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心でふれあう医療をめざして

医療法人社団 友志会

Nogi Hospital Profile

野木病院

【最寄駅からのアクセス】 JR東北本線（宇都宮線）野木駅西口より徒歩８分
【駐 車 場 に つ い て】 当院前の道路を挟んだ場所に無料の駐車場があります

訪問看護ステーション
たんぽぽ

至古河

至宇都宮

  医療法人社団 友志会 野木病院
〒329-0101　栃木県下都賀郡野木町友沼5320-2
TEL 0280-57-1011 ／ FAX 0280-57-1012

http://www.nogihosp.or.jp/nogi-hospital/

午前８時30分～12時00分
午後２時30分～ ６時00分

受付時間

午前９時00分～12時00分
午後３時00分～ ６時00分
※一部診療科は上記と異なります。
お問い合わせください。

診療時間

土曜日午後・日曜日・祝日・年末年始  

休診日



•  野木町の基幹病院として、地域の皆様が安心して受けられる
　医療を提供します。

•  救急病院として質の高い医療を提供します。

•  糖尿病のトータルケアを行っています。

•  医療を通して地域社会に貢献すること

•  一日も早く、日常生活に復帰して頂く為の最大限の努力を
　すること

•  患者さまにとって癒しの場となる環境づくりをすること

•  常に提供する医療の質の向上を図ること

理　　　念

病院の特徴

診療科

内科・神経内科・外科・消化器科・整形外科・小児科・眼科
リハビリテーション科

所　在　地／栃木県下都賀郡野木町友沼5320-2
病　床　数／52床
建 物 面 積／4658.59㎡
本　　　館／1848.54㎡
新　　　館／2385.53㎡
別　　　館／424.52㎡

建物概要

平成元年（1989年）３月

開 院 日

野木病院　透析室
介護予防フィットネス・リハビリテーションAQUA（アクア）
野木病院在宅診療部希望（のぞみ）

その他

外 来

＜検査内容＞
対象年齢：40～74歳
身体計測、血圧、血中脂質検査、肝機能検査、血糖、尿検査、
貧血検査、腎機能、心電図

特定健診
内臓脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）に着目し、
生活習慣病を予防しましょう。

○内　科

○眼科：眼圧の測定 ○細隙灯による検査

○リハビリテーション科 ○リハビリテーション科

患者さまとご家族が安心して生活を送ることができるような診療科目と専門医を揃えています。

○小児科
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入 院

地域包括ケア病棟の役割
最長60日間の入院期間中にリハビリテーションや
治療をおこない、在宅復帰を目指します。

在宅等への復帰

急性期後の
患者さまの受け入れ
在宅や施設の生活に
不安のある方

（自宅、
  介護老人福祉施設）

地域包括ケア病棟

野木病院

看護 診療 リハビリテーション

入院

●地域包括ケア病棟
当院では、高齢者の方が住み慣れた地域で“自分らしい”生活を送れるよう、入院患者さまへの
在宅復帰支援を積極的に行っています。

在宅患者急変時の受け入れ

病棟の主な機能
○急性期後の患者さまの
　受け入れ
○在宅患者急変時の
　受け入れ
○在宅等への復帰支援

○４人部屋　12室 ○１人部屋　４室（トイレ・シャワー・TV設置）

○ナースステーション ○食堂兼デイルーム
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特 色

糖尿病への取り組み

検査設備

糖尿病専門医を中心
とした治療

専門スタッフによる
運動　食事　薬物療法

合併症に対応した診療科
眼科　神経内科 透析センター

病気に対する情報提供
糖尿病教室の開催

患者さま
透析センター 眼科・神経内科 検査室

管理栄養士
糖尿病専門医

リハビリ専門職

○1.5テスラMRI装置
　全身のあらゆる部位を正確かつ
迅速に検査し診断できるMRI装置
です。放射線を使わないので被ば
くの心配もありません。

○眼科：硝子体手術
　眼科を中心に年間約300件の手術を行っています。

○骨密度測定器
　骨密度を測定し骨折の原因となる
骨粗しょう症を早期発見すること
で、予防や適切な治療につなげま
す。検査時間はおよそ10分程度で
痛みもありません。

　白内障や硝子
体の高度な手術
に対応できる装
置です。従来よ
りも小さい切開
での手術が可能
ですので安全性
が高く、患者さ
まの負担も最小
限で済みます。

＜特徴＞
○専門スタッフによる食事療法、運動療法、薬物療法の指導が受けられます。
○複数の診療科が協力して糖尿病合併症の治療にあたります。
○糖尿病治療の正しい知識をつけていただくために糖尿病教室を定期的に開催しています。

患者さまの検査時に伴う負担を減らすために、検査設備を充実させています。

手術室 専門外来の紹介
○心臓・血管内科外来
○甲状腺外来
○呼吸器外来
○東洋医学（漢方）外来
　新規に受診を希望する方は電話でご予約ください。

○糖尿病・肥満外来

糖尿病専門医による糖尿病・肥満外来をはじめとする糖尿病トータルケアに院全体で取り組んでいます。

○コンステレーション
　ビジョンシステム
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＜主な業務内容＞

●地域との連携（医療機関・施設からの紹介調整、退院・転院の調整など）
●患者さまやご家族さまからの各種相談（相談無料・秘密厳守）など

＜業務時間＞

＜お問合せ＞

　社会福祉の専門家である医療相談員がご相談にあたります。
　まずはお気軽にご相談ください。
　TEL：0280-57-1102（地域医療連携室）／FAX：0280-57-1012
　※業務時間外は病院代表番号（0280-57-1011）までご連絡ください。

