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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「医療相談室」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。
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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

看護師職員を募集しています
夜勤可能な方、手術室経験のある方、男性看護
師、パ－ト希望の方を募集しています。私達と
一緒に働きませんか？病院見学も随時しており
ます。お気軽にお問い合わせください。

TEL 059-375-1332(看護部直通)
担当：看護部 横田　

他

第10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。

今回で10回⽬を迎えます。皆さんのご応募お待ちしております。

第10
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皆さんのご応募

へ⼊れて  

構です。構です

第9回⼊賞作品

受付期間
3/21（⽕）〜4/7（⾦）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 9回入賞作品
　

「理事長賞」 「仕事帰り」「院長賞」「雨上がり」
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医療の現場から
「診療支援課役割紹介」

あなたの街のお医者さん
「浜口耳鼻咽喉科」
鈴鹿回生病院診療担当医師一覧表

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

健康コーナー「医食動源」
・ロコモシリーズ ～転倒予防Part5～
・野菜たっぷりビビンバ

回生.com
「ドクターズリスト」消化器内科　堀池　眞一郎
Information
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今回で10回

前期腎臓病教室スケジュール

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：田川または北林まで
参加費：お一人様 1000円 ( 食事代込み )
※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。

「食事と運動こそすべての養生の基本」

であるということを毎回参加者に楽しく

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、腎臓病ではなくても関心

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

食をご用意させていただきます。この機

会にぜひ腎臓病について学びません

か？6月と9月はオリジナル弁当（範囲

内で自分で献立を選ぶ）開催予定です。

4/18（火）
5/16（火）
6/13（火）
7/11（火）
8/22（火）
9/12（火）

11：45～ 13：30
11：45～ 13：30
11：45～ 13：45
11：45～ 13：30
11：45～ 13：30
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。

2017年

お申し込みは

3月9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6日（月）～4月7日（金）

糖尿病教室のお知らせ

感染対策研修会開催しました
当院では定期的に全職員に対して、日頃より感染対策に留意し安全な療養環

境を整え一人一人の職員が高い意識を

持って行動できるように感染対策について

の研修会を開催しています。数回に分けて

全職員が参加できるように実施しています

が、この日も沢山の職員が参加しました。

場所 期間

い。
たは北林まで

ますので、ご了承ください。

はは

せせせせせせせせせせせ
4月13日（木）　11：45～13：45　 糖尿病教室を開催します。申し込み・お

問合せは栄養管理課：059-375-1329、担当：田川または北林までお願いし

ます。参加費は、お一人様　1000円（食事代込み）となっております。

※5月以降のスケジュールは未定のため改めてご案内させていただきます。 鈴鹿市在住の岡田和也さん（４７）が１０月
に岩手県で開催された全国障害者スポーツ大
会で、砲丸投げ上肢障害の部に出場し
15m57cm の大会新記録で優勝に輝きまし
た。岡田さんは１０年前に仕事中の事故で左
上腕を失いました。そこから当院医師の薦め
で始めた障害者ゴルフなどでも日本代表を経
験し、砲丸投げを始めたのは一昨年の９月。
当院のスポーツ医学センターでトレーニング
を重ね、全国大会などでも着実に成果を発揮
し、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長を続けていま
す。2020 年の東京パラリンピックでは投擲
競技と射撃競技での２種目で出場を狙いト
レーニングに励まれています。

砲丸投げ大会新記録で優勝砲丸投げ大会新記録で優勝砲丸投げ大会新記録で優勝砲丸投げ大会新記録で優勝
全国障害者スポーツ大会

全国障害者スポー
ツ大会の目的は、
障がいのある人々
の社会参加の推進
や、国民の障がい
のある人々に対す
る理解を深めるこ
とにある。





浜口耳鼻咽喉科
連 携 医 療 機 関 紹 介 D A T A

TEL 059-387-6789
 住所

 鈴鹿市白子四丁目13-19
 診療科目

 ●耳鼻咽喉科●アレルギー科
 診療時間

 午前／8時30分～12時00分
 午後／3時00分～6時00分
 
 

