
１

れんけいれんけい とと支援支援
地域医療支援病院 富山市民病院

Face to Face, Heart to Heart

地域の医療・保健・介護・福祉の方とともに、皆様の健康をお守りします。

2017.11月号

163№

富山市今泉北部町2-1  Tel:076（422）1112㈹  http://www.tch.toyama.toyama.jp
発行日：2017年11月

44

　骨粗鬆症マネジャーとは「骨粗鬆症診療支援サービス」の役割を担う、骨粗鬆症に関する知識を有するメディカ
ルスタッフであり、その役割は骨粗鬆症の予防、診断や治療、また広く社会啓発活動を行うことで、超高齢社会に
おける健康格差の縮小と健康寿命の延長に貢献することです。当院では看護師４名、薬剤師１名、理学療法士２名
が骨粗鬆症チームとして活動しています。
　当院では2013年に大腿骨頚部・転子部骨折プロジェクトチームが発足し、多職種が連携した治療を行い、早期
手術・早期離床に取り組んでいます。
　骨折患者さんは再骨折のリスクが高くなり、二次骨折予防が重要となります。当院では入院中から骨粗鬆症薬物
治療の開始、運動指導、栄養指導、生活指導を行い、転院先の病院や施設においても骨粗鬆症治療が継続していた
だけるよう連携を図っています。
　また、整形外科病棟において週１回「骨粗鬆症予防教室」を開催し、看護師、理学療法士、薬剤師、管理栄養士
が順番に各分野からの講義を行っており、二次骨折予防に向けて取り組んでいます。
　今後とも活動にご理解・ご協力をよろしくお願いします。

「れんけいと支援」に関するお問い合わせは、ふれあい地域医療センターまでご連絡ください。
送付を希望されない方はお申し出ください。
TEL  076（422）1114 ／ FAX  076（422）1154
メールアドレス fureairenkei@tch.toyama.toyama.jp

ホームページ http://www.tch.toyama.toyama.jp/　がん何でも相談室：メールアドレス shien@tch.toyama.toyama.jp

一般社団法人日本骨粗鬆症学会認定
骨粗鬆症マネジャー　理学療法士
　　　　　  　　下村　歩美

二次骨折予防と骨粗鬆症マネジャー

　皮膚科では、湿疹、蕁麻疹、足白癬などの身近な疾患からアトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、蜂窩織
炎、帯状疱疹、血管炎、自己免疫性水疱症、皮膚癌などの難治性疾患まで幅広く診療を行っています。
他臓器病変を伴う皮膚疾患では、迅速な他科との連携を心掛けています。
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《進行期悪性黒色腫の治療》
　悪性黒色腫は、非常に悪性度が高い癌であることが知られています。1970年代より、
進行期悪性黒色腫には抗癌剤ダカルバジンを含む数多くの多剤併用療法が行われてきまし
たが、有効率は低いものでした。2017年7月にニボルマブが承認されて以降、進行期悪
性黒色腫に対して新薬（免疫チェックポイント阻害薬、分子標的薬）が相次いで発売され
ています。現在、免疫チェックポイント阻害薬は抗PD-1抗体のニボルマブ、ペンブロリ
ズマブ、抗CTLA-4抗体のイピリムマブ、分子標的薬はベムラフェニブ、ダブラフェニブ
＋トラメチニブが使用できるようになっています。免疫チェックポイント阻害薬は奏効
率が高いとは言えませんが、一旦奏効すると長期生存が可能となります。分子標的薬は
BRAF遺伝子変異症例に限定され、耐性を生じやすいですが、速やかで高い奏効が得られ
ます。ここ数年で進行期悪性黒色腫の治療戦略は大きく変わってきています。

《メンバー》
　野村佳弘皮膚科部長、武原康平医師の2人体制で診療を行っています。

Brand-new topic
ブランニュー  トピック

皮膚科　左から野村部長　武原医師
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作・病院ボランティア 篠崎佳子※その他、急に不在となることがありますのでふれあい地域医療センターまでお問い合わせください。

編集後記 　小雪を過ぎ、吹く風も冷たく感じら
れます。紅葉も終わりに近づき雪待月

もあとわずかです。
　『ＦＭＢ長谷コーポレーション』という、ふれあい地域医療
センターマラソン部に誘われ、10月に行われた【富山あい
の風リレーマラソン・ハーフコース】に参加しました。お天
気は曇りで、寒い風が吹く中、温かい応援をもらって、たす
きを繋ぎました。チームがひとつになってタスキをつないだ
ように、地域連携業務においても色んな方たちと協働して
日々進め、人と人との連携が地域で大きな力となりますよう
に、これからも精進していきたいと思います。

