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　口腔ケアとは口の中をきれいに保つためだけでなく、口腔の役割、すなわち咀嚼・嚥下・
呼吸などを維持・向上させる効果があるといわれています。また口腔ケアをきちんと行う
ことで肺炎の発症率を減少することができることがわかっています。当院では看護師・療
養介助員による歯磨きや口腔清拭のケアを受ける患者さまが多くいらっしゃいます。
　しかしながら現場においてはケアの方
法やかける時間にばらつきがあったり、
疾患などの影響でケアが困難なケースが
あったりなどの問題がありました。「この
ままでいいのだろうか？」「この方法が患
者さんに合っているのか？」「なんとかし
たい！」との声が聞かれ、口腔ケアを見直
そうという気運が高まりつつありました。
　そこで看護部の取り組みとして歯科衛
生士の病棟ラウンドを行なうこととしま
した。歯科衛生士の山本裕子先生による口腔ケアの基本と各論について講演会を開催し、
その後は先生に毎月 1回病棟をラウンドしていただいています。ラウンドでは患者さま
のベッドサイドで先生に口の開き具合や口腔内をみていただきながら、患者さま一人一人
に合ったケア方法について時間をかけてアドバイスをいただいています。1月からは当院
の摂食嚥下障害看護認定看護師がラウンドに随行し、先生のアドバイスを十分に活かせる
ようラウンド後のフォローを行なっています。
　スタッフからは「口腔ケアに悩んでいた患者さんについて、実際にケアしていただきな
がら具体的な方法を学ぶことができました。またスキンシップやマッサージなどで患者さ
んの緊張をほぐすことで、安全に苦痛なくケアが提供できることがわかりました。」との
声が聞かれました。山本先生からは「口腔ケアといってもいろんなやり方があります。病
棟のスタッフの皆さんと協力して患者さんにとってより良い方法・続けられる方法を考

えていきたいと思っています。またご家族
がラウンドに参加されることで口腔ケアに
ついて理解と協力を得られる場合がありま
す。ぜひ参加を勧めていただければと思い
ます。」とのことでした。ラウンドで見直
した口腔ケアを継続し、定期に評価しなが
ら、患者さまの口腔環境の改善に努めてい
きたいと思います。

口腔ケアの充実を目指して　～歯科衛生士ラウンド～
教育担当師長　住田　晴美
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ボランティア意見交換会

　意見交換会は、ボランティアの方に当院での活動に対して感謝の意をお伝えすると共に、
ボランティアの方々の意見をお聞きして、今後の活動をより充実させる機会の１つとして、
年 1回開かれています。当日は、団体の代表の方やふれあいボランティアの方々 27名と
職員 20名で、会場が狭く感じるほどでした。壁にはボランティアさんの活動の写真や創
作活動での作品も飾られました。
　駒井副院長先生の挨拶からはじまり、被服ボランティアさんの「医王のひだまり」が
2013年中日ボランティア賞を受けた報告がありました。その後は、その被服ボランティ
アさんから発表用衣装をつくってもらったジャンジャンバンドの演奏と軽妙な会話で会場
は盛り上がりました。
　ビデオ上映では、ボランティアさんの活動風景や患者さんからの「できないことができ
ている」、「待っています」等、ボランティアさんへの感謝と期待の言葉が流されました。
　ボランティアさんの自己紹介では、自分の思いをたくさん言って下さる方も多くいまし
た。「ボランティアをしてあげているのではなく、いつしか喜ばれる、待っていてくれる
様子から自分たちも元気をもらわせてもらっている。」、「ボランティア貯金を行っている。」
「受け入れてくれる患者さんがいる。」、「元気で楽しく行える。」等心洗われる人間性豊か
な言葉が数多く聞かれました。
　食事会では中央にテーブルが置かれ、お互いが話し合いながら和やかな雰囲気の中で行
われました。
　最後に、欠管理課長から閉会の挨拶として、自分のボランティア体験を踏まえた話があ
り、意見交換会を終了しました。

