
　上野総合市民病院では、薬剤課、臨床検査課、リ
ハビリテーション課など、さまざまな部門があり、
医師や看護師と連携し、チーム医療に取り組んでい
ます。このコーナーでは、各部門の活動を紹介します。

◆薬剤課
　上野総合市民病院の薬剤師は、医薬品管理や調剤
業務だけではなく、入院患者の薬剤管理を行う病棟
業務も担います。現在、10人の薬剤師と助手２人
で、入院時から在宅療養まで切れ目なく薬剤管理を
行い、正確な調剤と情報提供により医療と看護を支
援しています。
　すべての病棟に薬剤師を配置し、入院時には患者
が普段飲んでいる薬を聞き取り、医師に情報提供し
ます。継続して使用する薬を準備し、正確な投与を
行う看護業務の補助をします。このとき、薬剤の重
複や多剤服用がないよう、適正使用に関する情報提
供も行います。

　入院中は使用する薬について患者へ説明を行い、
効果や副作用のモニタリングなど薬剤管理を実施
し、チーム医療の一員として医療の質向上に取り組
んでいます。
　退院時には、今後服用する薬や入院中の薬の使用
状況などを記載した「薬剤情報提供書」を作成し、
患者や家族などが薬のことをよく理解して治療を継
続できるよう支援しています。また、調剤薬局の薬
剤師と、毎月「薬薬連携研修会」を行い、顔の見え
る関係を構築し、在宅療養における患者の「かかり
つけ薬局」での薬剤管理を支援しています。

（上野総合市民病院　薬局長　福森　和俊）

上野総合市民病院だより

メール

伊　　　　賀　　　　び　　　　　と 　市では、市内県立高校と連携し、授業の中で伊賀
ならではの活動を取り入れ、将来伊賀市を担う人材
を育成することを目的とした「I

い が び と
GABITO育成事業」

を行っています。
　今回は、市内県立高校３校の今年度の活動計画を
紹介します。

【問い合わせ】　総合政策課　☎ 22-9623　℻  22-9672　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

各学科の特色や強みを生かし
て、地域と一緒に伊賀の魅力を
情報発信する活動を行うなど、
生徒のコミュニケ―ション能力
を高めていきます。

伊賀白鳳高等学校
フィールドワークやオンライン
ミーティングを活用した探究活
動で伊賀の魅力を知り、現状・
課題の分析や発表を通じて、生
徒のプレゼンテーション力や課
題解決力を高めていきます。

上野高等学校
美容関連商品 PR の研究や伊賀
食材の魅力を伝えるメニューづ
くり、伊賀組紐のグッズ開発な
どを通し、生徒のコミュニケー
ション能力を高めていきます。

あけぼの学園高等学校

８月の無料相談 暮らしのいろいろな問題と悩みごとについて相談をお受け
します。詳しくは市ホームページをご覧ください。

相談内容 開催日 時　　間 場　　所 問い合わせ／備考 電　話

法律相談　※予約制
＊市職員（弁護士）が相談
に応じます。
　（年度内１回のみ）

12日㈭
13:00 ～ 16:30

本庁舎　２階相談室３
市民生活課

8/5　8：30～受付
※先着６人

22-9638

23 日㈪ 島ヶ原支所
２階委員会室

島ヶ原支所住民福祉課
8/16　8：30～受付

※先着６人
59-2109

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 ４日㈬ 13:00 ～ 16:00 ハイトピア伊賀

４階相談室
人権政策課

※受付期間（7/19 ～ 7/30）
※先着４人

22-9632

法テラス法律相談（弁護士）
※予約制 18 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

法テラス三重
※受付期限（8/13）
※先着６人

050-3383-
5470

行政相談（行政相談委員）
＊行政に関わる日常の困
　りごとをお伺いします。

11日㈬
13:30 ～ 16:00

本庁舎　２階相談室３ 市民生活課 22-9638

島ヶ原支所　応接室 島ヶ原支所住民福祉課 59-2109

19 日㈭ 青山福祉センター　研修室 青山支所住民福祉課 52-3227

司法書士相談（登記・相続・
借金問題など）※予約制 25 日㈬ 13:30 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期間（7/29 ～ 8/23）

※先着 5人
22-9638

交通事故相談
※予約制 13 日㈮ 13:30 ～ 15:30 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期限（8/11）
※先着 4人

22-9638

出張年金相談※予約制
４日㈬

10:00 ～ 15:00 ハイトピア伊賀　３階 津年金事務所 059-228-
911220 日㈮

緑（園芸）の相談 ９日㈪ 13:30 ～ 16:00 本庁舎　１階玄関ロビー 都市計画課 41-0290

外国人のための
行政書士相談
※予約制

５日㈭ 13:30 ～ 16:00 ハイトピア伊賀　４階
多文化共生センター

市民生活課
※受付期限（8/2）
※先着４人

22-9702

健康相談 27日㈮ 10:00 ～ 11:00 ハイトピア伊賀
４階多目的室 健康推進課 22-9653

高齢者の就業相談
５日㈭

13:30 ～ 15:00
木興町市民館

シルバー人材センター 24-580019 日㈭
※予約制 伊賀市シルバーワークプラザ

人権相談
（人権擁護委員）

４日㈬ 13:30 ～ 16:00 島ヶ原支所　会議室 島ヶ原支所振興課 59-2053

６日㈮
9:00 ～ 12:00 青山福祉センター　相談室 青山支所振興課 52-1115

13:30 ～ 16:00

阿山保健福祉センター２階　会議室 阿山支所振興課 43-1543

10 日㈫ 伊賀支所　２階大会議室 伊賀支所振興課 45-9108

19 日㈭ ハイトピア伊賀　４階相談室３ 人権政策課 22-9683

※このほか、常時開設相談（消費生活相談、空き家に関する相談、高齢者・障がい者の総合相談、女性相談、家庭児童相談、母子・父子自
立相談、こどもの発達相談、教育相談、青少年相談、若年の就労相談、雇用・労働相談、生活にお困りの方の相談、人権相談）もあります。

こころの健康相談
※予約制 25 日㈬ 14:00 ～ 17:00 三重県伊賀庁舎　１階 伊賀保健所

※未治療・未受診の人のみ 24-8076
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