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薬剤管理課／薬剤師

福浦 啓史
薬。これはたった1剤用いるだけで、疾病
の緩和もしくは完治の見込みがありま
す。その魅力に惹かれ薬剤師となりまし
た。私は薬剤師として先輩方よりご指導
いただきつつ、自らも専門知識を学び、
当院において「チーム医療」の一員とし
て役割を全うする所存です。さらに、その
役割をこなすことで最終的に患者さん
の笑顔に貢献したいと考えております。

リハビリテーション課／作業療法士

工藤 雄介
4月からリハビリテーション課で働かせ
て頂くことになり、不安や緊張がある反
面、患者さんに貢献することができる喜
びを感じています。そして、患者さんや
職員とのコミュニケーションを大切にし、
信頼される作業療法士になりたいと思っ
ています。これから鈴鹿回生病院の作業
療法士として患者さんに安心してリハビ
リを行ってもらえるように明るく元気に
頑張りますので、よろしくお願いします。

看護部／看護師

遠藤 みゆき
憧れていた看護師として働けることに喜び
を感じる一方で、4月から新しい生活が始ま
り、分からないことばかりで不安もたくさん
あります。しかし、先輩方にご指導をいただき
ながら、頼もしい同期のみんなとともに、看
護師として成長していけるように日々努力し
ていきたいです。そして、いつも笑顔と思い
やりの気持ちを忘れず、患者さんに安心を
与えられるような看護師になれるよう頑張っ
ていきますので、よろしくお願いします。

看護部／看護師

谷口 愛莉
初めて看護師として責任を持って働くこと
に緊張しながらも、先輩方や同期の皆さん
との新しい出会いを楽しみにして来ました！
たくさんの疾患を幅広く勉強し、信頼して
もらえる看護師になりたいです。また、業務
や疾患のことだけでなく、患者さんの想い
にも目を向け、少しでも患者さんの笑顔を
引き出したいです。先輩方の指導のもと、
同期のみなさんと一緒に助け合いながら
精一杯頑張りたいと思います。

診療支援課／社会福祉士

冨山　恵資
４月より社会福祉士として働かせて
いただきます。積極的に仕事に取り組
み、分からないことは先輩方にアドバ
イスをいただき早く一人前になれる
よう精進したいと思います。患者さん
やスタッフの方に信頼される福祉士
になれるように頑張りますのでよろし
くお願いします。

医事課／事務員

櫻木　愛
私は昨年の11月から当院で早期研修
をさせて頂きました。4月からは社会人
としての自覚を持ち、何事にも積極的
に取り組み仕事に励んでいきたいと思
います。まだまだわからないことばかり
で不安な気持ちもありますが、チーム
医療の一員として、患者さんや職員の
方とのコミュニケーションを大切にし、
信頼される医療事務員を目指して頑張
ります。よろしくお願いします。

当院では、最新の骨密度装置「DCS－９００FX」を設置して

います。この装置は従来の骨密度解析装置と比較して高速

かつ正確に骨部分のミネラル成分量（骨密度）を解析し、骨

粗しょう症の診断や予防に効果を発揮します。

測定部位は腰椎・大腿骨を対象として、それぞれの部位のい

ずれか、もしくは両方を測定します。それぞれの部位をすばやく検査することが出来て検

査開始から終了までの所要時間は約５分です。

詳しい検査の内容は医師におたずねください。

腰椎解析画像 大腿骨解析画像 標準骨密度との比較図

日立製作所製
DCS－９００FX

腰椎 骨密度

大腿骨 骨密度

骨密度解析装置を更新しました！
二重X線吸収法（DEXA法）を用いた 

Bone density analyzer

スキャン時間

約４５秒

約２０秒



脳神経外科医を目指したきっかけ脳神経外科医を目指したきっかけ

金丸脳脊椎外科クリニック
連 携 医 療 機 関 紹 介 D A T A

TEL 0595-41-1192
 住所

 伊賀市佐那具町804-1
 診療科目

 ●脳神経外科
 ●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／2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

