
病気や療養について、困っていることや心配に思っていることを、 

その専門領域の専門・認定看護師に相談できます。

当院に通院されていない方でもどなたでもご利用いただけます。 

● 日時:毎月第 4金曜日 9:00～11:30 

● 相談時間：30 分程度 

● 場所：岩見沢市４条東１６丁目５番地 

北海道中央労災病院 １階 じん肺内科外来 

● 申し込み方法：当日受付 または 電話予約(下記)

         電話番号 → 0126-22-1300（内線 315） 

平日 8:15～17:00         

専門・認定看護師による看護相談

専門・認定看護師による看護相談とは 

＜感染管理分野＞ 
・感染症にかかった時の日常生活の注意点について・家庭で医療器具を消毒する方法について

・インフルエンザが流行している時などの感染の予防について など

看護相談を利用できる方は 

＜緩和ケア分野＞ 
・がんに伴うからだのつらさや気持ちのつらさにより、日常生活で困っていることについて 

 ・よくない知らせを聞いた後の気持ちの整理や、今後の療養先についての情報提供について など

＜皮膚・排泄ケア分野＞
・胃ろう部やその周囲皮膚の日常的なケアについて・おむつかぶれに対するケア方法について

・自宅での褥瘡（床ずれ）の手当の方法について など

相談できることは 例えば･･･

＜認知症看護分野＞ 
・本人の抱える複雑な気持ちへの支援方法について・若年性認知症の支援について

・介護負担感や日常生活で日々困っている事について・その他、認知症者の支援でお困りの事など

＜がん化学療法看護分野＞ 
・抗がん剤治療中の日常生活で困っていること・抗がん剤治療に関する疑問や不安について

・抗がん剤治療によって起こる副作用やその対処方法について              など 

北海道中央労災病院 専門・認定看護師の会

＜慢性疾患看護分野(糖尿病)＞ 
・糖尿病の治療に関する疑問や困っていることについて 

・糖尿病の療養生活で困っていることについて                        など



北海道中央労災病院

北海道中央労災病院の専門・認定看護師は、それぞれの専門性を活かした活動を

行っています。患者さんやご家族だけでなく、医療・介護関係者の方もご利用いた

だけます。どうぞお気軽にご相談ください。 

抗がん剤治療の副作用対策や治療中

の日常生活について、がんの症状緩和な

ど、様々なご質問やご相談に対応いたし

ます。 

担当：がん化学療法看護認定看護師 

   緩和ケア認定看護師 

日時：平日 8:15～17:00 

電話：0126-22-1300(代) 

ストーマをお持ちの方が快適に過ご

すことができるように、トラブルや皮膚

障害の予防、生活に応じたケアなどのご

相談に対応いたします。

担当：皮膚・排泄ケア認定看護師1名 

日時：毎月第4火曜日13:30～16:00 

（お一人40分程度） 

予約：外科外来受診時に予約 

病気や療養について、困っていることや心配に思っていることなどを、その専門領域の

専門・認定看護師が対応いたします。 

相談領域：がん化学療法看護分野（抗がん剤治療に関することなど） 

感染管理分野（感染予防や感染症時の注意点など） 

      皮膚・排泄ケア分野（褥瘡やおむつかぶれのケア方法など） 

緩和ケア分野（がんに伴う痛みや症状緩和に関することなど） 

認知症看護分野（認知症患者の支援など） 

慢性疾患看護専門看護師（糖尿病の治療や療養生活のことなど） 

日  時：毎月第4金曜日 9：00～11：00（お一人30分程度） 

申し込み：電話予約又は当日受付  電話：0126-22-1300(代) 

