
　上野総合市民病院では、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。

◆内視鏡室
　内視鏡室では、年間約 3,000 件の内視鏡による
検査・治療を実施しています。
　上部内視鏡検査は、一般的な胃カメラのほか、突
然吐血した場合の緊急内視鏡止血術や、薬のシート
を飲み込んだりした際の異物除去術などを実施して
います。
　下部内視鏡検査は、便秘や便潜血陽性の人の二次
検査を行い、ポリープが見つかった場合、必要であ
れば切除しています。
　EUS と呼ばれる超音波内視鏡検査は、直接肉眼
では観察できない病変や腫瘍の深さなどがわかるの
で、膵

すい
臓
ぞう
や胆道系の病変の診断に役立ちます。

　胃カメラと聞くと、怖いとかしんどいと思う人が

ほとんどで、敬遠されがちです。皆さんの不安が少
しでも軽減されるよう、当院では医師とともに消化
器内視鏡技師免許を取得した２人の熟練看護師を配
置しています。検査・治療がスムーズに進むよう呼
吸方法を優しく指導し、介助に当たっているので安
心してください。検査中はリラックス効果を高める
ために音楽を流しています。
　消化器肝臓内科外来は、毎日２人の医師が診察を
しています。消化器系に何らかの症状があり、心配
な人は当院にお越しください。
　病気は早期発見が一番大切です。少しでも気にな
ることがあれば、ためらわず検査を受けていただき
たいと思います。
（上野総合市民病院　救急・外来　馬場　敬子）

上野総合市民病院だより

メール

伊　　　　賀　　　　び　　　　　と 　今回は、あけぼの学園高等学校の先生からコメン
トをいただきました。
　「今年度は、美容、食文化、シチズンシップ、
伝統文化、プロジェクションマッピングの５つの
取り組みを行います。これらの活動から、生徒がよ
り地域を知り、魅力を感じ、そして魅力を発信する
活動を通して、自分に自信を持ち、これからの伊賀
地域を牽引する人に成長してもらいたいと願ってい
ます。」

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

あけぼの学園高等学校
シチズンシップ

プロジェクションマッピング

食文化

伝統文化

美容 開発に関わった商品などの情
報発信を通して、伊賀を PR

伊賀の魅力や本校の魅力を発信

伊賀の食材を生かし
たスープの開発を通
し、地域の食文化を
継承する意識を持っ
た人材を育成

さまざまな国の文化を持つ人が集
う伊賀。ワークショップなどを通
して、多文化共生を理解

地域の伝統産業「組紐」の作品
制作を通して、伝統産業の魅力
に触れ、継承する意識を醸成

10 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

※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。

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）

①
14日㈭

13:00 ～ 16:30 本庁舎　２階相談室３
市民生活課

① 10/7　8：30～受付
② 10/19　8：30～受付

※先着６人
22-9638

②
26日㈫

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 13 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（9/27 ～ 10/8）
※先着４人

22-9632

法テラス法律相談（弁護士）
※予約制 20 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

法テラス三重
※受付期限（10/18）

※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。

１日㈮

13:30 ～ 16:00

阿山保健福祉センター
２階会議室 阿山支所住民福祉課 43-0333

13 日㈬
島ヶ原支所　応接室 島ヶ原支所住民福祉課 59-2109

本庁舎　２階相談室３ 市民生活課 22-9638

19 日㈫ 伊賀支所　１階談話室 伊賀支所住民福祉課 45-9104

司法書士相談（登記・相続・
借金問題など）※予約制 27 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期間（9/24 ～ 10/25）

※先着 5人
22-9638

交通事故相談
※予約制 ８日㈮ 13:30 ～ 15:30 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期限（10/6）
※先着 4人

22-9638

出張年金相談※予約制
６日㈬

10:00 ～ 15:00 ハイトピア伊賀　３階 津年金事務所 059-228-
911215 日㈮

緑（園芸）の相談 12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

７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（10/4）
※先着４人

22-9702

健康相談 29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
７日㈭

13:30 ～ 15:00
島ヶ原支所

シルバー人材センター 24-580021 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）

６日㈬
13:30 ～ 16:00

島ヶ原支所　会議室 島ヶ原支所振興課 59-2053

８日㈮
伊賀支所　２階大会議室 伊賀支所振興課 45-9108

阿山保健福祉センター２階　会議室 阿山支所振興課 43-1543

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

21 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

こころの健康相談
※予約制 27 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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