
2022年病院目標 「DX(Digital Transformation)」
①診療報酬改定への対応 ②かかりつけ医機能の強化 ③紹介入院率向上

④あらゆる感染対策 ⑤各部署の強みの強化 ⑥個人面談励行

2022年10月17日より、インフルエンザ予防接種を開始いたします。インターネット予約か
来院予約での完全予約制となります。

【接種可能日】

10月17日～12月26日の毎週月曜日、金曜日

【接種可能時間】

月曜日：13時30分～16時30分 、 金曜日：17時00分～20時00分

【接種回数・料金（税込価格）】

【予約方法】

ネット予約：当院ホームぺージのお知らせから「令和4年インフルエンザ
予防接種のご案内」をクリックしていただきますと、予約ページに進む
ことが出来ます。
来院予約：来院し受付にてお声かけください。予約日時の調整をさせていただきます。

【予防接種を受けることができない人】
◎３７度以上の発熱がある人
◎重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
◎過去にインフルエンザワクチンの接種を受けてショック症状を起こしたことがある人
◎その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した人

【ワクチン接種後の注意】
◎接種後２４時間は副作用が出やすいので、様子を観察して下さい。
◎注射部位が腫れる場合は、冷やして下さい。
◎接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射部位はこすらず清潔に保ってください。

年齢 回数・頻度 料金

1歳～3歳未満 2回接種（2週間間隔） 1回目：1,500円 2回目：1,000円

3歳～13歳未満 2回接種（2週間間隔） 1回目：2,000円 2回目：1,500円

13歳～65歳未満 1回接種 2,000円

65歳以上 1回接種 無料＊

＊摂津市・吹田市・茨木市・高槻市・池田市・豊中市・箕面市・島本町・豊能町・能勢町にお住まいの方限定

インフルエンザ予防接種のご案内

QRコード



当院、コロナが流行した当初から発熱外来をしておりまして、地域の方々、他院からの紹介の方など多

くの方々に来てただいております。ここでコロナが流行しだした2020年2月から2022年7月までの発

熱外来状況、2021年3月から2022年7月までのワクチン接種の状況を皆様にお伝えしたいと思います。
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摂津ひかり病院 発熱外来の状況

発熱外来と健診の総受診件数と
保健所やPCRセンターからの依頼 各検査件数

院
外

PCR陽性者数の年代別人数

合計件数 23,497件
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合計 7,467 1758 327 259 61 253 10,882 21 119 528 21,675
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合計 270 3 0 0 0 0 1,543 0 0 6 1,822

まだまだコロナの流行は続いており、予断を許さない状況です。
皆様におかれましても感染予防の徹底をお願いできればと思います。

（2020年2月27日～2022年7月17日）

摂津ひかり病院 ワクチン接種の状況

（2020年2月27日～2022年7月31日）
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スポーツの秋

スポーツの秋の由来は東京オリンピックにあります。近年のオリンピックは夏に実施されることが多い

ですが、1964年に開催された東京オリンピックは10月10日が開会式でした。これは過去の統計から考

えて、10月10日は東京が快晴になる確率が高かったため、この日に開会式を行うことが決められたとの

ことです。東京オリンピックの2年後である1966年に、10月10日は体育の日と制定されました。

2000年より10月10日から10月第2月曜日に変更となり、2020年からは「体育の日」から「スポー

ツの日」に名称が変わりました。スポーツの日には「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとと

もに、健康で活力ある社会の実現を願う」といった意味が込められています。

今回は、自宅でできる運動を3つ紹介したいと思います。運動をして、健康な体を手に入れましょう。

摂津ひかり病院 リハビリテーション科

◎ 両足スクワット

膝と足先の向きを同じにします。
体を真っすぐ、体とすねの傾き
を同じぐらいにした状態で、重
心を下げていきます。

上のスクワットと同様に、膝と
足先の向きを同じにします。
視線を真っすぐ前に向け、体を
真っすぐにした状態で真下に重
心を下げていきます。

◎ 足前後スクワット

＊膝や腰に負担がかかる可能性があります。痛みなどがある場合は、かかりつけ医に相談しましょう。
可能な方はまずは1日10回から開始し、徐々に回数を増やしていきましょう。
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外来診療担当表 2022年10月現在

診療時間 担当 月 火 水 木 金 土

9：00
～

12：00

午

前

診

内科

切東 切東 伊藤 切東 仲谷 ＊Wibowo/足立

法貴 法貴 - 山本 -
＊岩堀/ Wibowo   

Wibowo Wi

呼吸器内科・外科 - - - 中尾 中尾 -

小児科 法貴 法貴 - 切東 - -

整形外科 島崎 島崎 田中 島崎 習田 ＊小林/加藤

外科 佐々木 - 中尾 中尾 板野

心療内科 - - ＊宮崎 - - -

胃カメラ（予約制） - 大坂 - - - -

17：00
～

20：00

午

後

診

内科
村上 岡崎 竹田 切東 小積

非常勤医

- 岡崎 -

小児科 竹田 切東 -

呼吸器内科・外科 中尾 - - 中尾 中尾

循環器内科 - - - 岡崎 -

整形外科 島崎 片岡17:30～ 小柳 野村17:30～ 小林/西元

糖尿病内科 - 山中 山中 -

外科 中尾 吉田 榎本 中尾 中尾

泌尿器科 - - 福島18:00~ - -

皮膚科 - - -
石神

-

注記 ※健康診断・予防接種の受付は11:00までです。
※土曜日の内科は毎週がWibowo先生、1・3・5週が岩堀先生、2・4週が足立先生になります。
※土曜日の整形外科は1・3・5週が小林先生（17:30～）、2・4週が加藤先生になります。
※心療内科は偶数週のみとなります。
※医師の事情、交通渋滞により、代診や休診、また診察開始時間が前後することがあります。予めご了承願います。
※時間外、休日については、その日によって対応できる科目が異なります。
※当日の診療科は電話でお問い合わせをお願いします。

交通案内・送迎サービス

診療
科目

●内科 ●泌尿器内科 ●外科

●心療内科 ●整形外科 ●循環器内科
●禁煙外来 ●リハビリテーション科
●小児科 ●放射線科 ●皮膚科

無料送迎

当院では診察、リハビリなど、通院される患者様のために無料送
迎車を運行しております。リフト付送迎車もあり、車イスの方も
安心してご利用いただけますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
●利用方法

予約制となっておりますのでご希望の方は、前日までにお電話ま
たは、受付にお申し出ください。
●利用範囲

摂津市内（阪急京都線より北側･千里丘方面等を除く）・高槻市
柱本
●送迎時間
平日 午前 8:00～12:00 / 午後 16:00～20:00
土曜 午前 8:00～12:00
日曜・祝日 休み
※他の患者様との兼ね合いでご希望の時間に沿いかねる場合もあり
ます。

※道路条件や、ご利用状況によって延着する場合があります。予め
ご了承願います。

交通アクセス
●大阪モノレール「南摂津駅」下車、徒歩15分
●JR「千里丘駅」より
「ふれあいの里行き」または「柱本団地行き」で
バス停「新在家口」下車すぐ
駐車場