○ ○ ○ × ○ ○ ×

○ ○ ○ × ○ ○ ×

脳卒中と脊椎疾患が対象です

患者さんへのメッセージ患者さんへのメッセージ

痛みの治療痛みの治療

金丸脳脊椎外科クリニックは、名阪国道

25号線伊賀一之宮ICをおり、信号を右折、

800mほど直進し、松原の交差点を右折

600mほどの左手にあります。昨年10月に

開院したばかりのフレッシュなクリニック

で院内は全てバリアフリー。スタイリッシュ

な空間が広がります。

院長の金丸憲司先生は、昭和54年（1979

年）三重大学医学部をご卒業後、三重大

学医学部附属病院／鈴鹿回生病院にそれ

ぞれ17年勤務され、2001年には脳卒中セ

ンター長に就任されました。1400件を超え

る手術を手がけ、三重大学医学部臨床教

授、鈴鹿医療科学大学客員教授なども務

めておられます。そして、2017年10月この

地に開業されました。長い間鈴鹿回生病

院に勤務されていた金丸先生が、なぜ伊

賀に開業をお考えになったのか伺いまし

た。「鈴鹿回生病院時代、伊賀から来院さ

れる脳疾患の患者さんが多かったんです

ね。ただ伊賀からですと30分程かかります

ので、手遅れになり治療ができなかった患

者さんがたくさんおられました。調べると、

金丸脳脊椎外科クリニックは、名阪国道

25号線伊賀一之宮ICをおり、信号を右折、
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な空間が広がります。

院長の金丸憲司先生は、昭和54年（1979

年）三重大学医学部をご卒業後、三重大

学医学部附属病院／鈴鹿回生病院にそれ

ぞれ17年勤務され、2001年には脳卒中セ

ンター長に就任されました。1400件を超え

る手術を手がけ、三重大学医学部臨床教

授、鈴鹿医療科学大学客員教授なども務

めておられます。そして、2017年10月この

地に開業されました。長い間鈴鹿回生病

院に勤務されていた金丸先生が、なぜ伊

賀に開業をお考えになったのか伺いまし

た。「鈴鹿回生病院時代、伊賀から来院さ

れる脳疾患の患者さんが多かったんです

ね。ただ伊賀からですと30分程かかります

ので、手遅れになり治療ができなかった患

者さんがたくさんおられました。調べると、

この地域には急性期の受入機関が少な

く、さらには医師も少ないことがわかりま

した。実は、それまでは鈴鹿回生病院で一

生勤めようと思っておりましたが、下の先

生方が育ち一人前になってくれたため鈴

鹿回生病院はお任せし、一念発起開業を

決意いたしました」。

中学の２年の頃、肺炎を患い入院した

際、懇意にしてくれた研修医の先生との

出会いがきっかけで医師になることを決

意したという先生、大学進学後は、ボラン

ティア活動を経験し、交通事故などで首

を痛めて手足が動かなくなる『頚椎損

傷』の症例をよくみたのだとか。「頚椎損

傷は悲惨な状態になるんですね。この頚

椎損傷についてより良い治療法をもっと

学びたいと思い、整形外科か脳神経外科

で悩んだわけです。当時頚椎損傷は脳神

経外科の専門分野だとわかり、私は実家

が山梨なので、卒業後は信州大学の脳神

経外科医局へ所属したいと考えていまし

た。しかし当時の教授が紹介状を書いて

くれず、ここに残れ！と言われましてね

（笑）三重大学は脳神経外科の専門医制

度がしっかりしていた為、ここで専門医を

とってから山梨に戻るつもりだったのです

が、結果今でも三重県にいるわけです」。

金丸脳脊椎外科クリニックでは、腰痛、

頚椎症、帯状疱疹後の痛みの治療など、

痛みを軽減させる治療に力を入れておら

れます。神経ブロック後、リハビリを組み

合わせた治療を行うので効果が高いと言

われています。「神経ブロックは需要

が高く開業以来120例ほど行っていま

す。神経ブロックとは腰痛症や、手術

をしても治らなかった痛みに治療を

施します。また、手術をするほどでも

ない脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニ

アにも有用です。切らずに痛みを治
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療するため、患者さんのQOLを下げない

