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●はじめに●はじめに
　眼科の三羽晃平と申します。2021年４月より三重中央医療センターに赴　眼科の三羽晃平と申します。2021年４月より三重中央医療センターに赴
任いたしました。これまで三重中央医療センターは地域の基幹病院であり任いたしました。これまで三重中央医療センターは地域の基幹病院であり
ながら眼科の人員不足から常勤医がおらず、久居地域の患者様や諸先生方ながら眼科の人員不足から常勤医がおらず、久居地域の患者様や諸先生方
にはご迷惑をおかけしておりました。今後、久居地域の基幹病院の常勤医にはご迷惑をおかけしておりました。今後、久居地域の基幹病院の常勤医
として責任ある医療を提供させていただく所存です。眼科立ち上げで多くとして責任ある医療を提供させていただく所存です。眼科立ち上げで多く
の患者様やご関係の方々にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますの患者様やご関係の方々にはご迷惑をおかけすることもあるかと思います
が、地域医療の発展に努めていきたいと思いますので、何卒宜しくお願いが、地域医療の発展に努めていきたいと思いますので、何卒宜しくお願い
申し上げます。申し上げます。

●自己紹介
　三重大学を卒業後、三重県立総合医療センターで２年間の研修を修了し、三重大学医学部眼科に入局
いたしました。その後、岡波総合病院眼科、三重大学医学部附属病院眼科にて勤務し、同病院では網膜
硝子体グループに所属し、眼科診療を行ってまいりました。

眼　　科
さん　　　ぱ　　　こう　　 へい

三　羽　晃　平
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三重中央医療センターは救急告知病院です

●診療科の紹介
　角結膜疾患、白内障、緑内障、網
膜疾患などの眼科疾患を対象に診療
を行っています。
　対応可能な眼科検査としては、視
力検査、眼圧検査、眼底検査、眼底
３次元解析検査（OCT）、視野検査、
眼筋機能検査、蛍光眼底撮影検査、
CT／MRI検査などが対応可能です。
　糖尿病網膜症や網膜裂孔などに対
するレーザー治療や白内障術後の後
発白内障に対するレーザー治療、網
膜静脈閉塞症・糖尿病網膜症・加齢
黄斑変性などによる黄斑浮腫に対す
る抗VEGF硝子体内注射も行ってお
ります。
　手術に関しては、白内障手術（毎週火曜日）、網膜硝子体手術（第２，４水曜日、網膜前膜・黄斑円孔・
眼内レンズ脱臼などの緊急を要さないもの）、緑内障手術（眼内ロトミー）、翼状片などに対応可能です。

●診療案内
　月～水・金曜日は三羽、木曜
日は三重大学医学部附属病院の
岡医師が外来診療を担当してお
ります。
　６月からは紹介状がなくても
眼科受診を可能とし（当院に受
診歴のない方は選定療養費がか
かります）、より多くの患者様
の診療をさせていただきたいと
考えております。

眼科検査室

顕微鏡（LUMERA700）
眼科手術に重要な視認性を最高品質で
可能とする顕微鏡を備えました。

CONSTELLATION®
白内障手術だけでなく、硝子体手術に
も対応可能です。

検査風景 診察風景



3

三重中央医療センターは三重県総合周産期⺟⼦医療センターです

　手術に関しては主に毎週火曜日に白内障手術、第２、４水曜日に硝子体手術を行っております。
　現在手術に関しては入院で対応しておりますが、今後日帰り白内障手術に関しても対応を検討中です。

●最後に
　当院や久居地域の諸先生方・医療スタッフの方との連携をさらに深め、基幹病院ならではの眼科医療
を提供できるように取り組んでいきたいと考えております。
　外来では一人ひとりの患者様にできるだけ詳しく病状を説明するよう心がけております。眼科スタッ
フ一丸となって診療にあたりますので、些細なことでも結構ですので気になることがございましたらお
気軽にご相談ください。

眼科外来診療チーム 手術スタッフ

　眼科常設に伴い４
月から勤務させてい
ただいています。こ
れまでは大阪の大学
病院に８年、三重に
戻り市内の眼科で８

年ほど勤めておりました。現在、主に視力、眼
圧、視野、眼底カメラなどの眼科一般検査を
行っていますが、斜視検査や小児の弱視訓練、
眼鏡処方も得意分野ですので、気になることが
ありましたらお気軽にお声かけください。よろ
しくお願いいたします。

