
　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。

◆臨床工学課
　当院の臨床工学課には９人の臨床工学技士がいま
す。臨床工学技士は、1987年に制定された国家資
格で、まだ一般的な認知度は高くありません。

　しかしながら、臨床工学技士は、今では医師や看
護師とともにチーム医療の一員として欠かすことの
できない医療技術者となっています。
　当院においては、医療機器のスペシャリストとし
て、人工透析装置の操作や、カテーテル血管造影検
査、手術室業務のサポート、いつでも安全に使用で
きるように高度医療機器の保守・点検を行う医療機
器管理業務などを行っています。
　医療技術は日進月歩で進化を続けています。今後
とも高度な医療技術を提供し、病気と闘う患者の皆
さんの支援ができるよう、知識の習得と技術の向上
に努めます。
（上野総合市民病院　臨床工学課　瀬崎　奉洋）

上野総合市民病院だより

メール

伊　　　　賀　　　　び　　　　　と

　今回は、伊賀白鳳高等学校の先生からコメントを
いただきました。
　「コロナ禍の中、地域の皆さんの笑顔を取り戻
そうと、昨年度、地元企業の中外医薬生産㈱さ
んと本校経営科が協力をして、アルコール消毒
液「P

プッシュマイル
ushmile」を開発しました。今後は地域活性

化イベントの企画やＣＭの作成に取り組むなど、
「Pushmile」の開発・販売促進の取り組みを通して、
生徒の企画力・情報発信力を育てていきます。生徒
が未来を自分自身の力で切り開き、伊賀を元気にで
きるような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

企画力 情報発信力

実行力

●実行力
○アルコール消毒液「Pushmile」の商品化

●企画力
○社会や地域のニーズに応え
　られるチラシやポスターの
　作成
○地域活性化イベントの企画

●情報発信力
○自分たちの案を企業の方に
　プレゼン
○店頭広告の作成

12 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
９日㈭

13:00 ～ 16:30 本庁舎　２階相談室３
市民生活課

① 12/2　8：30～受付
② 12/14　8：30～受付

※先着６人
22-9638

②
21日㈫

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 ８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（11/22 ～ 12/3）
※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（12/13）

※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。

３日㈮
13:30 ～ 16:00

大山田福祉センター
相談室 大山田支所住民福祉課 47-1152

８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

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

市民生活課
※受付期間（11/25 ～ 12/20）

※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（12/8）
※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-
911217 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（12/8）
※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
ライトピアおおやまだ

シルバー人材センター 24-580016 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）

１日㈬
13:30 ～ 16:00

島ヶ原支所　会議室 島ヶ原支所振興課 59-2053

３日㈮
阿山保健福祉センター２階　会議室 阿山支所振興課 43-1543

大山田福祉センター　相談室 大山田支所振興課 47-1150

８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

10 日㈮
13:30 ～ 16:00

伊賀支所　２階大会議室 伊賀支所振興課 45-9108

16 日㈭ 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 22 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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