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就任の

ごあいさつ
　　　　　　　　　本年４月に着任いたしました消

化器肝臓内科の青野祐樹と申します。2016年４月か

ら2019年６月まで上野総合市民病院で勤務してお

りました。その後、大阪にある済生会野江病院で本年

３月まで勤務し、関西医科大学医局人事にて再び上

野総合市民病院での勤務となりました。以前の広報

でも掲載させて頂いたかと思いますが、病気は早期発見、早期治療、予防がとても重要

です。癌のように症状が出現した時にはすでに進行してしまっているような病気もあ

ります。何も症状がなく自分は健康だと思っている時が早期発見のチャンスだと思い、

定期的に胃カメラや検便検査、大腸カメラなどの検査を受けて頂けたらと思います。

当院でも安心して検査や治療を受けていただけるように、再び尽力させて頂きます。

　本年４月より着任いたしました循環器内科の髙橋

宏明と申します。

　私は平成23年に埼玉医科大学を卒業後、滋賀医科

大学医学部附属病院、長浜赤十字病院に勤務してお

りました。

　当科では狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患や

不整脈、心臓弁膜症、心筋症、心不全、高血圧症、大動脈疾患、末梢血管疾患など多くの疾

患を担当いたします。

　胸痛、息切れ、動悸、心音異常など何か症状のある患者さんがいらっしゃいましたら

お気軽に相談ください。患者さんの症状に合わせて寄りそった加療を心がけ、伊賀地域

に貢献できるよう頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

循環器内科医長　髙橋 宏明循環器内科医長　髙橋 宏明

消化器・肝臓内科医長　青野 祐樹消化器・肝臓内科医長　青野 祐樹



整形外科　渡邉 健斗整形外科　渡邉 健斗 腎泌尿器科　田中 しおり腎泌尿器科　田中 しおり

健診センター長　中谷　中健診センター長　中谷　中

臨床検査科部長　沢田　仁臨床検査科部長　沢田　仁

　本年４月から着任いたしました、腎泌尿器科の田中しおりと申

します。腎泌尿器科は主に尿路や男性生殖器を専門とした診療

科であり、癌などの外科手術から、排尿障害に対する内科的治

療まで幅広く扱っています。健康診断で前立腺特異抗原（PSA）

が高いといわれたり、血尿が出たり、頻尿や尿漏れなどでお困り

の患者さんはぜひご相談ください。伊賀地域の地域医療に貢献できるよう、精一杯努力い

たしますので、よろしくお願い申し上げます。

　本年４月より着任いたしました整形外科の渡邉健斗

と申します。平成 30 年に三重大学を卒業、卒後は鈴

鹿回生病院で初期研修を行い、三重大学整形外科に入

局しました。こちらでは一般的な整形外科疾患、主に

外傷を担当させて頂きます。骨折に伴う生活動作能力

の低下や、合併症予防のために早期手術、リハビリを

心掛けていきます。

　伊賀地域の患者さんにより良い医療を提供できるように精一杯努力したいと思いま

すので、いつでもお気軽にご相談ください。

　臨床検査科では血液、生化学、免疫、生理、一般（尿、

便）、輸血、微生物、病理検査などを行っております。現在、

遺伝子検査が臨床検査の大きなウエイトを示すようになっ

てきています。腫瘍遺伝子検査が確定診断に必要となる

とともに分子標的療法に適用され治療モニタリングにも応

用されています。病原体遺伝子検査が細菌感染、ウイル

ス感染の診断に重要です。これらを従来の検査に組み入れることによりさらに迅速かつ適

正な診断、病態解明がなされ治療が進められるよう努めてまいります。

　本年４月に着任いたしました健診センターの中谷中

（なかたにかなめ）と申します。平成元年の三重大学

卒で、第三内科（糖尿病）を経て、平成 12 年より三重

大学病院中央検査部で、遺伝子検査、遺伝カウンセリ

ング（遺伝相談）を担当し、三重県内で遺伝医療体制