視能訓練士

久 世 寛 子

　視能訓練士助手の
ダグラスです。主人
がイギリス人なので
英語名になっていま
すが、私は生粋の日
本人です。三重中央

医療センターに勤務させていただいて５年にな
ります。以前は入院患者さんを主に検査してい
ましたが、４月から眼科業務の拡大に伴い、常
勤の先生と視能訓練士さんが来ていただくこと
になりました。先生はじめ、訓練士さんと看護
師さんの足を引っ張らないよう頑張っていきた
いと思いますので、よろしくお願いします。

視能訓練士助手

ダグラス　知子

　予約方法、予約の変更・キャンセル、キャンセル後の予約取り直しにつきましては以下の通り、お電
話で受け付けております。

　平日　月～金　10：00～16：30　　TEL：059-259-1211（代表）

＊予約患者様優先となりますので、予約のない方は待ち時間が長くなる場合があります。
＊一般のコンタクトレンズ販売については、対応しておりません。
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三重中央医療センターは救急告知病院です

赴任された先生方

放射線診療部長　初瀬　耕

婦人科医長　張　凌雲

泌尿器科　荒瀬　栄樹

麻酔科　上垣内　佳代

　2021年４月より放射線科で働くことになりました初瀬　耕と申します。

　三重大学を卒業後、県内、伊勢地区の病院を中心に20年以上放射線診療に従事

しておりました。津の近郊で本格的に診療をするのは今回が初めてになります。

　これまでの経験を活かし、少しでも皆様のお役に立てるよう誠心誠意務めてま

いります。

　どうぞ宜しくお願いいたします。

　初めまして、張　凌雲と申します。1996年中国医科大学卒業、産婦人科医とし
て勤務しました。2005年留学のため来日、2009年日本医師免許を取得し、2011年
三重大学医学博士号を取得しました。三重大学附属病院、松阪済生会、伊勢赤
十字病院と続き、４月１日より三重中央医療センターの産婦人科の一員として勤
めさせて頂きます。婦人科癌に興味があり、手術、特に低侵襲手術が大好きです。
これまで日本がん治療認定医、婦人科腹腔鏡技術認定医としての経験を活かして、
患者様に良質な医療を提供できるように頑張りたいと思います。日々精進して参
りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

　2021年４月より三重中央医療センター泌尿器科に赴任致しました荒瀬栄樹と申
します。
　今まで三重大学附属病院⇔鈴鹿中央総合病院⇔三重県立総合医療センター→紀
南病院で研鑽を積んで参りました。
　今後は新たな取り組みに向かって日々精進していきたいと存じます。近隣地区
の皆様のお役に立てる様、一生懸命励んで参ります。
　どうか宜しくお願い致します。

　初めまして。この春より麻酔科で働くことになりました上垣内佳代と申します。

私は、奈良出身で初期研修より三重県に来ました。

　まだまだ若輩者ではありますが、患者さんへ安心安全な麻酔を提供できるよう、

日々精進していきたいと思います。

　どうぞよろしくお願い致します。
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三重中央医療センターは三重県総合周産期⺟⼦医療センターです

赴任された先生方

麻酔科　宮﨑　茉莉

産婦人科　日下　直子

整形外科　今野　千尋

脳神経外科　矢合　哲士

　三重中央医療センター麻酔科で勤務することになりました宮﨑茉莉と申します。
　三重県伊勢市出身で、三重大学を卒業後は三重中央医療センターにて初期研修
および後期研修をさせていただいていました。出産と家族の転勤に伴い、一時は
三重県立総合医療センターにて勤務しておりましたが、３月より三重中央医療セ
ンターでの勤務を再開することとなりました。至らない点が多く、何かとご迷惑
をおかけすることもあるかと思いますが、誠心誠意努めてまいります。どうぞよ
ろしくお願いします。

