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資料 2 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会報告書
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資料 5 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会報告書(最終案)
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会議次第 1 開会

2 議事

(1)報告書（素案）の修正について

(2)報告書（素案）に対する医療機関からの提案について

(3)その他

3 閉会
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○会長 それでは、第6回杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会を始めます。

本日は、報告書の案や寄せられたご意見などいろいろありますが、適宜進めていきたい

と思います。

議事は大きく二つあります。最初の議題ですが、報告書（素案）の修正について、事務

局から説明をお願いします。

○副参事 はい。説明の前に、事前送付させていただいた前回の会議録について、何か意

見、修正等あれば承りますが、よろしいでしょうか。

（ 了承 ）

○副参事 それでは、報告書（素案）の修正について、資料1、2、3をもとに説明させて

いただきます。

報告書（素案）が1月下旬に公開された後、区議会、救急医療連絡協議会、地域保健推

進協議会等の場で報告いたしました。その場でさまざまなご意見をいただいたものを、資

料1にまとめました。報告書（素案）に具体的に盛り込めそうなものについては、事務局

案として加筆しているところもありますので、資料2等も参考にしていただければと思い

ます。

（資料1、2 説明）

○会長 はい。どうもありがとうございました。

ただいま資料の説明がありましたが、全体を通じて何か質問はありますか。

○委員 資料1のつくりですが、右側の方に「対応（案）」とあって、斜め線のところと

加筆というところと空欄のところがありますが、これは使い分けに意味はありますか。

○副参事 今回、案として提示させていただいて、委員の皆さんの意見を伺えればと思い

ますが、斜線のところはほぼ感想に近い意見であり、修正の必要性を議論していただく必

要はないかと思っています。空欄のところは、取り扱いが難しいと思われ、具体的に入れ

ていませんが、もし反映させるべきという意見があれば、入れていきたいと考えています。

○委員 これを見ると、報告書にも資料としてつくようなので、「対応」ではなく、「備

考」欄などにして、わかりやすくしたほうがいいのではないでしょうか。

○会長 そうですね。一目見て、わからないですね。

あと、何も書いていないところも、どこかに当てはまるところはないでしょうか。資料

1の裏の一番上のあたりの、つくってほしいというのは、どこかに出てきたような感じが

ありますか。
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○参事 空欄のところは、既に書いてあるという意味のものも結構あります。

○委員 すでに書いてあるものと、対応が難しいものと、両方混ざっているのですね。

それに一々何か答えを入れていくと、難しくなるのではないかと思います。

○会長 極端に異なるような意見はなかったと思います。概ねいい評価だったと思うので

すが、対応できるところはきちんと書いた方がいいと思います。

ほかに、いかがでしょうか。この意見を受けて、報告書の案にどう織り込むかというこ

とでも結構ですが。

○参事 少し補足させていただきます。今回、議会の中では総じて好意的に受けとめてい

ただきました。

要望や質問には、それぞれ答弁しておりますが、そこで一番困ったのは、13番です。提

言で述べている、「必要度が高くない救急や安易な救急外来受診」は、現状と課題では書

いていないではないかと言われまして、確かに整合性がとれていないところなのです。た

だ、「現状と課題」では、それまでデータとして見たものについて書いており、こういう

状況はデータとして押さえていないので、確かに整合性はとれませんが、と答弁していま

す。ここは、質問されて、一番、確かに、と思ったところです。この辺はいかがでしょう

か。

○会長 これは東京都でもよく言っていることですから、何の疑いもなく盛り込んだと思

います。いかがでしょうか、この意見13の扱いですが。

○委員 直接言及はしていませんね。会長がおっしゃるように、そもそもの前提というか

一般的によく言われているので、改めて課題として書くかどうかの問題ということもあり

ます。例えば、救急搬送のところで、8ページから9ページにかけて、救急車の搬送の状況

を傷病別でいうと、杉並区では軽易で入院を要しない軽症が56％あるということが、文言

としてあるわけです。これは本来救急車を呼ぶべきものではないですね。いろいろ、電話

相談とかトリアージ判断ということにかかわることで、ここに触れていないこともないの

で、杉並区に限らず救急搬送の中で軽症者がかなり占めているということで触れています

から、間違っていないとは思います。

○参事 「現状と課題」で、こう言っていないというだけですね。

○会長 そうですね。一般的な啓蒙ということで、このままでもいいと思います。ほかに

何か意見はありますか。

○委員 8ページに書いてあるみたいに、今のでよろしいと思います。
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○会長 はい。「現状と課題」のところではないですが、報告書の中で触れていますので、

