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生命への奉仕

病院の理念 病院の方針

インフォメーション 地域医療のコミュニケーション誌information

今回は「手術室」を中

心に、医療連携紹介な

どをお送りいたしまし

た。皆さんから本誌へ

のご意見・ご感想・ご

要望等がございました

ら、広報委員会までお

寄せください。

鈴鹿回生病院　広報委員会
〒５１３-８５０５  三重県鈴鹿市国府町112番地1

TEL059-375-1212   mail:info@kaiseihp.com
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地域の基幹病院として医療と健康の増進に貢献します
個人の尊厳を守ります
チーム医療を推進し医療の質を向上させます
より安全で高度な医療を提供します
働きやすく健全な病院運営に努めます

今月は今年の干支のひつじ 

を作りました。

子供たち一人ひとりの個性

が出て、いろいろな表情のひ

つじが完成しました。

平成 27 年 1月 24 日 ( 土 ) に、当院研修棟に
て NPO 法人三重乳がん検診ネットワーク主催
によるワンコイン（500 円）マンモグラフィ
検診イベントが行われました。このイベント
は、40 歳以上の女性でマンモグラフィ検診が
初めての方を対象に、三重乳がん検診ネット
ワークに参加している機関の内、13 施設で一
斉に行われたもので当院では10名の方に受診
していただきました。
マンモグラフィ検診未経験の方が対象であっ
たこともあり、「どのような検査なのかが分
かって良かった。」「これを機に、これからも
乳がん検診を受けようと思う」という声をい
ただきました。当院のマンモグラフィ検診検
査は、女性技師が対応しております。検診は
異常がなくても定期的に受けることが大切で
す。40 歳以上の女性でマンモグラフィ検診を
受けたことが無い方は、ぜひ受診されること
をおすすめします。
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医療の現場から
「手術部門」

あなたの街のお医者さん
「くまざわクリニック」
鈴鹿回生病院診療担当医師一覧表

鈴鹿回生病院専門外来担当医師一覧表

交通案内（ 三重交通バス・シャトルバス時刻表）

鈴鹿回生病院附属クリニック診療担当医師一覧表

鈴鹿回生病院附属クリニック専門外来担当医師一覧表

健康コーナー「医食動源」
・パートナーストレッチング ～全身編～
・ひじき煮

回生.com

「ドクターズリスト」
Information

第8回  フォトコンテスト開催！

応募⽅法
・申込み⽤紙に必要事項をご記⼊の上、作品と併せて応募箱へ⼊れて  
 いただくか、当院広報委員会宛へ郵送してください。
応募箱設置場所 
・クリニック受付・⼩児科プレイルーム・クリニック処置室・病院総合受付
その他
・写真はA4サイズで印刷してください。縦、横どちらでも結構です。
・作品には必ず回⽣病院敷地内の桜を⼊れてください。
・作品はお⼀⼈1点までとさせていただきます。

桜桜
今回で8回⽬を迎えます。皆さんのご応募お待ちしております。

第8回

応募⽅法応募⽅法
・申込み⽤
いただくか

設置
ク

・写真はA
・作品には
・作品はお

応募箱設
・クリニック
そその他
・写真はA

いただく
応募箱設

総合受付

構

！

さんのご応募お

へ⼊れて  

構です。構です

第7回⼊賞作品

受付期間
3/23（⽉）〜4/8（⽔）まで
※開花時期により期間は変更になる場合があります。
選考⽅法
作品は附属クリニック多⽬的室に掲⽰し、患者さんと審査員の
投票結果にて選考します。
※ご応募いただいた作品は返却いたしませんので予めご了承く 
　ださい。
応募者全員に参加賞を進呈します。また、投票の結果でお⼆
⼈の⽅に賞状と副賞を進呈します。

第 7回入賞作品
　「桜姫」

鈴鹿市脳卒中市民講座のお知らせ
今年は5名の脳卒中専門医により脳卒中に関する話題

をわかりやすく講演いたします。どなたでも参加自由と

なっておりますので、ぜひご参加ください。

糖尿病教室年間スケジュール

開催の1週間前までに下記までお申し込みください。
栄養管理課：059-375-1329　　担当：岡または北林まで。
参加費：お一人様 1000円 ( 食事代込み )※おやつのみの月（6・9・10・2月）は500円
※定員になり次第予約を締め切らせていただきますのでご了承ください。