　初めまして、今年度より産婦人科に赴任いたしました日下直子と申します。こ

ちらで働き始めて１か月程が経過し、優しいスタッフの方々の中で仕事ができ

ることを嬉しく感じております。至らない点が多く、ご迷惑をおかけしますが、

日々精進していきたいと思いますので、今後ともご指導のほどよろしくお願いい

たします。

　初めまして。５月より整形外科に赴任いたしました今野千尋と申します。北海

道札幌市出身で、金沢医科大学を卒業後、札幌医科大学附属病院で初期研修を行

いました。三重県出身の旦那と結婚後、後期研修より三重県での生活を始めまし

た。まだまだ経験も浅く、未熟者で皆様にご迷惑をおかけすることも多いかと思

いますが、少しでも皆様のお役に立てるよう日々精進していきたいと思いますの

でよろしくお願い致します。

　初めまして、令和３年４月より脳神経外科に赴任いたしました矢合哲士と申し
ます。出身は大阪府で三重大学を卒業した後、三重中央医療センターで２年間の
初期臨床研修を行い、今年度から脳神経外科医師として引き続き当院で勤務させ
ていただくこととなりました。脳神経外科の扱う領域は幅広く、緊急性や重症度
の高い疾患・外傷を扱うことも多いため、毎日緊張の連続ですが、その分やりが
いも非常に大きいと感じております。まだまだ至らない点も多く、ご迷惑をおか
けすることも多々あるかと存じますが、少しでも地域の皆様のお役に立てるよう、
精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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三重中央医療センターは救急告知病院です

赴任された先生方

呼吸器内科　辻　愛士

臨床研修医　尾﨑　仁

臨床研修医　久留　仁

歯科口腔外科　磯村　直輝

臨床研修医　上地　浩史

　初めまして、令和３年４月１日より呼吸器内科に赴任いたしました辻愛士と申

します。出身は滋賀県で、三重県は大学からお世話になっております。日々、病

院スタッフの方々に助けていただきながら仕事をさせてもらっております。まだ

まだ至らない点が多く、何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、ご

指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

　４月より初期研修医としてお世話になっております、尾﨑仁と申します。鈴鹿
市在住で三重大学出身です。趣味といえるほどではないものの、泳ぐのが好きで
す。SFやファンタジー、歴史（特に古代ローマ、三国時代、戦国時代）、一部の
アニメ（少し古め）の話題には食いついたりします。将来はリハビリテーション
科を志望しております。皆様方からは至らないところが目に付くかと思いますが、
一人前の医師となれるように最善を尽くすつもりですので、ご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。

　はじめまして、本年度から初期研修医としてお世話になります、久留仁と申し

ます。出身は愛知県名古屋市で、出身大学は三重大学です。大学では卓球部に所

属していました。

　社会人としては一年目であり、至らぬ点も多いですが、頑張っていきたいと思っ

ております。ご指導のほどよろしくお願いいたします。

　初めまして、歯科口腔外科の磯村直輝と申します。趣味は車でドライブするこ
とと、冬はスキーをすることです。ドライブは福井の九頭竜などダムまで行き、
ご飯を食べて帰る事が好きです。友達や大学の先輩など色んな方々と行ったりし
ます。たまに走行会などにも参加して、サーキットを走ったりもします。せっ
かく三重に来たので、鈴鹿サーキットも走ってみたいです。スキーは３歳頃から
しており、家族で毎シーズンのように行っておりました。最近はハーフパイプや
キッカーにも挑戦しております。大学に入ってからはスノーボードも始めました
が、まだ下まで滑れる程度しか滑れません。これからもっと練習していきます。
よろしくお願いいたします。

　初めまして。４月から初期研修医としてお世話になっております上地と申しま
す。出身地は徳島で大学は宮崎と、三重県には縁もゆかりもないのですが、こん
な大都会に来られて良かったなとしみじみ感じている今日この頃です。
　大学時代は長期休暇などを利用して北海道のホテルや千葉の旅館で住み込みバ
イトをしてスキーや温泉を満喫したり、青春18きっぷを使って全47都道府県に足
を運び、ご当地の美味しいものを食べ歩いたりしていました。
　まだ至らぬ点も多いかと思いますが、この２年間で様々なことを学びつつ、少
しでも皆様のお力になれるよう努力いたしますので、ご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願いします。
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三重中央医療センターは三重県総合周産期⺟⼦医療センターです

看
護
学
校
か
ら
の
お
知
ら
せ

看
護
学
校
か
ら
の
お
知
ら
せ

　令和３年４月６日　第26期生77名の入学式が
行われました。
　感染対策のために来賓の方をお招きすること
なく、ご家族様１名と学校職員に見守られなが
ら、温かな雰囲気の中で看護学生としての第一
歩を踏み出しました。

　コロナ禍にあって、医療職を目指したいという志
をもち、集まった仲間たちです。
　これからは、当校の教育理念である生命に対する
深い畏敬の念と専門職業人としての探求心を持ちな
がら、社会に貢献できる人材となれるよう、教職員
一同、支援していきたいと思います。

