
５月１日現在の診療表です 

上野総合市民病院の外来診療担当表
トピックス

【受付時間】午前８時 30分～ 11時 30分
【診察時間】午前９時～正午
※受付・診察時間が異なる場合は、表内に記載。
※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。
※乳腺科、もの忘れ外来は完全予約制で、乳腺科の電話での予約受付は月・水・金曜日の正午～午後４時の間です。
※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 脳神経外科にて

（新阜　宏文）
《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）【完全予約制】
（9：00～）
（12：00～）

毛利　智美
午前 再診
午後 初診

毛利　智美
午前 再診
午後 初診

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 池田　正俊
(10：00～12：00) 椹木　一仁 椹木　一仁 安岡　遼 池田　正俊

（肝胆膵外科） 櫻井　洋至
循環器内科 １診 岡本　寛樹 八木　典章 岡本　寛樹 澤山　裕一 山本　孝
（ペースメーカー外来）
（予約制 ･第 3木曜日）
（13：00～15：00）

岡本　寛樹

脳神経内科 北原　義介 小川　暢弘 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月曜日） 清水　浩一
（腎臓内科）（第2･第4月･火曜日）
（13：00～15：30） 清水　浩一 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

佐藤　昌良【予約制】 海野　宏至
２診 喜多　晃司 海野　宏至 喜多　晃司 藤原　達彦
３診 喜多　晃司 海野　宏至
午後 ギプス外来

小児科
受付：8：30～15：00
（9：00～12：00）（13：00～15：30）

大河内　正和
午後は予防接種外来・
乳幼児健診【予約制】

大河内　正和
大河内　正和

午後は予防接種外来・
乳幼児健診【予約制】

泌尿器科 東　真一郎（再診のみ）

脳神経外科
河野　浩人
北村　智章
野﨑　和彦
交代制

新阜　宏文 新阜　宏文

（心臓血管外科）（10：00～12：00） 南舘　直志
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：13：00～15：30）　　 ■炎症性腸疾患外来：安藤　朗（第２月曜日）
■もの忘れ外来【完全予約制】：赤津　裕康（月１回　14：00～16：00）

【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

【応募先・問い合わせ】　人事課
　☎ 22-9605　℻   22-9742
　 jinji@city.iga.lg.jp

試験のスケジュール
◎令和２年10月１日採用
　　◆職　　　種　　保育士（職務経験者）
　　◆受 付 期 間　　５月 15日㈮～６月 15日㈪　　平日　午前８時 30分～午後５時 15分
　　◆第１次試験　　７月 12日㈰

◎令和３年４月１日採用
　≪前期日程≫
　　◆職　　　種　　事務職（上級）、技術職［土木］（上級）、保健師、保育士
　　◆受 付 期 間　　５月 15日㈮～６月 15日㈪　　平日　午前８時 30分～午後５時 15分
　　◆第１次試験　　７月 12日㈰

　≪後期日程≫
　　◆職　　　種　　事務職（初級・職務経験者・障がい者）、技術職［土木］（初級・職務経験者）、
　　　　　　　　　　社会福祉士 (上級 ･初級 )、主任介護支援専門員、消防職（上級・初級）、
　　　　　　　　　　救急救命士
　　◆受 付 期 間　　７月 20日㈪～８月 21日㈮　　平日　午前８時 30分～午後５時 15分
　　◆第１次試験　　９月 20日㈰

　５月 15日㈮から、人事課・各支所振興課・消防総務課にて募集要項を配布します。市ホームページ
にも掲載しますので、詳しくは募集要項をご確認ください。

伊賀市職員募集

市民から信頼され、市民と共に歩む
未来を創造する

新たな課題に挑戦する
経営感覚を持つ
自らを磨く
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