  休診日

 木曜、日曜、祝日
 

月 火 水 木 金 土 日

午　前

午　後

○ ○ ○ × ○ ○ ×

○ ○ ○ × ○ △ ×

医師2人体制で診療しています

患者さんへのメッセージ患者さんへのメッセージ
連携の大切さ連携の大切さ

医師を目指したきっかけ医師を目指したきっかけ

浜口耳鼻咽喉科は、県立白子高校の目の

前にあります。院内前の駐車場以外に第

二、第三駐車場があるので、安心です。

院長の幸吉先生は、昭和54年三重大学医

学部をご卒業された後、同大学病院、四

日市市民病院（現市立四日市病院）など

の医療機関にて研鑽を積まれました。

奥様で副院長の富美先生は、昭和53年三

重大学医学部をご卒業後、同大学病院、

四日市市民病院（現市立四日市病院）、

中勢病院（現鈴鹿中央総合病院）にて研

鑽を積まれ、平成3年、この地に開業され

ました。

「当時は、今のように子育てに対する支

援もありませんでした。勤務医には当然

ですが当直もあります。主人はしばらく勤

務医を続けなければならない環境下にあ

り、2人で医師を続けていくには私だけで

も開業するしかない。そこで主人とも相

談し環境の良いこの地で開業することに

なったのです」。そしてその約5年後の平

成9年より、浜口耳鼻咽喉科院長として幸

吉先生が加わりました。
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前にあります。院内前の駐車場以外に第
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中勢病院（現鈴鹿中央総合病院）にて研