を確立させてきました。また、近年は三重県内における

がんゲノム医療体制の構築と実践・普及に努めてきました。当院では、健診を本務と

して勤務させていただきますが、遺伝医療やがんゲノム医療を伊賀地域の方々にもご

提供できたらと思っておりますので、ご興味のある方は、お気軽にお声がけください。

　本年４月より腎臓内科外来を担当させて頂くこととなりま

した早川温子と申します。週１回の外来ではございますが、

地域の皆様のお役に立てるよう慢性腎臓病や腎炎等の診療に

尽力させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。

　この度、透析診療を担当させていただくことになりました

辻本佳世と申します。一人一人の患者さんと向き合い、より

良い医療を提供できるよう精一杯頑張りますので、よろしく

お願いいたします。

　本年２月に当院のX線CT撮影装置を最新機種（キャノン

メディカルシステムズ　マルチスライスCT（80列））に

更新しました。画像作成に最新のAI技術を用いて、従来

より少ないX線量で、高画質な画像を得ることができま

すので、今まで以上に臨床に貢献できるCT検査ができ

ます。また、撮影の高速化も図られ、短時間で広範囲の撮

影ができますので、検査を受けていただく患者さんの負担が少なくなっています。

　当院では開業医の先生からのCT撮影依頼も受けておりますので、当院でのCT撮

影を希望される方は、かかりつけの開業医の先生にご相談下さい。

腎臓内科　早川 温子腎臓内科　早川 温子

人工透析室　辻本 佳世人工透析室　辻本 佳世

新しいマルチスライスＣＴ（80列）が導入されました。



整形外科　渡邉 健斗整形外科　渡邉 健斗 腎泌尿器科　田中 しおり腎泌尿器科　田中 しおり

健診センター長　中谷　中健診センター長　中谷　中

臨床検査科部長　沢田　仁臨床検査科部長　沢田　仁

　本年４月から着任いたしました、腎泌尿器科の田中しおりと申

します。腎泌尿器科は主に尿路や男性生殖器を専門とした診療

科であり、癌などの外科手術から、排尿障害に対する内科的治

療まで幅広く扱っています。健康診断で前立腺特異抗原（PSA）

が高いといわれたり、血尿が出たり、頻尿や尿漏れなどでお困り

の患者さんはぜひご相談ください。伊賀地域の地域医療に貢献できるよう、精一杯努力い

たしますので、よろしくお願い申し上げます。

　本年４月より着任いたしました整形外科の渡邉健斗

と申します。平成 30 年に三重大学を卒業、卒後は鈴

鹿回生病院で初期研修を行い、三重大学整形外科に入

局しました。こちらでは一般的な整形外科疾患、主に

外傷を担当させて頂きます。骨折に伴う生活動作能力

の低下や、合併症予防のために早期手術、リハビリを

心掛けていきます。

　伊賀地域の患者さんにより良い医療を提供できるように精一杯努力したいと思いま

すので、いつでもお気軽にご相談ください。

　臨床検査科では血液、生化学、免疫、生理、一般（尿、

便）、輸血、微生物、病理検査などを行っております。現在、

遺伝子検査が臨床検査の大きなウエイトを示すようになっ

てきています。腫瘍遺伝子検査が確定診断に必要となる

とともに分子標的療法に適用され治療モニタリングにも応

用されています。病原体遺伝子検査が細菌感染、ウイル

ス感染の診断に重要です。これらを従来の検査に組み入れることによりさらに迅速かつ適

正な診断、病態解明がなされ治療が進められるよう努めてまいります。

　本年４月に着任いたしました健診センターの中谷中

（なかたにかなめ）と申します。平成元年の三重大学

卒で、第三内科（糖尿病）を経て、平成 12 年より三重

大学病院中央検査部で、遺伝子検査、遺伝カウンセリ

ング（遺伝相談）を担当し、三重県内で遺伝医療体制

を確立させてきました。また、近年は三重県内における

がんゲノム医療体制の構築と実践・普及に努めてきました。当院では、健診を本務と

して勤務させていただきますが、遺伝医療やがんゲノム医療を伊賀地域の方々にもご