治療法として今後益々需要が高まると思

われます」。

～開業医は地域の患者さんにとっての身

近な医療機関です。当院は脳神経外科で

すが風邪や肺炎なども診させていただき

ますので、心配な事があれば遠慮無く受

診してください。必要に応じて然るべき医

療機関へ紹介もさせていただきます～

先生のご長男で脳神経外科医の英樹先

生が、夏前頃から金曜日の診療に加わる

予定です。今後の更なるご活躍を期待し

ています。
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金丸憲司院長

　認知症
シリーズ

言語聴覚士
上野　令まとめ　Part6

脳を働かせるには、まず栄養が必要です。バランスの良い食事を
とりましょう。
ウォーキングなどの有酸素運動を行い、血流を促進しましょう。
簡単な読み書き、計算、オセロや将棋、ゲームで脳を働かせましょ
う。
足ふみをしながら計算をするなど、２つのことを同時に行い脳の
血流を上げましょう。
生活習慣病により脳の血管に障害が起きると、脳血管性認知症
を発症しやすくなります。生活習慣病の治療を行いましょう。
朝は太陽の光を浴びて体内時計を整え、夜は十分な睡眠をとり
ましょう。
好きな音楽を聴き、歌い、音楽に合わせて体を動かしリッラックス
しましょう。
たくさん笑いましょう。

現在、認知症にならないと
いう方法はありません。
しかし、認知症になりにく
い生活習慣を続けること
で認知症予防や認知症の
進行を遅らせる可能性が
あるといわれています。認
知症になりにくい生活習
慣を身につけましょう。

認知症は予防できる？認知症になりにくい生活習慣を身につけましょう！

慣を身につけましょう。

管理栄養士 
山添　晴花

発信@
栄養管理室 セロリロリロリ

①ソースの野菜はみじん切りにしておく

②オリーブ油を熱したフライパンでにんにくを

香りがするまで炒め、ひき肉と野菜を加えて

肉の色が変わる位までさらに炒める

③②にトマト缶を加えて煮込み、野菜が軟らか

くなったらAを加える

④ご飯にBとソースをのせて完成

ひき肉

セロリ

にんじん　

玉ねぎ

にんにく　

オリーブ油

トマト缶

　トマトケチャップ

　塩

　黒こしょう

　ウスターソース

　カレー粉　

180g

　1本

　1本

1/4個

1かけ

小さじ1

　1缶

大さじ2

ひとつまみ

　お好みで

小さじ3

小さじ2

ご飯（押し麦入り）

　レタス

　ミニトマト

　チーズ　

1合

　葉2枚

4個

少々

【材料】（2人分）

☆ソース　

【作り方】

●セロリ　旬11月～5月

セロリは40種類の香り成分

からなる独特の香りが

特徴で、ストレス緩

和や精神安定作用

があるとされています。淡色野菜と

してはトップクラスのカリウムを含み、

むくみの軽減やナトリウム排泄効果

が期待できるのでそのまま食べるの

がオススメです。

セロリの香りと食感が苦手という方

も多いので、細かくしてカレー粉等

で味付けをすると気にならずたっぷ

り食べることができます。

タコライス

セロリが苦
手でも

食べられ
る！

【栄養成分】1人分あたり

610kcal
25.8g
18.3g
1.9g
8.2g

エネルギー　
たんぱく質　
脂質
塩分
食物繊維

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

B

香り成分

が

ます 淡色野菜と
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院に勤務されていた金丸先生が、なぜ伊

賀に開業をお考えになったのか伺いまし

た。「鈴鹿回生病院時代、伊賀から来院さ

れる脳疾患の患者さんが多かったんです

ね。ただ伊賀からですと30分程かかります

ので、手遅れになり治療ができなかった患

者さんがたくさんおられました。調べると、

この地域には急性期の受入機関が少な

く、さらには医師も少ないことがわかりま

した。実は、それまでは鈴鹿回生病院で一

生勤めようと思っておりましたが、下の先

生方が育ち一人前になってくれたため鈴

鹿回生病院はお任せし、一念発起開業を

決意いたしました」。

中学の２年の頃、肺炎を患い入院した

際、懇意にしてくれた研修医の先生との

出会いがきっかけで医師になることを決

意したという先生、大学進学後は、ボラン

ティア活動を経験し、交通事故などで首

を痛めて手足が動かなくなる『頚椎損

傷』の症例をよくみたのだとか。「頚椎損

傷は悲惨な状態になるんですね。この頚

椎損傷についてより良い治療法をもっと

学びたいと思い、整形外科か脳神経外科

で悩んだわけです。当時頚椎損傷は脳神

経外科の専門分野だとわかり、私は実家

が山梨なので、卒業後は信州大学の脳神

経外科医局へ所属したいと考えていまし

た。しかし当時の教授が紹介状を書いて

くれず、ここに残れ！と言われましてね

（笑）三重大学は脳神経外科の専門医制

度がしっかりしていた為、ここで専門医を

とってから山梨に戻るつもりだったのです

が、結果今でも三重県にいるわけです」。

金丸脳脊椎外科クリニックでは、腰痛、

頚椎症、帯状疱疹後の痛みの治療など、

痛みを軽減させる治療に力を入れておら

れます。神経ブロック後、リハビリを組み

合わせた治療を行うので効果が高いと言

われています。「神経ブロックは需要

が高く開業以来120例ほど行っていま

す。神経ブロックとは腰痛症や、手術

をしても治らなかった痛みに治療を

施します。また、手術をするほどでも

ない脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニ

アにも有用です。切らずに痛みを治
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く、さらには医師も少ないことがわかりま

