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　新年度のご挨拶を申し上げます。市民の皆さまや近隣の先生方など多くの方々に支えられ2度目の春をここ伊賀で迎えて

おります。

　さて、今年度の上野総合市民病院は三木院長の号令のもとすでにその基盤整備を終え、飛躍の年となるべくさまざまな

計画の実施が予定されております。中でも今年の大きなトピックスであります5階病棟と西館3階療養病棟再開についてご

紹介をさせて頂きます。

　5階病棟は4月1日より地域集学治療センターとして生まれ変わります。このセンターで、手術を受けられた患者さんだけ

ではなく他病院で治療を受けられた患者さんのがん治療継続、緩和医療や終末期医療（ターミナルケア）を紹介元や地域

の先生方と連携し後方支援を中心に運用します。当センターには訪問看護部門も併設し、在宅療養後方支援病院として急

変時の対応もさせて頂きます。また、当院はがん診療連携推進病院を拝命しておりがんの発見から診断、手術や集学的治

療（いわゆる抗癌剤や放射線治療）など将来的には最先端の医療を提供する環境整備を

目指しております。すでに、肺がん、消化器がん、乳がん、泌尿器がん、婦人科がんなど集

学的治療を三重大学・滋賀医科大学病院と連携し行っております。

　西館3階療養病棟は急性期病棟で運用して参りましたが、4月1日より再び慢性期療養

病棟として再開いたします。一般32床、トイレ付き個室8床で構成される医療型療養病棟

です。

　市民の皆様への医療サービスの向上のため、飛躍の年となるよう職員一同一丸となり

邁進して参ります。

　これからも、市民病院への皆様のご厚情とご支援をよろしくお願いいたします。

　こんにちは　看護部長の中井です。

　昨年4月から伊賀市立上野総合市民病院の看護部長をさせていただいております。初めて挨拶させていただきます。

　看護部は、「手で触れて　みて　考える看護の実践」“看護の基本に忠実で、心のこもった看護を提供します”を理念に

日々のケアを提供しています。「みて」はさまざまな意味があります。「看て」「観て」「視て」「診て」そのような「みて」から

考えた看護を展開しています。病院の行動目標である「笑顔でYES」に通じますが穏やかな笑顔と優しい言葉かけを意識

し、患者さんの言葉に耳を傾け、より添いながら医療が進むために努めています。また患者さんの視点に立って基本的な看

護ケアと個々のニーズに応じた看護を提供し、満足していただける療養生活を支援できたらと思っています。

　また、教育に関しては経年別教育システムの中で、一人一人のキャリアを把握したうえで、

基本をしっかりと押さえた看護展開ができるようスタッフ教育に取り組んでいます。そして

より質の高い看護を提供できますよう努力していきます。

　健診センター・救急医療・地域連携室・訪問看護ステーションに加え、4月からは地域

集学治療センターの開始と療養病棟の再開をさせていただくことになりました。皆さま方

の信頼が得られるようメディカルスタッフと共同し、看護部一丸となって頑張っていく所存

ですのでよろしくお願いします。

巻頭言

伊賀市立 上野総合市民病院　副院長　田中　基幹

新年度のご挨拶と5階病棟再開について

一年をふりかえって

災害拠点病院ヘリポートが完成しました

　平成27年３月10日、当院西側駐車場敷地内に完成したヘ
リポート（場外離着陸場）の完成式を開催しました。当日は
朝から強風が吹き荒れ、雪も舞う悪天候でしたが、定時より
岡本伊賀市長、田山伊賀市議会議長、地元自治会役員の方
をお招きしてテープカットが行われ、各ご来賓のご挨拶をい
ただき式典を開始しました。滋賀県より記念飛来予定の生田
病院のヘリの運行が懸念されましたが、天候も時間とともに
回復し、多くの参列者が待ち受ける中、予定どおりヘリが無
事に新ヘリポートに舞い降りました。生田病院院長生田先生
を始めとするスタッフの方々がヘリから颯爽と降り立ち、生
田先生からご挨拶の言葉をいただきました。また、その後、当院から滋賀医科大学附属病院へ患者を転送するという
想定で患者搬送訓練を実施しました。
　今回のヘリポートの竣工は、近い将来発生が危惧されている南海トラフ地震の際、当院が災害拠点病院として果
たすべき役割として極めて意義深いものであり、さらに２次救急病院として重要な機能の一つでもあります。
　今後さらに救急医療の充実を図り、当院の機能を高めていきたいと考えています。（院長　三木　誓雄）