その他

野木病院併設のAQUAでは入院や外来のリハビリテーションから介護保険へ円滑に移行できます。
TEL：0280-57-1700

介護予防フィットネス・リハビリテーションAQUA（アクア）

「透析導入（開始）」、「外来透析」、「入院透析」まで包括的に対応しています。
TEL：0280-54-1315／FAX：0280-57-1012

野木病院　透析室　19床

地域医療連携室

平　日 午前8時30分～午後４時00分

土曜日 午前8時30分～午後12時30分（不定休）

▲正面玄関入って右手にあります

6

▲

そ
の
他 N

ogi H
ospital



退院しても安心の連携体制
医療・介護のサービスを一貫して提供する友志会だから、当院退院後の受け入れ先の選択肢も充実しています

友志会・延寿会・駿仁会　関連施設　※一例もうすぐ退院。でも、自宅で
安心して生活できるくらい身体を
動かせるようになりたいから、
もっとリハビリをがんばりたい。

退院後は介護施設に
入居を希望します。

よくなったので、
退院後は自宅で過ごすわ。
でも、リハビリを続けたいし、
必要なときは医療や看護、
介護のサービスも受けたい。

退院後

退院後

退院後

介護老人保健施設
ひまわり荘

特別養護老人ホーム虹の舎
特別養護老人ホームキラリの舎

グループホーム森の舎

在宅生活を支えるさまざまなサービス
【通所系サービス】
デイ・リハビリテーションセンターイルカゆかい
介護予防フィットネス・リハビリテーションAQUA

【訪問系サービス】
訪問看護ステーションたんぽぽ
ヘルパーステーション菜の花

【小規模多機能型居宅介護】
こもれびの舎

友志会　野木病院と関連施設との連携

▲ 7

医療法人社団 友志会 関連施設

石橋総合病院
TEL.0285-53-1134 FAX.0285-53-3957
〒329-0596 栃木県下野市下古山1-15-4

リハビリテーション　花
はな

の舎
いえ

病院
TEL.0280-57-1200 FAX.0280-57-2480
〒329-0112 栃木県下都賀郡野木町南赤塚1196-1

介護老人保健施設　ひまわり荘
TEL.0280-57-0300 FAX.0280-57-0616
〒329-0112 栃木県下都賀郡野木町南赤塚1218-1

介護老人保健施設　けやきの舎
いえ

TEL.0280-77-3333 FAX.0280-77-2621
〒306-0125 茨城県古河市仁連601

介護老人保健施設・リハビリパーク　ぶどうの舎
いえ

TEL.0282-21-8833 FAX.0282-21-8834
〒329-4404 栃木県栃木市大平町富田5-232

デイ・リハビリテーションセンター　イルカゆかい
TEL.0280-54-5151 FAX.0280-54-5011
〒329-0112 栃木県下都賀郡野木町南赤塚1218-1

デイ・リハビリテーションセンター　クジラゆかい
TEL.0280-77-3334 FAX.0280-77-2621
〒306-0125 茨城県古河市仁連601

デイ・リハビリテーションセンター　ツバメゆかい
TEL.0282-21-8855 FAX.0282-21-8856
〒329-4404 栃木県栃木市大平町富田5-232

グループホーム　森の舎
いえ

TEL.0280-54-1330 FAX.0280-54-1310
〒329-0112 栃木県下都賀郡野木町南赤塚1218-8

グループホーム　ももの舎
いえ

TEL.0280-75-1600 FAX.0280-75-0500
〒306-0125 茨城県古河市仁連604

ヘルパーステーション　菜の花
TEL.0280-56-0500 FAX.0280-56-0501
〒329-0112 栃木県下都賀郡野木町南赤塚1200-10

訪問看護ステーション　たんぽぽ
TEL.0280-57-1888 FAX.0280-57-3819
〒329-0101 栃木県下都賀郡野木町友沼5982-5

地域密着型総合住宅　風わらう舎
いえ

TEL.0285-31-0255 FAX.0285-31-0256
〒323-0825 栃木県小山市小山111-1

小規模多機能型居宅介護　こもれびの舎
いえ

TEL.0280-55-1400 FAX.0280-55-1407
〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木2639

社会福祉法人 延寿会 関連施設

特別養護老人ホーム　虹の舎
いえ

TEL.0280-56-1000 FAX.0280-56-0055
〒329-0104 栃木県下都賀郡野木町佐川野1785-1

特別養護老人ホーム　キラリの舎
いえ

TEL.0280-57-3211 FAX.0280-57-3212
〒329-0112 栃木県下都賀郡野木町南赤塚1218-9

特別養護老人ホーム　春わらう舎
いえ

TEL.0285-28-0200 FAX.0285-28-5600
〒323-0825 栃木県小山市小山1509-1

いちご保育園
TEL.0280-55-1225 FAX.0280-55-1220
〒329-0111 栃木県下都賀郡野木町丸林312-4

りんご保育園
TEL.0280-56-1708 FAX.0280-56-1709
〒329-0112 栃木県下都賀郡野木町南赤塚842-20

児童養護施設　アリスとテレス
TEL.0280-57-0015 FAX.0280-57-0024
〒329-0112 栃木県下都賀郡野木町南赤塚1219-3

医療法人 駿仁会 関連施設

介護老人保健施設　夢彩の舎
いえ

TEL.0280-33-7300 FAX.0280-33-7341
〒306-0417 茨城県猿島郡境町若林2269-1

デイ・リハビリテーションセンター　メダカゆかい
TEL.0280-33-7550 FAX.0280-33-7341
〒306-0417 茨城県猿島郡境町若林2269-1
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