  （ふれあい地域医療センター　亀山　嘉子）
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２. 内科ＣＰＣ
　　日時：12月12日（火）17：30～
　　場所：医局カンファレンス室

３. 地域医療部講演会・担当者交流会
日時：12月１日（金）16：00～ 18：00
場所：講堂

《講　演　会１》16：00～ 16：30
   ●テーマ：認知症の疾患について
   ●講　師：精神科医師　長谷川　雄介

《担当者交流会》16：30～ 17：30

《講　演　会２》17：30～ 18：00
   ●テーマ：認知症の看護について
   ●講　師：認知症看護認定看護師　高柳　佳忠　

４. 医療機器研修会
日時：12月５日（火）17：45～18：15
場所：看護外来
●テーマ：閉鎖式保育器に必要な基礎知識について
●講　師：当院臨床工学技士

５. 糖尿病研究会定例学習会
日時：12月14日（木）17：45～18：30
場所：看護外来 
●テーマ：運動療法について
●講　師：理学療法士　下村　歩美

６. NST学習会
日時：12月25日（月）17：30～19：00
場所：講堂
●テーマ：胃瘻造設と管理 
●講　師：消化器内科医師　蓑内　慶次
　　　　　　　　　看護師　宮田　美和

７. 緩和医療委員会 学習会
※今月の開催はありません。
次回予定…１月９日（火）17：45～18：45

８. 褥瘡対策学習会
※今月の開催はありません。
次回予定…１月26日（金）17：45～19：00

９. 看護研修　
《衛星研修S-QUE Eナース》 
（１）日時：12月13日（水）17：30～18：30
　　 場所：看護外来
     ●テーマ：特定行為の実践
　　　　　　　　　　 ～救急医療を支える将来像のために

（２）日時：12月27日（水）17：30～18：30
　　 場所：看護外来
     ●テーマ：医療・看護の現場でリスク感性を磨くには
《衛星研修S-QUE 新特別企画》 
　日時：12月１日（金）17：30～19：00
　場所：看護外来
 ●テーマ：人材育成の確保・定着・育成プロモーション
　　 　　　メンタルチェック
　　

　11月14日（火）19時00分より富山市民病院地域連携・
開放型病床症例検討会が地域の先生方11名、院内から
19名の医師の参加のもと開催されました。
　まず、消化器内科から集学的治療を行った膵癌の２例
について報告がありました。症例1は60代女性で、上腹
部痛で受診し、42mmの膵体部腫瘍を認め、膵癌
（stage III；腹腔動脈，総肝動脈，脾動静脈浸潤）と
診断され、化学療法としてS-1に引き続き、ゲムシタン
ビン・nabパクリタキセル療法を施行され、腫瘍径の縮
小、腫瘍マーカーの陰性化を認め、尾側膵切除術が施
行されました。症例2は70代男性で、黄疸にて受診され、
門脈浸潤，動脈浸潤伴う切除不能局所進行（UR-LA）
膵癌（stage III）と診断。S-1投与後，ゲムシタビン・
nabパクリタキセル療法等の治療により腫瘍マーカーの
陰性化を認め、外科的切除が施行されました。UR-LA膵
癌では、先行する化学療法などの治療によるダウンス
テージにより外科的切除可能となる症例も見られますが、
タイミングの見極めが難しいとのことでした。
　次に、精神科から認知機能障害や幻視、パーキンソニ
ズムが目立たないものの抑うつ症状や脳画像所見からレ
ビー小体病が疑われた一例について報告がありました。
レビー小体型認知症（DLB：Dementia with Lewy 
bodies）は認知症全体の5%を占め、変動する認知機能、
パーキンソニズム、幻視、レム期睡眠行動異常などの特
徴を示します。症例は60代女性で１年前からの寝言や夜
間の大声、妄想や食欲不振、うつ症状にて当院に入院さ
れました。その後疎通性の変動もみられDLBを疑い、

