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院長からのお知らせ

市民公開講座を開催しました。

　6月17日、ヒルホテル・サンピア伊賀において、

市民公開講座「もっと知ってほしい、おなかの病気

のこと」を開催しました。今回の講座は院長三木が

担当した日本消化器病学会東海支部第128回例

会の二日目のプログラムで、当日は日曜日の午後、

天気にも恵まれ、107名の市民の皆様に参加いた

だきました。

　当院消化器内科部長八尾隆治医師の司会の

もと、青野祐樹医師、岩田崇医師、椹木一仁医師、

加藤孝太医師が、お話しさせていただきました。伊

賀地域で消化器肝臓疾患を担当する当院の役割

が大きいことを、改めて実感しました。

女性医師・女性スタッフによる

「乳腺センター」を開設しました。

　近年、わが国では、乳がんに罹患する患者さん

が急増しています。当院では乳腺疾患の診断から

治療まですべてを担う、「乳腺センター」を開設し

ました。

　乳腺専門医の毛利智美医師を中心に、看護

師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、放射線技

師、社会福祉士で構成されたスタッフは、すべて

女性です。乳腺にしこりがある、乳腺に痛みがある

など、心配な症状がある方は是非ご相談ください。

外来は毎週月曜日、水曜日、金曜日の午前中、検

査や手術は火曜日、木曜日に行います。
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院長　三木誓雄

毛利智美医師

・日本乳癌学会

乳腺専門医

・日本外科学会

外科専門医・指導医

伊賀市立上野総合市民病院  外来診療表 （平成30年8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
※受付時間の異なる診療科があります（※　）内をご参照ください。又（　）内の時間表示は診察時間となります。

※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。

三枝　晋

三枝　　晋横江　毅 横江　毅

原　文佑

千賀　雅之

（呼吸器科） 寺本 晃治（滋賀医大）

外　科

（肝胆膵外科）

田中　光司 田中　光司田中　光司

田中　光司 田中　光司

田中　光司

（糖尿病内科）
（第２・第４火曜日）

浜島 信之（名古屋大）

（腎臓内科）
（13：00～15：30）

清水　浩一

消化器・肝臓内科

腫瘍内科

循環器内科

（ペースメーカー外来）
【予約制・第３木曜日】（13：00～15：00）

神経内科

内　科

手術日

中澤 拓也
設楽 智史
野﨑 和彦

第1

第2・4・5

第3

青野　祐樹
（10：00～12：00）

栗原　眞行 北原　義介

脳神経外科

整形外科
（※8：30～11：00）

栗原　眞行

岩田　崇 岩田　崇（予約制） 小田裕靖（三重大）

北原　義介 北原　義介 北原　義介

八尾　隆治
関西医科大学

交代制

青野　祐樹

山本　晋也
（三重大）

竹内　万彦
（三重大）

岩田　崇（予約制）

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）

尾崎 篤汰・前田 聡
（三重大・交代制）

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
（10：00～11:30）

石黒　茂夫
（10：00～11:30）

新谷　健佐藤　昌良

池村　重人石黒　茂夫

（肛門外来）

池村　重人

ギブス外来

2診

１診

2診

3診

櫻井 洋至(三重大）

田中　光司 田中　光司 田中　光司

三枝　晋 三枝　晋（ヘルニア外来） 三枝　晋 三枝　晋 三枝　晋

毛利　智美 毛利　智美（乳腺・女性外来） 毛利　智美

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

（総合診療科）

中西　丈比佐

（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）
（10：00～12：00）

耳鼻咽喉科
（※8：30～11：00）

赤津　裕康
（名古屋市立大）

内田　惠一
（三重大）

（小児外科）
（第4火曜日）（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）
（月1回）（14：00～16：00）