臨床研修医　當山　武知

臨床研修医　中川　貴裕

臨床研修医　藤田　華愛

　この度、初期研修医としてお世話になります。當山武知(とうやまたけとも)と
申します。出身は沖縄県ですが、様々なご縁がありまして三重県という地で、ま
たこの三重中央医療センターで働かせていただいています。三重県に住み始めて、
三重の人達の優しさに触れ、毎日新鮮な想いで楽しく過ごすことができています。
　研修医としてまだまだ至らないことも多くありますが、職員の皆様からのご指
導に感謝しつつ、日々成長に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

　はじめまして、四月から臨床研修医としてお世話になっております中川貴裕と
申します。出身は大和郡山市で、出身大学は大阪大学です。高校まではサッカー
部、大学ではバドミントン部に所属していました。趣味はスポーツ観戦やネット
フリックスを見ることです。
　二年間でより多くのことを勉強し、なるべく早くこの病院の戦力となって地域
の皆様の健康に寄与できるよう努力してまいります。病院の皆様、地域の皆様ど
うぞよろしくお願いいたします。

　この度三重中央医療センターで初期研修医としてお世話になります、藤田華愛
（ふじたはなえ）と申します。出身地は津市で、昨年度愛媛大学を卒業しました。
　大学時代は部活でマジックを行っており、敬老会や文化祭、えひめ国体など地
域のイベントにお邪魔させて頂き、暖かく迎えていただいたのが良い思い出です。
状況が落ち着きましたら、三重でもぜひたくさんの方と触れ合えればと考えてお
ります。
　２年間を通じて職員や患者様から多くのことを学び少しでも早く地域の皆様の
力になれるよう頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。



8

三重中央医療センターは救急告知病院です

「里山こころの便り－榊原の窓から」

　最近、発達障害ではないかとご自身で気にする方がいらっしゃいます。その中に

は還暦を過ぎてから気になりはじめた方もいらっしゃいます。気になった理由とし

て、「周りの人々とうまくいかない」と自覚する場合や、家族から指摘される場合

があるようです。発達障害が広く認知されるようになってきているように思います

が、「発達障害」とは、幼少期から生じる脳の機能（特性）から社会的な生活が難

しく感じられることとされています。具体的には、知的障害、自閉症スペクトラム

障害、注意欠陥多動性障害、学習障害などが単独で、あるいは複数が重なり合って

存在することがあります。

　多くの方は、３歳児検診で指摘されたり、親御さんが他の兄弟とちょっと違う、

として気づかれることが多いです。そして小学校～中学校～高校～就職…と成長し

て多くの人と接しなければならない状況が増えると、生きづらさを感じることが増

えてくることが多くなります。イギリスのローナ・ウイングによれば、自閉症スペ

クトラムの人にみられる特徴として、①社会性の障害、②コミュニケーションの障

害、③強いこだわり、をあげています。先に上げた還暦近くなってから相談された

方は、このコミュニケーションがスムースにいかないことが課題になっていたよう

に思います。あいまいな内容は伝わりにくいことがあり、具体的に伝えようと意識

することがコミュニケーションをスムースにするコツの一つかと思います。人生経

験の中で、成功体験を思い出していただく中に解答があるかもしれません。

発達障害について

榊原病院
院長村

田
昌
彦

　この認定医制度は外科医が内視鏡下手術を

安全かつ適切に施行する技術を有し、かつ指

導するに足る技量を有していることを認定す

る制度で、日本内視鏡外科学会が厳しいビデ

オ審査を行って合否を判定します。取得した

外科医は県内ではこれまで20名たらずで、胃

がん手術では７人目となります。当科ではこ

れで胃癌手術技術認定医が２名、大腸癌手術

技術認定医が１名となり、両分野で技術認定

医が複数人所属する施設は県内では三重大学

以外では当院のみで、県内でもトップクラス

の内視鏡手術の技術が行われていることが示

されたことになります。

第17回日本内視鏡外科学会技術認定試験
【技術認定医】
外科　松田　明敏

　2020年度（第17回）日本内視鏡外科学会技
術認定の試験において、当院外科医師：松田
明敏先生が、消化器・一般外科領域（胃）の
技術認定医を取得しました。
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三重中央医療センターは三重県総合周産期⺟⼦医療センターです