鑽を積まれ、平成3年、この地に開業され

ました。

「当時は、今のように子育てに対する支

援もありませんでした。勤務医には当然

ですが当直もあります。主人はしばらく勤

務医を続けなければならない環境下にあ

り、2人で医師を続けていくには私だけで

も開業するしかない。そこで主人とも相

談し環境の良いこの地で開業することに

なったのです」。そしてその約5年後の平

成9年より、浜口耳鼻咽喉科院長として幸

吉先生が加わりました。

幸吉先生に医師を目指したきっかけを伺

うと、ご尊父さまより「国家資格を有す

る職に就きなさい」との助言、また実兄

が神経内科医であったことも影響し、医

師をめざされたと言います。一方富美先

生は、教師だった両親の影響で教師か

医師で悩んでおられた時期がありまし

た。そんな高校2年のある日、ご尊父さま

が他界されたのだそうです。「その際、

早々に挿管チューブが外された瞬間、こ

の処置は正しいのか？でも自分には何も

できない。といった自分の無力さを痛感

しました。今思えばこの時が医師の道へ

の分岐点だったように思いますね」と感

慨深く当時をふりかえられます。現在、

幸吉先生、富美先生を筆頭に、11名体制

で診療を行っています。

最近の患者さんは、医療予備知識のレ

ベルが上がっていると幸吉先生。「SNS

やネットの情報を駆使し、ご自身の症状

が内科疾患なのか、耳鼻咽喉科疾患な

のかを考え受診される方が増えてきたよ

うに思います。その影響なのか、めまい

や耳鳴り等でかかられる方が増えました

ね。こういった疾患の主な原因はストレ

ス性のものであることも少なくありませ

ん。そのため、患者さんの生活環境や仕

事内容等、詳しく伺う必要があり診療に

は時間がかかります。状況によっては

MRIなどの検査が必要である場合もあり

ます。そんな時は、回生病院さんのよう

な基幹病院にご紹介させていただきま

す。紹介はもちろんですが、実は過去

に当院の職員がくも膜下出血で倒れ、

回生病院さんに救急搬送されたことが

あります。当時は荒木先生に緊急手術

をしていただき、何の後遺症もなく元

気に戻ってこられました。その節は大

変お世話になりました。このように、

連携がとれていると安心です」。
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あなたの街のお医者さん

仕事でも家庭でも常に一緒のお二人で

すが、趣味の水泳、釣りもリンクしてお

られます。夫婦というよりは、長年共に

歩んできた戦友のような関係なのだそう

です。そんなお二人に患者さんへのメッ

セージを伺いました。

～患者さんの言葉に耳を傾け、丁寧な診

療を行う事がモットーです。この信念は

勤務医時代からぶれておりません。耳鼻

科疾患に関することでしたら、何でもお

気軽にご相談ください～

今後も、この地域のかかりつけ医とし

て、ご活躍されることでしょう。
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院長の
浜口幸吉先生

副院長の
浜口富美先生

△土曜午後は3時00分～4時00分

　ロコモ
シリーズ

理学療法士
城下万里子

「体操編」
浅く腰かけて片足を前へ出し、体をゆっくり倒します。

「ポイント編」階段

転倒予防　Part5
転倒予防に効果のある体操と、日常生活のポイントをご紹介します。

理学療
城下万

「ポイント編」階段「体操編」
浅く腰かけて片足を前へ出し、体をゆっくり倒しますす。

手すりを
つけましょう

すべり止めを
利用しましょう

足元を
明るくしましょう

●太ももの裏～ふくらはぎを伸ばす運動です。
●体を前へ倒すときは、息を吐きながら行いましょう。
●体を倒したら10～15秒、その姿勢を保持しましょう。Point

管理栄養士 
北林　明代

発信@
栄養管理室 わかめかめかめ

①にんにく、生姜はみじんぎりにしておく
②ほうれん草は4cm程度、人参は千切り、わかめはざく
切りに切っておく

③大豆もやしは茹でるか、電子レンジで加熱し粗熱がと
れたら調味料で和える
④②のほうれん草は茹でて水にさらし、水気を切って調
味料で和える

⑤②の人参はフライパンを加熱しごま油をひき炒め、調
味料で味付けする

⑥②のわかめはさっと茹で（塩蔵の場合は戻す）調味料
で和える
⑦フライパンを温めごま油をひき、①のにんにく・生姜を香
りが出るまで弱火で炒め、そこへ肉を入れて火が通る
まで加熱し、ごま以外の調味料で味付けし最後にごま
をふりかける
⑧器にごはんを盛り付け、その上に③～⑦の具材を
各々盛り付け出来上がり（お好みでコチジャンも混ぜ
てもよい）

牛バラ　　　　　　 
ゴマ油　　　　　　
にんにく・生姜　　
酒　　　　　　　　
砂糖・しょうゆ　
白いりごま　　 
大豆もやし　　  
塩　　　　　　　  
白いりごま　　　 
ごま油　　　　　 
一味とうがらし　 
ほうれん草　　　 
しょうゆ　　　　　 
ごま油　　　　　　
白いりごま　　　　
人参　　　　　　　
昆布顆粒だし　 
ごま油　　　　　　
白いりごま　　　 
塩　　　　　　　　
生わかめ　　　　 
白いりごま　　　  
ごま油　　　　　 　
コチジャン　　　　 
ごはん

280ｇ
小さじ4

　各1かけ
大さじ2
各小さじ4
小さじ1

1パック（200ｇ）
　 1つまみ
小さじ1
小さじ1
適量

1袋（200ｇ）
 大さじ1/2
小さじ1
小さじ1
中1本

小さじ1/2
小さじ1
小さじ1
２つまみ
120ｇ
小さじ1
小さじ1
小さじ1
適量

【材料】（4人前）
【作り方】

●わかめ
わかめにはヨウ素、カルシウム、βカ

ロテン、ビタミンK、食物繊維などの

栄養素が多く含まれます。表面を覆っ

ているヌルヌルした成分はフコイダン

とよばれ、抗がん作用、抗アレルギー

作用、コレステロール値を抑えるなど

身体の調子を整える食品（機能性食

品）でもあります。わかめに限らず、

海藻類にはこれらの栄養素を多く含み

ますが、生のわかめが手に入るのは今

の季節だけです。今回のようにビビン

バの具としなくても和え物単品でも美

味しく頂けますので是非一度お試し下

さい。

ビビンバ

野菜たっ
ぷり

【栄養成分】1人分あたり

357kcal
18.3ｇ
23.3ｇ
2.5g
5.3g

168kcal
2.5ｇ
0.3ｇ
0g
0.3g

エネルギー　
たんぱく質　
脂質
塩分
食物繊維

具材のみ ごはん100g

ピックアップ食材ピックアップ食材ピックアップ食材



浜口耳鼻咽喉科
連 携 医 療 機 関 紹 介 D A T A

TEL 059-387-6789
 住所

 鈴鹿市白子四丁目13-19
 診療科目

 ●耳鼻咽喉科●アレルギー科
 診療時間

 午前／8時30分～12時00分
 午後／3時00分～6時00分
 
 

