
新光市病院事業改革プラン評価委員会議事録 

 

平成３１年２月７日（木） 

 

時間：午後１時３０分 

会場：光総合病院研究室 

 

【管理部経営企画課長】 

皆さまにおかれましては、大変お忙しいところお集まりいただきましてあり

がとうございます。ただいまから、新光市病院事業改革プラン評価委員会を開

催させていただきます。会議に先立ちまして桑田病院事業管理者が一言ごあい

さつ申し上げます。 

 

【病院事業管理者】 

 病院事業管理者の桑田でございます。 

 皆様、お忙しい中、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。 

 早速ですが今回の会議ですけど、平成２９年３月に策定しました「新光市病

院事業改革プラン」について、計画に沿って事業が進捗しているか、また、平

成２９年度の経営成績が予定していた計画どおりに進捗したかなど、その点検、

評価を行っていただくことが目的でございます。私どもといたしましては、改

革プランに対する評価もいただきながら、なおかつ、病院事業の全般に関して、

率直かつ自由にご発言いただければ幸いでございます。皆さまのご意見やご提

言を参考とさせていただき、今後の病院運営に生かしていきたいと思っており

ますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【管理部経営企画課長】 

ありがとうございました。 

それでは会議を進めさせていただきますが、これからの進行は病院局西村管

理部長が行います。 

 

【管理部長】 

管理部の西村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。座って説明

させていただきます。それでは、早速ですがお配りしている次第に基づいて進

行をさせていただきます。 

委員会の目的と議事の進行について、事務局の方から説明をいたします。 

 