これは東京都全体あるいは日本全体でも啓蒙していますから、改めて喚起するような形で、

残すということでよろしいでしょうか。では、そうしましょう。

○参事 もう一つ、14と15はセットみたいな質問なのですが、165床、基準病床を下回っ

ており、それを埋めていくとすると、急性期が必要なのか、高齢者の慢性期が必要なのか、

どちらが先なのかということをわかりやすく書いてほしいという言い方でした。それは、

あえてこの検討委員会でも優先順位をつけているわけではないし、どちらも必要だと言っ

たのですが、だれも決められないところかと思っています。

○委員 さっきのところに、少し戻ってもいいでしょうか。「必要度が高くない」という

ところに、確かに軽症が多くて、指を切って血がとまらなくて、救急車で来る方がいらっ

しゃいます。入院の必要がない軽症ですが、血がとまらないということで、救急車で来る

方がおられるので、これは必要度というところに入りますが、それプラス緊急性を要しな

いという文言を足していただくと、軽症でもすぐに診なければいけない人もいるというこ

とを含めているので、それを少し入れていただけるといいと思います。

○会長 では、21のところにその文言を入れましょう。より限定できるから、いいのでは

ないかと思います。

○参事 そこは少し表現を工夫したいと思います。

○委員 あと、14番についてですが、基準病床数より不足しているということで、どのく

らい必要かということなのですが、必要度と病院側の経営状況が一致しない場合もあって、

区内でも、救急病院がリハビリ病院になった例もありますし、内科救急の一つが3分の2を

リハビリテーションの特化病院に転換をして運営が始まっているというケースもあります。

赤字でも問題なくやる公立病院であればいいのですが、経営と絡んで難しい問題をはらん

でいるので、二次救急が必要にもかかわらず、今、救急病床が減っているという状況にな

っているということです。

○会長 ここは両方必要だということで、決められないですよね。

○委員 この報告書の中では、専門医療の機能等の充実という中に165床のことを書いて

あるので、165床を専門機能に充実させるというふうにしか読めなくなるのですが、やは

り救急医療や高齢者医療というところもあるわけだから、21ページの(1)の上の方にある

「165床不足しており」という部分は、ここに書いていいのかどうかということですね。

これだと、専門医療を充実するために165床使えという書き方になっています。
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○会長 165床が不足しているというのは、どこかほかに入れるところはありませんか。

専門医療のところで165床の部分は触れずに、165床不足している事実をどこか現状の中へ

入れるような形ができるでしょうか。

○委員 23の一番最後の「杉並区の地域救急医療充実に向けて」というところで、「現状

で165床不足して、杉並区の地域医療の充実に向けて」と、ここでさらっと入れてしまう

とかですね。

○会長 7ページに、もう入っていますね。

○委員 全体の中にかぶせてしまえばいいかなと思います。

○参事 最初には、一応押さえていますが。

○委員 今の専門医療のところに入っていると、やはりそれ専用みたいにとられますね。

だから、その位置ではない方がいいと思います。

○会長 では、21ページの「165床不足」というのは、削ってください。7に入っています

が、もしどこか全体を見渡したところで、入れられそうなところがあれば、入れていただ

いてもいいですが、7ページに入っているから、必要ないかなと思います。

○参事 「その有効活用も含め」と入れていますから、確かに、165床はここに使われる

べきだと、踏み込んでいる感じはありますね。

○委員 読み方にもよりますが、そう見えます。

○会長 これは三つの区で165床でしょう。

○参事 そうです。

○会長 新宿と比べたら、何か不公平ですよね。人口当たりにしたら、開きがすごいです

よね。もちろん、あちこちから患者は来ますが、165床、優先枠みたいに杉並で使わせて

くれた方がいいですよね。

○会長 あと、先程の提言の13のところの、委員の意見も、事務局で表現を考えていただ

けますか。

○参事 はい。

○会長 あと、いかがですか。積み残したこととかありますか。

では、もしまた、疑問点とかご意見があれば、戻っていただいても結構ですので、議事

を進めましょう。

○参事 議題の(2)が報告書（素案）に対する医療機関からの提案についてということで、

資料4でお示ししています。
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Ａ法人ですが、昨年5月、6月ぐらいから、移転・改築を考えて用地を探しているという