　５階病棟は、平成27年４月１日に急性期病棟「地
域集学治療センター」として改装オープンしました。
　病棟はがん患者さんの化学療法、緩和ケア、在宅
療法後方支援を中心にしたがん総合医療の役割を
果たすべく再編成いたしました。より一層、地域の先
生方と連携をとり、がん患者さんやそのご家族の思
いに寄り添う医療・ケアを実践していきます。

伊賀市立 上野総合市民病院　看護部長　中井　拓子

５階病棟がオープンしました
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〈新任医師紹介〉

曜　日診療科 月 火 水 木 金

内
　
科

総合診療外来 橋本　　浩
三木　誓雄
（8：30～ 16：30） 田中　基幹 三木　誓雄

（寝たきり予防外来）

三木　誓雄
（8：30～ 16：30）

多田　博胤
（13：00～ 16：30） 田中　基幹

一般内科外来 浜島　信之 菱田　朝陽
（13：00～ 15：00）

消化器・肝臓内科
足立　幸彦 谷村　雄志・松本　泰司

津久田　諭　の交代
足立　幸彦
（13：00～ 15：30
第４のみ～ 14：30）

斉藤　康晴 斉藤　康晴

八尾　隆治 光山　俊行 八尾　隆治 光山　俊行
炎症性腸疾患外来

（第２月曜日） 安藤　　朗

ピロリ除菌外来（予約制）
予防接種外来（予約制）

菱田　朝陽
（15：00～ 16：00）

腫瘍内科 田中　基幹 田中　基幹
井上　靖浩

田中　基幹田中　光司
（13：00～ 15：00）

循環器内科 宮田　和明
（9：15～ 11：30）

八木　典章
（9：00～ 11：30）

宮田　和明
（9：15～ 11：30）

松本　祐一
（9：00～ 11：30）

山本　　孝
（9：30～ 11：30）

不整脈専門外来
（最終月曜日）

堀江　稔
（13：30～ 15：30）

ペースメーカー外来
（予約制）（第 3木曜日）

宮田　和明
（13：00～ 15：00）

心臓血管外来

坂倉　玲欧
（10：00～ 12：00）

矢田　公
（13：00～ 15：00）
4/8,22　5/13,23
（完全予約制）

新保　秀人
（15：00～ 16：30）

4/23　5/21
（完全予約制）

腎臓内科 /呼吸器内科 清水　浩一（腎臓）
（13：00～ 15：30）

五十嵐知之
（呼吸器）

神経内科 朝日　理
（予約のみ）

もの忘れ外来
（予約制）

多田　博胤
（13：00～ 15：30）

赤津　裕康
（14：00～ 16：00）

4/24　5/29

ペインクリニック内科
（第１, ３, ５火曜日）

横地　　歩
（15：00～ 16：30）

小児科 橋本　　浩 橋本　　浩 橋本　　浩 橋本　　浩

小児外科（第４火曜日） 内田　恵一
（13：00～ 16：00）

外
　
科

外　科
初　診 浦田　久志 濱口　哲也 寺邊　政宏

再　診 寺邊　政宏
濱口　哲也 森本　雄貴 千賀　雅之 浦田　久志

西川　隆太郎
肝胆膵疾患外来 櫻井　洋至

（9：30～ 11：30）

大腸肛門病センター 森本　雄貴 三木　誓雄 三木　誓雄

緩和ケア外来（完全予約制） 寺邊　政宏
（15：00～ 17：00）

ヘルニア外来（鼠径） 濱口　哲也
（13：00～ 15：00）

脳神経外科（予約制） 中塚　慶徳
（10：30～ 13：00）

整形外科
Ⅰ　診 佐藤　昌良 佐藤　昌良 宮本　　憲

（15：00～ 16：30）

山口　敏郎

Ⅱ　診 山口　敏郎 山口　敏郎 宮本　　憲

泌尿器科 田中　基幹 神田　英輝 田中　基幹

婦人科
（第２・４水曜日のみ２診）

Ⅰ　診 和田　俊一 和田　俊一 和田　俊一 和田　俊一 和田　俊一

Ⅱ　診 田畑　　務
（9：30～ 11：30）

耳鼻咽喉科 竹内　万彦

皮膚科 横山　智哉
（9：00～ 11：00）

眼　科 布目　貴康
（9：30～ 11：00）

【受付時間】午前８時３０分～１１時３０分まで　※受付時間の異なる診療科があります（　）内をご参照ください。
※脳神経外科、神経内科、心臓血管外来（完全予約制）医師は医療機関からの紹介状が必要です。
※臨時に休診になる場合がありますので、事前に電話にてご確認ください。　　　電話 0595ー24ー1111㈹

伊賀市立上野総合市民病院  外来診療表（平成27年４月１日～）


