療することが大切だと思います。少しでも
患者さんが希望をもって、治療するシステムを作ることが、僕の願いです。

これから人生を生き抜くためになにかしら参考になると思います。健康な人、病気の人…いろんな分野の方に
読んでいただきたいと思います。

一番大事なことは、生きる上で、人生にはプラスもマイナスもあり、マイナス思考になって落ち込んだり、悩んだり、
悲しんだりすることがありますが、優秀な人や、立場のある人、地位の高い人にも同じように悩みがあり、人の
生き方に羨ましがらないで、自分のやりたいことを負けずに人生を生き抜くことです。暗い夜が過ぎると、
明るい朝が来ます。相手の気持ちを尊重して、前向きに笑顔で接して、頑張っていきましょう。

50 枚くらいでしょうか…。絵を描くきっかけは、人間の寂しさ、楽しさ、多様性、いろんな考えを色で表現し、
少しでもみんなの生活の潤いにしていただきたいと思うために描きました。絵を見て気持ちが和やかになると
言われたことがあり、大変うれしいです。

自叙伝を作ろうと思った理由はなんですか。Q1

がんになる前となった後で１番変化したことは
なんですか。

Q2

本の中に、理事長が描かれた沢山の絵画が掲載されていますが、これまで何枚くらいの
絵を描かれましたか。またそのきっかけはなんですか。

Q4

理事長に聞いてみた！



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。私も病院での患者さんとの臨床経験と、ヨーロッパでの体
験を基に、一般の方々はもちろん、大学の学生教育、国内外の医療者・介護者への補完代替医療教育を通して啓発活動を
実施しております。また、精油を活用した商品開発にも力を注いでおります。
ぜひ、みなさまの生活の質を上げるお手伝いが出来ればと思っております。

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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アロマテラピーは、補完代替医療の一つです。西洋医学を補完する為のものです。
私自身も大病を経験し、西洋医学を補完する為の一つの方法と思い、この世界を学ぶチャンを得ました。欧州の補完代替医療に触れ
た経験を、少しでも、みなさんにお伝え出来ればと思います。アロマテラピーは、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。

当院では、現在、各職種の医療者が関わり、がんサポーティブケア（通称がんサポ）としチームで患者さんの疼痛緩和やメンタルケアを
実践しております。院内スタッフメンバーで患者さんをサポートしたり、それ以外にも、加登理事長のご提案により、法人全体の取り
組みとして、全国のがん患者さんとそのご家族を支える為の、cancone（通称キャンコネ）ポータルサイトを間も無くアップさせます。

先日、２０年前から１０年間に渡り関わらせて頂いておりました患者さんが１０年前に転居されその後、通院できずお目にかかって
おりませんでしたが、がんを患い闘病生活をされていると、ご家族からご連絡を頂き、再会を果たしました。
クリニカルアロマセラピストは、精油選択・トリートメント技術に加え、患者さんにとって最善の方法を編み出さなければなりません。がん
患者さんは、同じ病名の患者さんであっても社会的な背景や、環境、家族の関わり度合い、病識に対する理解度も違い、精油選択も
一人として同じ人はいないと思います。また、同じ患者さんでも、日によって、お天気や、病態、バイオリズムの変化によっても精油を変更
する時もございます。そのような関わり全てが、クリニカルアロマセラピストとしての醍醐味であると痛感しております。
コロナ禍も要因となってか、最近は在宅で最期をお迎えになられる方も多いようです。この方もご自宅でした。その日は思い出話をしな
がら、ゆったりとした時間を過ごし、疼痛緩和を目的として、またあまり眠る事ができていない点を考慮した精油を選択させて頂きました。

患者さんひとりひとりに合わせた精油【緩和ケア】

ベッド上での時間も長く、
頭がスッキリしないという事もお聞きし、
ヘッドマッサージも導入させて頂きました。

ヘッドマッサージ デコルテマッサージ 腹部マッサージ

ヘッドマッサージから開始、デコルテ（胸元）マッサージ・お腹の張りがあってむずむずするような変な感触があるとの事で、腹部マッサージ
も取り入れました。ヘッドマッサージを開始して３分ほどで目を閉じられ、その後、患者さんの呼吸に合わせて施術を進めて参りました。
始めてから、１０分程で呼吸が安定し眠りにつかれました。
首からデコルテ…腹部と続けているうちに深い眠りにつかれ、施術後40分ほどしてからもう一度お部屋に伺うと、「３日間位
眠った程スッキリしたわ！来てもらって本当に良かった…」と仰って下さいました。
本当に私自身も幸せな１日でした。この日以降、痛みを訴える事もなく３日後に最期を迎えられたとメッセージを頂きました。