糖尿病と上手く付き合うために糖尿病に

ついて楽しく学べる体験型の教室です。

当院受診の方だけでなく、ご家族の方や

他の病院に通院の方、糖尿病ではない

方など関心のある方ならどなたでも参加

していただけます。教室では食事療法に

役立つ昼食やおやつなどをご用意させて

いただきます。この機

会に一緒に糖尿病に

ついて学びませんか？

4/9（木）
5/14（木）
6/3（水）
7/2（木）
9/11（金）
10/6（火）
11/5（木）
12/3（木）
2/4（木）
3/3（木）

11：45～ 13：45
11：45～ 13：45
14：00～ 16：00
11：45～ 13：45
14：00～ 16：00
14：00～ 16：00
11：45～ 13：45
11：45～ 13：45
14：00～ 16：00
11：45～ 13：45

都合により日時が変更になる場合があり
ますので、
ご了承ください。

2015年

お申し込みは

3月12日は、世界腎臓デーです。
腎臓病の早期発見と治療の重要性を啓発する国際的な取り組みとして、毎年

3 月の第 2 木曜日を「世界腎臓デー」とし、各地で啓発キャンペーンが開催さ

れています。当院においても腎臓病教室のスタッフが、それぞれのテーマに沿っ

て作成したポスターを掲示します。ぜひお越しください。

クリニック多目的室
3月 9日（月）～ 4月 3日（金）

場所
期間

れぞれのテ マに沿っ

場所

日時 4月4日　　午後1時～

鈴鹿市市役所公民館　ふれあいセンター

土

「春うらら」 「透析室の外」「爽春」「闇夜の時間（とき）」

受付窓口スタッフ

女性技師が
対応しました！！

鈴鹿市脳卒中市民講座のお知らせ
今年は5名の脳卒中専門医により脳卒中に関する話題

をわかりやすく講演いたします。どなたでも参加自由と

なっておりますので、ぜひご参加ください。

場所

日時 4月4日　　午後1時～

鈴鹿市市役所公民館　ふれあいセンター

土

ケジ ル

のおお知知知らららせせせ

ター

6・9・10・2月）は500円
ください。

時が変更になる場合があり

い。

開催の1週間前までに下記
栄養管理課：059-375-1

役立つ昼食やおやつな

いただ

会に一

ついて

ワンコイン

マンモグラフィ検診
      を行いました !!





く ま ざ わ ク リ ニ ッ ク
連 携 医 療 機 関 紹 介 D A T A

TEL 059-371-6990
 住所

 鈴鹿市東庄内町3882
 診療科目

 ●内科●消化器内科
 ●整形外科(木曜午前のみ)
 診療時間

 午前／9時00分～12時00分
 午後／3時00分～6時30分
 

 

