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インフルエンザ予防接種の予約を受け付けております
☎ 078-947-7211　　受付時間　平日13：00～17：00

オミクロン対応新型コロナウイルスワクチン接種
[BA.4-5対応型]を実施しております
ご予約は明石市のワクチン専用予約サイトまたは専用ダイヤルをご利用ください
（お困りの方には予約代行を行っております）
※3回目、4回目の接種券をお持ちの方でも接種することができます

内視鏡検査で早期発見・早期治療！ 内視鏡検査で早期発見・早期治療！ ―― 01 01
新型コロナウイルスワクチン 新型コロナウイルスワクチン ―――――――― 02 02
受付・医事課紹介 受付・医事課紹介 
兵庫県民間病院協会主催兵庫県民間病院協会主催

「第17回 研究発表会」で演題発表しました「第17回 研究発表会」で演題発表しました  ―― 03 03
佳生会のホームページが新しくなりました！佳生会のホームページが新しくなりました！  ―― 04 04

病院からの
お知らせ
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苦痛の少ない内視鏡検査を受けてみませんか？
また内視鏡検査を受けられた方には１年後に再検査のご案内
をお送りしています。
早期発見・早期治療のために定期的な検査が推奨されています。

内視鏡検査内視鏡検査でで 早期治療早期発見・・ ！！
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また当院で検査を受けても良
いと思いますか？
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［アンケート期間：2022年4～7月　対象者数：208人］

患者様からのご意見・ご感想
　�以前他病院で内視鏡検査を受けたが、とても辛かった経験をし
たので嫌だったが、野木病院での検査は痛さもなくスムーズで、
また受けたいと思います。

　�先生も優しいしひとつも苦しくなく良かったです。看護師さん
達も親切にしてくれました。毎年受けようと思います。

　�痛いと聞いていたけど痛くなく楽だった。看護師さんの説明も
わかりやすく丁寧でした。背中をさすってくれた看護師さん
ありがとうございました。

　�過去に他病院で受診した胃カメラの苦しさとは別物だった。
また足を運んで野木病院で受診させていただきます。

患者様から
とても良い意見を
いただきました！
ぜひ一度当院で
内視鏡検査を

受けてみませんか！

〈 上部内視鏡検査アンケート結果 〉
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2019年12月頃に始まった新型コロナウイルスの世界的流行から3年が経過しようとし
ています。流行に波はあるものの、未だ終息したとはいえず、新しい株のウイルスが生じ
ては感染が広がっていく現状です。感染者数も世界で6億人を超え日本においても約2000
万人以上となっています。

そのような状況の中、従来のワクチンとは違う、新しい仕組みの新型コロナウイルスワ
クチンが2020年に開発され接種が始まりました。

さらに最近の新型コロナウイルスワクチンは従
来株とオミクロン株に対応した2価ワクチンと
なっています。当院でも10月末よりオミクロン
BA4・5対応型のワクチンが接種開始となってい
ますが、従来のワクチンに比べ効果が高いことが
証明されています。

冬を迎え、コロナやインフルエンザ、その他ウ
イルス性の上気道炎など、感染症に罹患する可能
性が高くなってきます。当院でも今回紹介した新
型コロナウイルスワクチン、インフルエンザワク
チンどちらも接種を行っております。

新型コロナウイルスワクチン新型コロナウイルスワクチンPICK
UP !

新型コロナウイルスワクチン

明石市の予約システムにてご予約ください
 （お困りの方は当院で予約代行も行っています）

インフルエンザワクチン接種

当院受付または、お電話（ ☎078-947-7211 ）にて
予約を受け付けております
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　来院されたみなさまに一番最初に対応するのが受付であり、病院の顔とし
て迅速・丁寧・適格な対応を日々心がけています。

私たちは、みなさまの要望にお応えするため、日々知識の向上やスキルアッ
プに励み、必要な資格習得にも取り組んでいます。

みなさまの利益を損なうことのないよう、効率化を図りながら業務に取り
組み、患者様からの「ちょっと教えて欲しいんだけど」の声や、他職種から
の問い合わせにも対応できるよう日々精進していきたいと考えています。