した。実は、それまでは鈴鹿回生病院で一

生勤めようと思っておりましたが、下の先

生方が育ち一人前になってくれたため鈴
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を痛めて手足が動かなくなる『頚椎損

傷』の症例をよくみたのだとか。「頚椎損
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経外科の専門分野だとわかり、私は実家

が山梨なので、卒業後は信州大学の脳神

経外科医局へ所属したいと考えていまし

た。しかし当時の教授が紹介状を書いて

くれず、ここに残れ！と言われましてね

（笑）三重大学は脳神経外科の専門医制

度がしっかりしていた為、ここで専門医を
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金丸脳脊椎外科クリニックでは、腰痛、

頚椎症、帯状疱疹後の痛みの治療など、

痛みを軽減させる治療に力を入れておら

れます。神経ブロック後、リハビリを組み

合わせた治療を行うので効果が高いと言

われています。「神経ブロックは需要

が高く開業以来120例ほど行っていま

す。神経ブロックとは腰痛症や、手術

をしても治らなかった痛みに治療を

施します。また、手術をするほどでも

ない脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニ

アにも有用です。切らずに痛みを治

あなたの街のお医者さん

療するため、患者さんのQOLを下げない

治療法として今後益々需要が高まると思

われます」。

～開業医は地域の患者さんにとっての身

近な医療機関です。当院は脳神経外科で

すが風邪や肺炎なども診させていただき

ますので、心配な事があれば遠慮無く受

診してください。必要に応じて然るべき医

療機関へ紹介もさせていただきます～

先生のご長男で脳神経外科医の英樹先

生が、夏前頃から金曜日の診療に加わる

予定です。今後の更なるご活躍を期待し

ています。
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金丸憲司院長

　認知症
シリーズ

言語聴覚士
上野　令まとめ　Part6

脳を働かせるには、まず栄養が必要です。バランスの良い食事を
とりましょう。
ウォーキングなどの有酸素運動を行い、血流を促進しましょう。
簡単な読み書き、計算、オセロや将棋、ゲームで脳を働かせましょ
う。
足ふみをしながら計算をするなど、２つのことを同時に行い脳の
血流を上げましょう。
生活習慣病により脳の血管に障害が起きると、脳血管性認知症
を発症しやすくなります。生活習慣病の治療を行いましょう。
朝は太陽の光を浴びて体内時計を整え、夜は十分な睡眠をとり
ましょう。
好きな音楽を聴き、歌い、音楽に合わせて体を動かしリッラックス
しましょう。
たくさん笑いましょう。

現在、認知症にならないと
いう方法はありません。
しかし、認知症になりにく
い生活習慣を続けること
で認知症予防や認知症の
進行を遅らせる可能性が
あるといわれています。認
知症になりにくい生活習
慣を身につけましょう。

