
上野総合市民病院の外来診療担当表
【受付時間】午前８時 30分～ 11時 30分
【診察時間】午前９時～正午
※４月１日現在の診療表です。
※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や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。
※初診時にかかりつけ医からの紹介状がない場合、初診時選定療養費（5,500 円）が必要となることがあります。

診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

内　科
（総合診療科）

１診 田中　光司 田中　光司 八尾　隆治 田中　光司 関西医科大学医師
交代制

２診 北原　義介 栗原　眞行 栗原　眞行 脳神経外科にて
（新阜　宏文） 新阜　宏文

３診 加藤　大祐

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
（腫瘍内科）

浦谷　亮（再診のみ）
（乳腺科）【完全予約制】
（再診9：00～）（初診12：00～）

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。 毛利　智美 毛利　智美

消化器・肝臓内科
１診 八尾　隆治 青野　祐樹 関西医科大学医師

交代制 八尾　隆治 八尾　隆治

２診 安岡　遼
(10：00～12：00) 椹木　一仁 椹木　一仁 青野　祐樹 安岡　遼

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

髙橋　宏明

脳神経内科 北原　義介 北原　義介 北原　義介 北原　義介

腫瘍内科
１診 奥川　喜永

２診
（緩和ケア外来）
都築　則正【予約制】
第１・３・５金曜日　14：00 ～

（呼吸器科）
※月曜日は交代制

賀来　良輔
岡本　圭伍 寺本　晃治

（糖尿病内科） 中谷　中
（腎臓内科） 早川　温子
整形外科
受付：8：30～11：00
※木曜日の診察
　10：00～11：30
※水曜日の整形外科の初診　　
　のみ救急外来で対応

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 渡邉　健斗
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
受付8：30～ 11：30

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】

腎泌尿器科 田中　しおり 清水　浩一 東　真一郎

脳神経外科
※月曜日は交代制

河野　浩人
北村　智章
野﨑　和彦

新阜　宏文 新阜　宏文

（心臓血管外科）（10：30～12：00） 南舘　直志
眼科
受付：8：30～11：00 布目　貴康 中条　慎一郎

■婦人科：奥村　亜純（水曜日　受付：8：30～ 11：00）■耳鼻咽喉科：竹内　万彦（月曜日　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【完全予約制】：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

トピックス

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ

　現在、市では、次の支援事業を行っています。要件
など詳しくは、市ホームページをご覧いただくかお問
い合わせください。
○令和３年度伊賀市事業継続応援給付金（第 2弾）
○伊賀市店舗改装促進事業補助金

～忍法　店舗生まれ変わりの巻～
○伊賀市版「感染防止対策実施店」ステッカー交付

～忍法　客寄せの術～

【問い合わせ】　商工労働課
　☎  22-9669　℻  22-9695
　 shoukou@city.iga.lg.jp

新型コロナウイルス感染症情報

　今年度 65歳以上になる人（昭和 32年４月１日以
前に生まれた人）に接種券を送付しました。
○接種券は接種を受けるために必要です。2回目の接
種が終わるまで大切に保管してください。
○接種券が届かない場合などは、コールセンターへご
連絡ください。
※ 65歳未満の人には、ワクチンの供給量や 65歳以
上の人の接種状況を踏まえて 6月以降に接種券を
発送する予定です。

ワクチン接種を受けるには予約が必要です。
　予約方法や接種場所など、詳しくは広報と同時
配布のチラシをご確認ください。

【問い合わせ】
　伊賀市新型コロナワクチン専用コールセンター
　☎  0120-849-064
　受付時間　月曜日から土曜日、
　　　　　　午前８時 30分～午後５時
※通話による問い合わせが困難な人はファックスで
お受けします。

　　℻  22-9694（ワクチン接種推進課）
◆外国語での問い合わせ
　○ポルトガル語　☎ 0120-257-863
　○スペイン語　☎ 0120-257-864
　受付時間　月・水・土曜日
　　　　　　午前８時 30分～午後５時

高齢者向けワクチン接種の接種券
（クーポン券）を送付しました

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中
で、ひとり親世帯への生活を支援するため、特別給付
金を給付します。なお、受給するには申請が必要です。
【対象者】
　18歳に達する日以降の最初の３月 31日まで（児
童に法令で定める程度の障がいのある場合は 20歳未
満）のひとり親家庭の児童を監護・養育する人のうち、
以下のいずれかに該当する人
○公的年金給付などを受けていることにより児童扶養
手当の支給を受けていない人
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限
ります。
○新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が児
童扶養手当の対象となる水準に下がった人

【給付額】　児童 1人当たり 5万円
※児童扶養手当を受けている人は、申請不要で５月
11日に給付します。

【申込先・問い合わせ】
　こども未来課
　☎  22-9677　℻  22-9646
　 kodomo@city.iga.lg.jp

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）

事業者の皆さんへ

コロナ差別に関する人権相談窓口
一人で悩まないで大丈夫。
一緒に考えましょう。

【問い合わせ】
○津地方法務局伊賀支局　☎ 0570-003-110
○人権政策課　☎ 22-9683　℻  22-9684
　　　　　　　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp
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