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病棟看護
（びょうとうかんご）



びょうとう いりぐち

ここは病棟の入口だよ
かんごし

看護師さんってどんなことをしているのかな

3



へや げんき ねつ はか

いまからお部屋にいくよ。みんなは元気かな。お熱を測ろ
うね

4



からだ む

身体の向きやおむつをかえたり

5



だっこしてミルクをあげるよ

6



じかん た

ごはんの時間だよ。たくさん食べようね

7



ふ ろ じ かん ふろ ば

お風呂の時間だよ。お風呂場だったり

8



へや ふろ はい

お部屋でもお風呂に入れるよ

9



ちゅうしゃ くすり てんてき

注射のお薬や点滴をつくるよ

10



からだ げんき しら さいけつ てつだ

身体が元気かどうか調べるために採血のお手伝いをするよ

11



ちい の いっしょ しゅじゅつしつ い

小さいベッドに乗って一緒に手術室に行こうね

12



しゅじゅつ お こ へや もど

手術の終わった子がお部屋に戻ってきたよ

13



ほいくし

プレイルームには保育士さんがいてたくさんおもちゃがあ
るよ

14



はなし

みんなとお話をするよ

15



薬局
（やっきょく）



病院の薬剤師さんは、病院にいるみんなののみぐすりや

注射のおくすりをつくってるんだ

びょういん やくざいし びょういん

ちゅうしゃ



おくすりにはいろんなしゅるいがあるよ



つぶのおくすりだけでもこんなにたくさん！



こなのおくすりをはかったり



つぶのおくすりは、つぶしたり



わったりして、みんながのみやすくするよ



みずぐすりをはかったり



ぬりぐすりをまぜたりもするよ



みんなのところに届く前にもう一度チェック！
とど まえ いちど



注射のおくすりもたくさんあるんだ
ちゅうしゃ



数や量があっているかかくにん！
かず りょう



薬局の中で注射のおくすりをまぜたり、
やっきょく なか ちゅうしゃ



病棟で看護師さんと一緒につくったりするんだ
びょうとう かんごし いっしょ



かんせい！ みんなのもとに届くよ
とど



入退院センターでは、みんなとおはなしして

もってきたおくすりをかくにんしたり、

にゅうたいいん



おへやにいって、おくすりのおはなしもするよ



薬剤師さんはおくすりはかせ！

おくすりでわからないことはなんでもきいてね

やくざいし



清掃
（せいそう）



病室の清掃をしているよ
びょうしつ せいそう



部屋のすみずみまできれいにするよ
へや



中央監視室
（ちゅうおうかんししつ）



防災モニターを見て
ぼうさい み



指さし確認で安全をチェック！
ゆび かくにん あんぜん



警備
（けいび）



警備員さんはいろんな仕事をするよ
けいびいん しごと



患者さんに道を案内したり
かんじゃ みち あんない



電話の対応をしたりするよ
でんわ たいおう



モニターのチェックもするよ



外来窓口
（がいらいまどぐち）



患者さんに手続きをしてもらうところだよ
かんじゃ てつづ



内科の先生
（ないかのせんせい）



問診

からだのちょうしはどうかな？
どんなけんさがひつようかな？

もんしん



診察（聴診）

からだのおとをきいてげんきかどうかかく
にんします。

しんさつ ちょうしん



診察（触診）

おなかのしんさつをします。いたいとこ
ろはないかな。

しんさつ しょくしん



しんさつのけっかをせんせいからおはな
しします。よくきいてかえってね。

結果説明
けっか せつめい



口腔外科
（こうくうげか）



はのせんせいは、あかちゃんやこどものく
ちをまもるよ。



びょうきのはをなおしたり、はならびをき
れいにしたりするよ。



しかえいせいしさんも、みんなの歯をま
もっているよ。



ことばのせんせいとおはなしのれんしゅう
をするよ。



どうぶつのえやパズルであそびながらおはなしのれん
しゅうをしているんだ。



放射線
（ほうしゃせん）

2022/7/4追加予定



手術室
（しゅじゅつしつ）

2022/7/4追加予定



栄養科
（えいようか）

2022/7/4追加予定



検査室
（けんさしつ）



