
　　　　いなべ総合病院 　　　　外　来　担　当　表 　　　　平成　28年　5月　16日　現在

科別 診察室 月 火 水 木 金

１診（初診） 岡山 園田（第1・3・5週）
大久保（第2・4週） 蓑輪 齋藤 栫

２診 高桑　(呼吸器) 菅原 園田 菅原 松永
３診 埜村 松永 埜村 成田　（血液内科） 埜村
４診 藤巻 杉山 菅原 藤巻 杉山
５診 蓑輪 今枝　（糖尿病） 蓑輪
１診 小出 角田 友田 石川 羽田（呼吸器外科）

２診 岡田 友田 岡田 小出 神谷(心臓血管外科第2・4週）

３診 岡田 
（予約） 午後 水野（禁煙外来） 水野（要予約） 石川（乳腺外来）

１診 嶋津 丹羽 嶋津 丹羽 嶋津
２診 杉野 代務医

午後 脳血流検査 CT造影検査 血管造影検査 手術 脳血流検査
１診（初診） 松永　(大久保) 奥地　(長澤) 河・(相田 紹介のみ ） 長澤 大久保
２診（予約）   奥地　 相田  奥地　 相田 松永
３診（予約） 長澤 大久保 大久保 松永 長澤

（予約） 相田　（２診） 相田　（３診）
手術 手術 手術 検査　・  ギプス 手術

１診（初診・婦人科妊娠初期） 金原 川村 川村 藤牧 大野
２診(妊婦健診） 川村 金原 大野 大野 金原

（要予約） 午後 手術 女性更年期外来（14：00～15：00） 褥婦健診（13：30　）

１診 中井 村嶋 高橋（第1・3・5週）
山中（第2・4週） 山中 山中

2診 千葉 中井 中井 中井
学生外来（１４：３０～１６：００） 午後 予約検査 学生外来 　 　 学生外来

１診 臼井 臼井 臼井 臼井
２診 若生 若生

午後 手術 予約検査 手術 予約検査 予約検査
泌尿器科 １診 午前 河合

１診 寺澤 寺澤 寺澤 寺澤 寺澤 薬剤部

２診 濱口 濱口 横井 横井 濱口（第2・4・5週）
横井（第1・3週）

（予約）

１診 千葉 千葉 千葉 千葉 千葉
２診

（１４：３０～１６：００） 午後 検査 特殊外来　千葉　（要予約） 千葉 手術 手術

脳神経外科

整形外科

午前

午後

内科 午前

外科
午前

午前

午前
皮膚科

午後 １カ月健診（14:00～)慢性外来 （14：00～）　　　乳児健診（14：00～）　　　　　　予防接種(14:00～15：00）慢性・神経外来(13:30～16：30）

産婦人科
午前

午前
小児科

午前
眼科

耳鼻咽喉科
午前

いなべ総合病院広報誌 

 
    
                                                 

   三重厚生連いなべ総合病院 
 

TEL０５９４－７２－２０００ 
診療時間 外来診療受付/午前８：３０～午前１１：３０ 

診療時間/午前８：３０～ 

面会時間 平日/午後１：３０～午後８：００ 

土・日・祝/午前１０：００～午後８：００ 

休診日  土曜・日曜・祝日・年末年始  

病院運営理念 

いなべ総合病院は、地域医療の向上を目指し、質の高い医療を提供します。 

患者さんの権利 
1.安全で良質な医療を受ける権利があります。 
2.個人の人格や価値観などが尊重される権利があります。 
3.病状、治療、検査などについて、分かりやすい言葉で、納得できるまで説明を受ける権利が
あります。 
4.十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療、手術、検査などを個人の意思で選択できる権
利があります。 
5.診療の過程で得られた個人情報が守られる権利があります。 