編 集

後 記

三重中央医療センター
院長　田　中　滋　己

三重県津市久居明神町2158番地5
TEL. 059－259－1211
http//www.miechuo-hosp.jp/

発
行
所

三重中央医療センター　地域医療連携室

　「クローバー友の会」は地域の皆様と病院が、様々な病
気・医療の学習を通して理解を深め合う会として発足し
ました。賛同いただける方はぜひ会員登録をお願いいた
します。登録は無料です。会員には当院から健康に関す
る様々な情報をお届けします。受付でお声かけください。
登録と同時に会員証をお渡しいたします。
　たくさん勉強していただいた方には素敵なプレゼント
があります。
記入いただいた個人情報は本会の業務以外には使用せず、安全かつ適切に管理いたします。

「クローバー友の会」「クローバー友の会」 会 員 募 集

講演会に参加いただくごとに 1スタンプ押印いたします。
（スタンプ数による特典は別紙公表いたします。
　　　　　　　　　　　　特典は変わることがあります。）

住所

氏名

電話

■会員№　

会員にご登録いただきありがとうございます。
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

三重中央医療センター　クローバー友の会三重中央医療センター　クローバー友の会

三重中央医療センター
クローバー友の会事務局

〒514-1101  三重県津市久居明神町 2158－5
TEL  059－259－1211㈹
地域医療連携室

国立病院機構

国立病院機構国立病院機構

　日毎に暑さが増し、「熱中症に気を付けましょう」と言われる機会が増えてきま

した。水分補給をしっかりしていただくことは熱中症予防だけでなく、脱水予防が

脳卒中や心筋梗塞の予防にもなります。マスク生活でのどが渇きにくいなどと言わ

れていますが、しっかり水分を取って夏を乗り切りたいですね。　　　　　（西）

専門・認定看護師です
シリーズ  27

　薬（抗がん薬）を使って行うがん治療を「がん薬物療法」

と言います。医療の進歩に伴い、新しい抗がん薬は次々と開

発され、治療は複雑化しています。近年では、遺伝子変異な

どのがんの特徴に合わせて一人一人に適した治療を行う「個

別化治療」が始まりました。がん薬物療法看護認定看護師

は、がん薬物療法に伴う副作用のケアだけでなく、「どの治療を選択するのか」、「治療を受

けるか、受けないのか」など、患者さんとそのご家族が治療方針を選択する支援をさせていた

だきます。がん治療に関しての疑問や質問のある方は、ぜひご相談ください。また、外来で

は、がん看護相談外来を開設しています。患者さんやご家族からお話を聞かせていただき、お

悩みに応じた解決策を一緒に考えます。予約制になりますので、ご希望の方は、主治医もしく

は外来看護師までお知らせください。

は、がん薬物療法に伴う副作用

けるか、受けないのか」など、

がん薬物療法看護認定看護師 外来
宮﨑　紘子
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　三重中央医療
センターの先生
方には日頃か
ら大変お世話
になっておりま
す。
　当院、久居東
鷹跡町の奥田医
院様とは同じ名
称で、それ故、
電話や郵便物な
どの間違いがた

まにあり、初めての患者様が奥田医院違いで来院されること
もあります。歴史的には当院が後出しで本当に申し訳なく存
じますが、なにとぞご容赦のほどお願いいたします。
　当院は昭和46年に先代の父が開業し、平成10年に私が継承
してから20年以上の月日が流れました。私は主に消化管を専
門としていますが、長い経験をいかし、高血圧、脂質異常
症、糖尿病などの慢性疾患、感染症や、お子様の病気などに
も対応しており、様々な患者様にご来院いただいています。
また、経鼻内視鏡や腹部超音波などを用いた健康診断も実施
しております。心細く迷える患者様の心に寄り添い、少しで
も軽くなって医院を後にしていただけるような誠実な医療を
理想としておりますので、お気軽に立ち寄っていただきたく
存じます。
　さて、新型コロナウイルス感染拡大が続く中、当院でも５
月24日から、新型コロナワクチンの個別接種が始まりまし

た。集団接種開始より時期が遅れること、時間的、人的余裕
のないこと、初めてのワクチンという事で、私自身尻込みし
てしまった時期もあり、当初お問い合わせくださった患者様
に先ずは集団接種をお勧めし、かかりつけの患者様を対象と
した個別接種の予約が始まってからは、事前に十分シュミ
レーションしたはずが、予約のお申し込みには公平性に欠け
る事があり、ご迷惑、ご心配をおかけいたしましたこと、こ
の誌面をお借りし心よりお詫び申し上げます。スタッフとも
ども円滑なワクチン接種のためこれからも精一杯の努力をし
てまいります。地域の患者様におかれましては、コロナ禍の
中、安全にワクチン接種が進み、再び触れ合える日常を取り
戻すため、ともに力強く歩んでまいりましょう。
　末筆になりましたが、三重中央医療センターの先生方にお
かれましては今後ともお力添いのほどよろしくお願い申し上
げます。