①みんなの血やおしっこなどの検査をする 検体検査

②みんなの体を直接検査する 生理検査

臨床検査技師って何をしてい
るの？

りん しょう けん さ ぎ し なに

ち けん さ けん たい けん さ

からだ ちょく せつ けん さ せい り けん さ

①検体検査

んけんたい けんさ せいり けんさ

②生理検査



①検体検査ってなに？
けん たい けん さ

血やおしっこを使って、みんなの体が元気かどうか調べるよ。

ばい菌とたたかってしんどくなっていないか、おしっこはちゃんと出ているかなどをみ

るんだ。

ち つか からだ げん き しら

きん で

採血がんばるぞ～。

どうして血をとるんだろう？

なににつかうの？

さいけつ

ち



採血容器

こんなにたくさんの容器があるよ。検査したいものを測ってくれる容器を

選んでみんなの血や尿を調べるよ。

さい けつ よう き

ようき けん さ はか よう き

えら ち にょう しら

小さい子用の容器もあ
るんだって！

ちい こ よう よう き



測定

血やおしっこをいろんな機械で測定するよ。

そ く て い

ち きかい そくてい



自分の血液型はしってるかな？

ここでは血液型を調べているよ。きれいな色の液体を使うよ。

輸血検査

A型？O型？

B型？AB型？

ゆ けつ けん さ

がた

がた がた

がた

じ ぶん けつ えき がた

けつ えき がた しら いろ えき たい つか



他の人の血をみんなの体にいれても大丈夫かどうかを検査するよ。

大丈夫！とわかったらみんなのところへ持って行って輸血してもらうんだ。

ほか ひと ち からだ だい じょう ぶ けん さ

だい じょう ぶ も い ゆ けつ

輸血検査
ゆ けつ けん さ



細菌検査
さい きん けん さ

どんなばい菌が悪さをしているかをみつけるよ。

インフルエンザやコロナウイルスの検査もしているよ。

せきがとまらない…

ねつがでてしんどい…

おなかがいたい…

きん わる

けん さ



病理検査
びょう り けん さ

みんなの体からわるさをしているかもしれないところを取ってきて

ほんとうにわるさをするものがいないか見ているよ。

みんなのからだから取ったところを

うすく切って、機械で色をつけるんだって！

からだ と

き き かい いろ

と

み



②生理検査ってなに？
せい り けん さ

みんなの体に直接触れて検査をするよ。

むねにゼリーをぬったり、頭を触ったりしてみんなのからだの検査をしていくよ。

からだ ちょく せつ ふ けん さ

あたま さわ けん さ

DVDをみてたり、ねている間に

してくれるんだって！

あいだ



1階のぞうさんのところを入ってこの奥に検査室があるよ
かい はい おく けん さ しつ

どこで検査するの？

けん さ

3つの検査を紹介するね。

心電図検査

心エコー検査

脳波検査

けん さ しょうかい

しん でん ず けん さ

のう は けん さ

しん けん さ



シールをはっていくよ。心臓のリズムをみているよ。
しん ぞう

心電図検査
しん でん ず けん さ



むねにゼリーをつけて心臓の形や動きを検査しているよ。

DVDをみたり、ねているあいだにおわるよ。

しん ぞう かたち うご けん さ

心エコー検査
しん けん さ



いろんな色のひもをたくさん頭にはって、おきているときやおひるねしているときに

みんなの脳がどんなふうに働いているか検査しているよ

いろ あたま

のう はたら けん さ

ごろごろしてもいいように

包帯でまいてもらおう…
ほうたい

脳波 検査
のう は けん さ



結果報告！

結果が出たらそれぞれすぐに先生に報告！

その結果をもとにみんなの体の状態をチェックしているよ。

けっ か ほう こく

けっ か で せん せい ほうこく

けっ か からだ じょう たい



情報企画室
・診療情報室
・事務

（じょうほうきかくしつ
・しんりょうじょうほうしつ

・じむ）
2022/7/4追加予定



治験室
（ちけんしつ）

2022/7/4追加予定



リハビリテーション科
・育療室

（りはびりてーしょんか
・いくりょうしつ）

2022/7/4追加予定
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