
  

外来目標 

安全な医療を提供するため患者のフルネームを確認し患者誤認防止に努めます 

外来では患者さんと接する時間が
短いため、お一人お一人との関わ
りの時間を大切にしていきたいと
考えております。不安なことや気
になることがありましたら気軽に
お尋ね下さい。  

      ＜診療科・各部門の紹介＞ 
Aブロック：整形外科 

Bブロック：心臓血管外科・脳神経外科・精神科 

Cブロック：内科・神経内科           （休診中） 

Dブロック：産婦人科・小児科・眼科 

Ｅブロック：外科・歯科口腔外科・泌尿器科 

Ｆブロック：耳鼻咽喉科・皮膚科・麻酔科 

   放射線科：リハビリテーション科：健診診断部 
   中央処置室（化学療法室含む）：内視鏡室 

 

中国労災病院の外来は，20科の診療科で毎日1100人前後の患者さんが受診され
ています。看護師（看護助手含む）62名で、スムーズな診療が受けられるように各
科の特徴を踏まえ、接遇を重視した外来看護の提供を行っています。 
患者さんの視点に立ち，さまざまな健康障害をお持ちの患者さんを理解し、他部門
や地域と連携した外来看護に取り組んでいます。 



整形外科 

 
整形外科外来は、脊椎、股関節、膝、肩、 
その他広範囲の疾患に対応できる専門の医師
11人が曜日別に診察にあたっています。 
受診される患者さんも１日180～250人と 
多いためお待たせすることが多いのですが、 
スムーズに診察が出来るように日々心がけて
います。 
また、人工関節センターでは、人工関節手術
を安心して受けていただけるように、努めて
まいります。 

 

月 ： 手術日 
火 ： 装具採型 10：00～ 

  神経ブロックなどの治療 
    手術カンファレンス                  

（手術予定を決定する） 
  人工関節外来 14:00～ 

水 ： 手術日 
木 ： 装具採型 10：00～ 
         神経ブロックなどの治療 
   人工関節外来 14:00～   
金 ： 手術日 

   ＜１週間の予定＞ 



脳神経外科 

 
 脳神経外科は主に外科的治療の必要な患者さんの
診察を行っています。手術前の検査や、手術後の 
経過観察のための検査、内服継続治療が必要な患者
さんを中心に不安なく検査が行え、また予約時間で
のスムーズな診察介助を心掛けています。 

 
 
【火・木曜日の診療について】 
手術日のため当番医師となります 
手術のために外来が休診になることもあります  

 



心臓血管外科 

心臓血管外科は、心臓と血管の外科治療を担当する科です。心臓疾患、末梢血管
疾患、除脈性不整脈に対するペースメーカー植え込み手術を行っています。 
末梢血管疾患の一つである下肢静脈瘤の治療法には弾性ストッキング、ストリッ
ピング手術、硬化療法があります。 

～医療用弾性ストッキングについて～ 
 医療用弾性ストッキング適応患者さんに、毎日継続
して効果的に着用して頂く為、詳しく説明をさせて 
頂いております。医療用弾性ストッキングは、段階的
圧迫圧構造となっています。正しいサイズ選択、着用
により、筋ポンプ作用が、いっそう効果的に働き、 
静脈、リンパの還流が 
よくなります。患者さんの日常生活動作、生活環境、
足の状態により、個々に最も適した指導と最適なもの
を提供できるように心掛けています。 

看護師が弾性ストッ
キングの着用の指導

を行っています 



診６：内科外来所 場 

時（完全予約制）４時～2：木曜日午後間 時 

内科外来看護師 ：糖尿病療法指導士担当者 

  受により紹介からの：代謝内分泌主治医法 方

   診できます  

に足さまで糖尿病患者の：外来通院中対象者 

    心配のある方、爪が自分で切れない方、 

    靴ずれやタコでお困りの方のケアを 

    おこないます。 

方）の割負担３円程度（750：費用 

内科 

消化器科・循環器科・呼吸器科・代謝 
内分泌科に分かれています。 
看護師8名・看護助手2名で看護に取り
組んでいます。毎日平均300名近い 
患者さんが来院され、検査も多いため 
分かりやすい説明に心がけています。 

 
毎週水曜日：午後から予約制で禁煙 
      外来を行っています。 
      禁煙されたい方は内科 
      受付でご相談下さい。 
毎週木曜日：14時からフットケア外来 
      を行っています。    
心臓病教室：年7回開催しています。  
     患者さん・ご家族、 
      心臓病に興味のある方は、 
      どなたでも参加できます。 