療育指導室長　高筒　秀一　
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　１月 31日、「新年会」を行い、ボランティアの方にマリンバ&ピアノ演奏をしてもら
いました。
　リハーサルを行っている時から病棟中に音が響き渡り、患者様は皆早く食堂に行きたそ
うにしている姿が印象的でした。
　新年の挨拶を患者様の代表にしてもらった後に演奏が始まりました。
　1曲目は「チキチキバンバン」という曲で軽快なマリンバの音に皆さん心を奪われてい
ました。
　その後は「いつも何度でも」「海の見える町」など一度は聞いたことがあるジブリの曲
でした。マリンバ＆ピアノの演奏は普段、耳にする音と違い一層雰囲気が出ており患者様
も聴き入っていました。またマリンバがどんな楽器なのかという説明もしていただきまし
た。
　最後は東北地震の復興支援ソングとして有名な「花が咲く」を会場にいた皆さんで合唱
しました。素晴らしいハーモニーが生まれ大勢の人の心が一つになったような気がしまし
た。
　新年会が終わった後、患者様からは「綺麗な音やった」「また聞きたいね」という言葉
が聞かれ普段あまり聞く機会のない楽器を聞けたことに満足されていました。今後もこの
ような行事を企画していきたいと思います。
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６病棟　新年会　～マリンバ&ピアノ演奏～
第６病棟　療養介助員　小泉　啓太
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オカリナ演奏「ハマナスフレンズ」の皆さん　ようこそ
7病棟　サービス管理責任者

保育士　記州　澄恵

　７病棟には、長期入院生活を送っている患者さんや人工呼吸器を装着されている重症な
患者さんが入院しています。体験や活動も限られる中、昨年 12月に、有松理恵先生と各
教室の生徒さん 11名にオカリナで唱歌、歌謡曲「花は咲く」など重厚感ある響きを聴か
せて頂きました。初めて聴く音色と楽しく切れのある司会で、1時間のロングコンサート
でしたが、楽しく満喫しました。ご家族の方も 20名程参加して下さり、お母さんから「息
子のこんないい顔久しぶりに見たわ」「オカリナ良かったよ。癒されたわ」と声をかけられ、
親子で楽しい音楽会が企画できました。オカリナ演奏なのに何故か和服の方が・・・不思
議でしたが、なんと「南京玉すだれ」も見せて頂きました。

＊＊洲崎和代さんに「ハマナスフレンズ」の紹介とＰＲをお願いしました＊＊
　私の妹の勤務先が、医王病院と言う縁で「ハマナスフレンズ」のオカリナボランティア
演奏は今回で 2回目になります。指導者は金沢市粟崎ハマナス楽器の有松理恵先生です。
名古屋に本部を置くライリッシュオカリナ連盟所属の金沢支部長の伴侶です。団員は、金
沢・河北数ヶ所の教室で、理恵先生に技能向上の指導を受けている者達です。現役勤務者
や退職者が在籍し、ボランティアの当日都合がつく有志が集合し期日限定の「ハマナスフ
レンズ」を結成します。演奏曲は、初級、中級教本や音譜ピースから活動時期と場所を考
慮して選曲決定します。勿論先生が、団員の演奏技能を把握しての選曲になります。レパー
トリーは多数有ります。各練習教室は異なりますが、オカリナ演奏を通じて地域文化活動・
社会貢献を念頭に活動しています。
　５月 11日、オーバードホール富山で、全国縦断オカリナの集いが開催されますので、
機会があれば聴いて下さい。最後に、患者様や職員の治療専念の姿を応援します。

ハマナスフレンズ皆様のご活躍を期待しています。



Iou hospital new
s

栄
養
管
理
室
だ
よ
り

　ここで春というのは、2月の節分あけから 5月の連休のころま
でをさします。
　この時期の気候の特徴は、気温の変化が激しいことであり、俗に
「三寒四温」という言葉で言い表されています。

　節分が終わり、立春が過ぎるころになると、陽射しも暖かさを増し、木の芽がふくらみ
はじめ、芽吹きだす準備を始めます。人間も同じで、ホルモンの代謝が変化してきます。
この変化をあまり感じない人もいますが、敏感に反応してしまう人もいます。その代表的
な疾患が花粉症などのアレルギー疾患です。
　春に起こりやすい瘀血（おけつ：血の循環が悪くなって停滞する状態をいう）の病気。
春は肝機能が亢進しやすく、血液浄化作用も弱まり、瘀血となり、それが皮膚や顔、頭に
現れると考えられます。
　五行説によれば、春―肝―目―筋などの関係が示されています。
免疫力をアップさせるハーブやスパイス
◆アーモンド……便通をスムーズにして腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えることは