DAT(Dopamine-transporter) scanで集積低下を認
め、DLBと診断しました。DLBでは早期から脳内のアセ
チルコリン濃度の減少が報告されており、ドネペジル塩
酸塩(3mg)を投与したところ、著効しました。
　最後に小児科から食物アレルギーについてミニレク
チャーがありました。本疾患は近年増加傾向にあり、
0-2歳の小児が65%を占めますが、成人発症例も時に認
められます。発症機序には即時型（I型）アレルギーが
関与し、原因食物としては、鶏卵、牛乳、小麦、甲殻類、ピー
ナッツなどが報告されています（図1）。アレルゲンの中
にはいくものコンポーネントが含まれ、その一部に微量
でも症状の発現に強く関与するものがあり、どのコンポー
ネントに対するアレルギー検査が陽性であるかが重要と
のことでした（図2）。従来、食物アレルギー発症のハイ
リスクの児に対してはできるだけ出生後しばらくはアレル
ゲンへの暴露を避けることが推奨されてきましたが、近
年の臨床研究において、出生早期からアレルゲンを摂取
することで、経口的な免疫寛容を誘導し、食物アレルギー
の発症を抑制できることが示されました。また、思春期
から成人に多い食物アレルギーには花粉－食物アレル
ギー症候群、ラテックスアレルギー、食物依存性運動誘
発アナフィラキシー、パンケーキ症候群などが知られて
います。食物アレルギーの診断は血液中の特異的IgE抗
体の測定や食物経口負荷試験などによって行い、発症時
の治療には、症状の出現部位や重症度に合わせて抗ヒス
タミン剤、気管支拡張剤、アドレナリン（エピペン®）な
どを使用するとのことでした。    （文責：内科 大田  聡）
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研修・講演・勉強会のご案内〈12月分〉
１. 地域連携・開放型病床症例検討会

※12月開催の参加は、申込が必要です。詳しくは、ふれあい地域医療センターへご連絡ください。TEL076-422-1112（代表）内線2989　　　
日時：12月12日（火）19：00～ 21：00
場所：当院３階　講堂

　心臓カテーテル治療が急性心筋梗塞治療のスタンダードになりました。当院でも24時間体制で取り組み、年間50 ～60
例の急性心筋梗塞患者を受け入れ、その多くに来院から90分以内に心臓カテーテル治療を行っています。
　薬剤溶出ステントを用いたカテーテル治療の現状を具体的な症例を提示し報告いたします。また現在富山医療圏および富
山県全体の取り組みとして、急性心筋梗塞患者の心臓カテーテル治療の統計をとっておりますのでご報告させていただきます。

循環器内科部長　清川　裕明１）ミニレクチャー （１）急性心筋梗塞治療の現状

２）症　例　検　討

　遠隔転移を伴わない局所進行肺癌の手術では、根治性とともに残存肺機能の温存にも配慮することが求められる時代とな
りました。高齢者かつ並存症の有病率が上昇した昨今、肺機能を温存することで呼吸器疾患のみならず他病に与える影響も
軽減できるからです。
　今回提示する症例は、左肺動脈主幹部に直接浸潤した上葉肺癌の患者で低肺機能のケースです。通常は左肺全摘手術が非
適応の場合は、放射線化学療法が選択されますが治療効果は限定的です。そこで今回は自己心膜でパッチを作成し、肺動脈
壁を合併切除した欠損部をこのパッチで再建することで左肺下葉を温存することができました。自己組織での補填は技術的
には高難度ですが、自由度が高く抗感染性、抗血栓性に優れるため高齢者や合併疾患を有する患者にとっても良い適応です。
従来、治療の適応がなかったケースにも根治の機会が広がりました。

呼吸器外科部長　土岐　善紀 （２）局所進行肺癌に対する肺機能を温存した拡大手術

12
月
12
月
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告
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告

※１月の地域連携開放型症例検討会の開催はありません。
　次回は２月の開催を予定しております。ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。
日時：平成30年２月13日（火）19：00～ 20：15
場所：当院３階　講堂
内容： ①ミニレクチャー　（担当）産婦人科　　　　　　
　     ②症例検討　２例（外科・整形外科）

新 着 任 医 師 紹 介新 着 任 医 師 紹 介

整形外科医として、
地域医療に貢献で
きるよう精進してま
いります。よろしく
お願いいたします。

整形外科　藤田　健司 整形外科　山室　裕紀 脳神経外科　木村　亮堅
地域の医療に貢献
できるよう努めて
まいります。よろ
しくお願いします。

未熟者ですが富山
の医療のため全力
を尽くしたいと思
います。よろしく
お願いいたします。

ふじ た けん じ やまむろ  き むら りょうけんゆう き

IgE

IgE

5

Ara h 2 2S

Pru p 7 GRP

IgE

IgE

5

Ara h 2 2S

Pru p 7 GRP

（図1） （図2）

（１）胸部異常陰影にて紹介された若年者の縦隔悪性リンパ腫の１例
　　　（紹介医）大沢野クリニック　安達　康子先生
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線診断科　草開　公帆

