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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　　
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

食など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。

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。

2018年

お申し込みは

3月8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5日（月）～4月6日（金）

4月 糖尿病教室のお知らせ

健康セミナー開催しました
2月10日（土）に第14回健康セミナーが

開催されました。ヘリコバクターピロリ菌

や腰痛対策の運動についての講演・簡単

ストレッチ・計測コーナーを行い、多くの

方にご参加いただき大盛況でした。また

のご参加をお待ちしております！

場所 期間

4月19日（木）　11：30～13：45 糖尿病教室を開催します。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。この機会に

一緒に糖尿病について学びませんか？申し込みまたはお問合せは、栄養管理

課（059-375-1329）まで。参加費はお一人様　1000円（食事代込み）となっ

ております。食事は、指示範囲内でお好きな料理を選んでいただきます。

※5月以降のスケジュールは未定のため次号でご案内させていただきます。
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9/27（木）
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鈴鹿回生病院
Shoulder Live Surgery

開催
しました

平成 29 年 12 月15日 ( 金 ) 船橋整形外科
病院スポーツ医学・関節センター長の菅谷
啓之先生にお越しいただき、第1回 鈴鹿回
生病院 Shoulder Live Surgery を開催しま
した。菅谷先生は肩・肘関節に対する関節
鏡視下手術の名手として世界的にも名高く、
その手術を見学するため、県内外から肩を専
門とする 28 名
の整形外科医が
集まりました。映
像ではなく、ラ
イブで菅谷先生
の手術を見学す
ることは、手術
手技のみなら
ず、「術中の的確
な判断」「手術に必要な設備や機材の選択」
など、非常に勉強になりました。鈴鹿回生病
院では病院の垣根を越えて、最新の手術手
技の普及に力を入れています。

代表世話人 : 鈴鹿回生病院 整形外科 福田亜紀
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第11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。
受付期間
3/19（⽉）〜4/13（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。

今回で11回⽬を迎えます。皆さんのご応募お待ちしております。
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第10回⼊賞作品

展⽰期間
4/17（⽕）〜5/14（⽉）AMまで
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 10回入賞作品
　

「院長賞　こけてぃしゅ」 「初めての桜」「桜の駐車場」「理事長賞　待ちわびた春」
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医療の現場から
「医事課役割紹介」

あなたの街のお医者さん
「玉田クリニック」
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」
・認知症シリーズPart5 ～認知症と生活習慣病～
・ツナと菜ばなの春巻き

回生.com
「ドクターズリスト」整形外科　植村 剛
Information
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回  フォ

今回でで11

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

生命への奉仕

病院の理念 病院の方針

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安全で高度な医療を提供します
将来を担う有能な医療従事者の育成に努めます
地域と連携し災害時救援活動を行います
働きやすく健全な病院運営に努めます

今回は「医事課の役割紹介」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番地の1

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





医師を目指したきっかけ医師を目指したきっかけ

自分の理想の形自分の理想の形

玉 田 ク リ ニ ッ ク
連 携 医 療 機 関 紹 介 D A T A

TEL 059-389-6660
 住所

 鈴鹿市稲生4-4878-2
 診療科目

 ●内科●腎臓内科●人工透析内科
 ●リハビリテーション科

 診療時間

 午前／9時00分～12時00分
 午後／3時00分～6時00分
 
 

 

 休診日

 
 

月 火 水 木 金 土 日

午　前

午　後

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ × ○ × ×

医療・介護複合施設です

患者さんへのメッセージ患者さんへのメッセージ

玉田クリニックは、稲生4丁目の交差点を

北へ200m程の所にあります。腎臓内科・

人工透析内科、糖尿病や高血圧を始めと

する生活習慣病、風邪やインフルエンザ

など、通常の一般内科外来にも対応する

クリニックと、サービス付き高齢者向け住

宅（サ高住）メディカルホーム あおぞらを

併設した医療・介護複合施設です。

院長の玉田香介先生は、獨協医科大学医

学部を平成23年（2011年）にご卒業後、初

期・後期研修を鈴鹿中央総合病院で受け

られ腎臓内科医として研鑽を積まれた後、

平成29年（2017年）9月この地に開業され

ました。クリニックの前身である玉田医院

は御祖父様である玉田秀男先生が昭和36

年、四日市に開業されており、その後昭和

63年に鈴鹿へ場所を変え、鈴鹿玉田医院

を開業されました。当時は内科と通所リハ

ビリを行っていたのだそうです。しかし、香

介先生が研修医2年目の時に、御祖父様

が亡くなり、その後から29年9月の新築移

転までの間は、代りの先生にご協力いただ

きながらクリニックを継続されておられま

した。

玉田クリニックは、稲生4丁目の交差点を

北へ200m程の所にあります。腎臓内科・
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平成29年（2017年）9月この地に開業され

