
　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。

◆臨床検査課
　臨床検査課では、国家資格を有する臨床検査技師
が、さまざまな分析機器を用いて毎日多くの検査を
行っています。その一端を紹介します。
　検査には、血液や尿、喀

かく
痰
たん
などの被検査物の成分

分析などを行う検体検査と、直接患者さんを対象
として行う生理（生体）検査の 2種類があります。
前者には尿や便の一般検査のほか、輸血検査、病理
検査、細菌検査などがあり、後者には心電図検査、
心臓超音波検査、呼吸機能検査などがあります。
　輸血関連業務には、血液型検査のほかに、血液製
剤の発注、保管、適合検査、輸血実施後副作用の一
元管理などがあり、医師、看護師、薬剤師とともに
安全で適正な輸血のための検討を重ねています。

　昨年 10月からは新型コロナウイルス抗原定量検
査を行っています。この検査は抗原定性検査（簡易
キット）の 40倍の感度があるとされ、感染測定や
経過観察に重要な役割を果たします。主に新規入院
患者さんや内視鏡検査前の患者さんを対象に検査を
行っています。感染防御認定技師を中心に感染対策
チームと協力し院内感染防止に努めています。
　また、臨床検査技師も採血することが許可されて
いますので、看護師と協力し病棟と外来で採血を
行っています。
　今後も、チーム医療の一員として多職種と連携し、
臨床に役立つ検査結果を迅速かつ正確に報告するこ
とを心掛けていきます。
（上野総合市民病院　臨床検査課　末永　裕美）

上野総合市民病院だより

　若者会議では、子どもたちに伊賀市を大好きに
なってほしい、子育て世代の人や子どもたちにとって
暮らしやすい伊賀市になってほしいという思いから、
「c
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プロジェクト
roject」という活動を行っています。

　今年度は新しく I
イ ン ス タ グ ラ ム
nstagramを開設し、感染対策

が取られている催し情報など、SNSで子育て世代に
向けた情報発信を行っています。
　今回は、活動メンバーからのメッセージをお伝えし
ます。
　「新型コロナウイルス感染症の影響で、子どもたち

も大変不安な日々を過ごし
ていると思います。como
では『こども“も”一緒に
出かけられる伊賀市』をコ
ンセプトに、子育て世代を
中心に活動しています。外
出が難しくなっている今年

度はインスタグラムを活用し、コロナ禍でも子どもと
一緒に楽しい日々が送れるよう、感染対策されてい
る市内の小規模な催しや子ども向け企画などを紹介
しています。また、他プロジェクトとも協働しながら、
未来を担う子どもたちを、市民が一丸となり守って
いけるようなまちづくりをめざして、
今後も取り組んでいきたいです。」
【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9623　℻  22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

だ よ り

como ☆ project
インスタグラムアカウント

▼

11 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

常時開設相談 ※相談時間などはお問い合わせください。

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
11日㈭

13:00 ～ 16:30 本庁舎　２階相談室３
市民生活課

① 11/4　8：30～受付
② 11/15　8：30～受付

※先着６人
22-9638

②
22日㈪

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 10 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（10/25 ～ 11/5）
※先着４人

22-9632

法テラス法律相談（弁護士）
※予約制 17 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

法テラス三重
※受付期限（11/15）

※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。

10日㈬
13:30 ～ 16:00

本庁舎　２階相談室３ 市民生活課 22-9638

18 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 24 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期間（10/28 ～ 11/19）

※先着 5人
22-9638

交通事故相談
※予約制 12 日㈮ 13:30 ～ 15:30 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期限（11/10）

※先着 4人
22-9638

出張年金相談※予約制 19 日㈮ 10:00 ～ 15:00 ハイトピア伊賀　３階 津年金事務所 059-228-
9112

緑（園芸）の相談 ８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
４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（10/29）
※先着４人

22-9702

健康相談 26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

相談内容 問い合わせ 電　話
消費生活相談 市民生活課 22-9626

空き家に関する相談 空き家対策室 22-9676

高齢者の総合相談 地域包括支援センター 26-1521

女性相談　※予約優先

こども未来課 22-9609家庭児童相談　※予約優先
母子・父子自立相談

※予約優先
こどもの発達相談 こども発達支援センター 22-9627

相談内容 問い合わせ 電　話

障がい者の総合相談 障がい者相談
支援センター 26-7725

ふれあい相談（教育相談） 教育研究センター 21-8839
青少年相談 青少年センター 24-3251

若者の就労相談
※予約優先

いが若者サポート
ステーション 22-0039

雇用・労働相談 商工労働課 22-9669
生活にお困りの方の相談 生活支援課 22-9650

人権相談 人権政策課 22-9683

高齢者の就業相談
４日㈭

13:30 ～ 15:00
阿山支所

シルバー人材センター 24-580018 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） 18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 24 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