 休診日
 土曜午後、日曜、祝日
 

月 火 水 木 金 土 日

午　前

午　後

○ ○ ○ ★ ○ ○ ×

○ ○ ○ △  ○ × ×   

看板に熊がかくれています！

患者さんへのメッセージ

くまざわクリニックは、東名阪道鈴鹿ICよ

り車で約10分ほどのところにあります。院

内はとても明るく清潔で、小さなお子さん

にもお年寄りにも喜ばれる広い畳コーナー

があります。ドクター熊というハンドルネー

ムから院内にもくまのぬいぐるみなどが

飾ってあり、優しい雰囲気を醸し出してい

ます。

院長の熊澤祐一先生は、平成7年（1995

年）三重大学医学部をご卒業後、三重大

学大学院生理学第２講座にて4年間研究

されたのち、三重大学第三内科（現消化

器・肝臓内科）にご入局されました。その

後、村瀬病院、四日市社会保険病院（現

四日市羽津医療センター）、桑名市民病院

（現桑名市総合医療センター）などの医療

機関にて研鑽をつまれ、平成21年10月この

地に開業されました。先生のご尊父さまは

鈴鹿市算所でくまざわ整形外科を開業し

ておられます。一般的に、ご尊父さまと一

緒に診療をするスタイルが多い中、先生が

この地に開業するには理由がありました。

「この地区は非常に医療機関が少なく高

齢者が多いとのことで、地域に貢献できれ

ばと、父にも相談しこの地区に開業を決

めました。また、こちらの地区は整形外科

は更に少ない為、父には週に1回木曜の

午前のみですが、整形外科の診療をお願

いしています」。現在先生を筆頭に、看護

師1名、事務兼看護補助員3名の5名体制

で診療を行っています。

ご尊父さまの背中をみて迷うことなく医師

をめざされた先生ですが、内科を選んだ

理由をうかがうと、「私が大学院生の頃、

母が胃がんを患い、亡くなりました。当時

の私は無力でした。少しでも力になりた

かったという、その思いから消化器内科を

志すことを決めました」と当時を振り返ら

れます。

「できるだけ患者さんにわかりやすい説明

を心がけ、そして医療を提供するだけでは

なく、患者さんからフィードバックしてもら

い、結果がどうだったかを必ず確認すると

いうスタンスで診療を行っています。患者

さんが不満に思っていることがあればそ

れが改善すべき点です。スタッフ全員で

患者さんの言葉を傾聴するよう取り組ん

でいます。また、院内のかざりや清掃等を

ふくめ、自主的にやってくれるスタッフに

感謝しています」。

～大病院と開業医にはそれぞれ役割があ

ります。大病院は限られた時間の中で診

療・検査等を行わなければならないため、

1人の患者さんに多くの時間を費やすこと

が困難です。ですので大病院の先生方の

負担が減るように、例えば受けた検査結

果については、説明をしてフィードバック

してあげること、それが私たち開業医の責

任かもしれません。そして、当院でできる

ことは限られていますので、少しでも異常

があれば大病院へご紹介させていただい

ております。ある意味、これが地域連携な

あなたの街のお医者さん

のではないかと思います。また、医療機関

を受診しない、「医療機関が嫌い・怖い」

という方がみえるのですが、そのような方

にお伝えしたいことがあります。それは病

気を知らないことが一番危険であるという

ことです。どんな病気でも早期発見早期

治療が大変重要です。手遅れになってか

らでは遅いのです。そのために開業医がい

ます。私は患者さんの話しをしっかり傾聴

し、敷居を低くしてお待ちしておりますの

で、些細な事でも構いません。健康相談

のつもりで当院をご利用ください。～

今後もドクター熊として地域医療に貢献

されることでしょう。

医師をめざしたきっかけ

普段心がけていること

リハビリテーション課
 理学療法士
　稲谷則徒

    

同じ姿勢で仕事をしたり運動不足が重なると、筋肉は硬く縮んだ状態にな

り、その結果、筋肉内の血液循環が悪くなります。背中など大きい筋肉を全

身動かしてストレッチングをし、筋肉内の血液量を上げ、寒い体を温めま

しょう！是非ご夫婦や親子、友人でチャレンジしてみましょう。

パートナーストレッチング全身編

脇　腹

①1人では十分に強く伸ばしきれない筋肉をストレッチできる
②1人では伸ばしきれない方向へ筋肉をストレッチできる
③筋肉の力を抜いた状態でストレッチすることでさらにリラックスできる
④パートナー相互のコミュニケーションをはかることができる

