
いなべ総合病院 　　　　外　来　担　当　表 　　　　平成　29年　1月　1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）

杉山 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 今枝　（糖尿病）

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
角田

（第１・３・５週は２
（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 北村 嶋津 北村 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 山中 村嶋
高橋（第1・3・5週）
山中（第2・4週） 山中 山中

2診 千葉
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

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

内科 午　前

外科
午前

脳神経
外科

午前

整形外
科

午前

午後

産婦人
科

午前

耳鼻咽
喉科

午前

慢性外来 （14：00～） １カ月健診（14:00～)

眼科
午前

小児科
午前

午後

皮膚科
午前

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

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１

１：３０ 

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。 



　　　　

　

　
   

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

1 

白菜と小松菜を食べやすい大きさに切る。  
2 

鍋にさばの水煮缶の汁・水・だしの素を入れて火にかける。  
3 

グツグツしてきたら白菜と小松菜を入れ、しんなりしてきたら野

菜を寄せて真ん中にスペースをつくり、その中にさばを入れる。  
4 

2〜3分あたためたらしょうゆをひとまわしして出来上がり 

材料  

さばの水煮缶            1缶 

白菜                            2〜3枚 

小松菜                        2〜3本 

水                                 100ml 

しょうゆ                        少々 

だしの素                    少々 

さばの水煮缶を使って一品料理。白菜・小松菜と一緒に煮るだけ！  

さばの水煮缶で簡単あったか料理 

コツ・ポイント 

さばは崩さずにそのまま入れた方が盛り付けたときにいい感じです。 

臭みが気になる方はしょうがやネギを入れるといいと思います。 
引用：クックパッド2017．１ 

     第17回 いなべ総合病院 クリスマスコンサート        2016.12.3  
 
                                     

   恒例のクリスマスコンサートを行いました。 

 ほくせい保育園の歌・ダンス、大安中学校・北勢中学校・いなべ総合学園高等学校・病院職員 

 の演奏 がありました。 

   素晴らしい演奏でした。 

 毎回どの学校の演奏も感動を与えてくれます。迫力ある演奏を是非聴きにお越しください。 

職員の演奏 

いなべ総合学園高等学校 

患者さん、

地域の方々、 

来ていただ

けるかな？ 

       二次救急処置研修 

内閣府大規模災害訓練 

いなべ総合病院は、 

三重県災害拠点病院の指定を受け災害発生時に被災地

内の重傷者の受け入れや搬送、またＤＭＡＴチームを派遣

するなど地域の医療活動の中心となるよう訓練を行ってい

ます。 

平成28年8月内閣府大規模災害訓練として広域搬送、 

ＳＣＵ(Staginng Care Unit 広域搬送拠点臨時医療施設）を

開設し訓練を行いました。 
 
 
 

 平成28年11月いなべＩＣＬＳ 

突然の心停止に対して、心配蘇生チームとして活動

できるよう毎年研修会を開催しています。 

  
               
 
 

                  ご挨拶 
  
 
  

   明けましておめでとうございます。平成29年が皆様にとって素晴らし

い年でありますことを心からお祈り申し上げます。 

超高齢化社会を迎え、医療の需要は、量的にも質的にも増大してき

ています。 

   一方、医師や看護師をはじめとする医療従事者・医療資源には限 

りがあり、得てして不足しがちです。需要と医療資源という供給のバ 

ランスが大きく崩れないように、持続可能な地域医療を行うために、

いなべ総合病院を運営していく必要があると思います。 

 今年も、地域医療により貢献できるよう、職員一丸となり取り組んで

いく所存です。ご支援ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 
 

                                                                                               院長 石川 雅一 
                                                                                                                                                                 