免疫力の向上に役立ちます。アーモンドの脂質にはビフィズス菌や乳酸
菌などの善玉菌を増やす効果があり、心臓疾患などにも効果的です。

◆ニガウリ……ビタミンCが豊富なうえ、加熱してもその含有量が変わらないのがニガ
ウリの特徴です。

花粉症によいハーブやスパイス
◆ヨモギ……気血の流れをスムーズにする作用があり、体を温め、冷えによる腹痛、下痢、

腰痛によく、止血作用も強く鼻血などに利用します。温める作用が強いので
手足がほてる人、のぼせやすい人には不向きです。

◆ナツメ……カルシウム・鉄分・カリウム・葉酸・食物繊維も豊富で美容のために用いら
れたりします。さらにナツメの実にはフルクトピラノサイドという成分が含
まれ、これがアレルギー反応を引き起こす IgE 抗体の働きを抑制するといわ
れ、花粉症への効果が期待されています。

栄養管理室長　上田　広美

≪材料≫（２人前）
よもぎ麩� 60ｇ
きなこ� 適量
黒蜜� 適量

≪黒蜜≫
黒砂糖� 50g
水� �50g

≪作り方≫
①水に黒砂糖を溶かして弱火にかけ砂糖が溶けるまで加熱し
ます。軽く煮詰めたら黒蜜の出来上がり。（電子レンジで
も作れます）
②よもぎ麩を３㎝角にカットし熱湯でさっとゆでる。
　よもぎ麩の代わりにヨモギを茹でてすりつぶし白玉粉に入
れ丸めて茹でたものも香りが良い。
③ゆであがったよもぎ麩にきな粉をまぶし、黒蜜をかけます。

春一番は肝に注意

●　効果が期待できるその他の症状　●
抗アレルギー作用、殺菌作用、新陳代謝アップ、生理痛、
生理不順、造血作用、低血圧改善

おすすめレシピの紹介（連載第４回）

6

よもぎ麩のあべかわ
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～食べる機能を考える～

　みなさんは「食べること」について改めて考えたことはありますか？普段何気なくして
いる食事やですが、実は口の中やのどは、とても複雑な動きをしているのです。今回は、
嚥下のメカニズムについてお話します。
　まず最初が「先行期」です。視覚、聴覚、嗅覚、触覚で食物を認知することによって、
空腹や食欲を感じます。また、唾液の分泌や口唇や舌や下顎が食物を取り込むための準備
を始めます。次の「準備期」では、食物を口に取り込んで、噛み砕き、唾液と混合して、
食物を飲み込みやすい形に整えます。そして「口腔期」では、食物を舌の中央に集め、奥
舌からのどへ送りこみます。ここまでは、随意的な動きです。「咽頭期」では、嚥下反射
が起こり、食物がのどを通過し、食道へ送り込まれます。この時、気管に食物が入らない
ように、喉頭蓋といわれる動く蓋が閉まります。また、鼻のほうにも食物が行かないよう
に軟口蓋といわれる動く蓋が侵入を防ぎます。嚥下反射は、唾液や食物を飲み込む時にの
どを触ってみると、動きがよく分かります。最後の「食道期」では、食道の通過と胃への
送り込みが行われます。食物が通過してすぐ、食道入口部が閉鎖し、食物が逆流しないよ
うになっています。

　このように、「食べる」とい
うことは、ほんの数秒の間に、
さまざまな器官の協調運動に
よって、成り立っています。食
事の時に、ご自分の口や舌、の
どがどんな動きをしているか、
ぜひ観察してみてください。
　そして、「嚥下障害」という
ことばはご存じでしょうか？特
に「咽頭期」「食道期」の動き
がうまくできないと、嚥下障害
をきたします。嚥下障害をきた
すと、肺炎の原因となる「誤嚥」
やのどに食べ物が詰まる「窒息」
を起こすこともあります。誤嚥
や窒息を予防するために、当院
では、嚥下障害の患者様に対し
て、一人一人に合った方法で、
食環境を整えたり、食事形態を
見直したり、機能訓練をしたり
もしています。