●●● 三重中央医療センター連携医療機関紹介 ●●●●●●

奥　 田　 医　 院

森 田内 科クリニック

　前回の投稿から10年近くたち患者さんの層も世の中

も随分様変わりしました。

　地域住民の健康管理と正しい医療知識の普及という

理念は変わっていませんが、新型コロナ感染症の影響

で、現在初診・健康診断は受け付けておりません。

　年月の経過とともに患者さんの高齢化が進み、合併

症や不定愁訴が多くなり、合併する方も多く、急性増

悪時やコントロールの難しい糖尿病などは一時的に大

きな病院に入院させていただき治療をお願いしていま

す。三重中央医療センター様にも度々お世話になり助

かっています。今後も病院と連携しながら地域医療に

貢献したいと思っております。

院　　長：森田　展生
住　　所：〒514-0304　津市雲出本郷町1370-１
電　　話：059－234－3100  FAX：059－234－6588
診療科目：内科、循環器科、呼吸器科
休 診 日：日曜日、木曜日、祝日

院　　長：日沖　明子
住　　所：〒514-0823　津市半田1481-2
電　　話：059－225－6488  FAX：059－225－6494
診療科目：内科
休 診 日：木曜・土曜午後・日曜・祝日

診療時間 月 火 水 木 金 土 日

９：00 ～ 12：00 〇 〇 〇 〇 〇

15：00 ～ 18：00 〇 〇 〇 〇 〇

日・木・祝日・年末年始・お盆は休診

診療時間 月 火 水 木 金 土 日
９：00 ～ 12：00 〇 〇 〇 〇 〇

15：00 ～ 18：30 〇 〇 〇 〇
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　当院は、令和２年５月、「痛みとこころを癒すクリ

ニック」をコンセプトに開院しました。膝や股関節と

いった関節の痛み、リウマチ、長引く体の痛みなどに

特に興味と専門性を持って診ております。先代と同様、

「来院される患者さん皆様に喜んでいただける優しい

治療」を目指して医療を提供していきます。

診療もさることながら、患者さんとお会いしてお話し

できることを楽しみにしております。気軽に受診して

ください。

院　　長：佐野　哲也
住　　所：〒514-0062　津市観音寺町445-13
電　　話：059－228－9100
診療科目：整形外科、リウマチ科、リハビリテー

ション科
休 診 日：土曜、日曜、祝日

診療時間 月 火 水 木 金 土 日

９：00 ～ 12：30 〇 〇 〇 〇 〇

15：00 ～ 18：30 〇 〇 〇 △ 〇

△ 木曜午後は 14：00－17：00

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ホームページ：https://www.yamanaka-bc.com/やまなか脳神経クリニック

ホームページ：https://sanoseikei.com/さの整形外科クリニック

今年2月に松阪市嬉野中川新町に開院しました、やま

なか脳神経クリニックです。脳神経に関連した疾患を

専門とするクリニックです。なかでも、脳卒中や老化

からくる「嚥下障害（飲み込みの障害）」や、脳卒中、

脳外傷、脊髄損傷の後遺症である「手足のこわばりに

対するボトックス治療」など、普通には治療を受けに

くい治療もおこなっていこうと考えております。また

「治療だけでなく、ケアも」がモットーで、生活習慣

病などの管理も行っていきます。よろしくお願い致し

ます。

院　　長：山中　学
住　　所：〒515-2325　松阪市嬉野中川新町１丁目３番
電　　話：0598－20－8920  FAX：0598－20－8921
診療科目：脳神経外科、脳神経内科
休 診 日：日曜日、祝祭日、水曜日午後、土曜日午後

診療時間 月 火 水 木 金 土 日

９：00 ～ 12：00 〇 〇 〇 〇 〇 〇

15：00 ～ 18：30 〇 〇 ● ●

●：嚥下外来、物忘れ外来　完全予約制
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不整脈専門外来 形成外科外来 いびき・無呼吸検査 タバコ障害・
COPD精査 ものわすれ外来 未破裂脳動脈瘤の相談