Characteristic

特特
徴

管理栄養士 
北林　明代

●ひじきの特徴

海藻の中でも特に栄養価が高いことで知られてお

り、女性にとっては強い見方の食材の一つです。

とりわけ多く含まれるのは鉄で、乾燥ひじき大さじ

1杯（5ｇ）は、ほうれん草のお浸し2皿分（100ｇ）

以上の鉄を含みます。ひじきに含まれる鉄は非ヘ

ム鉄で、肉・魚などに含まれるヘム鉄に比べ吸収

率は劣ります。しかし、同時に摂取する食品によっ

て吸収率が異なりますので、肉、魚などの蛋白質

や、緑黄色野菜などに含まれるビタミンCを多く含

む食品と一緒に摂取すると良いでしょう。また身

体の中の貯蔵鉄が少ないほど吸収率は高くなると

も言われています。

●ひじき煮をリメイクして積極的な摂取を

ひじき煮を多めに作り、さまざまなメニューに加え

て利用することをお勧めします。

ご飯に混ぜてひじきご飯、溶き卵に加えて卵焼き、

ほうれん草と和え物、ポテトサラダに加えるとアク

セントになります。

発信@
栄養管理室

①ひじきをたっぷりの水に浸けて
戻し、水気を切っておく（ドライ
パックを使用する場合は200～
250ｇ）

②熱したフライパンにごま油をひ
き①のひじきを炒め、Aを入れて
煮切る。

乾燥ひじき

ごま油

　酒・みりん

　しょうゆ

　酢 

　顆粒だし

　すりごま　

1/2カップ（30ｇ）

大さじ1

各大さじ１

　大さじ1.5杯

大さじ1

小さじ0.5杯

大さじ1

【栄養成分】1人分あたり

48kcal
1.2ｇ
2.9ｇ

【材料】（6人分） 【作り方】

ひじき煮

エネルギー　
たんぱく質　
脂質

0.8ｇ
2.3g
2.9mg

塩分
食物繊維
鉄

院長の熊澤祐一先生

ピックアップ食材ピックアップ食材

ひ
ピックアップ食材

じき

背　中

●我慢や無理をしない 　●息を止めない
●反動や弾みをつけない

Caution
注意

向かい合って立ち、お互いの
肩に手を当てます。
お互いの肩を押します。

足を開いて立ち、2人の内側の足をくっつけます。
お互いの手を握り、引っ張り合います。
足を開いて立ち、2人の内側の足をくっつけます。
お互いの手を握り、引っ張り合います。
足を開いて立ち、2人の内側の足をくっつけます。
お互いの手を握り、引っ張り合います。 ★内科･整形外科共に診療しています。

△木曜午後は2時00分～5時00分 

A

ひじき煮

リメイク料理

鉄
分 up

Fe
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午前のみですが、整形外科の診療をお願

いしています」。現在先生を筆頭に、看護

師1名、事務兼看護補助員3名の5名体制

で診療を行っています。

ご尊父さまの背中をみて迷うことなく医師

をめざされた先生ですが、内科を選んだ

理由をうかがうと、「私が大学院生の頃、

母が胃がんを患い、亡くなりました。当時

の私は無力でした。少しでも力になりた

かったという、その思いから消化器内科を

志すことを決めました」と当時を振り返ら

れます。

「できるだけ患者さんにわかりやすい説明

を心がけ、そして医療を提供するだけでは

なく、患者さんからフィードバックしてもら

い、結果がどうだったかを必ず確認すると

いうスタンスで診療を行っています。患者

さんが不満に思っていることがあればそ

れが改善すべき点です。スタッフ全員で

患者さんの言葉を傾聴するよう取り組ん

でいます。また、院内のかざりや清掃等を

ふくめ、自主的にやってくれるスタッフに

感謝しています」。

～大病院と開業医にはそれぞれ役割があ

ります。大病院は限られた時間の中で診

療・検査等を行わなければならないため、

1人の患者さんに多くの時間を費やすこと

が困難です。ですので大病院の先生方の

負担が減るように、例えば受けた検査結

果については、説明をしてフィードバック

してあげること、それが私たち開業医の責

任かもしれません。そして、当院でできる

ことは限られていますので、少しでも異常

があれば大病院へご紹介させていただい

ております。ある意味、これが地域連携な

あなたの街のお医者さん

のではないかと思います。また、医療機関

を受診しない、「医療機関が嫌い・怖い」

という方がみえるのですが、そのような方

にお伝えしたいことがあります。それは病

気を知らないことが一番危険であるという

ことです。どんな病気でも早期発見早期

治療が大変重要です。手遅れになってか

らでは遅いのです。そのために開業医がい

ます。私は患者さんの話しをしっかり傾聴

し、敷居を低くしてお待ちしておりますの

で、些細な事でも構いません。健康相談

のつもりで当院をご利用ください。～

今後もドクター熊として地域医療に貢献

されることでしょう。

医師をめざしたきっかけ

普段心がけていること

リハビリテーション課
 理学療法士
　稲谷則徒

    

同じ姿勢で仕事をしたり運動不足が重なると、筋肉は硬く縮んだ状態にな

り、その結果、筋肉内の血液循環が悪くなります。背中など大きい筋肉を全

身動かしてストレッチングをし、筋肉内の血液量を上げ、寒い体を温めま

しょう！是非ご夫婦や親子、友人でチャレンジしてみましょう。

パートナーストレッチング全身編

脇　腹

①1人では十分に強く伸ばしきれない筋肉をストレッチできる
②1人では伸ばしきれない方向へ筋肉をストレッチできる
③筋肉の力を抜いた状態でストレッチすることでさらにリラックスできる
④パートナー相互のコミュニケーションをはかることができる