2021.10 34



　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。

◆臨床検査課
　臨床検査課では、国家資格を有する臨床検査技師
が、さまざまな分析機器を用いて毎日多くの検査を
行っています。その一端を紹介します。
　検査には、血液や尿、喀

かく
痰
たん
などの被検査物の成分

分析などを行う検体検査と、直接患者さんを対象
として行う生理（生体）検査の 2種類があります。
前者には尿や便の一般検査のほか、輸血検査、病理
検査、細菌検査などがあり、後者には心電図検査、
心臓超音波検査、呼吸機能検査などがあります。
　輸血関連業務には、血液型検査のほかに、血液製
剤の発注、保管、適合検査、輸血実施後副作用の一
元管理などがあり、医師、看護師、薬剤師とともに
安全で適正な輸血のための検討を重ねています。

　昨年 10月からは新型コロナウイルス抗原定量検
査を行っています。この検査は抗原定性検査（簡易
キット）の 40倍の感度があるとされ、感染測定や
経過観察に重要な役割を果たします。主に新規入院
患者さんや内視鏡検査前の患者さんを対象に検査を
行っています。感染防御認定技師を中心に感染対策
チームと協力し院内感染防止に努めています。
　また、臨床検査技師も採血することが許可されて
いますので、看護師と協力し病棟と外来で採血を
行っています。
　今後も、チーム医療の一員として多職種と連携し、
臨床に役立つ検査結果を迅速かつ正確に報告するこ
とを心掛けていきます。
（上野総合市民病院　臨床検査課　末永　裕美）

上野総合市民病院だより

　若者会議では、子どもたちに伊賀市を大好きに
なってほしい、子育て世代の人や子どもたちにとって
暮らしやすい伊賀市になってほしいという思いから、
「c

コ モ
omo☆ p

プロジェクト
roject」という活動を行っています。

　今年度は新しく I
イ ン ス タ グ ラ ム
nstagramを開設し、感染対策

が取られている催し情報など、SNSで子育て世代に
向けた情報発信を行っています。
　今回は、活動メンバーからのメッセージをお伝えし
ます。
　「新型コロナウイルス感染症の影響で、子どもたち

も大変不安な日々を過ごし
ていると思います。como
では『こども“も”一緒に
出かけられる伊賀市』をコ
ンセプトに、子育て世代を
中心に活動しています。外
出が難しくなっている今年

度はインスタグラムを活用し、コロナ禍でも子どもと
一緒に楽しい日々が送れるよう、感染対策されてい
る市内の小規模な催しや子ども向け企画などを紹介
しています。また、他プロジェクトとも協働しながら、
未来を担う子どもたちを、市民が一丸となり守って
いけるようなまちづくりをめざして、
今後も取り組んでいきたいです。」
【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9623　℻  22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

だ よ り

como ☆ project
インスタグラムアカウント

▼

11 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

常時開設相談 ※相談時間などはお問い合わせください。

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
11日㈭

13:00 ～ 16:30 本庁舎　２階相談室３
市民生活課

① 11/4　8：30～受付
② 11/15　8：30～受付

※先着６人
22-9638

②
22日㈪

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 10 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（10/25 ～ 11/5）
※先着４人

22-9632

法テラス法律相談（弁護士）
※予約制 17 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

法テラス三重
※受付期限（11/15）

※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。

10日㈬
13:30 ～ 16:00

本庁舎　２階相談室３ 市民生活課 22-9638

18 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 24 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期間（10/28 ～ 11/19）

※先着 5人
22-9638

交通事故相談
※予約制 12 日㈮ 13:30 ～ 15:30 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期限（11/10）

※先着 4人
22-9638

出張年金相談※予約制 19 日㈮ 10:00 ～ 15:00 ハイトピア伊賀　３階 津年金事務所 059-228-
9112

緑（園芸）の相談 ８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
４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（10/29）
※先着４人

22-9702

健康相談 26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

相談内容 問い合わせ 電　話
消費生活相談 市民生活課 22-9626

空き家に関する相談 空き家対策室 22-9676

高齢者の総合相談 地域包括支援センター 26-1521

女性相談　※予約優先

こども未来課 22-9609家庭児童相談　※予約優先
母子・父子自立相談

※予約優先
こどもの発達相談 こども発達支援センター 22-9627

相談内容 問い合わせ 電　話

障がい者の総合相談 障がい者相談
支援センター 26-7725

ふれあい相談（教育相談） 教育研究センター 21-8839
青少年相談 青少年センター 24-3251

若者の就労相談
※予約優先

いが若者サポート
ステーション 22-0039

雇用・労働相談 商工労働課 22-9669
生活にお困りの方の相談 生活支援課 22-9650

人権相談 人権政策課 22-9683

高齢者の就業相談
４日㈭

13:30 ～ 15:00
阿山支所

シルバー人材センター 24-580018 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） 18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 24 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

35 2021.10