  休診日

 木曜、日曜、祝日
 

月 火 水 木 金 土 日

午　前

午　後

○ ○ ○ × ○ ○ ×

○ ○ ○ × ○ △ ×

医師2人体制で診療しています

患者さんへのメッセージ患者さんへのメッセージ
連携の大切さ連携の大切さ

医師を目指したきっかけ医師を目指したきっかけ

浜口耳鼻咽喉科は、県立白子高校の目の

前にあります。院内前の駐車場以外に第

二、第三駐車場があるので、安心です。

院長の幸吉先生は、昭和54年三重大学医

学部をご卒業された後、同大学病院、四

日市市民病院（現市立四日市病院）など

の医療機関にて研鑽を積まれました。

奥様で副院長の富美先生は、昭和53年三

重大学医学部をご卒業後、同大学病院、

四日市市民病院（現市立四日市病院）、

中勢病院（現鈴鹿中央総合病院）にて研

鑽を積まれ、平成3年、この地に開業され

ました。

「当時は、今のように子育てに対する支

援もありませんでした。勤務医には当然

ですが当直もあります。主人はしばらく勤

務医を続けなければならない環境下にあ

り、2人で医師を続けていくには私だけで

も開業するしかない。そこで主人とも相

談し環境の良いこの地で開業することに

なったのです」。そしてその約5年後の平

成9年より、浜口耳鼻咽喉科院長として幸

吉先生が加わりました。

浜口耳鼻咽喉科は、県立白子高校の目の

前にあります。院内前の駐車場以外に第

二、第三駐車場があるので、安心です。

院長の幸吉先生は、昭和54年三重大学医

学部をご卒業された後、同大学病院、四

日市市民病院（現市立四日市病院）など

の医療機関にて研鑽を積まれました。

奥様で副院長の富美先生は、昭和53年三

重大学医学部をご卒業後、同大学病院、

四日市市民病院（現市立四日市病院）、

中勢病院（現鈴鹿中央総合病院）にて研

鑽を積まれ、平成3年、この地に開業され

ました。

「当時は、今のように子育てに対する支

援もありませんでした。勤務医には当然

ですが当直もあります。主人はしばらく勤

務医を続けなければならない環境下にあ

り、2人で医師を続けていくには私だけで

も開業するしかない。そこで主人とも相

談し環境の良いこの地で開業することに

なったのです」。そしてその約5年後の平

成9年より、浜口耳鼻咽喉科院長として幸

吉先生が加わりました。

幸吉先生に医師を目指したきっかけを伺

うと、ご尊父さまより「国家資格を有す

る職に就きなさい」との助言、また実兄

が神経内科医であったことも影響し、医

師をめざされたと言います。一方富美先

生は、教師だった両親の影響で教師か

医師で悩んでおられた時期がありまし

た。そんな高校2年のある日、ご尊父さま

が他界されたのだそうです。「その際、

早々に挿管チューブが外された瞬間、こ

の処置は正しいのか？でも自分には何も

できない。といった自分の無力さを痛感

しました。今思えばこの時が医師の道へ

の分岐点だったように思いますね」と感

慨深く当時をふりかえられます。現在、

幸吉先生、富美先生を筆頭に、11名体制

で診療を行っています。

最近の患者さんは、医療予備知識のレ

ベルが上がっていると幸吉先生。「SNS

やネットの情報を駆使し、ご自身の症状

が内科疾患なのか、耳鼻咽喉科疾患な

のかを考え受診される方が増えてきたよ

うに思います。その影響なのか、めまい

や耳鳴り等でかかられる方が増えました

ね。こういった疾患の主な原因はストレ

ス性のものであることも少なくありませ

ん。そのため、患者さんの生活環境や仕

事内容等、詳しく伺う必要があり診療に

は時間がかかります。状況によっては

MRIなどの検査が必要である場合もあり

ます。そんな時は、回生病院さんのよう

な基幹病院にご紹介させていただきま

す。紹介はもちろんですが、実は過去

に当院の職員がくも膜下出血で倒れ、

回生病院さんに救急搬送されたことが

あります。当時は荒木先生に緊急手術

をしていただき、何の後遺症もなく元

気に戻ってこられました。その節は大

変お世話になりました。このように、

連携がとれていると安心です」。

幸吉先生に医師を目指したきっかけを伺

うと、ご尊父さまより「国家資格を有す

る職に就きなさい」との助言、また実兄
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医師で悩んでおられた時期がありまし

