
科別 診察室 月 火 水 木 金

１診　（初診） 青木 佐藤 平山 齋藤 村井

２診 　武田(呼吸器)　 竹田（内分泌） 位田（糖尿病・内分泌） 園田

３診 村井 埜村 野尻　（消化器） 成田（血液内科） 埜村

４診 藤巻 武藤 武藤 藤巻 青木

５診 小島 佐藤

代務医　（一般内科・血液）

第３週のみ １３:００～１５:００
野尻（漢方）13：00～

腎臓内科（交代制） 腎臓内科（交代制）

１診 舟橋 角田 小森　（ヘルニア外来） 角田 山田(心臓血管外科 第2・4週）

２診 小森　（ヘルニア外来） 舟橋 石川 奥田（呼吸器外科）

３診 角田　（第１・３・５週は1診）

（予約） 午後 水野（禁煙外来） 水野（要予約） 石川（乳腺外来） 舟橋（乳腺外来）

１診 午前 戸澤 （AM11時受付終了） 岡田 河合 （AM11時受付終了） 安藤　 安藤　

（要予約） 午後
女性泌尿器外来

（産婦人科参照）

２診 午前 杉野 嶋津 代務医 嶋津 杉野

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） 駒　(梅村) 川西（大野） 河（梅村） 近藤（大野） 黒柳（リウマチ外来）（川西）

２診（予約） 相田( 紹介のみ ) 相田 (リウマチ外来）AM ・PM 近藤 駒 相田

３診（予約） 川西 近藤 駒 梅村 梅村

４診（予約） 大野 川西 大野

午後 手術 手術 手術 検査　・  ギプス 手術

１診（初診・婦人科妊娠初期） 小林 川村 川村 藤牧 大野 （AM11時受付終了）

２診(妊婦健診） 大野 金原 大野 小林 小林 （AM11時受付終了）

（要予約） 午後 手術

第1・第3：第5小林

女性泌尿器外来（交代制）

（第2・第4　14：00～16：00）

女性更年期外来

（14：00～15：00）
手術 褥婦健診（13：30　）

１診 代務医 代務医 代務医

２診 横田 横田 横田 横田 横田

午後 予約検査 横田(14:30～16：00） 予約検査 予約検査 横田(14:30～16：00）

午後 予約検査 予約検査 予約検査 予約検査 予約検査

１診 安藤(9:00～) 安藤(9:00～) 安藤(9:00～) 安藤(9:00～) 安藤(9:00～)

２診 安藤(9:15～) 安藤(9:15～) 安藤(9:15～) 安藤(9:15～) 安藤(9:15～)

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

皮膚科 １診 午前 加藤 休診 真柄 休診 西原

外科
午前

産婦人科

午前

整形外科
午前

泌尿器科

脳神経外科
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（予約） 午後

内科

午前

耳鼻咽喉科
午前

午前

宇佐美（第2・4週）　若生 　若生 　若生
高野（第1・3・5週）

櫻井（第2・4週）眼科
１診

小児科

午前

いなべ総合病院広報誌

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

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。



      
三重県・北勢のお雑煮

    

具材はほうれん草とかつお節だけという、とてもシンプルなお雑煮です。

シンプルが故に、素材一つ一つの持ち味がとても重要になります。

特にほうれん草は、根元から先に茹で、茹でた後に冷水で冷やします。

切る前に形を細長く整えてからカットしましょう。美味しく仕上がります。

各家庭の味があると思います、「我が家のお雑煮レシピ」大募集です。

　

  新年あけましておめでとうございます。2020・2021年、新型コロナの感染症は世界の社会状況を

変えました。当院も様々な対応をおこなっております。患者の受入やコロナ外来、発熱外来、いなべ

市住民のワクチン接種を行ない、現在進行形です。

　2022年6月には敷地内薬局ができます。入院患者さんに担当看護師・薬剤師がおり、共に薬剤管理

を行ない薬の安全な投与を行ないます。そして患者のエンパワーメントを援助します。エンパワー

メントとは、WHOで健康に影響を及ぼす行動や意思決定を人々がよりコントロールできるようになる

プロセスであると定義されています。

　昨今、ACP（アドバンスケアプランニング）が注目されています。ACPとは将来の変化に備え将来の

医療及びケアについて本人を主体にそのご家族や近しい人、医療・医療ケアーチームが繰り返し

話し合いを行い、本人による意思決定を支援するプロセスのことです。一度決定したことでも、

ご本人の意向が変わることがあります。その時は、再度話し合いプランを変えることも必要に

なってきます。看護師は、患者家族の一番身近にいる存在です。患者家族の様々な意思決定を支える

事は非常に重要な役割であるといえます。

　今年は、コロナも落ち着いていくことを願います。感染対策を講じながら現在の面会制限や、

病院入り口閉鎖、看護学生の実習制限を少しでも早く解除したいと思います。

又、災害が多発していることから地域の中核病院としての使命を果たせるよう災害時の運用を見直し

対応できるようにします。いなべ総合病院は、本年も住民の皆さんから信頼される病院になるよう

しっかりと活動していきます。

                                                                         看護部長　小林美和

 明けましておめでとうございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

新型コロナウイルスの世界的流行により、皆様方におかれましては、未曾有の災禍の中大変なご苦労を

されていると存じます。

当院では、この恐ろしい感染症に挑むべくいち早く感染対策チームを結成し、

新型コロナウイルスの入院診療、PCR検査体制、ワクチンの集団接種などに対応して参りました。

日頃より、たくさんの方々からの応援のメッセージや支援物資のご提供、また県や自治体からの

ご支援などをいただき、おかげ様で当院はその機能を低下させることなく、医療を提供する事が

出来ております。本年も引き続き、万全の感染対策を講じつつ、「ロボット低侵襲手術センター」や

「三重北脊椎センター」の充実を図ると共に、新たな医療技術を取り入れ、さらなる高度医療を促進し、

信頼の出来る医療体制を構築して参ります。

地域の皆様が、遠方の病院にいかなくても、笑顔で安心して暮らせますよう、職員一丸となって努力する

所存です。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

                                                                         事務部長　奥田聖貴

年頭の挨拶

　職員の皆さまにおかれましては健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

日本では、年始に各家庭へ年神様と呼ばれる神が訪れるとされており、そのお祝いとして家人同士で

挨拶を行うのがしきたりとなっています。年始は仕事の人もいたでしょう、帰省できずに一人で過ごされ

た人もいたと思います。それでも新年を迎え年神様が訪れたことをお喜び申し上げます。

　昨年はコロナワクチンの集団接種などの大きなプロジェクトを成功させ、皆さま一人ひとりの個性と

結束力に感動する年でありました。一年間の皆さまの努力に心から感謝いたします。

優秀な医療スタッフと仕事に取り組むことができ、院長として冥利に尽きます。

今年はさらなる勝負の年です。虎のように勇猛果敢に、一丸となって力を合わせて前進していきましょう。

               令和4年　元旦

                                                                           院長　相田直隆

お雑煮
トピックス


