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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 



DDEEXXAA 法法にによよるる骨骨密密度度測測定定装装置置ののごご紹紹介介

当院では、平成 28 年 8 月より DEXA(デキサ)法による骨密度測定装置の使用を開始しております。

その特徴などを以下にご紹介するとともに、この機器を広く地域の医療機関・施設の皆様にもご活用い

ただきますようお知らせいたします。 

● 骨密度測定装置の概要と特徴

○ 機 器 名  GE ヘルスケア社製 PRODIGY Fuga（プロディジー・フーガ） 

○ 測定方式   DEXA法(*)・スマートファンビーム方式による 

○ 所要時間   約 3～5分 （腰椎正面・大腿骨の標準的な測定の場合） 

 被ばく量   37μGy … 通常の胸部一般レントゲンの約1/6程度
 （入射線量） （標準的な測定での腰椎・大腿骨近位部の被ばく量） 

(*)…DEXA(Dual-Energy X-ray Absorptiometry)法は、測定対象の部位に2種類のX線 

を照射して状態を測定し、迅速・高精度・低被ばくの骨密度測定を実現する方式です。 

骨骨粗粗鬆鬆症症・・骨骨密密度度減減少少のの早早期期発発見見・・診診断断にに大大ききくく貢貢献献。。

測測定定中中のの拘拘束束時時間間・・順順番番待待ちちのの時時間間をを短短縮縮、、体体のの負負担担もも最最小小限限。。

● 測定結果・費用について           令和 1年５月１日現在

測定の結果については、結果票にてご提供いたします。なお、費用は下表のとおりとなります。 

1割負担の方 ３割負担の方 

初診の場合 再診の場合 初診の場合 再診の場合 

腰椎・大腿骨の撮影 730円 520円 2,200円 1,570円 

腰椎のみの撮影 640円 430円 1,930円 1,300円 

但し、他の検査等が追加になった場合は、別途料金が発生します。 

地域がん診療病院・日本医療機能評価機構認定病院 

独立行政法人 労働者健康安全機構 

北海道中央労災病院  地域医療連携室 
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当院のＣＴ，ＭＲＩ，ＲＩ検査をご利用ください。 

     北海道中央労災病院

     病院長 大塚 義紀

当院のＣＴ，ＭＲＩ，ＲＩ検査は地域の先生方の共同利用を目的に設置しております。

ぜひ、以下の手順でご利用ください。

検査画像は当日患者さんへ渡すことも可能です。また読影レポートは3日（脳検査最短）～
10日ほどでお届けします。

1．お電話ください（看護師さん、事務の方でもＯＫ）

病院代表 0126-22-1300 
ＣＴ室  内線331 
ＲＩ室  内線331 
ＭＲＩ室 内線372 
↓

希望の検査、希望する検査日時、患者氏名

患者さんの来院日時を決定

2．患者さんにご持参いただく書類 

1）単純ＣＴの場合  診療情報提供書（検査依頼票）・・・・ ・複写２枚
造影ＣＴの場合  上記＋造影剤使用問診票及び同意書・・・複写１枚

2）単純ＭＲＩの場合 診療情報提供書（検査依頼票） ・・・・・複写２枚
ＭＲＩ検査チェックリスト ・・・・・・・・１枚

  造影ＭＲＩの場合 上記＋造影剤使用問診票及び同意書・・・複写１枚

3）ＲＩの場合    診療情報提供書（検査依頼票）・・・・・ 複写２枚
※造影剤使用の場合、使用問診票及び同意書の提出をお願いしております。恐れ入り

ますが貴院で説明及び署名等をお願いします。

3．検査当日地域医療連携室に上記書類をお出しください。    

 4．検査終了後、画像は患者さんにお渡しするか、郵送いたします。   

  読影レポートは3～10日後に郵送いたします。
5．検査結果を先生が患者さんに説明 

＊貴院に費用は一切かかりません。

添付書類 ①：ＣＴ、ＭＲＩ、ＲＩ検査による画像例

②：読影レポート（当院が契約しておりますイメージラボの正式レポートです）

③：造影検査（ＣＴ，ＭＲＩ）の造影剤使用問診票および同意書

診療情報提供書の様式は当院のホームページからもダウンロードできます。 



北海道中央労災病院 

ＣＴ・ＭＲＩ・ＲＩ検査依頼について 

○ 画像診断検査料金一覧                

上記の金額は標準的な撮影を実施した場合の患者さんの負担金額（目安）です。 

造影撮影・ＲＩ検査に関しては使用する薬剤や撮影部位等によって金額が変動

することがあります。 

撮影項目 １割負担 ３割負担 

ＣＴ撮影（単純） 2,100 円 6,300 円 

ＣＴ撮影（造影） 3,200 円 9,600 円 

ＭＲＩ撮影（単純） 2,500 円 7,500 円 

ＭＲＩ撮影（造影） 4,800 円 14,400 円 

ＲＩ検査 3,000～14,700 円 9,000～44,100 円 

か
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つ
け
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関

放射線科受付 

0126-22-1300（代） 

【内線】 

ＣＴ 室 331 

ＭＲＩ室 372 

ＲＩ  室 331 

地
域
医
療
連
携
室

電話で予約 

日時を調整 

北海道中央労災病院 

紹介状（診療情報提供書） 

※必要時患者が持参： 

造影剤同意書 

ＭＲＩ検査チェックリスト 

患
者
さ
ん

帰宅 

（画像データ） 

持参又は診療所へ郵送 

読影レポート 

３～１０日後郵送 

予約日時決定 



外来診療医師一覧（北海道中央労災病院） 連携機関用
月 火 水 木 金

長岡

（出張医師）

五十嵐　毅 朝比奈

＜＞は専門外来 ＜糖尿病＞ （出張医師）

大塚　義紀
＜緩和ケア＞
第１、３、５週

孫　志剛 岡本　佳裕
宮本　顕二
＜禁煙＞

宮本　顕二
＜禁煙＞

じん肺内科

水口 三神 尾畑

（出張医師） （出張医師） （出張医師）

松本　純一

＜心臓リハビリ＞

鈴木　雅行 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 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

※　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）。

※　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

宮谷内　健吾

宮谷内　健吾

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。

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
＜緩和ケア＞
第２、４週

小原　雅彦

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
飯塚　幹也
＜呼吸器＞

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

午後 予　約　制　で　す

一般内科

4診 五十嵐　毅 宮本　顕二 宮本　顕二

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

岡本　佳裕 大塚　義紀 大塚　義紀 岡本　佳裕

3診 木村　清延 木村　清延 高木　統一郎 孫　志剛

2019年10月7日現在

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＞

猪又　崇志
菊地

（出張医師）

2診

中村医師の診察は、
じん肺内科で行い
ます。