是非気軽にお声かけください。

受付・医事課紹介受付・医事課紹介

以下のようなご相談はございませんか？
●  医療費について各種公費負担制度や限度額適用認定証等、負担軽減

制度の手続き
● 明石市がん検診や協会けんぽ検診等、各種検診について
● コロナウイルス、インフルエンザなどの各種ワクチン接種

兵庫県民間病院協会主催兵庫県民間病院協会主催
「第17回 研究発表会」「第17回 研究発表会」で演題発表しましたで演題発表しました

看護師　大西麻由
糖尿病患者のパンフレットを用いた効果的な患者教育を目指して
～指導水準の均一化に向けた取り組み～

看護師　村瀬かおる
PFC-FD療法
～外来看護師の取り組み～

理学療法士　小林嵩啓
一般・療養病棟の在宅復帰率に関わる
日常生活機能要因の検討

理学療法士　齋藤早希
デイケア利用者における食事形態や
口腔状態とADL能力の関係

左から
大西麻由、村瀬かおる、小林嵩啓、齋藤早希
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野木病院、サービス付き高齢者向け住宅あけの、三木市にある介護老人保健施設セン
トクリストファーズホームのホームページが新たに生まれ変わりました。

各診療科の紹介や、提供している医療・介護サービスなどの情報がより見やすくなっ
ており、各ページのお知らせ欄では、感染症対策やワクチン接種など旬の情報を随時更
新しています。

本広報誌と合わせ、今後も有益な情報を発信していく予定ですので是非一度ご覧くだ
さい。

また採用情報ページも新たに公開とな
りました。ご興味のある方は一度ご覧い
ただければと思っております。

●野木病院ホームページ
https://www.nogi-hospital.or.jp

●採用情報ページ
https://www.nogi-hospital.or.jp/job_information/

病院HP 採用情報

佳生会のホームページが佳生会のホームページが
新しくなりました！新しくなりました！
佳生会のホームページ佳生会のホームページがが
新しくなりました！新しくなりました！



医療法人社団 佳生会　野 木 病 院
〒 674―0072
兵庫県明石市魚住町長坂寺 1003―1
TEL：078―947―7272（代表）
FAX：078―947―3045

【地域連携室】
TEL：078―939―8383
FAX：078―915―7633
https://www.nogi-hospital.or.jp/

労災指定 救急告知

診 案療 内 2022年12月現在

＊緊急時は随時対応します。　＊休診：土曜午後・日曜・祝日
＊ピンク字は、女性医師です。　＊島谷医師の土曜診療は第２・４週のみとなります。

＊診察は予約制を導入しています。お電話での予約を受け付けております。

内科

診療時間 月 火 水 木 金 土

午前診
（9:00 ～  
 12:00）

１診 院長 島谷 院長 院長 院長 院長
２診 向井 島谷（第2･4週）

午後診
（16:00 ～ 18:30） 向井 院長 院長 向井 院長

外科
午前診

（9:00 ～ 12:00） 大村 石木 名誉院長 石木 大村 名誉院長

午後診
（16:00 ～ 18:30） 石木 金治 石木 大村

整形外科
午前診

（9:00 ～ 12:00） 能勢 能勢 能勢 岩本 能勢

午後診
（16:00 ～ 18:30） ※要相談 能勢 岡﨑 ※要相談 ※要相談

乳腺外来

診療時間 月 火 水 木 金 土
午前診

（9:00 ～ 12:00） 山本（検査）

午後診
（13:30 ～ 16:00） 島谷（検診）

内視鏡
センター

診療時間 月 火 水 木 金 土
午前診

（9:00 ～ 12:00） 向井 向井 金治 向井 向井 石木

ご自宅近くから病院までの送迎バスがあります。ご利用の方はご相談下さい。

野木病院コラム 新型コロナウイルスに負けない生活習慣
免疫力を高めよう！
活性酸素を抑えて、免疫力を維持するための食品を
積極的にとるようにしましょう
⃝ビタミンＣ（レモン、いちご、カリフラワー、パプリカ など）
⃝アントシアニン（ブルーベリー、あずき、赤ワイン など）
⃝カテキン（緑茶、紅茶、りんご、ぶどう など）
⃝アリシン（にんにく、ねぎ、玉ねぎ、にら など）
⃝ビタミンＥ（ごま、アーモンド、赤パプリカ、いわし、うなぎ など）
⃝β-カロテン（人参、ブロッコリー、小松菜、かぼちゃ など）
⃝リコピン（トマト、柿、あんず など）
⃝アスタキサンチン（鮭、エビ、カニ など）

◀ 鮭の味噌
　 胡麻焼き

かぼちゃと
パプリカの

カレーそぼろ煮 ▶