訪問看護に各専門分野の専門・認定看護師が

同行いたします。各専門分野の専門・認定看護師が

相談に対応いたします。

担当：皮膚・排泄ケア認定看護師

緩和ケア認定看護師

がん化学療法看護認定看護師

感染管理認定看護師

認知症看護認定看護師

慢性疾患看護専門看護師

受付日時：平日 8:15～17:00 

電話：0126-22-1300(代)【専門・認定看護師を呼出】

北海道中央労災病院の専門・認定看護師の活動 

看護相談 

ストーマ外来 がん電話相談窓口 

訪問看護同行・退院後訪問

糖尿病の患者さんやご家

族が安心して療養生活を送

れるように、食事や治療につ

いてのご質問やケアの方法

などのご相談に対応いたし

ます。

担当：慢性疾患看護専門看護師

受付日時：毎週木曜日 

9:00～11:30 

電話：0126-22-1300（代） 

糖尿病相談 



外来診療医師一覧（北海道中央労災病院） 連携機関用 2020年11月1日現在

月 火 水 木 金

髙橋　宏典

（出張医師）

五十嵐　毅 朝比奈

＜＞は専門外来 ＜糖尿病＞ （出張医師）

宮本　顕二
＜禁煙＞

鎌田　啓佑
（出張医師）

じん肺内科

多田　篤司 竹中　秀

（出張医師） （出張医師）

松本　純一

＜心臓リハビリ＞

宮谷内　健吾 伊藤　清高 飯塚　幹也 鈴木　雅行 伊藤　清高

鈴木　雅行 ＜ストーマ＞

＜乳腺＞ 第４週

江屋　一洋

＜血管・振動＞

萩原　宏樹 萩原　宏樹 萩原　宏樹 萩原　宏樹 武田　宏史

小林

（出張医師）

大下倉　藤生 大下倉　藤生 大下倉　藤生 大下倉　藤生 大下倉　藤生

大下倉　藤生

藤原　美秋 藤原　美秋 藤原　美秋 藤原　美秋 藤原　美秋

藤原　美秋 出張医師 藤原　美秋 藤原　美秋 藤原　美秋

出張医師 出張医師 出張医師 出張医師 出張医師

堀川　雅昭 堀川　雅昭 堀川　雅昭 堀川　雅昭 堀川　雅昭

笠原　和惠 笠原　和惠 笠原　和惠 笠原　和惠 笠原　和惠

格口　渉 格口　渉 格口　渉 格口　渉 格口　渉

中道　祥之 中道　祥之 中道　祥之 中道　祥之 中道　祥之

堀川　雅昭 ★ ★ 堀川　雅昭 ★

笠原　和惠 ★ ★ 笠原　和惠 ★

格口　渉 ★ ★ 格口　渉 ★

中道　祥之 ★ ★ 中道　祥之 ★

受付時間　　午前８：００～１１：００　午後１：００～３：００　 　0126-22-1300 病院ウェブサイト

※　耳鼻咽喉科は午後４：３０までの受付です（火曜日は午後３：３０までの受付）。 QRコードはこちら

※　呼吸器外科外来の診察は、第４週の木曜日です。診察は、じん肺内科外来で行います。

・完全予約制

午後

(★火・水・金の午後の診察につきましては、手術により医師が変更になりますので、歯科
口腔外科へお問い合わせ下さい。)

眼科 午前

午前

歯科口腔外科

泌尿器科
午前

午後

耳鼻咽喉科
午前

午後

整形外科
午前

武田　宏史 遠藤　康治 武田　宏史 遠藤　康治

午後 救急患者・紹介患者に対応しますので、ご連絡ください。

飯塚　幹也
＜呼吸器＞

外科

加賀
(出張医師)
＜呼吸器＞
第４週

＜＞は専門外来

　　以下は完全予約制
　　・乳腺外来
　　・ストーマ外来
　　・緩和ケア外来

午後

菊地　健

伊藤清高
飯塚幹也
＜緩和ケア＞
第２、４週

宮谷内　健吾

小原　雅彦

酒井　寛人 酒井　寛人 酒井　寛人

午後

午前

石橋
（出張医師）
＜血管・振動＞

江屋　一洋
＜血管・振動＞

朝田　政克
＜血管・振動＞

菊地　健

循環器科

＜＞は専門外来

以下は完全予約制
・心臓リハビリ外来

午前

髙野　英行 小原　雅彦 松本　純一 松本　純一

宮本　顕二
＜禁煙＞

午後 予　約　制　で　す

以下は完全予約制
・緩和ケア外来
・禁煙外来

中村
（出張医師）
＜糖尿病＞

午後
大塚　義紀
＜緩和ケア＞
第１、３、５週

有里　仁希
（出張医師）

一般内科

4診 五十嵐　毅 宮本　顕二 宮本　顕二

猪又　崇志
菊地

（出張医師）

2診 岡本　佳裕 大塚　義紀 大塚　義紀 岡本　佳裕

内

科

午前

1診 猪又　崇志
加地　浩
＜甲状腺＞

平山
（出張医師）
＜消化器＞

3診 木村　清延 木村　清延 孫　志剛

中村医師の診察は、
じん肺内科で行い
ます。


