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４月より入退院支援室を開設します。

　「入院が必要です」と言われたら、患者さんやご家族の皆さまにさまざまな不安を抱かせると思い

ます。入院中や退院後のこと、医療費のことなど、さまざまな不安の中で持参品や必要書類の準備を

していただく必要があります。

　当院では、これまで外来の中で入院の説明を行っていましたが、その場では十分に理解できなかっ

たり、さまざまな不安をかかえたまま入院されることも多かったのではないでしょうか。

　そのため４月より、入院前の患者さんとご家族の不安を取り除き、安心して入院治療を受けていた

だけるよう、入退院支援室を開設します。

　入院が決まった時に、入退院支援室にご案内します。そこでは、看護師や看護補助員が入院に際

しての必要書類や入院当日の持参品、入院費に関する高額医療費の申請等について説明し、不安

に関する相談支援をさせていただきます。

　また、退院後の在宅療養や施設入所等についても、地域医療連携室の社会福祉士も交えて相談

を受け、住み慣れた地域で生活を送れるように支援をさせていただきます。

　受付は平日の午前８時３０分から午後５時まで、場所は１階、総合窓口の隣です。

　患者さんやご家族を問わず、入院前・入院中・退院前のいつでもお気軽に相談にお越し下さい。

院長　三木誓雄
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伊賀市立上野総合市民病院  外来診療表 （平成30年3月1日から）

【受付時間】午前８時３０分～１１時３０分まで  【診察時間】午前９時～正午まで
※受付時間・診察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(火曜日）、胸部外科外来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、診療表が変更になる場合がありますので事前にご確認ください。
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（呼吸器科） 五十嵐知之（滋賀医大） 寺本 晃治（滋賀医大）
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三木　誓雄 三木　誓雄田中　光司

田中　光司 田中　光司

田中　光司

（糖尿病内科） 浜島 信之（名古屋大）
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（13：00～15：30）

清水　浩一
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腫瘍内科

循環器内科

（ペースメーカー外来）
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（13：00～15：00）
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内　科