Characteristic

特特
徴

管理栄養士 
北林　明代

●ひじきの特徴

海藻の中でも特に栄養価が高いことで知られてお

り、女性にとっては強い見方の食材の一つです。

とりわけ多く含まれるのは鉄で、乾燥ひじき大さじ

1杯（5ｇ）は、ほうれん草のお浸し2皿分（100ｇ）

以上の鉄を含みます。ひじきに含まれる鉄は非ヘ

ム鉄で、肉・魚などに含まれるヘム鉄に比べ吸収

率は劣ります。しかし、同時に摂取する食品によっ

て吸収率が異なりますので、肉、魚などの蛋白質

や、緑黄色野菜などに含まれるビタミンCを多く含

む食品と一緒に摂取すると良いでしょう。また身

体の中の貯蔵鉄が少ないほど吸収率は高くなると

も言われています。

●ひじき煮をリメイクして積極的な摂取を

ひじき煮を多めに作り、さまざまなメニューに加え

て利用することをお勧めします。

ご飯に混ぜてひじきご飯、溶き卵に加えて卵焼き、

ほうれん草と和え物、ポテトサラダに加えるとアク

セントになります。

発信@
栄養管理室

①ひじきをたっぷりの水に浸けて
戻し、水気を切っておく（ドライ
パックを使用する場合は200～
250ｇ）

②熱したフライパンにごま油をひ
き①のひじきを炒め、Aを入れて
煮切る。

乾燥ひじき

ごま油

　酒・みりん

　しょうゆ

　酢 

　顆粒だし

　すりごま　

1/2カップ（30ｇ）

大さじ1

各大さじ１

　大さじ1.5杯

大さじ1

小さじ0.5杯

大さじ1

【栄養成分】1人分あたり

48kcal
1.2ｇ
2.9ｇ

【材料】（6人分） 【作り方】

ひじき煮

エネルギー　
たんぱく質　
脂質

0.8ｇ
2.3g
2.9mg

塩分
食物繊維
鉄

院長の熊澤祐一先生

ピックアップ食材ピックアップ食材

ひ
ピックアップ食材

じき

背　中

●我慢や無理をしない 　●息を止めない
●反動や弾みをつけない

Caution
注意

向かい合って立ち、お互いの
肩に手を当てます。
お互いの肩を押します。

足を開いて立ち、2人の内側の足をくっつけます。
お互いの手を握り、引っ張り合います。
足を開いて立ち、2人の内側の足をくっつけます。
お互いの手を握り、引っ張り合います。
足を開いて立ち、2人の内側の足をくっつけます。
お互いの手を握り、引っ張り合います。 ★内科･整形外科共に診療しています。

△木曜午後は2時00分～5時00分 

A

ひじき煮

リメイク料理

鉄
分 up

Fe
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生命への奉仕

病院の理念 病院の方針

インフォメーション 地域医療のコミュニケーション誌information

今回は「手術室」を中

心に、医療連携紹介な

どをお送りいたしまし

た。皆さんから本誌へ

のご意見・ご感想・ご

要望等がございました

ら、広報委員会までお

寄せください。

鈴鹿回生病院　広報委員会
〒５１３-８５０５  三重県鈴鹿市国府町112番地1

TEL059-375-1212   mail:info@kaiseihp.com

広報委員会

病
院
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
に
毎
週
美
し
く
生
け
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。（
病
院
玄
関
）
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地域の基幹病院として医療と健康の増進に貢献します
個人の尊厳を守ります
チーム医療を推進し医療の質を向上させます
より安全で高度な医療を提供します
働きやすく健全な病院運営に努めます

今月は今年の干支のひつじ 

を作りました。

子供たち一人ひとりの個性

が出て、いろいろな表情のひ

つじが完成しました。

平成 27 年 1月 24 日 ( 土 ) に、当院研修棟に
て NPO 法人三重乳がん検診ネットワーク主催
によるワンコイン（500 円）マンモグラフィ
検診イベントが行われました。このイベント
は、40 歳以上の女性でマンモグラフィ検診が
初めての方を対象に、三重乳がん検診ネット
ワークに参加している機関の内、13 施設で一
斉に行われたもので当院では10名の方に受診
していただきました。
マンモグラフィ検診未経験の方が対象であっ
たこともあり、「どのような検査なのかが分
かって良かった。」「これを機に、これからも
乳がん検診を受けようと思う」という声をい
ただきました。当院のマンモグラフィ検診検
査は、女性技師が対応しております。検診は
異常がなくても定期的に受けることが大切で
す。40 歳以上の女性でマンモグラフィ検診を
受けたことが無い方は、ぜひ受診されること
をおすすめします。