提供できたらと思っておりますので、ご興味のある方は、お気軽にお声がけください。

　本年４月より腎臓内科外来を担当させて頂くこととなりま

した早川温子と申します。週１回の外来ではございますが、

地域の皆様のお役に立てるよう慢性腎臓病や腎炎等の診療に

尽力させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。

　この度、透析診療を担当させていただくことになりました

辻本佳世と申します。一人一人の患者さんと向き合い、より

良い医療を提供できるよう精一杯頑張りますので、よろしく

お願いいたします。

　本年２月に当院のX線CT撮影装置を最新機種（キャノン

メディカルシステムズ　マルチスライスCT（80列））に

更新しました。画像作成に最新のAI技術を用いて、従来

より少ないX線量で、高画質な画像を得ることができま

すので、今まで以上に臨床に貢献できるCT検査ができ

ます。また、撮影の高速化も図られ、短時間で広範囲の撮

影ができますので、検査を受けていただく患者さんの負担が少なくなっています。

　当院では開業医の先生からのCT撮影依頼も受けておりますので、当院でのCT撮

影を希望される方は、かかりつけの開業医の先生にご相談下さい。

腎臓内科　早川 温子腎臓内科　早川 温子

人工透析室　辻本 佳世人工透析室　辻本 佳世

新しいマルチスライスＣＴ（80列）が導入されました。



三重県伊賀市四十九町831番地 　TEL. 0595-24-1111（代表）　FAX. 0595-24-2268

 h t t p s : / / w w w . c g h - i g a . j p /

15号
2021.7

ご自由に
お持ち帰りください上野総合市民病院 検索

発行者／伊賀市立上野総合市民病院

ホスピタル広報 伊賀
地域の

医療と健康を

サポートする

広報誌

就任の

ごあいさつ
　　　　　　　　　本年４月に着任いたしました消

化器肝臓内科の青野祐樹と申します。2016年４月か

ら2019年６月まで上野総合市民病院で勤務してお

りました。その後、大阪にある済生会野江病院で本年

３月まで勤務し、関西医科大学医局人事にて再び上

野総合市民病院での勤務となりました。以前の広報

でも掲載させて頂いたかと思いますが、病気は早期発見、早期治療、予防がとても重要

です。癌のように症状が出現した時にはすでに進行してしまっているような病気もあ

ります。何も症状がなく自分は健康だと思っている時が早期発見のチャンスだと思い、

定期的に胃カメラや検便検査、大腸カメラなどの検査を受けて頂けたらと思います。

当院でも安心して検査や治療を受けていただけるように、再び尽力させて頂きます。

　本年４月より着任いたしました循環器内科の髙橋

宏明と申します。

　私は平成23年に埼玉医科大学を卒業後、滋賀医科

大学医学部附属病院、長浜赤十字病院に勤務してお

りました。

　当科では狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患や

不整脈、心臓弁膜症、心筋症、心不全、高血圧症、大動脈疾患、末梢血管疾患など多くの疾

患を担当いたします。

　胸痛、息切れ、動悸、心音異常など何か症状のある患者さんがいらっしゃいましたら

お気軽に相談ください。患者さんの症状に合わせて寄りそった加療を心がけ、伊賀地域

に貢献できるよう頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

循環器内科医長　髙橋 宏明循環器内科医長　髙橋 宏明

消化器・肝臓内科医長　青野 祐樹消化器・肝臓内科医長　青野 祐樹

伊賀市立上野総合市民病院  外来診療担当表 令和３年７月１日～

【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

原　文祐

山下　真司

藤川　裕之 浦谷　亮

（呼吸器科） 寺本　晃治
（滋賀医大）