（２）前頭蓋底硬膜動静脈瘻の1例　 
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脳神経外科　宮森　正郎
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２. 内科ＣＰＣ
　　日時：12月12日（火）17：30～
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３. 地域医療部講演会・担当者交流会
日時：12月１日（金）16：00～ 18：00
場所：講堂
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日時：12月５日（火）17：45～18：15
場所：看護外来
●テーマ：閉鎖式保育器に必要な基礎知識について
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※今月の開催はありません。
次回予定…１月９日（火）17：45～18：45
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※今月の開催はありません。
次回予定…１月26日（金）17：45～19：00
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（１）日時：12月13日（水）17：30～18：30
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　場所：看護外来
 ●テーマ：人材育成の確保・定着・育成プロモーション
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　11月14日（火）19時00分より富山市民病院地域連携・
開放型病床症例検討会が地域の先生方11名、院内から
19名の医師の参加のもと開催されました。
　まず、消化器内科から集学的治療を行った膵癌の２例
について報告がありました。症例1は60代女性で、上腹
部痛で受診し、42mmの膵体部腫瘍を認め、膵癌
（stage III；腹腔動脈，総肝動脈，脾動静脈浸潤）と
診断され、化学療法としてS-1に引き続き、ゲムシタン
ビン・nabパクリタキセル療法を施行され、腫瘍径の縮
小、腫瘍マーカーの陰性化を認め、尾側膵切除術が施
行されました。症例2は70代男性で、黄疸にて受診され、
門脈浸潤，動脈浸潤伴う切除不能局所進行（UR-LA）
膵癌（stage III）と診断。S-1投与後，ゲムシタビン・
nabパクリタキセル療法等の治療により腫瘍マーカーの
陰性化を認め、外科的切除が施行されました。UR-LA膵
癌では、先行する化学療法などの治療によるダウンス
テージにより外科的切除可能となる症例も見られますが、
タイミングの見極めが難しいとのことでした。
　次に、精神科から認知機能障害や幻視、パーキンソニ
ズムが目立たないものの抑うつ症状や脳画像所見からレ
ビー小体病が疑われた一例について報告がありました。
レビー小体型認知症（DLB：Dementia with Lewy 
bodies）は認知症全体の5%を占め、変動する認知機能、
パーキンソニズム、幻視、レム期睡眠行動異常などの特
徴を示します。症例は60代女性で１年前からの寝言や夜
間の大声、妄想や食欲不振、うつ症状にて当院に入院さ
れました。その後疎通性の変動もみられDLBを疑い、

DAT(Dopamine-transporter) scanで集積低下を認
め、DLBと診断しました。DLBでは早期から脳内のアセ
チルコリン濃度の減少が報告されており、ドネペジル塩
酸塩(3mg)を投与したところ、著効しました。
　最後に小児科から食物アレルギーについてミニレク
チャーがありました。本疾患は近年増加傾向にあり、
0-2歳の小児が65%を占めますが、成人発症例も時に認
められます。発症機序には即時型（I型）アレルギーが
関与し、原因食物としては、鶏卵、牛乳、小麦、甲殻類、ピー
ナッツなどが報告されています（図1）。アレルゲンの中
にはいくものコンポーネントが含まれ、その一部に微量
でも症状の発現に強く関与するものがあり、どのコンポー
ネントに対するアレルギー検査が陽性であるかが重要と
のことでした（図2）。従来、食物アレルギー発症のハイ
リスクの児に対してはできるだけ出生後しばらくはアレル
ゲンへの暴露を避けることが推奨されてきましたが、近
年の臨床研究において、出生早期からアレルゲンを摂取
することで、経口的な免疫寛容を誘導し、食物アレルギー
の発症を抑制できることが示されました。また、思春期
から成人に多い食物アレルギーには花粉－食物アレル
ギー症候群、ラテックスアレルギー、食物依存性運動誘
発アナフィラキシー、パンケーキ症候群などが知られて
います。食物アレルギーの診断は血液中の特異的IgE抗
体の測定や食物経口負荷試験などによって行い、発症時
の治療には、症状の出現部位や重症度に合わせて抗ヒス
タミン剤、気管支拡張剤、アドレナリン（エピペン®）な
どを使用するとのことでした。    （文責：内科 大田  聡）
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研修・講演・勉強会のご案内〈12月分〉
１. 地域連携・開放型病床症例検討会

