
伊賀市立上野総合市民病院の外来診療担当表
◆ ４月１日現在の診察表です

【問い合わせ】上野総合市民病院医療事務課　☎ 24-1111　℻   24-2268　　 byouin-jimu@city.iga.lg.jp

【受付時間】午前８時 30 分～ 11 時 30 分
【診察時間】午前９時～正午
※診療時間が異なる場合は、〈　〉内に記載

※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、事前に電話でご確認ください。

※ご不明な点はお問い合わせください。

診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

内　科

１診 《総合診療科》
田中　光司

《総合診療科》
田中　光司 栗原　眞行 《総合診療科》

田中　光司
《総合診療科》

田中　光司

２診 北原　義介 栗原　眞行 北原　義介
予防接種外来

北原　義介【予約制】
〈14：00～15：00〉

《総合診療科》
新阜　宏文

外　科
１診 三枝　晋 総合診療科にて

田中　光司 吉山　繁幸 総合診療科にて
田中　光司 三枝　晋

２診 吉山　繁幸 浦谷　亮 原　文祐
（乳腺科） 毛利　智美 毛利　智美

消化器・肝臓内科
１診 八尾　隆治 加藤　孝太 関西医科大学医師

※交代制 八尾　隆治 加藤　孝太

２診 青野　祐樹
〈10：00～12：00〉 椹木　一仁 椹木　一仁 斉藤　康晴 青野　祐樹

（肝胆膵外科） 櫻井　洋至

循環器内科
１診 児玉　健二 八木　典章 児玉　健二 澤山　裕一 山本　孝
２診 宮田　和明

（ペースメーカー外来）
※【予約制】･ 第 3 木曜日

〈13：00～15：00〉
児玉　健二

神経内科 北原　義介 北原　義介 北原　義介

腫瘍内科
１診 岩田　崇 岩田　崇【予約制】 小田　裕靖 岩田　崇【予約制】 奥川　喜永

２診 （緩和ケア外来）
※交代制・午後【予約制】

（呼吸器科）
賀来　良輔
岡本　圭伍
※交代制

寺本　晃治

（糖尿病内科）
（第 2・第 4 火曜日） 浜島　信之

（腎臓内科）
〈13：00～15：30〉

清水　浩一

整形外科
受付：8：30～11：00
※木曜日の診察は10：
00～11：30です。
※水曜日の整形外科の
初診のみ救急外来で対
応します。

１診 佐藤　昌良 佐藤　昌良

手術日

藤原　達彦 池村　重人

２診 池村　重人
※再診のみ

池村　重人
※再診のみ

３診 藤原　達彦

午後 ギプス外来

泌尿器科 神田　英輝

脳神経外科

中澤　拓也
※第１週

新阜　宏文 新阜　宏文設楽　智史
※第 2・4・5 週

野﨑　和彦
※第３週

（心臓血管外科）
〈10：00～12：00〉

宮下　史寛

婦人科
受付：8：30～11：00

三重大学医師
※交代制

■耳鼻咽喉科：竹内　万彦（月曜日　受付：8：30 ～11：00）　■眼科：布目　貴康（火曜日　受付：8：30 ～11：00）　

■皮膚科：山本　晋也（火曜日　受付：13：00 ～ 15：00）　 ■炎症性腸疾患外来：安藤　朗（第２月曜日）

■もの忘れ外来：赤津　裕康（月１回　14：00 ～ 16：00）
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　市では、同和問題の解消に向けた取り組みの一つと

して、教育格差を是正し、部落解放を担う人材を育成

するため、奨学金を支給します。

　なお、支給は所得審査や奨学金支給選考委員会を経

て決定します。

【対象者】

　次の全てに該当する人

○修学のため住所異動した場合を除き、本人・保護者

とも市内に住所があり、選考委員会で同和地区関係

者などと認定される人

○高等学校・専門学校・大学などに在学する人

○申請者と生計を同一とする父母または保護者の市民

税所得割額の合計が、高等学校などに在学する申請

者では年間で 85,000 円以下、大学などに在学す

る申請者では年間で 166,000 円以下である人

【支給額】

①高等学校やそれに該当する高等専修学校など

　96,000 円／年

②大学・短期大学・専門学校など

　国公立：120,000 円／年

　私　立：144,000 円／年

【必要書類・申込方法】

　詳しくはお問い合わせください。

【申込期間】

　６月 14 日㈮～ 28 日㈮

【申込先・問い合わせ】

○教育総務課

○八幡町市民館　☎ 23-3157

○下郡市民館　☎ 37-0558

○寺田市民館　☎ 23-8728

○いがまち人権センター　☎ 45-4482

○ライトピアおおやまだ　☎ 47-1160

○青山文化センター　☎ 55-2411

　「放課後こども教室」や「放課後児童クラブ」の連

携づくりを推進するために「放課後子どもプラン施策

検討委員会」の委員を募集します。

【募集人員】

　１人

【応募資格】

　次の全てに当てはまる人

○市内在住で、５月１日現在、満 20 歳以上の人

○市議会議員・市職員でない人

○市が設置する審議会、市の附属機関の委員でない人

【開催回数】

　年１～２回程度　※原則、平日の昼間２時間程度

【任　期】　８月１日㈭から２年間

【報　酬】　6,000 円／回　※市の規定に基づく。

【応募方法】

　応募動機を 800 字以内（様式は自由）にまとめ、

住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・電話番号

を記入の上、下記まで提出してください。

【選考方法】

　作文審査

※委員の構成比率などを総合的に考慮して決定します。

※提出書類は返還しません。

【応募期限】

　５月 31 日㈮必着　

【応募先・問い合わせ】

　〒 518-0873　上野丸之内 500 番地　ハイトピア伊賀５階

　生涯学習課

同和奨学金を支給します
◆ 市の奨学金制度をご活用ください

【問い合わせ】教育総務課　☎ 22-9644　℻   22-9647　　 kyoui-soumu@city.iga.lg.jp

放課後子どもプラン施策検討委員会委員募集
◆ 子どもたちの放課後の居場所づくりのために

【問い合わせ】生涯学習課　☎ 22-9679　℻   22-9692　　 gakushuu@city.iga.lg.jp
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