フットケア外来 
皆様に信頼される
看護を提供できる
よう努めています 

リスク評価 

糖尿病神経障害と血流障害
の有無を確認 

 

ケア 

・足浴 

・爪切り 

・角質削り 

 

指導 

・個別のアセスメ 
 ント 

・生活指導 

 

 



神経内科 

 
 
主に脳梗塞、パーキンソン病、
神経系の難病などの患者さん
の診察を行っています。杖や車
イスで診察を受けられる方が多
いため、患者さんが安全、安楽
に診察を行なえるように看護を
行なっています。 

皆様に信頼される 

看護を提供できるよ
う努めています 

＜物忘れ外来について＞ 

かかりつけ医よりの紹介がある
患者さんは月曜日の午後より診
察を行っています 

受診希望の方はかかりつけ医よ
り病診連携室を通して予約をお
願いします 

診察の際にはご家族の同伴とお
薬手帳の持参をお願いします 

 



中央処置室では、患者さまに採血や点滴が安
心してスムーズに受けて頂けるよう看護技術

を磨き、待ち時間短縮を日々心がけています。 
心配なこと質問などがあればいつでも声をか
けて下さい。 

化学療法室はベット数9床で月
に100～120名の患者さんの
治療を行っています。 
テレビ付リクライニングシート
を設置し患者さまにゆっくりと
した環境で安心して安全な医療
を提供できるよう日々頑張って
ます。 

テレビ付リクライニングシート
のある化学療法室 
 

中央処置室 化学療法室 

採血台の風景 
 

中央処置室の愉快な仲間達 
 

点滴の準備中 
 

受付 
 

点滴ベット 
 



内視鏡室は、 
①安全で質の高い内視鏡治療 
 の提供 
②感染対策に重点を置いた 
 機器管理 
③内視鏡検査に対する各種 
 専門資格の取得 

 
を目標にしています。 
月平均の検査500～600件で
検査中は、患者さんの状態の
観察を行い、安楽の工夫や 
声掛けを行っています。 

内視鏡室 

スコープの管理 



 放射線科は大別すると、診断と治療の２つに分かれます。 
放射線科看護師は、IVRや放射線治療の介助を行っています。
IVRは、低侵襲で身体への負担が少なくCTやX線画像を用いる
ことでより正確な治療ができるといった特徴を持っています。 
 また、放射線治療（リニアック）は、短時間で苦痛が少なく
外来通院が可能な治療です。 
このような特殊な検査・治療の介助の中で患者さんへの優しい
声かけとわかり易い説明を心掛けています。 

放射線科 

IVR（Interventional Radiology） 
日本語では「画像下治療」と訳しています。X線（レントゲン）やCT、超音波などの画像 
診断装置で体の中を透かして見ながら、細い医療器具（カテーテルや針）を入れて、 
標的となる病気の治療を行っていきます。 

 

放射線治療は、６月３０日より治療機械が新しくなり、
治療を再開します。 



産婦人科 

産 科：月・水・金の午後に妊婦の超音波外来（完全予 
    約制）H26年６月開始 
    妊婦初診の場合は完全予約制のため、必ず事前 
    予約が必要となります。 
＊里帰り分娩について 
 妊娠が確定したら、２０週位までに分娩予約を地域連 
 携室でお取りください。 
 里帰り時期については、３２～３４週までにお願いし 
 ます。ただし、紹介医の指示がある場合、32週未満で 
 も可能です。 

 
   随時、助産師の指導を受けることができます。 
   受付または外来看護師まで申し出て下さい。 

 
婦人科：予約制で外来診療を行っております。予約外の 
    方は待ち時間が長くなりますので、できる限り 
    予約をとっての来院をお願いします。 
    予約は、電話でも可能です。電話予約の時間帯 
    は、月～金の１４～１６時の間にお願いします。 