た。そんな高校2年のある日、ご尊父さま

が他界されたのだそうです。「その際、

早々に挿管チューブが外された瞬間、こ

の処置は正しいのか？でも自分には何も

できない。といった自分の無力さを痛感

しました。今思えばこの時が医師の道へ

の分岐点だったように思いますね」と感

慨深く当時をふりかえられます。現在、

幸吉先生、富美先生を筆頭に、11名体制

で診療を行っています。

最近の患者さんは、医療予備知識のレ

ベルが上がっていると幸吉先生。「SNS

やネットの情報を駆使し、ご自身の症状

が内科疾患なのか、耳鼻咽喉科疾患な

のかを考え受診される方が増えてきたよ

うに思います。その影響なのか、めまい

や耳鳴り等でかかられる方が増えました

ね。こういった疾患の主な原因はストレ

ス性のものであることも少なくありませ

ん。そのため、患者さんの生活環境や仕

事内容等、詳しく伺う必要があり診療に

は時間がかかります。状況によっては

MRIなどの検査が必要である場合もあり

ます。そんな時は、回生病院さんのよう

な基幹病院にご紹介させていただきま

す。紹介はもちろんですが、実は過去

に当院の職員がくも膜下出血で倒れ、

回生病院さんに救急搬送されたことが

あります。当時は荒木先生に緊急手術

をしていただき、何の後遺症もなく元

気に戻ってこられました。その節は大

変お世話になりました。このように、

連携がとれていると安心です」。

あなたの街のお医者さん

仕事でも家庭でも常に一緒のお二人で

すが、趣味の水泳、釣りもリンクしてお

られます。夫婦というよりは、長年共に

歩んできた戦友のような関係なのだそう

です。そんなお二人に患者さんへのメッ

セージを伺いました。

～患者さんの言葉に耳を傾け、丁寧な診

療を行う事がモットーです。この信念は

勤務医時代からぶれておりません。耳鼻

科疾患に関することでしたら、何でもお

気軽にご相談ください～

今後も、この地域のかかりつけ医とし

て、ご活躍されることでしょう。

仕事でも家庭でも常に一緒のお二人で

すが、趣味の水泳、釣りもリンクしてお

られます。夫婦というよりは、長年共に

歩んできた戦友のような関係なのだそう

です。そんなお二人に患者さんへのメッ

セージを伺いました。

～患者さんの言葉に耳を傾け、丁寧な診

療を行う事がモットーです。この信念は

勤務医時代からぶれておりません。耳鼻

科疾患に関することでしたら、何でもお

気軽にご相談ください～

今後も、この地域のかかりつけ医とし

て、ご活躍されることでしょう。

院長の
浜口幸吉先生

副院長の
浜口富美先生

△土曜午後は3時00分～4時00分

　ロコモ
シリーズ

理学療法士
城下万里子

「体操編」
浅く腰かけて片足を前へ出し、体をゆっくり倒します。

「ポイント編」階段

転倒予防　Part5
転倒予防に効果のある体操と、日常生活のポイントをご紹介します。

理学療
城下万

「ポイント編」階段「体操編」
浅く腰かけて片足を前へ出し、体をゆっくり倒しますす。

手すりを
つけましょう

すべり止めを
利用しましょう

足元を
明るくしましょう

●太ももの裏～ふくらはぎを伸ばす運動です。
●体を前へ倒すときは、息を吐きながら行いましょう。
●体を倒したら10～15秒、その姿勢を保持しましょう。Point

管理栄養士 
北林　明代

発信@
栄養管理室 わかめかめかめ

①にんにく、生姜はみじんぎりにしておく
②ほうれん草は4cm程度、人参は千切り、わかめはざく
切りに切っておく

③大豆もやしは茹でるか、電子レンジで加熱し粗熱がと
れたら調味料で和える
④②のほうれん草は茹でて水にさらし、水気を切って調
味料で和える

⑤②の人参はフライパンを加熱しごま油をひき炒め、調
味料で味付けする

⑥②のわかめはさっと茹で（塩蔵の場合は戻す）調味料
で和える
⑦フライパンを温めごま油をひき、①のにんにく・生姜を香
りが出るまで弱火で炒め、そこへ肉を入れて火が通る
まで加熱し、ごま以外の調味料で味付けし最後にごま
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身体の調子を整える食品（機能性食