スターアニスとは…… 聞きなれないネーミングかもしれませんが、八角と聞けばお分かりでしょうか？
薬理活性のあるタミフルという抗インフルエンザの薬剤としても使用されています。
枕の下に入れて就寝すると安眠ができるとも言われています。

ローズマリー
ペパーミント

ラベンダー
ゼラニウム

オレンジ
スターアニス
マンダリン



事務部
病院のお仕事

No.11

Office work
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のお仕事

11年前、ニチイ学館の委託職員として加登病院に配属され、小松ソフィア病院の
移転・立ち上げのため5年間お世話になりました。そのあと別の病院の立ち上げの
ため異動になり、さらに経験を積み、このたび縁あって小松ソフィア病院の一員とし
て働くことになりました。
6年ぶりということもあり至らない点があるかと思いますが、一日でも早く皆さまの
お役に立てるよう努力して参りたいと思います。
これからどうぞよろしくお願いします。

事
務
部
長
と
し
て

 
 

新
し
く
入
職
し
ま
し
た
！

事務部は【受付（医事）】・【コンシェルジュ】・【クラーク】・【診療情報】の4部門で構成されています。

受　　付

コンシェルジュ

医療クラーク

診療情報管理士

受付では『受付・会計業務』を行っています。来院した患者さんから保険証を預かり、問診票を
書いてもらい患者登録、受付を行います。そして患者さんを診療科へご案内します。会計業務
は診察が終わった患者さんから診療費用を受け取る仕事です。カルテと診療報酬点数表、患
者さんが加入している医療保険をもとに請求する金額を計算し、お金を支払ってもらいます。
受付・会計業務は患者さんが病院で最初と最後に接する人。まさに『病院の顔』です。

コンシェルジュは正面入口から中央に設置された案内カウンターで、受付した患者さんをお迎えする場所です。患者さんか
ら受付票を預かりカルテを確認し、患者さんがスムーズに診察や検査に回れるようサポートします。患者さんと医師、看護
師、コメディカル（検査部門等）との橋渡しを行います。また困っている患者さんがいないか常に気を配り、困っている患者
さんのサポートをします。

診療情報管理士はカルテの管理、運用を担当する専門職です。カルテの内容が正しいかを精査しデータ化します。患者さ
んの診療・個人情報を適切に管理するだけでなく、データの運用により質の高い安全・安心の医療提供や病院経営に貢献
する役割です。

医療クラーク（医師事務作業補助者）は、医師が行う事務作業をサポートし、業務の負担
を減らす為のお仕事です。主にカルテの代行入力、診断書等の作成を行っています。亀田
名誉医院長が外来で診療を行う時には一緒に診察室へ入りカルテの入力を行っている
ので受診の際はぜひ見てみてください。先生がスムーズに仕事ができる事はもちろん、患
者のみなさんが必要な書類をより早くお手元に届けられるよう取り組んでいます。

どの部門も事務職でありながら、高い接遇のスキルを求められます。
患者さんに安心感を与え、よりよい医療を提供できる環境を整備し日々、
業務に励んでいます。

林 こずえ



領収書の見方

保険適用の点数は一点につき10円 初診料は3,680円（３割負担の人は1,100円）

今回、患者さんからのアンケートでご質問がありました、「領収書の見方」をご説明します。
病院では、診察が終わり、最後の会計のときになって、ようやく「今日の費用はいくら」ということがわかります。
定期的に通っている場合でも、「前回より安いな」、「同じような内容だった気がするのに、ちょっと高い」などと
気づくこともあるのではないでしょうか。
ここでは小松ソフィア病院の領収書を使用して、主な項目内容の解説をします。

①初・再診料…

②医学管理等…

③検　　　査…

④投　　　薬…

⑤処　　　置…

⑥保　　　険…

初診、再診にかかった費用。診察の基本料金のようなもので、時間帯によっても変動します。
来院の約束がなく、患者さんの方から診てほしいと来院した１回目が初診になります。 
２回目以降、医師からの指示や約束があり来院される場合は再診になります。
薬剤の服用や吸入薬の使用なども一切ない状態で、一旦治療が途切れた場合には、
改めて初診として取り扱うこともあります。 この期間はだいたい３ヶ月以上が目安です。