ました。クリニックの前身である玉田医院

は御祖父様である玉田秀男先生が昭和36
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した。

御祖父様の背中を見て育ち、ごく自然に

医師に興味を持っておられ先生は幼稚園

の頃から将来の夢は医師だったそうです。

「祖父は厳格な人で、自分にとっては怖い

存在だったのですが、医大に進学が決

まった時、泣いて喜んでくれたんですね。

その時は少し祖父に近づけた気がしまし

た。そんな祖父が透析患者になってし

まったのは、私が医大に進学してまもなく

のことでした。大学の夏休みなどは、祖父

の透析の送迎などに付き添っていたので

すが、最後の方は寝たきりに近い状態に

なってしまい、送迎もすごく大変だったん

です。ベッドから車いすに移動させるとこ

ろから始まり、車への移動。車も特殊な車

が必要になります。祖父は透析に通うの

が辛いとよくこぼしていました。そんな祖

父をみていて、透析患者さんやそのご家

族がもっと快適に過ごすためにはどうす

ればいいだろう？と考えるようになりまし

た。祖父は鈴鹿中央総合病院の高木先

生に腎臓を診てもらっていました。私は研

修先を鈴鹿中央に決め、当時は腎臓内科

は高木先生が一人でされていたので、先

生への恩返しがしたいとの思いと、祖父

の力になりたいとの思いから腎臓内科を

専門に研鑽して参りました。そして理想の

クリニック像を温めてきたのです」。

玉田クリニックは、実際に透析患者だっ

た御祖父様の介護の経験を生かし、さま

ざまな工夫がなされています。「鈴鹿玉田

医院はリハビリ室が2階にあったんです

ね。患者さんは大変そうでしたので、1階

を開放感あるリハビリのフロアにしまし

た。透析に関しては、サ高住の入所者さ

んが楽に透析を受けられるよう、同じフロ

アである2階にしました。実際に入所され

る方がスムーズに透析治療を受けられて

元気になっていかれる経過を見ていると

本当に良かったと思います」。
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～患者さんには何でも相談できるかかり

つけ医をもっていただきたいですね。普段

から何でも相談して頂く事で、生活の何

気ないお話の中から治療のヒントが見つ

かることも多々あり、かかりつけ医には生

活に密着したアドバイスが出来ると思い

ます。当院においては一般の内科外来診

療も行っています。心配な事があれば、

遠慮無くご相談ください。当院で対応が

難しい疾患などがあれば然るべき医療機

関にご紹介させて頂きます～

今後の更なる飛躍を期待しています。
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※火曜日、木曜日の
 午前中は予約診療となります

透析
木曜午後、土曜午後、日曜日、元旦 
外来
木曜午後、土曜午後、日曜日、祝日

玉田 香介院長

　認知症
シリーズ

言語聴覚士
上野　令

認知症と生活習慣病　Part5

脂質異常症  2型糖尿病 2症 

高血圧 脳卒中 

生活習慣病が認知症と大きく関わりがあることをご存知ですか？　例えば、老年期（65
～79歳）の高血圧の方は正常な人に比べると認知症のリスクは3.0～⒌5倍、中年期
（50～64歳）の方は認知症のリスクが2.4～10.1倍とされています。糖尿病は血糖値
が正常な人よりも2.1倍も認知症のリスクが高くなるとされています。健康診断等で生
活習慣病を疑われても治療をせず放置していませんか？　生活習慣病を治療すること
が認知症の予防に繋ります。生活習慣病にならないように生活習慣を見直しましょう。