品）でもあります。わかめに限らず、

海藻類にはこれらの栄養素を多く含み

ますが、生のわかめが手に入るのは今

の季節だけです。今回のようにビビン

バの具としなくても和え物単品でも美

味しく頂けますので是非一度お試し下
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93号

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「医療相談室」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

看護師職員を募集しています
夜勤可能な方、手術室経験のある方、男性看護
師、パ－ト希望の方を募集しています。私達と
一緒に働きませんか？病院見学も随時しており
ます。お気軽にお問い合わせください。

TEL 059-375-1332(看護部直通)
担当：看護部 横田　

他

第10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。

今回で10回⽬を迎えます。皆さんのご応募お待ちしております。

第10

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

催！

皆さんのご応募

へ⼊れて  

構です。構です

第9回⼊賞作品

受付期間
3/21（⽕）〜4/7（⾦）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 9回入賞作品
　

「理事長賞」 「仕事帰り」「院長賞」「雨上がり」

1

2
3
4
5

6

7

医療の現場から
「診療支援課役割紹介」

あなたの街のお医者さん
「浜口耳鼻咽喉科」
鈴鹿回生病院診療担当医師一覧表

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
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回  フォ

今回で10回

前期腎臓病教室スケジュール

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：田川または北林まで
参加費：お一人様 1000円 ( 食事代込み )
※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。

「食事と運動こそすべての養生の基本」

であるということを毎回参加者に楽しく

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、腎臓病ではなくても関心

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

食をご用意させていただきます。この機

会にぜひ腎臓病について学びません

か？6月と9月はオリジナル弁当（範囲

内で自分で献立を選ぶ）開催予定です。

4/18（火）
5/16（火）
6/13（火）
7/11（火）
8/22（火）
9/12（火）

11：45～ 13：30
11：45～ 13：30
11：45～ 13：45
11：45～ 13：30
11：45～ 13：30
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。

2017年

お申し込みは

3月9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6日（月）～4月7日（金）

糖尿病教室のお知らせ

感染対策研修会開催しました
当院では定期的に全職員に対して、日頃より感染対策に留意し安全な療養環

境を整え一人一人の職員が高い意識を

持って行動できるように感染対策について

の研修会を開催しています。数回に分けて

全職員が参加できるように実施しています

が、この日も沢山の職員が参加しました。

場所 期間

い。
たは北林まで

ますので、ご了承ください。

はは

せせせせせせせせせせせ
4月13日（木）　11：45～13：45　 糖尿病教室を開催します。申し込み・お

問合せは栄養管理課：059-375-1329、担当：田川または北林までお願いし

ます。参加費は、お一人様　1000円（食事代込み）となっております。

※5月以降のスケジュールは未定のため改めてご案内させていただきます。 鈴鹿市在住の岡田和也さん（４７）が１０月
に岩手県で開催された全国障害者スポーツ大
会で、砲丸投げ上肢障害の部に出場し
15m57cm の大会新記録で優勝に輝きまし
た。岡田さんは１０年前に仕事中の事故で左
上腕を失いました。そこから当院医師の薦め
で始めた障害者ゴルフなどでも日本代表を経
験し、砲丸投げを始めたのは一昨年の９月。
当院のスポーツ医学センターでトレーニング
を重ね、全国大会などでも着実に成果を発揮
し、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長を続けていま
す。2020 年の東京パラリンピックでは投擲
競技と射撃競技での２種目で出場を狙いト
レーニングに励まれています。

砲丸投げ大会新記録で優勝砲丸投げ大会新記録で優勝砲丸投げ大会新記録で優勝砲丸投げ大会新記録で優勝
全国障害者スポーツ大会

全国障害者スポー
ツ大会の目的は、
障がいのある人々
の社会参加の推進
や、国民の障がい
のある人々に対す
る理解を深めるこ
とにある。


