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沿 革

第二次大戦後,岡 山県では,経 済 の発展に伴 う労

働 災害の増加 に対応す るため,岡 山労働組合連合会,

使用者団体 等の労使 関係者 を中心 とし,県 民一体 と

なって労災病院誘致 を労働省 に働 きかけ た.そ の結

果,当 院は昭和28年 に設置が決定 され,岡 山市築港

緑町に敷地 の提供 を受 け,開 院の運 び となった.

建設工事 は昭和29年4月 に開始 され,30年3月 に

本館が竣工 した段階 で,内 科,外 科,整 形外科 の3

診療科,病 床数30床 を もって診療 を開始 した.

引き続 き工事は継続 され,昭 和32年4月 には上記3

診療科に眼科,耳 鼻咽喉科 を加 えた5診 療科,病 床数

250床 の病院 となった.そ の後 も診療科の増設 と増改築

工事 を行 って,昭 和46年1月 には11診 療科 とな り,病

床数 も401床 の総合病院へ と発展 し,昭和48年 には良質

の看護の提供 を目指 して看護専門学校 を併設 した.

時の経過 とともに,当 院が立地 してい る岡山市東

南部地 区は,工 業地 として整備 され る一 方,閑 静 な

住宅地 として も急速 な発展 を遂 げた.こ れ を受 けて

当院は地 区の 中核病 院 として 多様 な医療 ニー ズに対

応す るため,昭 和57年 度か ら5か 年計画 で本館 と外

来診療棟の増改築,増 床 を行 い,昭 和62年4月 に現

在の451床 が稼 動す るよ うに な り,翌年4月 には麻酔

科 を設置 して17診 療科 とな り,岡 山で も有数の高度

医療,高 次機 能病 院 として発展 して きた.

活動内容 とその特色

当院は,岡 山県東部 の耐火煉瓦工場地帯 に多発 す

るじん肺患者お よび イ草染土 に よるじん肺症 患者 に

対応す るため,じ ん肺症 医療施設 を充実 し,じ ん肺

症患者 のための リハ ビ リテーシ ョン医療 に力 を入れ,

被災患者の社会復 帰の援助 に努め て きた.一 方,近

年 多発す る職 業性疾 患対策 の一環 として,じ ん肺,

鉛 中毒,振 動病 等の特殊健診 を実施す る とともに,

勤労者医療の積極 的な推進 を図るため,平 成10年4

月に産業保健科,同 年9月 に勤労者呼吸器病セ ンタ

ー を設置 ,平 成11年12月 には 「勤労者 心の健康 相

談」の電話相談 窓 口を開設 した.ま た,近 隣の事 業

所に産業医 を派遣す るな ど,多 様化 す る勤労者の疾

病 と治療 に積極 的に取 り組ん でい る.

救急医療 につ いては,昭 和40年 に救急病 院の告示

を受け,地 域 の救急輪番制に参加 しなが ら救急医療

活動に取 り組 んで きたが,昭 和60年4月 か ら院内の

救急医療受 け入 れ体制 を整備 ・拡 充 し,24時 間救急

患者 を受 け入れ,平 成9年 には岡山県のヘ リコプ タ

ー救命拠 点病院 に指定 された
.

平成7年4月 には厚生省か ら臨床研修病 院に指 定

され,医 師の卒後教育 に貢献 してい る.ま た,地 区

の診療所 医師およびコメデ ィカルの方々 と当院 スタ

ッフで「岡南臨床 フォー ラム」を組織 し,隔 月に勉強

会 を開 き,活 発 なデ ィスカッシ ョンを展開 して いる.

平成9年 度か らはエイズ治療拠点病院 としてエイズ

患者の受け入れ体制 も整 えている.更 に平成9年1月

には・地区の診療所か らの創 生期の重症患者 を積極 的

に受け入れ るため,27床 のHCU病 棟 を開設 した.ま

た,平 成11年 度にはデジタル血管撮影装置(DSA)を

導入する とともに,12年 度にはMRIの バージ ョンア
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ップを行 うなど診療機能の充実を図っている.

なお,本 年秋には,(財)日本医療機能評価機構によ

る病院機能評価を受審する予定である.

岡山労災病院の理念

1.　勤労者医療の担い手 として活動する.

2.　住民に信頼される地域の中核病院 として機能す

る.

3.　常に医療水準の向上 を図り高度で先進的医療 を

実践す る.

4.　患者の尊厳 を重視 し患 者本位 で公平 な医療 を提

供す る.

5.　救急医療 に積極 的に取 り組 む.

6.　緊密 なチーム医療 を展 開す る.

(次頁に外来診療医担当表を掲げましたのでお役

立て下さい)
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岡山労災病院外来各科診療担当表(平 成13年4月1日 現在)

診療 受 付 8:15～11:00(医 科8:15～11:00)(歯 科8:15～12:30 14:00～15:00)

診療 時 間 8:15～17:00