肥満 

生活習慣病を治療することが認知症の予防に繋がります！！生活習慣病を治療することが認知症の予防に繋がります！！生活習慣病を治療することが認知症の予防に繋がります！！

発信@
栄養管理室 まぐろ缶詰ぐろ缶詰ぐろ缶詰

①菜ばなは1cm程度のざく切りにして軽くゆで、

水気を切っておく

②ツナは油を切っておく

③①、②をAの調味料で和えて、5等分に分け、

春巻きの皮で巻き、揚げて出来あがり

春巻き皮

菜ばな

ツナ（油漬け）　

　味つきえのき茸

　マヨネーズ　

　豆板醤

菜種油（揚げ油）

5枚

　1袋

1缶（140ｇ）

大さじ1

大さじ1

小さじ1/2

1/4カップ

【材料】（5本分）
【作り方】

●まぐろ缶詰

別名ツナ缶とも呼ばれ、最近ではい

ろんな種類があります。油漬と水煮

はよくご存知だと思われますが、ラ

イトはきはだマグロ、ホワイトはびん

ながマグロを原材料としており、使

用されている魚の種類が異なります。

カツオを原材料としているツナ缶も

ありますが、同じ油漬けタイプであ

れば栄養成分はほとんど変りありま

せん。食塩や油を添加していないも

のや、缶ではなくパウチに入ったも

の、亜麻仁油やオリーブ油を使った

ものもあり、手軽に使いやすい食材

となっています。今回の春巻き1本で

ｎ-3系脂肪酸の1日摂取目標量（成

人）2ｇを確保することはできません

が、魚が苦手で全く食べられない場

合は少しでも補うことができますの

で、是非一度お試し下さい。

春巻き

ツナと菜ば
なの

ピックアップ食材ピックアップ食材ピックアップ食材

A

管理栄養士 
北林　明代

【栄養成分】1人分

204kcal

6.9ｇ

16.2ｇ

0.7ｇ

1.1ｇ

エネルギー

たんぱく質

脂質

塩分

ｎ-3系脂肪酸

※ツナ缶（水煮）を使用する場合は1本150Kcalで

　ｎ-3系脂肪酸は0.7ｇとなります
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玉 田 ク リ ニ ッ ク
連 携 医 療 機 関 紹 介 D A T A

TEL 059-389-6660
 住所

 鈴鹿市稲生4-4878-2
 診療科目

 ●内科●腎臓内科●人工透析内科
 ●リハビリテーション科

 診療時間

 午前／9時00分～12時00分
 午後／3時00分～6時00分
 
 

 

 休診日

 
 

月 火 水 木 金 土 日

午　前

午　後

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ × ○ × ×

医療・介護複合施設です

患者さんへのメッセージ患者さんへのメッセージ

玉田クリニックは、稲生4丁目の交差点を

北へ200m程の所にあります。腎臓内科・

人工透析内科、糖尿病や高血圧を始めと

する生活習慣病、風邪やインフルエンザ

など、通常の一般内科外来にも対応する

クリニックと、サービス付き高齢者向け住

宅（サ高住）メディカルホーム あおぞらを

併設した医療・介護複合施設です。

院長の玉田香介先生は、獨協医科大学医

学部を平成23年（2011年）にご卒業後、初

期・後期研修を鈴鹿中央総合病院で受け

られ腎臓内科医として研鑽を積まれた後、

平成29年（2017年）9月この地に開業され

ました。クリニックの前身である玉田医院

は御祖父様である玉田秀男先生が昭和36

年、四日市に開業されており、その後昭和

63年に鈴鹿へ場所を変え、鈴鹿玉田医院

を開業されました。当時は内科と通所リハ

ビリを行っていたのだそうです。しかし、香

介先生が研修医2年目の時に、御祖父様

が亡くなり、その後から29年9月の新築移

転までの間は、代りの先生にご協力いただ

きながらクリニックを継続されておられま

した。

玉田クリニックは、稲生4丁目の交差点を

北へ200m程の所にあります。腎臓内科・
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を開業されました。当時は内科と通所リハ