初診（交代制）

中澤 拓也

設楽 智史

野崎 和彦

第1

第2・4・5
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青野　祐樹
※診察時間

（10：00～12：00）

栗原　眞行 北原　義介

脳神経外科
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北原　義介 北原　義介 北原　義介

八尾　隆治
関西医科大学
医師交代制

青野　祐樹

山本　晋也
（三重大）

竹内　万彦
（三重大）

岩田　崇

宮田　和明 八木 典章（滋賀医大）

宮田　和明

宮田　和明

皮膚科
（13：00～15：30）

一尾　享史
（三重大）

眼　科
（8：30～11：00）

澤山 裕一（滋賀医大） 山本 孝（滋賀医大）

八尾　隆治

１診

2診

１診

2診

１診

2診

佐藤　昌良

１診

新谷　健
※診察時間

（10：00 ～ 11:30）

新谷　健佐藤　昌良

池村　重人

（大腸肛門病ｾﾝﾀｰ）

池村　重人

ギブス外来

2診

１診

2診

3診

櫻井 洋至(三重大）

三木　誓雄 三木　誓雄 三木　誓雄

神田 英輝(三重大）泌尿器科

午後

婦人科

北原　義介

（総合診療科）

三木　誓雄
（総合診療科）

三木　誓雄
（総合診療科）

三木　誓雄
（総合診療科）

三木　誓雄

（緩和ケア外来）
交代制【予約制・午後】

奥川 喜永（三重大）

斉藤　康晴

加藤　孝太

椹木　一仁 椹木　一仁

加藤　孝太

第1・3・5 三重大学医師交代制

第2・4 田畑 務（三重大）

（心臓血管外科）
※診察時間

（10：00～12：00）

耳鼻咽喉科
（8：30～11：00）

新保　秀人
（三重大）

赤津　裕康
（名古屋市立大）

（胸部外科）
【完全紹介予約制】不定期月2回

（15：00～16：30）

内田　惠一
（三重大）

（小児外科）
（第4火曜日）

※診察時間（13：00～16：00）

（炎症性腸疾患外来）
第２月曜日

安藤　朗
（滋賀医大）

（もの忘れ外来）
不定期　月2回

（14：00～16：00）

榎本 匡秀（滋賀医大）

岩田　崇

（３名とも滋賀医大）

三浦　洋一
(三重大）

【紹介予約制】

（10：30 ～ 12：30）

電話  ０５９５－２４－１１１１（代表）

０５９５－41－0061（地域連携室）

FAX  ０５９５－41－00６８（地域連携室）

伊賀市立上野総合市民病院
〒518-0823  三重県伊賀市四十九町831番地

（予防接種外来）

北原　義介
【予約制】

（14：00～15：00）

曜　日診療科 月 火 水 木 金

　　　は常勤医師



最新医療
ニュース

　平成３０年４月１日より、厚生労働省の認可を受け、入院費の計算方法を出来

高払い方式から近隣病院と同じＤＰＣ（診療群分類包括評価）方式に変更しま

す。ＤＰＣ方式では疾患ごとに入院医療費が定められ、その中に投薬、注射、検

査、レントゲン、入院基本料等の費用（一部除く）を含みます。この計算方法によ

り、予め疾患名や診療内容に応じてどのくらい医療費がかかるかの目安が患者

さんにも分かりやすくなります。なお、疾患や診療の内容によっては、従来どおり

の計算方法（出来高算定）となる場合

があります。たとえば、手術料や食事

代も従来どおりです。ＤＰＣ方式につ

いて、ご不明な点がありましたら、医療

事務課までお問い合わせください。

医療事務課長　中出光美

　与薬カートは「１患者１引出し」を基本とすることにより、患者さん一人一人の

内服薬について今まで以上に安全な管理ができます。また、看護師による患者さ

んの服薬チェツクが素早くできます。今まで与薬は、準備から配薬までの全てを

看護師が行っていましたが、与薬カートの導入を機に内服薬のセッティングは薬

剤師、配薬は看護師が行うことといたしました。この事により、薬剤師による与薬

状況の把握が向上し、看護師と薬剤師との協働による与薬における患者さんの

安全・安心の確保が可能となります。さらに、４月からは、

各階に担当薬剤師を配置する事としております。入院中

の患者さんやご家族の方で、薬に対してのお問い合わ

せがございましたら、病棟薬剤師にお申し出下さい。今

後は、病棟での薬剤管理業務の質を高め、薬剤使用の

安全性に努めてまいりたいと考えます。

薬局長　福森和俊

与薬カートを用いた内服薬の管理を始めました。
また、４月からは、各病棟に担当薬剤師を配置します。

入院医療費の計算方法が変わります

　　当院では、地域医療への貢献を目指し、地域包括ケア病棟

（４０床）を平成３０年４月より開設します。地域包括ケア病棟とは、急性期治療を

終え、病状が安定した患者さんに対して、在宅療養への復帰支援に向けた医療

や看護、支援を行う病棟です。入院期間は60日以内となっています。病棟では

その人にあった機能回復を目標に、患者さんやご家族が望む形での退院を可能

な限り支援していきます。医師、看護師、リハビリスタッフ、社会福祉士等が協力

し、地域の介護施設等とも連携して、患者さんの退院支援・退院後のケアにつ

いてサポートをさせていただきます。また、ご家族の介護疲れを癒すための「か

かりつけ医の紹介によるレスパイト入院（一

時的な入院）」のご相談にも応じさせていた

だきます。スタッフ一同、患者さんとご家族

の皆様に寄り添い、力を合わせて頑張りま

すので、よろしくお願いいたします。

病棟師長　稲森由佳

地域包括ケア病棟を開設します

　全国の病院では、患者さんを誤認することでもたらされる医療事故が多発し

ています。当院でも、一日に３００人近くの外来患者さんが受診されますので、同

姓同名やよく似たお名前の患者さんがおられることに加え、高齢患者さんの増

加などによるさまざまな要因によって、同様の事例が発生しやすくなっています。

このため、当院では、外来患者さんの誤認を防止し、より安全な医療を提供する

ことを目的に、平成３０年１月よりすべての外来患者さんに診察券をホルダーに

入れ、携帯していただくようお願いしていま

す。外来患者の皆さまにはご不便をおかけし

ますが、医療事故の発生を防ぐ為にも、ご理

解とご協力をお願いいたします。

副看護部長・外来師長　岡本京子

患者さんの誤認防止にご協力ください。

出来高払い方式 DPC( 包括評価方式 )

一日の診療行為ごとに算定 一日当りの定額点数で算定

出来高

包括

入院料 (○○円 )

投薬料 (○○円 )

注射料 (○○円 )

処置料 (○○円 )

検査料 (○○円 )

画像診断料 (○○円 )

入院料

投薬料(退院時処方を除く)

注射料

処置料 (一部を除く)

検査料 (一部を除く)

画像診断料 (一部を除く)

( 包括部分に限る )

手術料 (○○円 )

リハビリ・その他(○○円)

手術料 (○○円 )

リハビリ・その他(○○円)