1

2
3
4

5

6

7
他

医療の現場から
「手術部門」

あなたの街のお医者さん
「くまざわクリニック」
鈴鹿回生病院診療担当医師一覧表

鈴鹿回生病院専門外来担当医師一覧表

交通案内（ 三重交通バス・シャトルバス時刻表）

鈴鹿回生病院附属クリニック診療担当医師一覧表

鈴鹿回生病院附属クリニック専門外来担当医師一覧表

健康コーナー「医食動源」
・パートナーストレッチング ～全身編～
・ひじき煮

回生.com

「ドクターズリスト」
Information

第8回  フォトコンテスト開催！

応募⽅法
・申込み⽤紙に必要事項をご記⼊の上、作品と併せて応募箱へ⼊れて  
 いただくか、当院広報委員会宛へ郵送してください。
応募箱設置場所 
・クリニック受付・⼩児科プレイルーム・クリニック処置室・病院総合受付
その他
・写真はA4サイズで印刷してください。縦、横どちらでも結構です。
・作品には必ず回⽣病院敷地内の桜を⼊れてください。
・作品はお⼀⼈1点までとさせていただきます。

桜桜
今回で8回⽬を迎えます。皆さんのご応募お待ちしております。

第8回

応募⽅法応募⽅法
・申込み⽤
いただくか

設置
ク

・写真はA
・作品には
・作品はお

応募箱設
・クリニック
そその他
・写真はA

いただく
応募箱設

総合受付

構

！

さんのご応募お

へ⼊れて  

構です。構です

第7回⼊賞作品

受付期間
3/23（⽉）〜4/8（⽔）まで
※開花時期により期間は変更になる場合があります。
選考⽅法
作品は附属クリニック多⽬的室に掲⽰し、患者さんと審査員の
投票結果にて選考します。
※ご応募いただいた作品は返却いたしませんので予めご了承く 
　ださい。
応募者全員に参加賞を進呈します。また、投票の結果でお⼆
⼈の⽅に賞状と副賞を進呈します。

第 7回入賞作品
　「桜姫」

鈴鹿市脳卒中市民講座のお知らせ
今年は5名の脳卒中専門医により脳卒中に関する話題

をわかりやすく講演いたします。どなたでも参加自由と

なっておりますので、ぜひご参加ください。

糖尿病教室年間スケジュール

開催の1週間前までに下記までお申し込みください。
栄養管理課：059-375-1329　　担当：岡または北林まで。
参加費：お一人様 1000円 ( 食事代込み )※おやつのみの月（6・9・10・2月）は500円
※定員になり次第予約を締め切らせていただきますのでご了承ください。

糖尿病と上手く付き合うために糖尿病に

ついて楽しく学べる体験型の教室です。

当院受診の方だけでなく、ご家族の方や

他の病院に通院の方、糖尿病ではない

方など関心のある方ならどなたでも参加

していただけます。教室では食事療法に

役立つ昼食やおやつなどをご用意させて

いただきます。この機

会に一緒に糖尿病に

ついて学びませんか？

4/9（木）
5/14（木）
6/3（水）
7/2（木）
9/11（金）
10/6（火）
11/5（木）
12/3（木）
2/4（木）
3/3（木）

11：45～ 13：45
11：45～ 13：45
14：00～ 16：00
11：45～ 13：45
14：00～ 16：00
14：00～ 16：00
11：45～ 13：45
11：45～ 13：45
14：00～ 16：00
11：45～ 13：45

都合により日時が変更になる場合があり
ますので、
ご了承ください。

2015年

お申し込みは

3月12日は、世界腎臓デーです。
腎臓病の早期発見と治療の重要性を啓発する国際的な取り組みとして、毎年

3 月の第 2 木曜日を「世界腎臓デー」とし、各地で啓発キャンペーンが開催さ

れています。当院においても腎臓病教室のスタッフが、それぞれのテーマに沿っ

て作成したポスターを掲示します。ぜひお越しください。

クリニック多目的室
3月 9日（月）～ 4月 3日（金）

場所
期間

れぞれのテ マに沿っ

場所

日時 4月4日　　午後1時～

鈴鹿市市役所公民館　ふれあいセンター

土

「春うらら」 「透析室の外」「爽春」「闇夜の時間（とき）」

受付窓口スタッフ

女性技師が
対応しました！！

鈴鹿市脳卒中市民講座のお知らせ
今年は5名の脳卒中専門医により脳卒中に関する話題

をわかりやすく講演いたします。どなたでも参加自由と

なっておりますので、ぜひご参加ください。

場所

日時 4月4日　　午後1時～

鈴鹿市市役所公民館　ふれあいセンター

土

ケジ ル

のおお知知知らららせせせ

ター

6・9・10・2月）は500円
ください。

時が変更になる場合があり

い。

開催の1週間前までに下記
栄養管理課：059-375-1

役立つ昼食やおやつな

いただ

会に一

ついて

ワンコイン

マンモグラフィ検診
      を行いました !!


