
　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。

◆CT画像を用いた手術支援の取り組み
　放射線技術課は、レントゲンやCT、MRI などの
検査機器を操作するだけでなく、チーム医療の一員
としてさまざまな役割を担っています。その一つに、
より正確な手術を行うための「画像等手術支援」が
あります。
　当院では、外科や整形外科の手術を行う前に、
CTの撮影画像から 3D画像を作成し患者さんへの
説明に使用するとともに、手術に活用しています。
外科の手術では、取り除く腫瘍の形状や場所、腫瘍
に付随する動脈と静脈や、周囲のリンパ節と骨格が
わかる 3D画像を作成します。
　また、整形外科の手術では、骨折箇所の 3D画像

から骨折の形状を確認するだけではなく、手術に用
いる金属（固定具）の形やサイズ、スクリュー（骨
折部を止めるネジ）の長さなどを測定できます。
　放射線技術課のスタッフは、患者さんが当院で安
全に手術を受けられるように、正確な病状確認がで
きる画像を作成するため訓練を重ねています。

○実例紹介：右の図は
CTで撮影した腹部
の厚さ 0.5mmの元
画像です。この元画
像 900 枚程度を用
いて 3D画像構築を

行ったものが左の図で
す。赤色が腫瘍に付随
する動脈血管で青色が
静脈血管、緑色が切除
する腫瘍部位で、リン
パ節の腫脹は橙色で表
しています。

（上野総合市民病院　放射線技術課　後藤　末成）

上野総合市民病院だより

　６月 27日㈰、第２期伊賀市若者会議の令和３年
度キックオフミーティングを行い、ウェブ参加を含
め 21人が参加しました。
　まず、今年度から新しく加入したメンバーもいる
中、自己紹介や現在進行中のプロジェクトの紹介な
どを行い、メンバー間の交流を深めました。
　その後、「伊賀市若者会議のこれからを考える」
をテーマに、グループワークを行い、未来の若者会
議はどのようになっていたいのか、それぞれの思い
を共有しました。

　メンバーから
は、「楽しい組
織でありたい」
「市内の人にも
市外の人にも
知ってもらえる
ような存在にな
りたい」「いず
れは自分たちの
力でできるようになりたい」といった意見が出され、
そのためには今何に取り組むべきなのかを、継続し
て考えていくことになりました。
　今年度は、自分たちの未来をじっくりと考える１
年にしていきたいと思います。また、新たな個別プ
ロジェクトの立ち上げなどにも挑戦していきたいと
考えています。
　これからも引き続き、伊賀市若者会議の応援をよ
ろしくお願いします。
【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9623　℻  22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

だ よ り

９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）

７日㈫
13:00 ～ 16:30 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
8/31　8：30～受付

※先着６人
22-9638

28 日㈫
市民生活課

9/21　8：30～受付
※先着６人

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 ６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（8/20 ～ 9/1）
※先着４人

22-9632

法テラス法律相談（弁護士）
※予約制 15 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

法テラス三重
※受付期限（9/13）

※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。

８日㈬
13:30 ～ 16:00

本庁舎　２階相談室３ 市民生活課 22-9638

17 日㈮ 大山田福祉センター　相談室 大山田支所住民福祉課 47-1152

司法書士相談（登記・相続・
借金問題など）※予約制 22 日㈬ 13:30 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期間（8/26 ～ 9/17）

※先着 5人
22-9638

交通事故相談
※予約制 10 日㈮ 13:30 ～ 15:30 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期限（9/8）

※先着 4人
22-9638

出張年金相談※予約制
１日㈬

10:00 ～ 15:00 ハイトピア伊賀　３階 津年金事務所 059-228-
9112

17 日㈮

緑（園芸）の相談 13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

12 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（9/8）

※先着４人
22-9702

健康相談 24日㈮ 10:00 ～ 11:00 ハイトピア伊賀
４階ミーティングルーム 健康推進課 22-9653

高齢者の就業相談
２日㈭

13:30 ～ 15:00
いがまち人権センター

シルバー人材センター 24-5800
16 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）

16日㈭
13:30 ～ 16:00

ハイトピア伊賀　４階相談室３ 人権政策課 22-9683

17 日㈮ 大山田福祉センター　相談室 大山田支所振興課 47-1150

※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 29 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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