話が杉並区にもありました。それで、区として、適当な用地はないということでお断りし

ましたが、今年度の国の耐震化助成には応募をしております。現在地建てかえという前提

で応募し、国から補助の内示があったということです。今回、この報告書の素案を見て、

やはり杉並区内に移転を検討していたという話があったので、それならきちんと申し出て

いただく方がいいだろうということで、このような文書をいただきました。

文書の内容は、360床程度の病院の移転・改築の準備をしていたけども、用地確保のめ

どがついてきたということで、この時点では、和田にある法人所有の土地の中に建てると

いう案と、その付近の用地を買収する案と、二つあると聞いておりました。そういう中で、

ぜひ、来るに当たっては、検討会の報告書も参考にしながら、地域の医療に貢献したいと

いう申し出の内容です。

区に提出された文書には、二次救急や周産期医療を充実させたいということが書いてあ

りますが、もともと災害拠点病院であり、休日全夜間診療を行っている二次救急の指定病

院です。あと、ＣＣＵネットワークにも加盟しています。そういう中で、周産期も今後充

実していきたいというプランを持っているというのが、申し入れの内容です。

それから、もう一点はＢ法人からで、これは今回の検討の中で、各病院のヒアリングを

したときに、5年ぐらいのうちにＮＩＣＵ等の設備も整えて、移転改築を実行したいとい

うような話は聞いておりました。今回、報告書の素案ができ、各病院にもお送りしたとこ

ろ、この検討会の報告書が示している方向性が自分の病院の構想とも非常によく合致して

いるので、ぜひ、この検討会でそういった方向性を後押し、支持してほしいというお話が

ありました。しかし、この検討会はそういう性格のものではないということで、検討会と

してその考えをどう見ていただくかということもあるので、現在の構想を一つの提案とし

てお出しいただいたというのがＢ法人からのものです。

Ｂ法人は、現在地ではこれ以上増改築できないということと、現在の用地だと、同じ容

積のものは建たないということもあると伺っています。

既存の病院を誘致して杉並区の地域医療を充実するのは、地域医療のバランスに大きな

変化を与えるだろうから、区内の病院の移転が現実的ではないかというのが提案の趣旨だ

と思います。基本的な考え方は2病院構想で、400床の急性期対応病院と200床の病院でい

きたいということです。400床の病院では、二次救急でも中等症以上を中心としてかなり

受け入れ態勢を強めていき、災害時にも対応できるような体制を敷いていく計画です。
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また、現在地に200床ぐらいを残して、そこに、特に、がんや糖尿病などの慢性期を中

