
病棟編成と診療科の紹介                                                                                        Ｈ２９年度 

 

部署名 

項目 
診療科 主な疾患 主な治療 

①病床数 

②看護師数 

1． 看護体制 

2． 主な看護業務 

 

 

 

10東 

婦人科、消化器内科 子宮頚がん、子宮体がん、卵巣

がん、消化器内科（下咽頭から

大腸までの消化管がん） 

手術療法（子宮切除、卵巣卵管切除、リ

ンパ郭清）化学療法、放射線療法 

 

①42床 

②29名 

1．2交替/PNS 

2．周術期看護・がん化学療法看護・家族看護・がん放射線療法看護・

排尿障害患者の生活指導・緩和ケア 

 

10西 

乳腺外科、女性内科、 

呼吸器内科、形成外科 

乳がん、肺がん、婦人科がん、 

消化器内科（下咽頭から大腸ま

での消化管がん） 

手術療法（乳房切除、乳房部分切除） 

化学療法、放射線治療 
①42床 

②28名 

1．2交替/PNS 

2．周術期看護・乳がん看護・家族看護・リンパドレナージ・緩和ケア 

 

 

9東 

消化器内科、内視鏡科 胃がん、早期胃がん、大腸が

ん、食道がん、膵がん、 

化学療法 放射線化学療法  

内視鏡治療（ESD） 症状緩和 
①42床 

②31名 

1．2交替/PNS 

2．上部消化管がん術後の看護・がん化学療法看護・HTP 指導・ESD

の看護・NST連携・がん性疼痛看護・緩和ケア        

 

9西 

消化器内科、内視鏡科 胃がん、頭頚部がん、 

その他消化管がん 

化学療法 

放射線化学療法 

内視鏡治療（ESD）症状緩和 

①42床 

②29名 

1．2交替/PNS 

2．がん化学療法看護・緩和ケア・がん放射線療法看護・がん性疼痛

看護・臨床試験および治験の看護・ESDの看護 

 

8東 

肝胆膵外科、IVR科、 肝細胞がん、肝がん、十二指腸

乳頭部がん、膵がん、胆嚢が

ん、胆管がん 

手術療法（膵頭十二指腸切除、肝切除

等）血管塞栓術、動注化学療法 

 

①42床 

②30名 

1．2交替/PNS 

2．肝胆膵の周術期看護（ドレーン管理）・IVR の看護・がん化学療法

看護・ESDの看護・緩和ケア 

 

一 8西 

胃外科、消化器内科 胃がん、腹膜播腫、腹膜擬粘液

腫、GIST、消化器内科（下咽頭

から大腸までの消化管がん） 

手術療法（胃切除＋再建術、症状緩和

的人工肛門造設術）化学療法、放射線療

法、臨床試験および治験（化学療法） 

①42床 

②30名 

1．2交替/PNS 

2．胃がん術後の看護・がん化学療法看護・HTP指導・NST連携・ 

  緩和ケア 

 

 

般 
7東 

脳神経外科、泌尿器科 

IVR科、検診科 

脳腫瘍（神経膠腫、髄膜腫、下垂

体腫瘍、転移性脳腫瘍）、  

腎がん、腎盂がん、精巣腫瘍、

前立腺がん、膀胱がん 

化学療法、放射線治療、幹細胞移植後

のフォロー 

手術療法（ダヴィンチ腎摘除術、回腸導

管・新膀胱造設、皮膚移植） 

血管塞栓術、動注化学療法 

①42床 

②31名 

1．2交替/PNS 

2．脳腫瘍術後の看護・がん放射線療法看護・がん化学療法看護・ 

リハビリテーション看護・在宅療養に向けた退院調整 ・ 

尿路系がん術後の看護・人口肛門ケア・排尿障害の生活指導・ 

がん化学療法看護・がん放射線治療看護・がん性疼痛看護・ 

IVRの看護・緩和ケア 

 病 

7西 

大腸外科、内視鏡科、 

IVR科、皮膚科 

大腸がん、直腸がん、胃がん、

肝がん、皮膚がん、 

悪性黒色腫 

手術療法（ダヴィンチ大腸切除、人工肛

門造設、人工肛門閉鎖）化学療法、放射

線療法、内視鏡的治療、IVR 

①42床 

②28名 

1．2交替/PNS 

2．大腸がんの周術期看護・人工肛門ケア・排尿障害患者の生活指

導・がん化学療法看護・IVRの看護・内視鏡看護・緩和ケア 

 

棟 

6東 

整形外科、小児科、 

AYA病床、    

 

骨肉種、軟部腫瘍、骨腫瘍、 

転移性骨腫瘍、病的骨折、 

小児がん 

化学療法、放射線療法・陽子線治療 ①38床 

整形 16床 

小児  7床 

AYA 15床 

②28名 

1．2交替/PNS 

2．骨腫瘍術後の看護・がん放射線療法看護・がん化学療法看護・リ

ハビリテーション看護・在宅療養に向けた退院調整・緩和ケア・ 

小児がん患者の看護・CLSとの協働ケア・小児の陽子線治療看護 

   

 