※12月開催の参加は、申込が必要です。詳しくは、ふれあい地域医療センターへご連絡ください。TEL076-422-1112（代表）内線2989　　　
日時：12月12日（火）19：00～ 21：00
場所：当院３階　講堂

　心臓カテーテル治療が急性心筋梗塞治療のスタンダードになりました。当院でも24時間体制で取り組み、年間50 ～60
例の急性心筋梗塞患者を受け入れ、その多くに来院から90分以内に心臓カテーテル治療を行っています。
　薬剤溶出ステントを用いたカテーテル治療の現状を具体的な症例を提示し報告いたします。また現在富山医療圏および富
山県全体の取り組みとして、急性心筋梗塞患者の心臓カテーテル治療の統計をとっておりますのでご報告させていただきます。

循環器内科部長　清川　裕明１）ミニレクチャー （１）急性心筋梗塞治療の現状

２）症　例　検　討

　遠隔転移を伴わない局所進行肺癌の手術では、根治性とともに残存肺機能の温存にも配慮することが求められる時代とな
りました。高齢者かつ並存症の有病率が上昇した昨今、肺機能を温存することで呼吸器疾患のみならず他病に与える影響も
軽減できるからです。
　今回提示する症例は、左肺動脈主幹部に直接浸潤した上葉肺癌の患者で低肺機能のケースです。通常は左肺全摘手術が非
適応の場合は、放射線化学療法が選択されますが治療効果は限定的です。そこで今回は自己心膜でパッチを作成し、肺動脈
壁を合併切除した欠損部をこのパッチで再建することで左肺下葉を温存することができました。自己組織での補填は技術的
には高難度ですが、自由度が高く抗感染性、抗血栓性に優れるため高齢者や合併疾患を有する患者にとっても良い適応です。
従来、治療の適応がなかったケースにも根治の機会が広がりました。

呼吸器外科部長　土岐　善紀 （２）局所進行肺癌に対する肺機能を温存した拡大手術

12
月
12
月

予
告
予
告

※１月の地域連携開放型症例検討会の開催はありません。
　次回は２月の開催を予定しております。ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。
日時：平成30年２月13日（火）19：00～ 20：15
場所：当院３階　講堂
内容： ①ミニレクチャー　（担当）産婦人科　　　　　　
　     ②症例検討　２例（外科・整形外科）

新 着 任 医 師 紹 介新 着 任 医 師 紹 介

整形外科医として、
地域医療に貢献で
きるよう精進してま
いります。よろしく
お願いいたします。

整形外科　藤田　健司 整形外科　山室　裕紀 脳神経外科　木村　亮堅
地域の医療に貢献
できるよう努めて
まいります。よろ
しくお願いします。

未熟者ですが富山
の医療のため全力
を尽くしたいと思
います。よろしく
お願いいたします。

ふじ た けん じ やまむろ  き むら りょうけんゆう き

IgE

IgE

5

Ara h 2 2S

Pru p 7 GRP

IgE

IgE

5

Ara h 2 2S

Pru p 7 GRP

（図1） （図2）

（１）胸部異常陰影にて紹介された若年者の縦隔悪性リンパ腫の１例
　　　（紹介医）大沢野クリニック　安達　康子先生
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線診断科　草開　公帆

（２）前頭蓋底硬膜動静脈瘻の1例　 
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脳神経外科　宮森　正郎
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　骨粗鬆症マネジャーとは「骨粗鬆症診療支援サービス」の役割を担う、骨粗鬆症に関する知識を有するメディカ
ルスタッフであり、その役割は骨粗鬆症の予防、診断や治療、また広く社会啓発活動を行うことで、超高齢社会に
おける健康格差の縮小と健康寿命の延長に貢献することです。当院では看護師４名、薬剤師１名、理学療法士２名
が骨粗鬆症チームとして活動しています。
　当院では2013年に大腿骨頚部・転子部骨折プロジェクトチームが発足し、多職種が連携した治療を行い、早期
手術・早期離床に取り組んでいます。
　骨折患者さんは再骨折のリスクが高くなり、二次骨折予防が重要となります。当院では入院中から骨粗鬆症薬物
治療の開始、運動指導、栄養指導、生活指導を行い、転院先の病院や施設においても骨粗鬆症治療が継続していた
だけるよう連携を図っています。
　また、整形外科病棟において週１回「骨粗鬆症予防教室」を開催し、看護師、理学療法士、薬剤師、管理栄養士
が順番に各分野からの講義を行っており、二次骨折予防に向けて取り組んでいます。
　今後とも活動にご理解・ご協力をよろしくお願いします。