言語聴覚士　谷内　初美　

画像の出典：嚥下障害ポケットマニュアル第2版
　　　　　　執筆／聖隷三方原病院嚥下チーム　医歯薬出版株式会社



細菌性髄膜炎という病気をご存知ですか？
　細菌性髄膜炎とは､ 細菌が脳や脊

せきずい
髄を包む髄

ずいまく
膜の奥まで

入り込んでおこる病気です｡ ２才くらいまでの子どもがか
かりやすく、初めは風邪の症状と区別が難しいため、病気の発見が遅れる
ことがあります。診断がついた時にはかなり病気が進行してしまっている
ということも少なくありません。細菌性髄膜炎にかかると重症化すること
が多く、最善の治療をつくしても時には命を落としてしまうこともありま

す。また､ 知能障害や難聴、四肢の麻痺、てんかんなどの重い後遺症が残ることもあります｡
　細菌性髄膜炎の原因の約 80%が､ ヒブという細菌と、肺炎球菌という細菌です。ヒブとは､
ヘモフィルス ･インフルエンザ菌b型（Haemophilis�influenzae�typeb）という菌の略称で「ヒ
ブ」と呼びます。この細菌性髄膜炎を防ぐためには､ ヒブと肺炎球菌に対する２つのワクチンを
接種して予防することが大切です｡ 平成 25年 4月より､ これら 2つのワクチンは乳幼児の定
期予防接種となりました｡
　お母さんからもらったヒブと肺炎球菌に対する抗体は生後 2～ 3か月で消えてしまいます｡
ヒブによる感染症罹患は生後 9か月がピーク､ 肺炎球菌では 1歳前後がピークです｡ しっかり
と免疫をつけるためには､ 生後 2か月になったらできるだけ早く､ 遅くとも 6か月ごろまでに
接種を開始しましょう｡

新しい小児用肺炎球菌ワクチンについて
　肺炎球菌は 90以上の種類がありますが､ そ
の中で子どもたちに重い病気を起こすことが多
い種類を選んで､ ワクチンは作られています｡
従来は 7種類が入ったワクチンでしたが､ 近
年最も増加しているタイプの肺炎球菌 6種類
が加わり､ 平成 25 年 11 月から 13 種類の肺
炎球菌に対して予防できるようになりました｡
アメリカではこのワクチンの定期予防接種導入によりワクチンのタイプに一致する肺炎球菌感染
症は､ 90％以上減少したという報告があります｡ ワクチン接種が如何に重要かがわかります｡

検査室での経験から�
　数年前の 5月のゴールデンウィ－ク最終日､ 病院の検査
室での出来事です｡ 喀痰､ 咽頭､ 尿､ 血液､ 髄液すべてから、
肺炎球菌が顕微鏡でまさかと思うくらい見えました｡ 肺炎球
菌による感染症が考えられました｡
　事の顛末は以下のようなものでした｡
　親御さんが小さなお子さんを抱えて受診されました。最初は軽い風邪と思い込み､ 町の当番医
に行き､ 薬をもらいました。すっきり熱が下がらないので､ また別の当番医を受診し､ 処方をし
てもらいました。ゴールデンウィ－ク最終日､ それでも熱が下がらず病院へ駆け込みました。そ
の時はすでに、肺炎球菌が体じゅうに広がっていました。結局そのお子さんは後遺症が残ってし
まいました｡ もし､ 肺炎球菌ワクチンを接種されていたら､ まず後遺症は防げたでしょう｡ ( ヒ
ブワクチン接種はされていたのに…)�

　　研究検査科　仲村　恵子

Iou hospital new
s

検
査
部
だ
よ
り

8

子どもの細菌性髄膜炎を防ぐため
検査のおはなしシリーズ　４

ＶＰＤとは､ Vaccine（ワクチン）Preventable（防げる）Diseases（病気）、
｢ワクチンで防げる病気｣ のことです｡ ヒブや肺炎球菌による感染症はＶＰＤで
す｡ いつどの感染症にかかるか誰にも予想できません。だからこそ前もって予防
しておくことが大切､ 未来を支える子供たちの命や健康を守りましょう｡ 間接的
な効果として､ 身近にお子様と接触されている高齢者の方や､ さらに予防接種の
できない新生児や妊婦の方をも感染から守ることにもなります。
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医薬品の開発費用って高い(＠_＠;)
薬剤科