心に、不定愁訴などへの心のケアセンターも考えていきたいという申し出がありました。

これらの提案についての取り扱いですが、私どもとしては、この検討委員会として、二

つの提案についてどう受けとめているかという見解をお示しいただいた方が、今後、区が

具体化させるにあたって、より具体的な動きにつながりやすいかと思っています。

Ａ法人の提案については、基本的には二次保健医療圏域内での移転であって、地域医療

のバランスを損なうことなく、区の病床が増加するということです。また、東京都指定の

二次救急でもあるし、災害拠点病院、ＣＣＵネットワーク加盟施設であり、周産期医療の

充実にも取り組むということなので、検討会の提言とは合致する方向で充実が図られるの

ではないかと思います。ただ、漠然とした内容なので、もう少し具体的に、規模や時期な

どがはっきりしたところで、救急専任医師の配置や、ＮＩＣＵも含めた周産期などについ

て要請していったらいいのではないかと考えています。

また、Ｂ法人については、区内病院の移転改築・再編の構想であるから、これ自体は地

域の医療バランスに与える影響は少ないということで、提案の内容についても、総合的に

検討委員会の提言とも合致した内容にはなっていると思います。ただ、そもそも用地確保

の問題がありますので、そんな用地があるのかというところは、区としてもきちんと見て

いく必要があると思いますし、実際に一病院の構想なわけですから、資金計画も含めた具

体的な案を出していただかないと検討の余地もないということで、慎重に検討することが

望ましいという見解をお示しいただくのがいいかと考えています。

○会長 この見解（案）というのは、委員会としての見解ということでしょうか。

○参事 そうです。

○会長 それで、Ａ法人は現状の病床数のまま移ってくるということですか。

○参事 場合によっては、二、三十縮小するかもしれないということです。

○会長 Ｂ法人は165床を使いたいということでしょうか。

○参事 むしろ使いたいということです。

○会長 この検討会の権限の範囲の問題とも絡んでくると思いますが、いかがですか。

私は、医療機能のことを審議してきたので、Ｂ法人の見解は少しどうかと思いました。

○委員 耐震助成を受ける場合は縛りがあり、病床過剰地域については、病床の10％削減

が義務づけられています。また、既存病床の面積が狭い場合には新基準を適用するという

ことがあるので、少なくとも、今までの許可病床よりも10％以上少なくなることになりま
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す。そのかわり、ある程度の補助が得られます。

病院の場合、病床はある程度多い方がマスメリットがあるので、誰でも大きくしたいの

です。ただ、そのときに、許可病床が多くならなければ意味がないので、Ｂ法人の言って

いることはとても病院本位の考え方だと思います。どの病院でも、増床したいという気持

ちがあると思いますが、今の補助金のスタイルからいうと、増床をして補助金も得ること

はできないことになっているので、自前で全部お金を賄えるところ以外は、増床して、な

おかつ新病院にするということはできないのです。これを、もし区が一病院に、というこ

とになると、問題かと思います。

逆に、不採算部門や、どうしても必要な機能だけど、区の中にないというところをやっ

てもらえるということであれば、これはだれもが手を挙げることではないので、いいと思

います。Ｂ法人の二次救急、急性期、外科というのは、すべての病院が向かおうとしてい

る経営方針を書かれているだけで、決して杉並区全体の病床の有効利用とか、足りない部

分を賄うということでもないと思います。こういう条件で増床ができるのであれば、誰も

が増床したいと思うのではないかと思います。

耐震助成の通知は私どものところにも回ってきましたが、それをやると、何十年もの間、

増床はできないなどの縛りがあって、手が挙げられないというのが現状です。区が用地を

確保してくれて、そこに自分で建てればいいということになれば、みんなが手を挙げるの

ではないでしょうか。

○委員 私も感じたのは、報告書案にもありますが、ヒアリングを行った病院の中で、例

えば、Ｇ病院も具体的に用地があれば増床したいと言っています。こういう状況になると、

ほかの病院ももう一度調べ直さないと、おかしいなという感じがします。

○委員 私も、こういう検討会などでは抽象論ばかりで具体論がないから、具体的な動き

があるということは、気分的にはありがたいとは思いますが、一方でこの報告書の性格を

考えると、どうしても中立性を非常に重視しなければいけないので、プライベートホスピ

タルの個人的な意見あるいは希望を、少なくとも公的な報告書につける内容とは違うので

はないか、やはり切り離す方が好ましいだろうと思います。資料として、今のところこう

いう提案がありますぐらいは構わないと思いますけど。

○委員 やはり利害関係がすごく絡んでくることなので、それを報告書に入れるのは、忍

びないと思います。

○委員 そうですね。少し抵抗があるでしょうね。
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○委員 一歩踏み込み過ぎかなという感じがします。

