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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 
〒 068 - 0004 岩見沢市４条東１６丁目５番地 電 話 ０１２６－２２－１３００（代表） 

http://www.hokkaidoh.johas.go.jp       ＦＡＸ ０１２６－２２－７７７１（直通） 

北北北海海海道道道中中中央央央労労労災災災病病病院院院 地地地域域域連連連携携携ニニニュュューーーススス





北海道中央労労災病院 地域公開講座 募集案内

１．主 催：北海道中央労災病院 緩和ケア委員会

         ※この活動は、公益財団法人笹川記念保健協力財団の助成を受けて実施します。

２．日    時：平成２９年９月３日（日）９：３０～１２：００

３．場    所：北海道中央労災病院 ２階講堂

         岩見沢市４条東１６丁目５番地 TEL ０１２６－２２－１３００
４．募 集 対 象：医療・介護・福祉関係者

５．定    員：１００名

６．参  加 料：無料

７．申し込み期限：平成２９年８月２１日（月）

         申込者が多数の場合は、期限前に締め切ることがありますので、ご了承ください。

８．申し込み方法：申込用紙に必要事項をご記入の上、ファックスによりお申込みください。

９．連  絡 先：〒０６８－０００４ 岩見沢市４条東１６丁目５番地

         北海道中央労災病院 医事課 河村

TEL ０１２６－２２－１３００  FAX ０１２６－２２－１３０４
１０．日   程：

時 間 内     容

9:00～9:30 受付

9:30～9:40 開会挨拶 大塚 義紀 北海道中央労災病院 副院長

9:40～10:40 シンポジウム 座長 宮本 顕二 北海道中央労災病院 院長

伊藤 弥生 北海道中央労災病院 看護部長

シンポジウムテーマ

「アドバンス・ケア・プランニングと意思決定支援の実際について」

１．がん治療病院の立場から－竹田 泰子氏

北海道大学病院 腫瘍センター 緩和ケアチーム がん性疼痛看護認定看護師

２．訪問看護の立場から－田代 卓良氏

株式会社ナカジマ薬局 訪問看護部部長 札幌訪問看護ステーション季の風所長兼務

３．メディカルスタッフの立場から－工藤 理氏

医療法人渓仁会 定山渓病院 リハビリテーション部 訪問リハビリテーション科

４．ケアマネージャーの立場から－齋藤 道啓氏

岩見沢市介護支援専門員連絡協議会 会長

質疑応答

10:50～11:50 特別講演 

「もしもの時に備え、人生の終わりについて話し合いを始める

  ～がん及び非がん患者に対する意思決定支援とアドバンス・ケア・プランニング」

神戸大学医学部附属病院 緩和支持治療科 特命教授 木澤 義之先生

11:50～12:00 閉会挨拶 大塚 義紀 北海道中央労災病院 副院長



北海道中央労災病院 地域公開講座 参加申込書

※下記項目にご記入の上、FAXにて送付ください。

参加者 所属施設名：                      

連絡先 住所：                        

    電話番号：                      

FAX番号：                      

参加者職種 氏名（ふりがな）

申し込み締め切り 平成２９年８月２１日（月）

お問合せ：北海道中央労災病院 医事課 河村まで （TEL）0126-22-1300 

FAX 番号 ０１２６－２２－１３０４ 



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

猪又 小熊 宮本 猪又 宮本

（出張医師）

岡本 大塚 大塚 小野寺 岡本

（出張医師）

木村 木村 長岡 菊地

（出張医師） （出張医師）

五十嵐 加地 五十嵐 池川

＜＞は専門外来 ＜糖尿病＞ ＜甲状腺＞ （出張医師）

中村

＜糖尿病＞

宮本
＜禁煙＞

宮本
＜禁煙＞

<メンタルヘルス>
［第1・3・5週］

[再診のみ]

じん肺内科

松本

（出張医師）

德田 片山

（出張医師） （出張医師）

鈴木 伊藤 飯塚 鈴木 伊藤

朝田 江屋 朝田 原

＜血管・振動＞ ＜血管・振動＞ ＜血管・振動＞

＜呼吸器外科＞

［第４週］

鈴木 ＜ストーマ＞ 飯塚

＜乳腺＞ ［第4週］ ＜呼吸器＞

原 江屋

＜血管・振動＞

萩原 萩原 萩原 萩原 武田

小林

（出張医師）

大下倉 大下倉 大下倉 大下倉 大下倉

藤原 藤原 藤原 藤原

藤原 出張医師 藤原 藤原 藤原

出張医師 出張医師 出張医師 出張医師 出張医師

堀川 平野 平野 平野 平野

笠原 堀川 堀川 堀川 堀川

義達 笠原 笠原 笠原 笠原

義達 義達 義達 義達

堀川 ★ ★ 平野 ★

笠原 ★ ★ 堀川 ★

義達 ★ ★ 笠原 ★

★ ★ 義達 ★

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。

(★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。)

※　メンタルヘルス外来は、第１・３・５週の火曜日です。院内紹介のみの診察になります。

午前

歯科口腔外科

午後
＊完全予約制です

泌尿器科 午前

耳鼻咽喉科
午前

午後

眼科 午前

武田 遠藤 武田 遠藤

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。

午前
外科

＜＞は専門外来

＊乳腺外来・ストーマ
   外来は完全予約制です

午後

整形外科

午前

循環器科 午前

髙野 小原 髙野 小原

酒井 今 酒井

午後

午後 予　約　制　で　す

平成29年7月1日現在

午前

1診

2診

3診

一般内科

4診

＊禁煙外来は
　完全予約制です

中村医師の診察
は、じん肺内科
で行います。



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：事前の電話予約が必要です

         予約受付時間：平日 8:15～17:00 

         電話番号：0126-22-1300（内線 315）

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



平成 29年 4月 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。 

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） 

予  約：事前の電話予約が必要です。電話：0126-22-1300(代) 

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) 

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。直接、各専門分野の専門・

認定看護師にご連絡ください。

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)【専門分野の専門・認定看護師を呼出】

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2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 

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


