
クリニックのご案内

家族みんなの健康をみまもる すこやかクリニック

平岡クリニックインターネット 検  索

http://www.hiraokaclinic.com/

●休診日：木曜日、日曜日、祝日

午前 9 時 ～ 12時
●診療時間のご案内

（土曜日は 午後2時～5時まで）
午後 3 時 ～  7 時

ご案内図

診療時間・休診日

診療科目・内容

☎（047）701-5555
〒270-0034

千葉県松戸市新松戸3-282  リリーフパートナーズ２階

内科、消化器内科、循環器内科、整形外科、リハビリテーション科
［交通事故対応、生保等各種保険取扱い、労災指定、生活保護法指定］

●ＪＲ常磐線・武蔵野線・地下鉄千代田線「新松戸｣駅‥‥ 徒歩5分●流鉄「幸谷」駅‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
＊ダイエー新松戸店そば。１階に調剤薬局のあるクリニックビル２階
＊エレベーター完備。バリアフリー対応
＊無料駐車場は、当クリニックビル前のドラッグストア「スマイル」さん裏の「４番」「７番」「１２番」です
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内　科・消化器内科・循環器内科
整形外科・リハビリテーション科

すこやかな毎日を
おくりたい

すこやかな毎日を
おくりたい

すこやかな毎日を
おくりたい

ー身近なクリニックで安心診療をー
無料駐車場

家族みんなの健康をみまもる すこやかクリニック

身近なクリニックとして、「からだの
痛みや心の悩みが少しでも和らぎ、
すこやかな毎日をすごしたい」との
患者さんの切なる願いに応えられる
よう努力を続けます。

不必要な専門用語はできるだけ使わず、
わかりやすくご説明した上で診療を
受けて頂けるよう、「インフォームド・
コンセント」の充実に努めます。

高度な検査機器を活用し、様々な疾病の
早期発見・早期治療に努め、経済的な
面も含め患者さんの心身の負担が少し
でも軽くなるよう心を尽くします。

女性特有の症状など、当クリニック
の診療科目以外でも体調について
気になることがあれば、可能な限り
対応します。

スタッフ一同、親身でわかりやすい診療
を心がけ、患者さんとしっかり向き合い、
「愛され信頼されるかかりつけ医」を
目指します。

★当クリニックは、やさしい木目を生かした
「バリアフリー」。対応トイレやエレベーター
完備で、車椅子の方でも安心です。

当クリニック

患者さんへのお約束



身近なかかりつけ医としてきめ細かく対処します

高度な機器で検査し、最適手法で治療します

ＱＯＬの向上にも力を注いでいます

整形外科も併設で安心です

患者さんのちょっと不調や不安にもきめ細か
く対処すると共に、効率的な診療で時間的・
経済的負担を軽くするよう努めています。
また総合病院では対応しにくい「日常的な
ケアやフォロー」もお任せ下さい。

心身の不調や不安、お気軽にご相談下さい こんな痛みや症状でお悩みでは？

◉内科全般・生活習慣病の予防と治療

風邪、インフルエンザ、腹痛、喘息など内科
全般の診療や、生活習慣病（高血圧、糖尿病、
高脂血症やメタボリック症候群）の予防と
治療を行っています。
※当クリニックは、松戸市の二次検診指定医療機関です。

◉各種アレルギーの検査と治療

花粉などによる「季節性アレルギー（＝花粉
症）」や、ハウスダスト・ペット・カビなど生活
環境による「通年性アレルギー」、「食物アレ
ルギー」の検査と治療を行っています。

◉ヘリコバクター・ピロリ菌の検査と治療

軽い胃炎から激痛を伴う急性胃粘膜病変、
さらに胃がんの原因のひとつともされている
「ヘリコバクター・ピロリ菌」の検査と除菌治療
を行っています。

◉肺炎球菌ワクチンの接種治療

肺炎球菌によって引き起こされ、７０歳以上の
高齢者に多いタイプの肺炎や、関連する病気・
感染症に有効なワクチンの接種治療を行って
います。

◉爪白癬の内服治療、水虫の治療

爪が白く濁る、変形する、もろくなりぼろぼろ
欠け痛みを伴うこともある「爪水虫」の原因
である「白癬菌」を除菌するための内服治療
を行っています。

◉男性型脱毛症（ＡＧＡ）の治療

ほうっておくと髪の毛の数は減り続け、徐々に
薄くなっていく「男性型脱毛症（ＡＧＡ）」の
治療薬を処方し治療を行っています。

心身の不調の原因を正しく把握するため、
大規模医療機関に匹敵する検査を行い、症状
に合った最適な治療を行います。
また特殊な検査や治療が必要なときには、
連携している高度医療機関や専門診療医を
受診いただくお手伝いをします。

当クリニックでは、より快適な生活を目指し、
ＱＯＬ（Ｑｕａｌｉｔｙ Ｏｆ Ｌｉｆｅ）の向上に関わる、
「爪白癬・爪水虫」や「男性型脱毛症（ＡＧＡ）」
など、女性・男性特有の様々な症状や各種
アレルギーの治療にも力を注いでいます。

手足や腰など各所の痛みが、実は胃腸や心臓などの内臓
疾患と関係していることも少なくありません。当クリ
ニックは整形外科を併設し、いくつもの医療機関を廻る
手間や待ち時間の負担無く診察や検査を受けて頂けます。

高度な検査機器でからだの不調の原因を探ります

◉超音波（エコー）検査システム
体内に超音波をあて、その反射を利用し、
体の断面像を描き出したり血流を観察
する検査です。
苦痛もなく、またレントゲンとは異なり
超音波を使うため人体にも安全です
ので、安心して検査を受けられます。

◉上部電子内視鏡
先端にレンズのついた管を差し入れて
観察し、状況によっては処置・治療をする
医療機器です。検査後現像を経て画像を
確認する胃カメラとは異なり、検査中でも
身体の内部を観察・記録できます。

『身近なクリニックで負担少なく心安らぐ診療を』
院長・医学博士
平岡 亮 （ひらおかあきら）
聖マリアンナ医科大学卒業（１９８４年）
【資格など】
日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医
日本医師会認定産業医　認定健康スポーツ医
松戸市介護認定審査員
松戸市立小金小学校校医

この他にも、からだの痛みや違和感など少しでも
気になることがあれば、お気軽にご相談下さい。

【頭の症状】
•頭痛、発熱
•めまい、ふらつき、のぼせ
•イライラ、耳鳴り、不安感
•日中の眠気／夜の不眠
•吐き気　など

【鼻の症状】
•くしゃみ
•鼻水、鼻づまり　など

【胸の症状】
•胸のしこり
•乳房の腫れ／痛み
•乳房から分泌物　など

【お腹の症状】
•腹痛、胃痛、胸焼け
•下痢
•腹部不快感
•食欲不振　など

【足の症状】
•ほてり、冷え
•しびれなど

【全身の症状】
•発汗、悪寒、だるさ、体重減、
身体各所の違和感・痛み・
かゆみ　など

【のど、口の症状】
•せき／たん
•のどの痛み／違和感
•吐き気／おう吐
•吐血
•いびき
•口の渇き　など

【心臓の症状】
•動悸、息切れ、めまい
•貧血
•脈拍の乱れ　など

【手の症状】
•こわばり、しびれ
•ほてり、　など

【ぼうこうの症状】
•排便後の残尿／残便感
•頻尿／多尿
•我慢できない尿意
•尿の出が悪い
•排尿の際の痛み
•血便、血尿、粘液水様便
•異物感　など

【爪の症状】
•爪の白濁、変形　など

【頭髪の症状】
•ぬけ毛　など
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