　一身上の都合でこのシリーズは今回をもって最終回とさせて頂きます。さて、最終回の
話題はいよいよ来年の春に開業する北陸新幹線を取り上げたいと思います。
　北陸新幹線には、新型車両の「E7系」が投入され
ます。最高速度は時速 260 キロ。金沢～東京間の所
要時間は最短約2時間半です。総工費（長野～金沢間）
は 1兆 7800 億円だそうです。国内における医薬品
の年間総研究開発費用が1兆2000億円（平成23年）
ですので、これをはるかに上回ります。「え？医薬品
の研究開発費って高くない？」とお思いですよね。年
間ですからね。日本で一番、研究開発費をかけている武田薬品さんで年間約 3000 億円。
これは売上比の 18.7％にものぼります。全産業の研究費の対売上比は平均 3.3％程度な
のに医薬品産業は平均 12％とダントツにお金をかけています。こんなにお金をかけて北
陸新幹線も医薬品もホントにペイするのでしょうか。

　北陸新幹線は、金沢市の試算によれば関東圏から
の入り込み客数 232 万人（平成 23年）から目標数
500 万人（平成 27年度）で、約 270 万人増加する
ことを見込んでいます。この数値の根拠は関西圏・中
京圏のエリア人口に対する金沢への入り込み数の数
値を基準としていて、関西圏は 2,000 万人に対して
252 万人（12.6%）、中京圏は 1,500 万人に対して

213 万人（14.2%）。そして関東圏は 4,100 万人に対して 232 万人（5.7%）です。こ
の関東圏の 5.7%（232 万人）が新幹線で金沢へのアクセスが約 2時間半になれば他の
エリアの近似値の 12.2%ぐらいになるだろうという試算です（ホントにそうなるのかな
あ）。往復運賃が仮に 3万円ぐらいとして、270万人増だと年間 810億円増となります。
それでも総工費をペイするには 22年かかる計算になります。
　医薬品の研究開発には、研究開始から承認取得まで 9年～ 17�年の年月を要し、その
成功確率はわずか 2～ 3万分の１と言われています。でも、平成 24年度に国内で最も
売れた医薬品である高血圧治療薬のディオバンは 1,083 億円（注：いわゆるディオバン
問題が発覚する前です）、前出の武田薬品さんの高血圧治療薬ブロプレスは 993億円を売
り上げています。いわば、地道な北陸新幹線、大博打な医薬品産業といったところでしょ
うか。
　医薬品の開発費用が高くなれば後々医療費にも影
響してきますので、開発費用が高くならないように
（大博打にならないように）薬剤師として現場の私
たちも協力して行きたいと思います。もちろん、北
陸新幹線の売上げには個人的に協力させて頂きたい
と思いマスo(^ ▽ ^)o

E7系。カッコいいですよね。

グランクラスに一度は乗ってみたい。

医王病院から見える北陸新幹線の線路。
来年の春が待ち遠しいです。
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臨床工学技士室の「輪・和・環」

　臨床工学技士室では、入院されている筋ジストロフィー、　神経難病、超重

症心身障害児者様に対する生命維持監視装置を安全に使用していただけるよう

に日々点検を行い、患者さまやご家族の不安や悩みを少しでも解消できるよう

に心がけています。また入院・在宅患者さまにおいては、多職種と連携を取り

ながら、患者さまに楽しく生活ができるよう人工呼吸器などを安全に使用でき

るように援助をさせていただいています。

　これからも多種職と協力し患者さまが安心できる生活が送れるよう支援をし

ていきたいと思います。
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ホームページ　http://www.ishikawaｰc.ed.jp/~iouxxs/

●石川県における病弱教育を担う特別支援学校は、医王特別支援学校（及び小松みど
り分校）です。

　※病弱教育とは、何らかの病気により長期にわたって医療（入院・治療）を要する
子どもたちへの教育です。

●医王特別支援学校は、隣接する医王病院に入院しながら教育を受けることができる
県立の学校です。

●個々に応じて、学習空白や遅れを補う教育をしていきますので、安心して入院し治
療できます。

●医王特別支援学校には、小学部、中学部、高等部、分教室の教育があり、希望に応
じて進学・就労などの進路指導も行っています。

病気の子どもたちにも
　　　　 継続的な教育が必要です！

　

もちつき大会　Ｈ26，1，16（木）

冬の風物詩「新年もちつき大会」が行われました。
蒸しあげた餅米を本格的な臼と杵で交代しながらつきました。
大根おろしやあんこ、きな粉、のりなど好みに応じておいしく
いただきました。あと片付けも頑張りました。