○委員 新年度、これをもとに検討される中で、例えば、用地確保にも、区としてはこう

対応を考えているとか資金提供も考えるというのは、その政策を考える上で検討されれば

いい話であって、報告書の中に入れ込むのはどうかという感じはします。

○会長 この委員会としたら医療機能の評価だから、Ｂ法人の提案が、杉並区の医療機能

の充実に寄与する内容だったら、それは評価したらいいと思うのです。

○参事 この提言に基づいて、区としてどうするというときに、それぞれ病院から提案さ

れた構想があれば、その実現可能性を検討した方がいいでしょう。そのときには、資金計

画も求めて、現実的なものかどうかということも、区としても検討した方がいいだろうと

いうことになると思うのです。その方針を決定に持っていくのに、委員会としての考えが

明らかになっていたほうがいいのではないかと思いました。

○副会長 全員がこの委員会の考えとして出すのは反対ということだから、やめたほうが

いいのではないでしょうか。

○参事 では、Ａ法人もＢ法人も、書いていることは評価するという内容だけにしましょ

うか。

○委員 そこは、否定するものではありません。

○参事 ほかからまた出てくるかもしれないので、そのときも同じように考えていくため

の一つの目安として、そこまでなら大丈夫ですか。

○委員 前向きなプランが出てくることは、我々としては歓迎しているわけです。

○委員 いいプランを出すということで言えば、公募した方がいいと思うのです。ただ、

杉並区の病院を助けていただけるということであれば、区内病院から公募してもらえれば

ありがたいのですが、区民を第一に考えたら全国公募ということですね。

○参事 でも、ある程度既存の病床がないと、プラス160の中で、そこができません。

○委員 どういうプランが出てくるかはわからないですよね。例えば、だれもが嫌とする

ようなところだけをやるという人は多分いないと思いますが、そういったプランも出てく

る可能性もあるかもしれません。

○参事 それも一つのやり方だと思いますが、その場合でも、区の支援策は一切なしで、

どういう支援をしてほしいかも含めて提案してくださいというような話になるかもしれま

せん。

○委員 支援がなければ、今はできないですよね。
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○参事 ただ、支援を前提とした公募というのは、意思決定しないとできません。そうす

ると、その前にどのような病院が必要かという意思決定する必要がありますが、それはで

きないわけです。だから、ある程度病床を持っていて、プラスアルファを使いながらこう

したいという提案でないと、現実的には厳しいだろうと考えています。

○会長 いずれにしても、委員会の役割としたら、提案の内容を評価する形がいいと思い

ます。

○参事 また、今後もいろいろなところからの提案もあるかもしれないから、それも同じ

ようにやっていきましょうということですね。わかりました。

○会長 いかがでしょうか。この資料4に関しては、医療機関の提案を受けて、どういう

医療機能を目指しているかということと、我々が検討してきた杉並区の医療体制の将来像

とが、いかに合致しているかということを評価したという内容で、よろしいでしょうか。

○委員 いいと思います。

○委員 国とか自治体とか公的機関が、何らかの民間を支援するとしたら、やはり民間で

は採算上できない、あるいは、ほかの事情があってとても手を出せないようなところに関

して応援するということですよね。

○参事 やりたくてやるのは、全く関係がないです。基礎的自治体レベルでこういう医療

行政にお金を使ったという例は、練馬の場合であれば、順天堂病院の誘致があります。あ

れは用地を確保し、建設費用の半分を出しています。江東区も、今、同じようなことをや

っています。それから、台東が都立病院を引き受けて、区立の病院にしました。あと、港

区が愛育病院に対して支援をするみたいなことを言っていました。少し、いろいろな形が

出てきたことは事実です。

○会長 では、よろしいですか。そういう表現にさせていただきます。

（ 了承 ）

○参事 それで、報告書の最後に、「おわりに」をつけるわけです。前回、委員から指摘

もいただいたので、それを踏まえて文章の案を作りました。

○会長 今のご説明ですが、いかがですか。

○委員 蒸し返すようですが、「とは言え」というところからの文章ですが、この2病院

というのを、何か書き方がもう少し柔らかくならないでしょうか。

○参事 一応、今後もそういう話はあるだろうということでは、最後の「その他の病院の

意向や動向等にも十分留意し」というのは入れました。
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○委員 その「2病院の構想に対する見解」という文字をとるわけですよね。