「れんけいと支援」に関するお問い合わせは、ふれあい地域医療センターまでご連絡ください。
送付を希望されない方はお申し出ください。
TEL  076（422）1114 ／ FAX  076（422）1154
メールアドレス fureairenkei@tch.toyama.toyama.jp

ホームページ http://www.tch.toyama.toyama.jp/　がん何でも相談室：メールアドレス shien@tch.toyama.toyama.jp

一般社団法人日本骨粗鬆症学会認定
骨粗鬆症マネジャー　理学療法士
　　　　　  　　下村　歩美

二次骨折予防と骨粗鬆症マネジャー

　皮膚科では、湿疹、蕁麻疹、足白癬などの身近な疾患からアトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、蜂窩織
炎、帯状疱疹、血管炎、自己免疫性水疱症、皮膚癌などの難治性疾患まで幅広く診療を行っています。
他臓器病変を伴う皮膚疾患では、迅速な他科との連携を心掛けています。

診
療
科
紹
介 皮膚科の紹介皮膚科の紹介

《進行期悪性黒色腫の治療》
　悪性黒色腫は、非常に悪性度が高い癌であることが知られています。1970年代より、
進行期悪性黒色腫には抗癌剤ダカルバジンを含む数多くの多剤併用療法が行われてきまし
たが、有効率は低いものでした。2017年7月にニボルマブが承認されて以降、進行期悪
性黒色腫に対して新薬（免疫チェックポイント阻害薬、分子標的薬）が相次いで発売され
ています。現在、免疫チェックポイント阻害薬は抗PD-1抗体のニボルマブ、ペンブロリ
ズマブ、抗CTLA-4抗体のイピリムマブ、分子標的薬はベムラフェニブ、ダブラフェニブ
＋トラメチニブが使用できるようになっています。免疫チェックポイント阻害薬は奏効
率が高いとは言えませんが、一旦奏効すると長期生存が可能となります。分子標的薬は
BRAF遺伝子変異症例に限定され、耐性を生じやすいですが、速やかで高い奏効が得られ
ます。ここ数年で進行期悪性黒色腫の治療戦略は大きく変わってきています。

《メンバー》
　野村佳弘皮膚科部長、武原康平医師の2人体制で診療を行っています。

Brand-new topic
ブランニュー  トピック

皮膚科　左から野村部長　武原医師

月の休診日
内科
蓑内
寺﨑 靖
清水
水野
芝
多田
外科・消化器外科・乳腺外科
寺田
佐々木
庄司
整形外科・関節再建外科　　
澤口
重本

呼吸器・血管外科
瀬川
精神科
長谷川
形成外科
置塩
皮膚科
武原
泌尿器科
高瀬
眼科
藤井
歯科口腔外科
寺島

22日
1日
20日
11日
26日
5日

7日
8日
13日

 5日、 8日、26日
 1日、4日、6日、8日

1日

8日

18日～22日

19日、20日

7日、8日

1日

4日
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作・病院ボランティア 篠崎佳子※その他、急に不在となることがありますのでふれあい地域医療センターまでお問い合わせください。

編集後記 　小雪を過ぎ、吹く風も冷たく感じら
れます。紅葉も終わりに近づき雪待月

もあとわずかです。
　『ＦＭＢ長谷コーポレーション』という、ふれあい地域医療
センターマラソン部に誘われ、10月に行われた【富山あい
の風リレーマラソン・ハーフコース】に参加しました。お天
気は曇りで、寒い風が吹く中、温かい応援をもらって、たす
きを繋ぎました。チームがひとつになってタスキをつないだ
ように、地域連携業務においても色んな方たちと協働して
日々進め、人と人との連携が地域で大きな力となりますよう
に、これからも精進していきたいと思います。

  （ふれあい地域医療センター　亀山　嘉子）