要予約（自費）

月・火曜日
午前診療

水曜日
午後診療

月・火曜日
午前診療

月・火・水・木・金曜日
午前診療

木・金曜日
金曜日
午前診療

循環器内科（新谷） 形成外科（石浦） 呼吸器内科 呼吸器内科 脳神経内科（吉丸・林） 脳神経外科（石田）

脊椎・脊髄外科専門
（要予約・紹介）

肺癌・良性肺腫瘍・
気胸・縦隔腫瘍・膿胸

中耳外来
（予約）

助産師外来
（予約）

おっぱい外来
（予約）

乳腺外科
（予約）

金曜日
（10時～ 12時30分）

火・木・金曜日
午前診療

火曜日
午後診療

月・水・木・金曜日 午前・午後診療
火曜日 午前診療

火曜日
午後診療

金曜日
午後診療

脊椎・脊髄外科（藤本） 呼吸器外科 耳鼻咽喉科（伊藤） 産　科 産　科 乳腺外科（石飛）

診療科名等 月 火 水 木 金

初 診 内 科
（初診・予約外）

１診 井端　英憲【呼】 大本　恭裕【呼】 中久木　哲也【循】 田中　剛史【糖】 川崎　敦【循】
２診 北出　卓【消】 福岡　秀介【循】 田口　由紀子【消】 田中　淳子【循】 後藤　浩之【糖】
３診 新谷　卓也【循】 倉田　一成【消】 坂倉　康正【呼】 渡邉　典子【消】 北出　卓【消】
４診 内藤　雅大【呼】 宗吉　祐樹【糖】 井田　紗矢香【糖】 西村　正【呼】 岩中　宗一【呼】

再 診 内 科
（再診予約のみ）

呼吸器内科 ５診 岩中　宗一（2、4、5週） 井端　英憲 (午後再診)
呼吸器内科 ６診 井端　英憲 井端　英憲 大本　恭裕 大本　恭裕

（整形1診） 藤本　源
循環器内科 ５診 田中　淳子 川崎　敦 中久木　哲也 (午前再診) 福岡　秀介
消化器内科 ７診 子日　克宣 北出　卓 渡邉　典子 田口　由紀子 倉田　一成

内　科

８診 中久木　哲也【循】 新谷　卓也【循】 後藤　浩之【糖】 井田　紗矢香【糖】 新谷　卓也【循】
９診 後藤　浩之【糖】 田中　剛史【糖】 田中　剛史【糖】 田中　剛史【糖】

10診 坂倉　康正【呼】 内藤　雅大【呼】 内藤　雅大【呼】 奥田昌也（1、3週）【糖】
田中　崇（2、4、5週）【糖】 岡野　智仁【呼】

（泌尿器1診） 宗吉　祐樹【糖】
（整形２診） 西村　正【呼】

腎臓内科 ６診 村田　智博

肝臓内科 ５診 吉川　恭子（1,3週）【消】
（整形3診） 吉川　恭子【消】

ペースメーカーチェック 第１月　午後 第１木　午前

脳 神 経 内 科
１診 北川　長生 北川　長生 北川　長生 林　理絵 北川　長生
２診 大内　智洋 賀川　賢 賀川　賢 賀川　賢 吉丸　公子
心外 林　理絵（午後再診）
脳外2診 林　理絵（午前）