ビリを行っていたのだそうです。しかし、香

介先生が研修医2年目の時に、御祖父様

が亡くなり、その後から29年9月の新築移

転までの間は、代りの先生にご協力いただ

きながらクリニックを継続されておられま

した。

御祖父様の背中を見て育ち、ごく自然に

医師に興味を持っておられ先生は幼稚園

の頃から将来の夢は医師だったそうです。

「祖父は厳格な人で、自分にとっては怖い

存在だったのですが、医大に進学が決

まった時、泣いて喜んでくれたんですね。

その時は少し祖父に近づけた気がしまし

た。そんな祖父が透析患者になってし

まったのは、私が医大に進学してまもなく

のことでした。大学の夏休みなどは、祖父

の透析の送迎などに付き添っていたので

すが、最後の方は寝たきりに近い状態に

なってしまい、送迎もすごく大変だったん

です。ベッドから車いすに移動させるとこ

ろから始まり、車への移動。車も特殊な車

が必要になります。祖父は透析に通うの

が辛いとよくこぼしていました。そんな祖

父をみていて、透析患者さんやそのご家

族がもっと快適に過ごすためにはどうす

ればいいだろう？と考えるようになりまし

た。祖父は鈴鹿中央総合病院の高木先

生に腎臓を診てもらっていました。私は研

修先を鈴鹿中央に決め、当時は腎臓内科

は高木先生が一人でされていたので、先

生への恩返しがしたいとの思いと、祖父

の力になりたいとの思いから腎臓内科を

専門に研鑽して参りました。そして理想の

クリニック像を温めてきたのです」。

玉田クリニックは、実際に透析患者だっ

た御祖父様の介護の経験を生かし、さま

ざまな工夫がなされています。「鈴鹿玉田

医院はリハビリ室が2階にあったんです

ね。患者さんは大変そうでしたので、1階

を開放感あるリハビリのフロアにしまし

た。透析に関しては、サ高住の入所者さ

んが楽に透析を受けられるよう、同じフロ

アである2階にしました。実際に入所され

る方がスムーズに透析治療を受けられて

元気になっていかれる経過を見ていると

本当に良かったと思います」。
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あなたの街のお医者さん

～患者さんには何でも相談できるかかり

つけ医をもっていただきたいですね。普段

から何でも相談して頂く事で、生活の何

気ないお話の中から治療のヒントが見つ

かることも多々あり、かかりつけ医には生

活に密着したアドバイスが出来ると思い

ます。当院においては一般の内科外来診

療も行っています。心配な事があれば、

遠慮無くご相談ください。当院で対応が

難しい疾患などがあれば然るべき医療機

関にご紹介させて頂きます～

今後の更なる飛躍を期待しています。
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※火曜日、木曜日の
 午前中は予約診療となります

透析
木曜午後、土曜午後、日曜日、元旦 
外来
木曜午後、土曜午後、日曜日、祝日

玉田 香介院長

　認知症
シリーズ

言語聴覚士
上野　令

認知症と生活習慣病　Part5

脂質異常症  2型糖尿病 2症 

高血圧 脳卒中 

生活習慣病が認知症と大きく関わりがあることをご存知ですか？　例えば、老年期（65
～79歳）の高血圧の方は正常な人に比べると認知症のリスクは3.0～⒌5倍、中年期
（50～64歳）の方は認知症のリスクが2.4～10.1倍とされています。糖尿病は血糖値
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生活習慣病を治療することが認知症の予防に繋がります！！生活習慣病を治療することが認知症の予防に繋がります！！生活習慣病を治療することが認知症の予防に繋がります！！

