
いなべ総合病院 外　来　担　当　表 平成　29年　5月　1日　現在

科別 診察室 月 火 水 木 金

１診（初診） 伊藤
園田 （第1・3・5
週）　　      北村

杉山 齋藤 早川

２診 　浅野　(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 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

（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 岩田 嶋津 岩田 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） 近藤　(大久保) 奥地　(近藤) 河・(相田 紹介のみ ） 長澤 大久保

２診（予約）   奥地　 相田  奥地　 相田 近藤

３診（予約） 長澤 大久保 大久保 近藤 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 森部 村嶋
高橋（第1・3・5週）
森部（第2・4週） 森部 森部

2診 澤部

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245）
横井（第13）

（予約）

１診 千葉 千葉 千葉 千葉 千葉

２診 伊在井 伊在井 伊在井 伊在井 伊在井

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

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

内科 午　前

外科
午前

皮膚科
午前

耳鼻咽喉科
午前

眼科
午前

小児科
午前

午後

産婦人科
午前

脳神経外科
午前

整形外科
午前

午後

三重北医療センター    

いなべ総合病院広報誌 

 
    
                                                 

  三重厚生連三重北医療センター 

       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(一部診療科11：00まで） 

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 

三重北医療センターいなべ総合病院は、地域医療の向上を目指し、

質の高い医療を提供します。 

  患者の権利 

１．あなたは、個人的な背景 （人種・宗教・性別・国籍など）の違いや病気の性質などにかかわらず、必要な医療を 

  受けることができます。 

 ２. あなたは、医療の内容、その危険性および回復の可能性について、あなたが理解できる言葉で説明を受け、十 

  分な納得と 同意の上で適切な医療を選択し受けることができます。ただし、必要に応じて主治医の判断によっ 

  て、ご家族、代理の方にお話しをする場合もあります。 

 ３. あなたは、今、受けている医療の内容（治療・処置・検査・看護など）について、ご自分の希望を述べることができ 

  ます。また、他の医療機関をご希望の際は、その旨おっしゃってください。あなたと他の医療機関に必要な情報を 

  提供いたします。（セカンド・オピニオン） 

 ４. あなたの医療上の個人情報は保護され、病院職員は守秘義務としてこれを守ります。 

 ５. あなたに研究途上にある治療を当院でおすすめする場合には、治療の内容や従来の治療方法との違いについ 

   て、前もって十分な説明をしますが、従来の治療を希望される場合には、遠慮なくそのことをお話しください。 

 ６. あなたの当院での心配事に対して、医療福祉相談窓口を設け適切なサービスを提供します。 

 患者の責務 

１．適切な医療を受けるため、自らの健康状態等、必要とされる情報を可能な限り正確に伝える責務があります。 

２．医師から十分な情報提供と説明を受けた上で、診断・.治療方針の決定について、自らの意思を明らかにする 

  責務があります。 

３．すべての患者が適切な医療を受けるため、患者相互のよりよい治療・療養環境に配慮する責務があります。 

 



　　　　

　

　
   

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

研修医 井田塁童医師             

わからないことが多いですが、努力

し違いの分かる医師になりたいと

思っています。よろしくお願いします。 
 

技術部門・看護部門 新入職員・転勤職員 

      

 専門分化する現代医療の中で、自分の得意分野のみを診るのではなく、一個人としての患者をtotalに

診る、というのが総合診療のコンセプトです。それゆえ、総合診療科では専門特化した高度先進医療では

なく、幅広い分野において、人々が必要とする適切な医療を必要なところに届けるという事が重要です。し

かしその幅広いニーズに応えるためには、我々自身が、自らの懐を相当深くし、多くの引き出しを持って、

患者さんや家族の方々のNarrative(実際に求められているものの本質や背景)について、より深く考え、

ニーズにマッチした医療を実践していく事が重要です。 

  