分教室　節分の会
　２月３日（月）
分教室職員が各病棟をまわって
節分の会を行いました。

やっつけたい
鬼の発表。

福娘と改心した鬼と一緒に記念撮影。

鬼は外。
豆を投げたよ。
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～ 外来診察のご案内 ～

独立行政法人
国立病院機構医王病院 ●交通アクセス

・JR金沢駅よりJRバス（福光行、田ノ島行、中尾行）で30分、医王病院前下車
・JR森本駅より徒歩15分　・北陸自動車道　森本ICより車で５分　・山側環状線より車で５分

〒920-0192 金沢市岩出町ニ73-1　TEL.076-258-1180 FAX.076-258-6719 http://www.hosp.go.jp/~iou/

■発行者　医王病院　■発行人　関　秀俊　■発行日　平成26年４月１日　■印刷所　株式会社ハクイ印刷

～ 患者さまの権利と義務 ～
　患者さまは誰でも人間としての尊厳を大切にされ、医療を受ける権利を有しま
す。また、医療は患者さまと病院職員が、お互いの信頼関係に基づき共に作り上
げていくものです。したがって患者さまには医療に積極的に参加していただくこ
とが必要です。
　当院はこのような考えに基づき、下記の「患者さまの権利」を尊重して医療を
提供いたします。また患者さまは「患者さまの義務」を果たされるようにお願い
致します。

患者さまの権利
１.患者さまは良質な医療を公平に受ける権利を有します
２.患者さまは病気に関する情報や検査・治療についての説明を聞き、自分の受
ける医療を選択できます

３.患者さまは個人情報を保護される権利を有します
４.患者さまはいつでもカルテ開示を求める権利を有します
５.患者さまはいつでもセカンドオピニオンを求める権利を有します

患者さまの義務
１.患者さまには病院の諸規則を守る義務があります
２.患者さまには自ら病気を治そうと努力し、また病気に関し病院職員の指示を
守る義務があります

３.患者さまには他の患者さまの治療や検査、快適な療養生活に支障を与えない
ように配慮していただく義務があります

４.患者さまには当院での入院治療が必要でなくなった時には退院頂く義務があ
ります

５.患者さまには医療費の外、利用契約に基づく一部負担金などを支払う義務が
あります

医師および医療従事者の権利
　医師および医療従事者は、自らの良心や医療倫理に相反することに対して、患
者さまからの要求があっても拒否する権利があります

《編集後記》
　先日、H25年度に採用された新人看護職員が１年間を振り返る研修会が行われました。この１年、一人一人が
理想と現実のギャップに悩みながら頑張ってきたこと、また自らの看護体験を真摯に受け止め反省するとともに2
年目に向けての目標を語る姿に確実な成長を感じました。それぞれが自分らしく活き活きと、自信を持って看護
を提供できる人材に成長されることを願います。� 病院ニュース編集委員会

職員募集 看護師30名募集中です。詳しくは人事担当までお問い合わせください。

【診察時間】

午前

午後

診察受付/午前８：30～11：30
診察時間/午前９：00～正　午
診察受付/午後３：00～ ５：00
診察時間/午後３：00～ ５：00
（予防接種の方は午後３：00～４：30）

●内科外来担当

●皮膚科

●小児科外来担当

●専門外来（要予約）

診療科 月 火 水 木 金

午前

一般内科 池田芳 本崎 髙橋 池田篤 池田芳

神経内科 髙橋 駒井 　  駒井 石田

呼吸器内科 田上 田上 田上 田上 田上

診療科 月 火 水 木 金
午前 皮膚科 八田 八田 八田 八田 八田

診療科 月 火 水 木 金

午前 一　般 中村奈 辻 関 丸箸 大野・奥田
（予約）

午後 一　般 脇坂 未定 未定 山田 山田・奥田
（予約）

【休 診 日】土曜・日曜、祝日

＜心身症＞ 関・大野
＜言　語＞ 中村奈・脇坂
＜発達/神経/てんかん＞ 辻・脇坂
<重症心身障害児> 丸箸
<筋ジストロフィー> 辻
<肥　満> 山田

この広報は高精細340線で印刷したものです。PIN No.P13-0179

この印刷物は、E3PAのゴールド
プラス基準に適合した地球環境
にやさしい印刷方法で作成され
ています
E3PA：環境保護印刷推進協議会
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