午後外来(特殊外来)は予約制で行なっています。 
 

 月：予防接種（アレルギー等のある児で 
   かかりつけ医師の紹介状が必要です）  

 火：心エコー（完全予約制） 
   特殊外来（糖尿病、てんかん、 
             ネフローゼなど） 

 水：1ヶ月健診（当院で出産された児） 

 木：心エコー（完全予約制） 
   乳児健診（医師が必要と認めた児） 
   予防接種 

 金：特殊外来、カウンセリング(完全予約制) 
   神経専門の広島大学医師（第2・第4 
   金曜日のみ） 

小児科 
採血や点滴など、
処置する部屋に
は子供の好きな
キャラクターを
飾っています 

特に１歳未満の
子供は受診の度
に体重測定を行
い増加率を見て
います 

大切なお子様に
寄り添い、優し
い声掛けと笑顔
での対応を心掛
けています 



眼科外来 

月曜日から金曜日まで、毎日午前中一般外来
を１診体制で行っています。 
火曜日、金曜日は午後が手術日です。 
それ以外の午後には、特殊検査やレーザー 
治療等を行っています。 
診察は、患者さんの待ち時間短縮のため予約
制となっています。 

 当院の眼科の手術は９割が白内障手術です。
手術は入院で行っています。(日帰り手術も
可） 

 
安全に審査、検査、治療を受けていただける
ように温かい配慮を心がけています。  



外科 

検査（細胞診・肛門鏡等）および術前・術
後の患者さんの不安が軽減できるように 
関わっています。検査・手術に対する不安
等、ご相談がございましたらお気軽に声を
かけて下さい。 
又、当院の乳腺外来では「乳腺認定医」に
よる診察を行っております。乳がん検診は
行っておりまんが、精密検査が必要と言わ
れた方や「しこり」など自覚症状のある方
を対象に診察を行っております。ご心配な
ことがありましたら、ご相談ください。 
患者さんが理解できるよう、わかりやすい
説明を心掛けております。 



  

泌尿器科 

 
 
泌尿器科では様々な検査を組み合わせながら
診療を行うことが多く、お待たせすることも
ありますが、ご理解とご協力をお願いします。 
PSA（前立腺腫瘍マーカー）血液検査は、 
検査結果が出るまでに1時間半前後かかりま
す。ご了承ください。 
看護師は分かりやすい説明とスムーズな対応
に心がけ、安心して診察・検査 処置を受け
て頂けるよう日々努力しています。 
検査・手術に対する不安等ご相談がございま
したら、お気軽に声をかけて下さい。 

 
 

外来 

エコー 

診察室 



歯科医師2名・歯科衛生士2名・看護助手
1名で口腔治療を行っています。 
虫歯・義歯の治療から、顎骨骨折の治療
まで、幅広く対応しています。 
口腔衛生のため、衛生士が歯垢の除去・
歯磨き指導等もおこなっておりますので
お気軽にご相談ください。 

歯科 

歯科診療中 



皮膚科 

お肌のトラブルでお悩みの方やほくろや皮膚のできもので心配されている方も
多いと思います。 
皮膚科では診断のための組織検査や外来での手術等も行っております。 
又アトピー性皮膚炎、乾癬、白斑等の疾患の方は紫外線療法（UVB）もおこ
なっておりますのでご相談下さい。 
安心して治療が受けられるよう日々努力しております。 
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麻酔科 

麻酔科では病院の理念に基づいて「安全・
確実な医療の推進」「安全で信頼される 
看護」を目標に日々、医療に取り組んでい
ます。医師と看護師のチームワークも良く、
やさしい声かけを心がけています。 
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耳鼻科 

 当科では耳・鼻・喉はもちろん、
めまい・顔面神経麻痺、頭頚部 
腫瘍など幅広く診察しております。 
安全な医療を提供するために、 
患者さんの立場に立ってやさしく
わかりやすい説明を行うように 
努力しております。 
地域と連携した医療・看護に取り
組んでいます。 聴力検査 



リハビリテーション科 

医師・看護師・リハビリテーションスタッフが
協力し、良質なリハビリテーション医療と早期
リハビリテーションの実践援助をさせていただ
いております。急性心筋梗塞・心臓バイパス術
後などの心臓機回復のために、エルゴメーター
を用いて心臓リハビリテーションを行っており
ます。 

エルゴメーター 



☆ご希望があれば下記オプション検査の
追加も可能です。お問い合わせください。 
 
子宮がん検診・胃カメラ・骨密度 
腫瘍マーカー・動脈硬化検査 
頸動脈エコー     
乳がん検診(マンモグラフィー、視触診) 

受 付 

採血・身体計測室 

待合室 

健診診断部 

私たちは人間ドックで早期発見し
早期治療ができるように、また、
病気の発症を予防するために、皆
様の健康管理のサポートをさせて
頂いています。 
健康で毎日素敵な人生が遅れるよ
うに一年に一度健康診断を受けて
みませんか！ 