外　科

（肝胆膵外科）

藤川　裕之 三枝　晋

（糖尿病内科）

（腎臓内科） 早川　温子

中谷　中

消化器・肝臓内科

腫瘍内科

（ペースメーカー外来）
【予約制・第３木曜日】（13：00～15：00）

脳神経内科

内　科

手術日

安岡　遼
（10：00～12：00）

栗原　眞行 栗原　眞行 新阜　宏文

脳神経外科

整形外科
（※8：30～11：00）

八尾　隆治

岡　弘毅
（三重大）

加藤　大祐
（三重大）

北原　義介 北原　義介 北原　義介 北原　義介

八尾　隆治

安岡　遼

山本　晋也
（三重大）

竹内　万彦
（三重大）

髙橋　宏明 髙橋　宏明
岡本 寛樹（滋賀医大）

（9：30～12：00）

髙橋　宏明

皮膚科
（※13：00～15：30）

布目　貴康
（三重大）

中条　慎一郎
（三重大）

眼　科
（※8：30～11：00）

澤山 裕一（滋賀医大）

（9：30～12：00）

八木 典章（滋賀医大）

（9：30～12：00）

八尾　隆治

１診

2診

１診

2診

循環器内科 １診

１診

2診

佐藤　昌良

喜多　晃司

１診

佐藤　昌良
（予約制）（10：00～11:30）

大河内　正和
午後は予防接種外来・乳幼児健診

※予約制

大河内　正和
午後は予防接種外来・乳幼児健診

※予約制

渡邉　健斗
（10：00～11:30）

海野　宏至
（10：00～11:30）

海野　宏至佐藤　昌良

海野　宏至

喜多　晃司 渡邉　健斗

ギプス外来

2診

3診

１診

2診

櫻井　洋至
(三重大）

毛利　智美
午前 再診：予約制
午後 初診：予約制

毛利　智美
午前 再診：予約制
午後 初診：予約制

（乳腺科）（完全予約制）
午前 9：00 ～
午後12：00 ～

東　真一郎
(三重大）

田中　しおり
(三重大）

腎泌尿器科

3診

午後

北原　義介

田中　光司 田中　光司

（腫瘍内科）

（腫瘍内科外来にて）

浦谷　亮（再診のみ）

総合診療科にて

（田中　光司）

脳神経外科にて

（新阜　宏文）

総合診療科にて

（田中　光司）

田中　光司

緩和ケア外来
都築 則正（予約制）
第１．３．５金曜日 １４：００～

奥川　喜永
（三重大）

藤原　達彦
（三重大）

青野　祐樹

青野　祐樹

椹木　一仁 椹木　一仁

八尾　隆治

（心臓血管外科）
（10：30～）

小児科
（※8：30 ～ 15：00）

（ 9：00 ～ 12：00）

（13：00 ～ 15：30）

耳鼻咽喉科
（※8：30～11：00）

婦人科
（※8：30～11：00）

赤津　裕康
（名古屋市立大）

（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）（完全予約制）
（月1回）（14：00～16：00）

南舘　直志
（滋賀医大）

奥村　亜純
（三重大）

河野 浩人
北村 智章
野﨑 和彦

第1・4・5

第2

第3

（３名とも滋賀医大）

岡本 圭伍、賀来 良輔
(２名とも滋賀医大）（交代制）

新阜　宏文

清水　浩一

新阜　宏文

大河内　正和大河内　正和

関西医科大学
交代制

関西医科大学
交代制

曜　日診療科 月 火 水 木 金

　　　は常勤医師 　　　は常勤女性医師

電話 ０５９５－２４－１１１１（代表）　FAX ０５９５－２４－２２６８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

電話 ０５９５－41－0061　FAX ０５９５－41－00６８
※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。
※乳腺科・ものわすれ外来は、完全予約制です。乳腺科のお電話での予約受付は平日月曜・水曜・金曜の12:00 ～ 16:00の間です。
※外来については、予約時間はあくまでも目安であり、急患等が入ると変更となる場合があります。 

【地域医療連携室・直通】