6西 

頭頚部外科、食道外科、 

形成外科、眼科、 

口腔外科、原発不明科 

下咽頭がん、喉頭がん、上顎が

ん、舌がん、甲状腺がん、 

白内障、食道がん 

手術療法（腫瘍摘出、再建術） 

放射線療法  化学療法 ①42床 

②30名 

1．2交替/PNS 

2．頭頚部がん術後の看護・経管栄養/NST連携・口腔ケア・ 

リハビリテーション看護・がん化学療法看護・がん放射線療法看

護・がん性疼痛看護・PEG指導・緩和ケア 

 

5東 

呼吸器内科・外科、 

循環器科、神経内科、 

腎・内分泌・代謝科 

肺がん、胸腺がん、気管がん、

慢性心不全、狭心症、心筋梗

塞、閉塞性動脈硬化症、脳梗

塞、筋萎縮性側索硬化症、糖尿

病、慢性腎不全 

化学療法、放射線療法、手術療法、症状

緩和治療、心臓カテーテル検査と治療、

ペースメーカー植込み、インスリン療

法、透析、血栓溶解療法、人工呼吸療法 

①42床 

②29名 

1．2交替/PNS 

2．胸部がん術後の看護・呼吸リハビリテーション看護・循環器疾患患

者の看護・糖尿病患者の看護・人工呼吸器管理・ALS 患者の看護・

がん放射線療法看護・がん化学療法看護・在宅酸素療法患者の看

護・緩和ケア 

 

5西 

呼吸器内科・外科 胸部悪性腫瘍（肺がん、胸腺が

ん、悪性胸膜中皮腫など） 

手術療法 

化学療法 

放射線療法 

①42床 

②29名 

1．2交替/PNS 

2．胸部がん術後の看護・呼吸リハビリテーション看護・がん化学療法

看護・がん放射線療法看護・在宅酸素療法患者の指導・臨床試験

及び治験の看護・緩和ケア 

 

4東 

血液・幹細胞移植科 悪性リンパ腫、急性リンパ性白

血病、急性骨髄性白血病、多発

性骨髄腫、非ホジキンリンパ

腫、白血病 

化学療法、骨髄移植 

放射線療法 ①24床 

②30名 

1．2交替/PNS 

2．幹細胞移植の看護・がん放射線療法看護・がん化学療法看護・緩

和ケア 

 

緩 
4西 

緩和医療科 ターミナル期の患者 

疼痛などの症状緩和が必要な

患者、看取り 

 

疼痛などの苦痛症状に対する緩和治療 

 

 

 

①25床 

②26名 

1．2交替/PNS 

2．終末期患者の看護・がん性疼痛看護・放射線療法（疼痛緩和）・緩

和ケア・遺族支援（茶話会） 

 

和 
別棟 

緩和医療科 ①25床 

②27名 

 

 

手 
 

GICU 

集中治療科 集中ケアが必要な患者 

外科手術患者 

・全身麻酔手術直後のケア 

・心臓カテーテル治療後のケア 

・内科外科を問わず重篤な急性機能不

全患者のケア・血液浄化 

①16床 

②31名 

1．3交替勤務 

2．全身麻酔手術後管理・人工呼吸器管理・循環器管理・体外循環器

管理・血液浄化管理 

術 

手術部 

全科 手術療法対象疾患 手術療法 
①－ 

②33名 

1．日勤・遅出・オンコール 

2．がん疾患の手術・術前術後訪問・内視鏡手術・ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ手術（トレー

ニング開始） 

 

外来 

全科 

(陽子線、放射線除く) 

全科のがん 

（34診療科） 

初診患者の問診、診断、入院治療後のﾌ

ｫﾛｰ、在宅療養患者の指導、外来手術、

化学療法、補助療法、歯科、外来処置 

①- 

②38名 

1．日勤・日当直 

2．診療の補助業務・患者指導・入院オリエンテーション・外来処置・が

ん患者カウンセリング 

 

外 
化学療法・ 

支持療法   

ｾﾝﾀ  ー

全科 肺がん、大腸がん、胃がん、膵

臓がん、乳がん、卵巣がん、子

宮がん、悪性リンパ腫など 

化学療法、輸血 
①39床 

②29名 

1．日勤・日当直 

2．がん化学療法看護・輸血療法・患者指導・在宅療養支援・相談 

来 

中 央      

診療部門 

画像診断科、 

放射線・陽子線治療 

センター、内視鏡科 

画像診断部・放射線治療部：全

症例 

陽子線治療部：固形がん（前立

腺がん、頭頚部腫瘍、肝臓が

ん、食道がん）内視鏡科：下咽頭

がん、食道がん、胃がん、大腸

がん、膵臓がん、肺がんなど 

画像診断部：CT・PET・血管造影、心カテ

等 内視鏡科：GF、CF、BF、EMR、

ERCP、TCS等 放射線治療 

陽子線治療 
①－ 

②35名 

1．日勤・オンコール・日当直 

2．内視鏡検査および治療の看護・画像診断検査（CT 造影剤 IV 等）・

IVRの看護・心カテの看護・がん放射線治療看護・陽子線治療看護 

 