認知症は予防できる？認知症になりにくい生活習慣を身につけましょう！

慣を身につけましょう。

管理栄養士 
山添　晴花

発信@
栄養管理室 セロリロリロリ

①ソースの野菜はみじん切りにしておく

②オリーブ油を熱したフライパンでにんにくを

香りがするまで炒め、ひき肉と野菜を加えて

肉の色が変わる位までさらに炒める

③②にトマト缶を加えて煮込み、野菜が軟らか

くなったらAを加える

④ご飯にBとソースをのせて完成

ひき肉

セロリ

にんじん　

玉ねぎ

にんにく　

オリーブ油

トマト缶

　トマトケチャップ

　塩

　黒こしょう

　ウスターソース

　カレー粉　

180g

　1本

　1本

1/4個

1かけ

小さじ1

　1缶

大さじ2

ひとつまみ

　お好みで

小さじ3

小さじ2

ご飯（押し麦入り）

　レタス

　ミニトマト

　チーズ　

1合

　葉2枚

4個

少々

【材料】（2人分）

☆ソース　

【作り方】

●セロリ　旬11月～5月

セロリは40種類の香り成分

からなる独特の香りが

特徴で、ストレス緩

和や精神安定作用

があるとされています。淡色野菜と

してはトップクラスのカリウムを含み、

むくみの軽減やナトリウム排泄効果

が期待できるのでそのまま食べるの

がオススメです。

セロリの香りと食感が苦手という方

も多いので、細かくしてカレー粉等

で味付けをすると気にならずたっぷ

り食べることができます。

タコライス

セロリが苦
手でも

食べられ
る！

【栄養成分】1人分あたり

610kcal
25.8g
18.3g
1.9g
8.2g

エネルギー　
たんぱく質　
脂質
塩分
食物繊維

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

B

香り成分

が

ます 淡色野菜と
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薬剤管理課／薬剤師

福浦 啓史
薬。これはたった1剤用いるだけで、疾病
の緩和もしくは完治の見込みがありま
す。その魅力に惹かれ薬剤師となりまし
た。私は薬剤師として先輩方よりご指導
いただきつつ、自らも専門知識を学び、
当院において「チーム医療」の一員とし
て役割を全うする所存です。さらに、その
役割をこなすことで最終的に患者さん
の笑顔に貢献したいと考えております。

リハビリテーション課／作業療法士

工藤 雄介
4月からリハビリテーション課で働かせ
て頂くことになり、不安や緊張がある反
面、患者さんに貢献することができる喜
びを感じています。そして、患者さんや
職員とのコミュニケーションを大切にし、
信頼される作業療法士になりたいと思っ
ています。これから鈴鹿回生病院の作業
療法士として患者さんに安心してリハビ
リを行ってもらえるように明るく元気に
頑張りますので、よろしくお願いします。

看護部／看護師

遠藤 みゆき
憧れていた看護師として働けることに喜び
を感じる一方で、4月から新しい生活が始ま
り、分からないことばかりで不安もたくさん
あります。しかし、先輩方にご指導をいただき
ながら、頼もしい同期のみんなとともに、看
護師として成長していけるように日々努力し
ていきたいです。そして、いつも笑顔と思い
やりの気持ちを忘れず、患者さんに安心を
与えられるような看護師になれるよう頑張っ
ていきますので、よろしくお願いします。

看護部／看護師

谷口 愛莉
初めて看護師として責任を持って働くこと
に緊張しながらも、先輩方や同期の皆さん
との新しい出会いを楽しみにして来ました！
たくさんの疾患を幅広く勉強し、信頼して
もらえる看護師になりたいです。また、業務
や疾患のことだけでなく、患者さんの想い
にも目を向け、少しでも患者さんの笑顔を
引き出したいです。先輩方の指導のもと、
同期のみなさんと一緒に助け合いながら
精一杯頑張りたいと思います。

診療支援課／社会福祉士

冨山　恵資
４月より社会福祉士として働かせて
いただきます。積極的に仕事に取り組
み、分からないことは先輩方にアドバ
イスをいただき早く一人前になれる
よう精進したいと思います。患者さん
やスタッフの方に信頼される福祉士
になれるように頑張りますのでよろし
くお願いします。

医事課／事務員

櫻木　愛
私は昨年の11月から当院で早期研修
をさせて頂きました。4月からは社会人
としての自覚を持ち、何事にも積極的
に取り組み仕事に励んでいきたいと思
います。まだまだわからないことばかり
で不安な気持ちもありますが、チーム
医療の一員として、患者さんや職員の
方とのコミュニケーションを大切にし、
信頼される医療事務員を目指して頑張
ります。よろしくお願いします。

当院では、最新の骨密度装置「DCS－９００FX」を設置して

います。この装置は従来の骨密度解析装置と比較して高速

かつ正確に骨部分のミネラル成分量（骨密度）を解析し、骨

粗しょう症の診断や予防に効果を発揮します。

測定部位は腰椎・大腿骨を対象として、それぞれの部位のい

ずれか、もしくは両方を測定します。それぞれの部位をすばやく検査することが出来て検

査開始から終了までの所要時間は約５分です。

詳しい検査の内容は医師におたずねください。

腰椎解析画像 大腿骨解析画像 標準骨密度との比較図

日立製作所製
DCS－９００FX

腰椎 骨密度

大腿骨 骨密度

骨密度解析装置を更新しました！
二重X線吸収法（DEXA法）を用いた 

Bone density analyzer

スキャン時間

約４５秒

約２０秒