○参事 はい、そうです。

○委員 そうすると、あまり2病院に絞らずに、幅広くなるのではないでしょうか。

○副会長 私の印象では、この調査検討委員会で6回の検討を重ねてきて、最後にこの二

つの病院が突然出てきて、それで、それを何かまとめのように書くというのは、我々委員

としては心外な気持ちがします。

○委員 ずっと読んできて、ここだけ具体的な話が出てくると、インパクトが強いのです。

生々しい話になっていて、今までが統計的な処理とか、いろんな具体的な数値の積み重ね

で地道な作業をしていたのが、急に花火が打ち上がったような感じの書き方なので、少し

違う感じがします。

○参事 「大変歓迎すべき」の「大変」は大げさだと思いますが、そういう提案がなされ

てくることは歓迎すべきだということはよろしいですね。

○委員 ええ。前向きにということなのですが、最後のところが一番重きを持っているよ

うな感じがします。

○委員 「複数の」という表現はどうですか。

○委員 あるいは、我々の提言に対して具体的なプランが出されていることを歓迎するこ

とでいいわけです。

○参事 そうですね。素案を出したらば、その提言に対して複数の病院から申し出を受け

ていて、そういった動きは歓迎すべきことだ、という表現ですね。

○会長 この検討の期間中も、報告書の素案を受けて、いろいろ動きがあった程度でいい

のではないですか。今後、我々としても杉並区がいい医療に向かうように、例えば、こう

いういろいろな動きに注視していかねばならないというような感じではいかがでしょうか。

幾ら、複数の病院とか、いろいろ表現を工夫しても、何か不自然な感じがします。

○参事 先ほどの資料4はつけるということでよろしいですね。

○会長 はい。

○参事 そうなると、やはり、見解を最後に付すこととしたというのは、残しておきたい

と思います。

○会長 見解はどこかに残していいのですが、そちらにすごく注目するような形になるの

が気になります。

○参事 「おわりに」のところにも触れない方がいいということですか。
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○委員 いや、言葉として具体性がないもので、こういうことによって動こうとしている

病院があるという、客観的な表現で書いた方がいいと思います。

○参事 つまり、資料4自体が、どんな提案があったかということを載せずに、「おわり

に」のところで、二つの病院からそういう申し出があって、それらは委員会としては提言

内容に沿ったものだと認識しており、それも含めて、今後、いろいろな病院の動向に配慮

しながら、ということになりますか。

○会長 区民の立場からしたら、どういう提案があったか知りたいのではないですか。

○委員 区民は見たいでしょうね。ただ、今回はそうではなくて、何が必要かということ

を検討する委員会でして、一法人の意見を重きに置いて最後に載せるのかどうかというこ

とだと思います。

○委員 私も、資料4は外した方が、報告書としてはまとまると思います。

○会長 資料4を外すなら、「おわりに」も第2パラグラフぐらいまでで、あとは最後のパ

ラグラフの後半ぐらい続けていって、病院だけでなく、診療所も含めた医療機関というこ

とでまとめたほうがいいと思います。

○参事 その場合、資料4はなしということですね。

○委員 そうですね。

○会長 では、資料4は割愛して、まとめに軽く、いい方向だということで歓迎の意を示

して、さらにそれに続くような動きを期待するみたいな形の表現でいかがでしょうか。

○参事 そうですね。では、文案を考えます。

○会長 では、この資料4は外部には出さないことにして、最後の「おわりに」のまとめ

方については、案ができたらメールか何かで皆さんに送っていただけますか。

○参事 わかりました。

○会長 最後の論点はこれだけなので、いろいろやりとりして、よければそれでまとめる

ということでいかがでしょうか。

（ 了承 ）

○会長 あと、先ほど言いましたように、病院だけでなく、診療所も念頭に置いていただ

いた方がいいので、そのあたりの修正もお願いします。

○参事 はい。

○会長 では、大体そういうところでしょうか。あとは何かございますか。

○副参事 それでは、最後に、本日お手元に調査検討委員会の報告書のイメージをお配り
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しています。

素案の段階から、内容的には先ほどご説明したような内容が変更されているという点と、

これに加えて、資料1から、順に資料を付けております。特に、河原教授に作成していた

だいたデータで、特定機能病院、地域医療支援病院、三次救急病院など、杉並区周辺の主

要な医療機関等が地図上で一覧できるものを追加させていただきました。

今後、本日ご意見いただいたものを踏まえて、また「おわりに」の文章等を変更させて

いただいて、なるべく早急に委員の皆さんにお送りさせていただき、またご返答いただき

ながら、完成を目指したいと思いますが、最終的には会長一任ということでまとめさせて

いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○委員 資料に付いた地図、書き方は少しばらつきますけど、見やすいですね。

○参事 内容は本当に見やすいものができたので、よかったと思っています。

○副参事 あと、本日は付けておりませんが、巻末に用語集も付けたいと思っています。

以上です。

○会長 では、全体を通じて、何かありませんか。よろしいですか。

（ なし ）

○会長 本当に長い間、ありがとうございました。おかげでいい報告書ができたと思って

おりますので、まだ、いろいろ作業はあると思いますが、よろしくお願いいたします。

本当にありがとうございました。

○参事 先生方、どうもありがとうございました。