 私はこれまで30年以上、ずっと外科医として仕事をして来ました。しかし、14年前に国境なき医師団でア

フリカの地に立って以来、この、「医療はニーズによって生まれる」という事を肌で実感して来ました。必要

な医療を必要なところに届ける・・・これを忘れた時、医療は医療でなくなってしまいます。  
  

 最近では総合診療科というとDr.Gなどで有名な、診断のつかない、いわゆる難病をズバッと診断する総

合内科的な部分が脚光を浴びていますが、私が考える総合診療とはこういったものばかりではなく、日常

の救急診療や、時には災害医療を、そしてまた日常的な腰痛、肩痛などのいわゆる慢性疾患を含め、医

療を必要としている人に必要な医療を届けるという、極めて当たり前の事をきちんと当たり前にできる・・・

それが総合診療の本質であると考えています。 
  

 私がこの度、いなべ総合病院に赴任するにあたり、この地域の救急と総合診療を担っていけるようにと

思って来ました。国境なき医師団のフィールドや理事の仕事もあり、また総合診療に対する勉強もまだま

だ必要と考えていますが、そういった限られた時間の中でもこの病院・地域でできることがあると考えてい

ます。少しでもお役に立つことができればと思っていますので、ぜひ今後とも宜しくお願い致します。 

                                  

  

      一年次研修医 

29年度新任医師 

整形外科  近藤 陽医師             

趣味：スポーツ                  

これからいなべ総合病院の

ため全力で頑張ります。 

よろしく。 

 

 
 

脳神経外科  岩田卓士医師 

大学ではラグビー部でした。 

Ｏne for all all for one 
 

研修医 神谷 悟医師  

わからないことだらけだと思

いますが、ご指導よろしくお

願いします 

研修医 山岡尊成医師   

志望科の整形外科に情熱をかけること

はもちろん救急内科もしっかり頑張り

ます。 

至らぬ点、多々ありますがご指導、ご

鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

                

平成29年4月1日付より、いなべ総合病院と菰野厚生病院は、統一名称「三重北医療センター」

を付して、新たにスタ－トしました。  

近年、医療を取り巻く環境は日々変化しており、高齢化に伴い医療需要はますます増加するこ

とが予想され、これまで以上に質の高い医療提供体制を整備することが急務であります。さら

に、医療従事者の絶対的不足により、救急医療体制の維持、病院運営が難しい状況にありま

す。 これらの課題の解決策として、両病院が一体となった機能連携の強化、限られた医療資源

の有効活用、将来に渡る医療機能の見直しが必要と考え、三重北医療センターという構想が生

まれました。  

三重県北勢地域における将来の医療提供体制を見据え、診療機能の分担・集約化に取り組む

とともに、スケールメリットを生かした両病院間の診療機能を補完し合う体制整備に向けて努め

てまいります。  

両病院が三重県北勢地域における役割を十分に認識し、地域医療の向上、最良の医療提供を

目指し、努力してまいる所存です。  

今後とも、皆様の温かいご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 
                   

耳鼻咽喉科 森部桂史医師          

名古屋からがんばって通勤しています。    

いなべは、もともとゴルフで来ていました。   

皮膚科  伊在井 理絵医師  

三重県に住んだことは初めてな 

のでとてもわくわくしています。 

いなべ総合病院の力になれる 

よう頑張ってまいりますので、                    

何卒よろくお願いします。 

外科  杉田三郎医師  

微力ですが、病院と地域

住民の皆様のために全

力投球で頑張りますので、

よろしくお願いします。 

研修医 中川啓輔医師            

研修医として右も左もわからないです

が、皆様に支えてもらいながら成長し

ていきたいと思います。               

ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い      

いたします。   

頑張ります。よろしくお願いします。 

ご挨拶 

三重北医療センター  

センター長 竹山廣光 

 いなべ総合病院 救急総合診療科部長      久留宮 隆 



                                  

   





の整形外科に情熱をかけること

頑張ります。よろしくお願いします。 