6.セカンドオピニオンをご希望の際には、他の医療機関を受診できる権利があります。必要な

情報を提供します。 

患者さんへのお願い 
1.良質な医療を実現するために、患者さんご自身の健康に関する情報をできる限り正確お話し
ください。 
2.医療に関する説明を受けてよく理解できない場合は、納得できるまでお聞きください。 
3.治療上必要なルールはお守りください。また、治療を受けていて不安を感じましたらすぐに
お知らせください。 
4.すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするために、他の患者さんの迷惑になら
ないようご協力ください。 
5.当院は教育・研修機関でもあります。学生などが厳重な監督のもと、見学・実習・研修を行
う事がありますので、ご協力ください。 

6.当院では、患者さんの安全を守ることを第一に診療を行っておりますので、他の患者さんや

病院職員に対して、ハラスメント、 

暴力行為、大声、暴言、脅迫的行動などの迷惑行為があった場合には、診療をお断りすること

があります。 



　　　　

　　外科統括部長
　　角田　直樹

4月から赴任

看護師 小嶋奈々 薬剤師 山田朋香 事務員 水谷祥子
松永　幸 理学療法士 近藤朋也 山川裕貴
南川江梨加 水谷駿介
安田美幸 視能訓練士 水本知穂

　臨床研修医
　

簡単で美味しいメニューです。
すぐ作れます。
キャベツがたくさん食べれます。ダイエットに効果あり？

【材料　2人分】
　 キャベツ

ツナ缶
甘い好きなら蜂蜜　　 半玉
しょうゆ １缶
胡椒 大さじ３分の２

大さじ１半
１．キャベツはざく切りにしてゆでる。少々
　　しぼり水気を取る。
２．ツナ缶、しょうゆ、（蜂蜜）胡椒を混ぜる。
３．１でゆでたキャベツを加えさっとあえる。

   

 
 
 
 

があります。 

ご挨拶 

 看護師・補助員募集中     連絡先 0594-72-2000（看護部長)

 私たちは三重県の北勢地域の西部に位置する中核病院として、患者

様の生命の尊厳と権利を尊重し、信頼される質の高い看護を提供する

ことを理念とし、患者様に満足度の高い看護が提供できるよう日々努

力を重ねています。 

良い看護を提供するために、人間性と専門性豊かな看護職を育成し、

看護の専門性が発揮できる職場環境を作ることが大切だと考えていま

す。看護実践能力を高め看護ケアの質向上が図れ、キャリア開発を支

援するよう継続教育を充実させています。 

患者様や家族の方が安心で安全・安楽な看護を受けられるために、看

護の専門性を発揮しつつ「今、何が患者様にとって大切なことか」を常

に考え看護を実践していきます。 

 

旬の野菜の簡単料理    

  4月から外科に赴任しました角田（すみた）直樹と申します。専門は消

化器外科です。最近では、外科においても、治療手段や手術方法は一つ

ではなく、各々の治療目的を深く考え、様々な可能性の中から選択する

必要性がある場合が増えています。たとえば病名は同じであっても、ある

人には最良の最新の治療が、別の人にとっては望ましい治療ではなかっ

たり、その逆であったりということも珍しくありません。患者様それぞれに

とって、最もよい治療法は何なのかを常に考えながら診療にあたることが、

メスを持つものの責任と考えております。 

当院の医療スタッフに加えていただき、微力ではありますが、少しでもこ

の地域の医療に貢献していきたいと思っております。これからどうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 

   桑山聡志        
先輩方の教えを吸収する 
第２のスポンジになります。
よろしくお願いします。 

4月1日から、いなべ総合病院に入職しました。早く病院になれ患者さんに信頼され
る職員となるよう、日々頑張っていきます。どうぞよろしくお願いします。 

   張 龍矢       
いなべと中国の皆様の架け
橋になります。     
よろしくお願いします。 

   阿部浩崇       
いなべの医療のためになれ
るように頑張りますので、
よろしくお願いします。 

   福井淑崇       
頼れる研修医を目指します。
どうぞよろしくお願いしま
す。 

整形外科           

長澤範和           

よろしくお願いします。 