榎本 匡秀（滋賀医大）

（３名とも滋賀医大）

賀来 良輔
岡本 圭伍

第1・3・5

第2・4
（2名とも滋賀医大）

新阜　宏文 新阜　宏文 新阜　宏文

（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 　　　は常勤女性医師

○整形外科の水曜日
　の初診は、救急外
　来にて対応させて
　いただきます。 

電話 ０５９５－２４－１１１１（代表）
FAX ０５９５－41－22６８

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

☆平成３０年７月１日より常勤女性医師による『乳腺・女性外来』を開設しました。乳腺疾患以外もご相談下さい。

電話 ０５９５－41－0061
FAX ０５９５－41－00６８

地域医療
連携室・直通【　　 】



市民
公開講座
レポート

　先日の市民公開講座で私からがお話した「大腸の病気のこと」のなかでとくに

詳しくお話しした大腸癌ですが、ほかの臓器に飛び火（転移）したものなどについ

ては一般的には根治は難しく質の高い余命延長が目標にはなります。しかしなが

ら抗がん剤、手術や放射線治療などを組み合わせる集学的治療を行うことによ

り根治の可能性を目指す場合があります。ただこれらだけでなく、図にお示しした

ようなそれぞれの専門家が力を合わせて、患者様やご家族様に対して誠心誠意

向かいあうこと、それこそが本当の意味

での集学的治療ではないかと私は考え

ます。私共はこれからも自分たちのできる

ことを愚直に行っていきます。

　今後ともよろしくお願いします。

腫瘍内科　岩田　崇

　6月17日の市民公開講座では、肝臓の病気の中でも特に肝炎のことについて

お話しさせて頂きました。

　肝炎とは、何らかの原因により肝臓の細胞が破壊されて炎症を起こしている

状態の事を言います。肝炎を起こす原因としては、ウイルス感染によるもの、アル

コール多量摂取によるもの、肥満や糖尿病など生活習慣病によるものなど多数

ありますが、B型・C型肝炎ウイルスによる肝炎がそのほとんどを占めています。

B型肝炎、C型肝炎は昔は治療が困難な病気でしたが、特にC型肝炎に関して

は近年、新薬が次 と々開発されており、治療

成功率も90％近くにまでなってきています。

当院でもC型肝炎に対する内服治療を積極

的に行っておりますので、心当たりのある方

はぜひ受診していただければと思います。

消化器・肝臓内科　椹木一仁

肝臓の病気のこと

市民公開講座、たくさんのご参加ありがとうございました。

　　胆のうや膵臓という内臓は聞いたことはあっても、どういっ

た働きをしているのか、またどういった病気があるのかということをパッとイメー

ジできる方は非常に少ないと思います。今回の講演では、我々が日常診療で診

ることが多い胆のう結石、総胆管結石、膵臓がんにしぼってお話させていただき

ました。これらの病気は、普段生活をしていても症状があらわれることが少なく、

検査をしないと分からないことがほとんどです。しかし症状が出たときには適切

な治療をしないと生命にかかわるこ

とがある大変危険な病気です。普段

から症状が無くても、定期的に病院

や健診などを受診して自分にどのよ

うな病気があるのか知っておくこと

がとても大切です。

消化器・肝臓内科　加藤孝太

胆のう、膵臓の病気のこと

　先日は遠いところ来場して頂き、またご清聴ありがとうございました。私は上部

消化管、特に食道・胃の病気のことについて講演させて頂きました。どこの臓器

の癌であれ、予防・早期発見は大事です。特に胃癌は昔から日本人に多いため、

胃癌の予防や早期発見は日本人全体の健康寿命の延長に大きく関わる課題の

１つと言えます。ピロリ菌を除菌すると胃癌発生率が1／３に減ることから、ピロリ

除菌は非常にわかりやすい胃癌予防法であるため、除菌されていない方は是非

ご検討ください。また初期の胃癌は胃カメラによる治療のみで完治できることも

多いため早期発見は非常に重要

です。毎年か2年に1回は胃カメラ

を受けるよう心掛けて頂けたらと

思います。

消化器・肝臓内科　青野祐樹

食道、胃の病気のこと