発信@
栄養管理室 まぐろ缶詰ぐろ缶詰ぐろ缶詰

①菜ばなは1cm程度のざく切りにして軽くゆで、

水気を切っておく

②ツナは油を切っておく

③①、②をAの調味料で和えて、5等分に分け、

春巻きの皮で巻き、揚げて出来あがり

春巻き皮

菜ばな

ツナ（油漬け）　

　味つきえのき茸

　マヨネーズ　

　豆板醤

菜種油（揚げ油）

5枚

　1袋

1缶（140ｇ）

大さじ1

大さじ1

小さじ1/2

1/4カップ

【材料】（5本分）
【作り方】

●まぐろ缶詰

別名ツナ缶とも呼ばれ、最近ではい

ろんな種類があります。油漬と水煮

はよくご存知だと思われますが、ラ

イトはきはだマグロ、ホワイトはびん

ながマグロを原材料としており、使

用されている魚の種類が異なります。

カツオを原材料としているツナ缶も

ありますが、同じ油漬けタイプであ

れば栄養成分はほとんど変りありま

せん。食塩や油を添加していないも

のや、缶ではなくパウチに入ったも

の、亜麻仁油やオリーブ油を使った

ものもあり、手軽に使いやすい食材

となっています。今回の春巻き1本で

ｎ-3系脂肪酸の1日摂取目標量（成

人）2ｇを確保することはできません

が、魚が苦手で全く食べられない場

合は少しでも補うことができますの

で、是非一度お試し下さい。

春巻き

ツナと菜ば
なの

ピックアップ食材ピックアップ食材ピックアップ食材

A

管理栄養士 
北林　明代

【栄養成分】1人分

204kcal

6.9ｇ

16.2ｇ

0.7ｇ

1.1ｇ

エネルギー

たんぱく質

脂質

塩分

ｎ-3系脂肪酸

※ツナ缶（水煮）を使用する場合は1本150Kcalで

　ｎ-3系脂肪酸は0.7ｇとなります





’2017クリスマスコンサートクリスマスコンサート

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　　
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

食など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。

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。

2018年

お申し込みは

3月8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5日（月）～4月6日（金）

4月 糖尿病教室のお知らせ

健康セミナー開催しました
2月10日（土）に第14回健康セミナーが

開催されました。ヘリコバクターピロリ菌

や腰痛対策の運動についての講演・簡単

ストレッチ・計測コーナーを行い、多くの

方にご参加いただき大盛況でした。また

のご参加をお待ちしております！

場所 期間

4月19日（木）　11：30～13：45 糖尿病教室を開催します。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。この機会に

一緒に糖尿病について学びませんか？申し込みまたはお問合せは、栄養管理

課（059-375-1329）まで。参加費はお一人様　1000円（食事代込み）となっ

ております。食事は、指示範囲内でお好きな料理を選んでいただきます。

※5月以降のスケジュールは未定のため次号でご案内させていただきます。

4/26（木）
5/31（木）
6/28（木）
7/26（木）
8/30（木）
9/27（木）

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

鈴鹿回生病院
Shoulder Live Surgery

開催
しました

平成 29 年 12 月15日 ( 金 ) 船橋整形外科
病院スポーツ医学・関節センター長の菅谷
啓之先生にお越しいただき、第1回 鈴鹿回
生病院 Shoulder Live Surgery を開催しま
した。菅谷先生は肩・肘関節に対する関節
鏡視下手術の名手として世界的にも名高く、
その手術を見学するため、県内外から肩を専
門とする 28 名
の整形外科医が
集まりました。映
像ではなく、ラ
イブで菅谷先生
の手術を見学す
ることは、手術
手技のみなら
ず、「術中の的確
な判断」「手術に必要な設備や機材の選択」
など、非常に勉強になりました。鈴鹿回生病
院では病院の垣根を越えて、最新の手術手
技の普及に力を入れています。

代表世話人 : 鈴鹿回生病院 整形外科 福田亜紀
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第11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。
受付期間
3/19（⽉）〜4/13（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。

今回で11回⽬を迎えます。皆さんのご応募お待ちしております。

第11
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第10回⼊賞作品

展⽰期間
4/17（⽕）〜5/14（⽉）AMまで
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 10回入賞作品
　

「院長賞　こけてぃしゅ」 「初めての桜」「桜の駐車場」「理事長賞　待ちわびた春」

1

2
3
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5
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7

医療の現場から
「医事課役割紹介」

あなたの街のお医者さん
「玉田クリニック」
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」
・認知症シリーズPart5 ～認知症と生活習慣病～
・ツナと菜ばなの春巻き

回生.com
「ドクターズリスト」整形外科　植村 剛
Information
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回  フォ

今回でで11

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

生命への奉仕

病院の理念 病院の方針

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安全で高度な医療を提供します
将来を担う有能な医療従事者の育成に努めます
地域と連携し災害時救援活動を行います
働きやすく健全な病院運営に努めます

今回は「医事課の役割紹介」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番地の1

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