療養に必要な管理・指導を行った場合にかかる費用です。

血液や尿検査、心電図などの検査にかかる費用です。

薬にかかる「薬剤料」と医師が薬の種類や量などを指示する「処方料」、医師や薬剤師が
投薬する「調剤料」と「調剤基本料」が含まれた費用です。

やけどや傷の手当てのためのガーゼ交換、首や腰の牽引、救急処置や洗眼など、
何かしらの処置費用と使用した薬剤料を含んだ費用です。

健康保険で賄われる費用と自己負担が区別されて記載されています。
保険の適用される部分の負担額は、合計額に自己負担割合を乗じた金額で、
１０円未満は四捨五入します。
例えば、保険適用の医療費の合計額が2,240円で、自己負担割合が３割の場合
負担していただく金額は、2,240円 × 0.3 ＝672円　⇒　670円となります。

項目名は『診療報酬点数表』に基づいて表記されています。

主な項目解説

① ② ③ ④

⑤
⑥

患者さんからの
ご質問にお答えします

小松ソフィア病院では、皆様からのご意見・ご質問などをお待ちしております。
QRコードを読み込んでアンケートフォームへお進みください。（所要時間約5～8分）
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材 料 (２人分 )

作り方

① トマトは半分に切り、乱切に切る。
胡瓜は水洗いして、水気を拭き取り1㎝角切にする。

胡瓜と納豆は食感が異なり、合わせることで噛む回数が増えます。
納豆もカリウムが多く、繊維繊維も豊富で蛋白質が同時に摂れるので
ダイエットに適しています。

小松ソ
フィア

病院

管理栄
養士監

修

;dJ
6lDu.

POINT

納豆サラダ
胡瓜を使った

胡瓜の季節がやってきました。胡瓜は95％が水分で1本（100ｇ）14ｋcalと少なく、夏場は水分補給にもなり
ダイエットにも適した食材です。さらに、カリウムを多く含むので利尿作用がありますが、カリウムは水溶性なので
そのままか、切ってからそのまま食べることがポイントです。

胡  瓜……………………
トマト……………………
納  豆……………………
サンチュ…………………
酢  ………………………
ドレッシング ……………

1/2本
中1個
1P（40ｇ）
2枚
小さじ1杯
適量 

② 納豆は付いているたれと酢小さじ1杯（入れることで糸が引きやすくなる）を
入れ混ぜる。そこに切った胡瓜を混ぜる。

③ 皿にサンチュを敷き、トマトを盛り付けて上に②をのせる。
後はお好みでドレッシングをかける
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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

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

5 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

6/11 (土)
令和4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。

骨盤起こすトレーニング（初級） 

骨盤起こすトレーニング（中級） 

回数

注意点

ストレッチお家で  　　　にできる手軽

骨盤起こすトレーニング（上級） 

クッションで骨盤を支えて、
大きく深呼吸をして下さい。

クッションで骨盤を支えます。
足をしっかり踏ん張って、
一側の足を上げます。

頭はあまり動かさず、
骨盤を左右に動かして下さい。

回数

注意点

10回

5秒保持を各10セット

痛みのない範囲で実施して下さい。

痛みのない範囲で実施して下さい。
難しければ少し骨盤を倒して下さい。

回数

注意点

左右交互に10セット

痛みのない範囲で実施して下さい。

骨盤を起こして深呼吸

骨盤を起こして足上げ運動

骨盤を起こして左右に動かす運動



〒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

〒923-0801
石川県小松市園町ニ71番地1
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

2022年5月  発行：法人本部 広報 　 HP : http://sophia-hosp.jp

その他の職種も募集しております。
詳細等、お気軽にお問い合わせください。

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

小松ソフィア病院　メンテナンス工事のお知らせ

4月27日 ( 金 )～7月10日 ( 日 )の期間、病院外壁や院内の一斉修繕を行います。

メンテナンス工事に伴い、4月 27日からは下記の赤枠の駐車スペースが使用できなくなります。

5/1～
7月中旬まで

4/29～
7月中旬まで

一部通路が大変狭くなっております。走行には十分ご注意ください。
工事期間中は大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

病院長　北原 征明

小松ソフィア病院

あおば保育園様

道　路

みらい
薬局様

4/27～
7月中旬まで

道路が大変狭くなっています。
走行には十分ご注意ください。