小児科・新生児科
（初診・再来初診
は紹介のみ）　
（初診以外は完全
予約制）　　　

午　前

１診 井戸　正流（初診） 小川　昌宏 井戸　正流（初診） 田中　滋己 田中　滋己（初診）

２診 小川　昌宏 山本　和歌子 内薗　広匡 神谷　雄作（1、3、5週）
大森　あゆ美（2、4週）

３診 田中　滋己 櫻井　直人（初診） 大森あゆ美（1、3、5週）
北村　創矢（2、4週） 小川　昌宏 小川　昌宏

４診（発達外来） 杉野　典子 杉野　典子 杉野　典子

午　後

１診 三重大学医師 2週間・1ヶ月健診 内薗　広匡 田中　滋己（1、3、5週）
櫻井　直人（2、4週）

大森  あゆ美（1、3、5週）
佐々木  直哉（2、4週）

２診 米川　貴博（1、3、5週）
内薗　広匡（2、4、5週） NICU連携（1、3、5週） 佐々木  直哉（1、3週） 内薗　広匡（1、3、5週）

神谷　雄作（2、4週） 成長外来

３診 小川　昌宏 小川　昌宏 山本　和歌子 シナジス外来
４診（発達外来） 杉野　典子 杉野　典子 杉野　典子

外 　 科 １診 湯淺　浩行 下村　誠 松田　明敏 信岡　祐 谷川　寛自
２診 信岡　祐 辰巳　亜依 谷川　寛自 湯淺　浩行（2・4週）

緩和ケア外来 （予約・紹介のみ） 谷川　寛自
乳腺外科 （予約のみ） 石飛　真人

整 形 外 科
（予約・紹介のみ）

１診 田中　雅 高北　久嗣 田中　雅
２診 高北　久嗣 山口　敏郎 山口　敏郎
３診 今野　千尋 今野　千尋

形成外科 石浦　良平
（最終週  三重大学医師）

脳神経外科 １診 石田　藤麿 谷岡　悟 田中　克浩 石田　藤麿（偶数週）
２診 石田　藤麿 谷岡　悟 田中　克浩

脊椎・脊髄外科 （予約・紹介のみ） 　 藤本　昌志

呼 吸 器 外 科 １診 安達　勝利 渡邉　文亮 安達　勝利
（脳外１診） 渡邉　文亮

心臓血管外科 浦田　康久 佐藤　友昭 日置　巌雄
皮 膚 科 （完全予約制） 中西　朝子 三重大学医師 中西　朝子 三重大学医師 中西　朝子

泌尿器科
１診 長谷川　嘉弘（初診） 加藤　雅史(初診) 長谷川　嘉弘（初診） 長谷川　嘉弘
２診 荒瀬　栄樹 荒瀬　栄樹 荒瀬　栄樹（初診）

（整形1診） 武内　祐史郞

産科・婦人科

午前

１診（初診） 山口　恭平 前川　有香 張　凌雲 加藤　麻耶 道端　肇
２診 加藤　麻耶 日下　直子 道端　肇 前川　有香 山口　恭平
３診 張　凌雲 吉村　公一 吉村　公一 柏原　優花

４診（助産師外来） 毎日、完全予約制（担当は交代制）

午後

１診 山口　恭平 前川　有香 張　凌雲 加藤　麻耶 道端　肇
２診 加藤　麻耶 日下　直子 道端　肇 前川　有香 山口　恭平
３診 張　凌雲 産後一ヶ月健診 吉村　公一 吉村　公一 柏原　優花

４診（助産師外来） 毎日、完全予約制（担当は交代制）
眼　科 三羽　晃平 三羽　晃平 三羽　晃平 三重大学医師 三羽　晃平

耳鼻咽喉科
午前（初診） 西田　幸平 伊藤　由紀子 西田幸平

伊藤由紀子（2・4・5週） 西田　幸平

午前（再診予約のみ） 　 伊藤　由紀子 　 　 伊藤　由紀子
午後（再診予約のみ） 伊藤　由紀子 中耳外来

放射線科 （画像診断） 奥田　康之／初瀬　耕 奥田　康之／初瀬　耕 奥田　康之／初瀬　耕 奥田　康之／初瀬　耕 奥田　康之／初瀬　耕
放射線治療

（事前予約のみ）
午前 二見　友幸
午後 笹岡　政宏 笹岡　政宏 二見　友幸

リハビリテーション科 山口　敏郎 田中　雅 高北　久嗣

歯科・歯科口腔外科
（金曜日は再診のみ）

午前 柳瀨　成章／若林　宏紀 柳瀨　成章／若林　宏紀 柳瀨　成章／若林　宏紀 柳瀨　成章／若林　宏紀 磯村　直輝／濵口　圭

午後 柳瀨　成章／若林　宏紀 柳瀨　成章／三重大歯科医 柳瀨　成章／若林　宏紀 柳瀨　成章／
若林　宏紀／磯村　直輝 柳瀨　成章／若林　宏紀

看護外来 （予約のみ） 第1月曜日　透析予防外来 第2・3火曜日　透析予防外来 糖尿病外来 ストーマ外来 フットケア外来
がん看護相談外来 がん看護相談外来 がん看護相談外来 がん看護相談外来 がん看護相談外来

外来診療担当表 2021年７月１日現在

●初診及び予約のない再診の方の受付時間は８：30～11：00までです。
●病棟入院患者様の緊急処置・手術・検査等のため、外来診療に制限
を設けなければならないことがあることを御理解ください。
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