【経営企画係長】 

 それでは、評価委員会の目的について説明いたします。 

 この改革プランは総務省の「公立病院改革ガイドライン」に基づいて策定し

たもので、今回で２度目の策定となります。 

 総務省は、前回のガイドラインに基づく、地方公共団体の病院事業の経営改

革の取組みについて、黒字病院の割合が平成２０年度の２９.７％から平成２５

年度には４６．４％となるなど一定の成果を挙げていると評価をしています。

しかしながら、依然として、医師不足等の厳しい状況が続いており、持続可能

な経営を確保しきれていない病院も多く、また、人口減少や少子高齢化が急速

に進展する中で、医療需要が大きく変化することが見込まれ、地域ごとに適切

な医療提供体制の再構築に取り組んでいくことがますます必要となっているこ

とから、引き続き公立病院改革の継続を地方公共団体へ要請をいたしました。 

資料の「新光市病院事業改革プラン」の２ページをお願いします。 

今回の新改革プランは平成２９年度から平成３２年度までの４ケ年計画であ

り、地域医療構想を踏まえた地域での役割、経営の効率化、再編・ネットワー

ク化、経営形態の見直しの４つの視点について、前回策定した改革プランの成

果等を踏まえ、策定を行っております。本日は計画の１年次目、平成２９年度

決算の評価、点検を行うものでございます。 

７ページを参照願います。 

前回の改革プランから追加されたのが、地域医療構想を踏まえた地域での役

割です。ここでは、山口県が策定した地域医療構想における、周南保健医療圏

の概要をまとめたものを掲載しております。 

中ほどの表は、平成２７年の周南医療圏内の病床ですが、高度急性期４６３

床、急性期１，１２８床、回復期３９４床、慢性期１，３１６床など、合計３，

３２２床となっております。 

平成３７年における必要な病床数を全体で２，５４７床とし、病床区分ごと

に必要病床数を表のように設定しております。現状の病床数と比較すると７７

５の病床が過剰ということになりますが、都道府県知事には、不足している医

療機能の充足等を求めることはありますが、稼働している病床を削減させるよ

うな権限はなく、地域医療構想のスタンスは、地域の実情に応じて、都道府県、

医療関係者等が話し合い、将来の医療需要の変化の状況を共有し、それに適合

した医療提供体制を構築するための、あくまで自主的な取り組みが基本という

ことになっています。 

次に改革プランの４つの視点のうち、１点目、地域医療構想を踏まえた地域

での役割です。周南保健医療圏における課題に対する光総合病院の対応を９ペ

ージに、大和総合病院の対応を１０ページに記載しております。 



２点目、経営の効率化についてです。１４ページに目標とする経営指標とし

て、経常収支比率や患者数などの目標値、１５ページにこの指標に係る目標設

定の考え方を記載しております。 

３点目、再編、ネットワーク化です。１９ページです。「光市病院事業再編計

画」に基づき、２病院の機能分化を進めてまいりました。大和総合病院は病床

機能の見直しを行い、光総合病院は急性期医療充実のための移転新築に取り組

んでおります。 

 ４点目、経営形態の見直しです。２０ページです。平成２１年に外部の有識

者で組織する「光市病院事業のあり方検討委員会」に諮問し、光市の医療行政

として、光市の地域医療体制を責任を持って確保していくのであれば、全部適

用で問題はないと答申を得ています。 

 次に、２１ページの改革プランの点検、評価、公表等についてです。この計

画の実施状況を点検するために、評価委員会を開催することとしております。

こうしたことから、本日、皆様方にお集まりいただき、委員会を開催するもの

です。以上です。 

 

【西村管理部長】 

 今、改革プランについての説明が終わりました。何かご質問等ございました

ら、よろしくお願いします。 

無いようでしたら、それでは、こちらの新光市病院事業改革プラン評価委員

会資料、これに基づいて点検評価を行ってまいりたいと思います。 

 まず最初に光総合病院についてでございますが、光総合病院の田村事務部長

に新改革プランに掲げた平成２９年度事業の目標に対し、どのような結果とな

ったか、また分析等を踏まえた自己評価などについても説明をお願いしたいと

思います。 

 

【光総合病院事務部長】 

光総合病院事務部長の田村でございます。よろしくお願い申し上げます。 

それでは、新光市病院事業改革プランのうち光総合病院に係る改革プランに

対する進捗状況及び分析を申し上げます。 

まず、お手元の資料の１ページをお願いします。 

収支状況ですが、収入のうち、医業収益について、平成 29 年度の目標値 33

億 9,100万円に対し実績は、ほぼ同額の 33億 8,600万円となっております。 

次に支出ですが、支出のうち、医業費用について、平成 29 年度の目標値 33

億 5,300万円に対し実績は 33億 8,500万円となりました。これは、燃料費の高

騰と数年購入を控えていた職員被服の更新、前年度更新の CT等の保守委託料の



増額によるものです。 

次に 2ページの資本的収支における企業債ですが、実績が 12億 500万円とな

っています、また、支出の建設改良費も 15億 9,900万円となっています。これ

は通年の医療器械備品費に加え平成 29年度から施工が始まった新病院建設によ

る平成 29 年度分の工事請負費 13 億 3,000 万円が加わったこと等によるもので

す。 

次に 5 ページに移っていただきまして、医療機能等指標に係る数値目標につ

いてですが、紹介率、入院患者数、外来患者数、手術件数について、若干の増

減はあるものの概ね過去の年度と比較しても同等程度で推移していると感じて

います。 

次に中段の経営指標に係る数値目標に関する実績の確認と評価について申し

上げます。地方公営企業の経常収支比率は、料金収入・一般会計繰入金等の収

益で、維持管理費・減価償却費の費用がどの程度賄われているかを表し、相対

的な経営の効率性も把握可能となっています。公営企業では経常収益を経常費

用で除して算出する事になり、100％以上が健全であるとされ、平成 29 年度も

103.2と 100％以上を確保しており健全であると考えられます。次に医業収支比

率ですが、平成 27年度をピークに減少傾向にあります。全部適用している自治

体病院の決算状況調査における平均数値は平成 24年度をピークとして低下傾向

にあり平成 27 年度は 90.4 となっていますが、当院の平成 29 年度数値は 100％

を示しており良好であると考えます。しかしながら今後注視していく事が大切

だと考えています。また診療材料費対医業収支比率については、9.1と上昇して

いますが、手術処置等に係る材料費があるためと考えています。全国公立病院

の決算状況調査における平成 26年度、27年度の医療材料費の比率を確認します

と 21.2、21.5となっています。当院に当てはめると診療材料費医薬品費の合算

に相当するものと考えられますので 21.0となります。この比率も比較しますと

平均的数値になっていると考えられます。減価償却費対医業収益比率は目標額

を下回り安定的状況となっています。一日当たりの入院患者数は目標に届かず、

また昨年度をも下回ってしまいました。原因としては平均在院日数があげられ

ます、平均在院日数は施設基準等により少なくなっています。在院日数が減少

すればおのずとして延べ患者数は少なくなってしまいます。今年度はその状態

となっているため患者数が減少しているという状況です。外来患者数は、ほぼ

目標値に近い数値となっています。病床利用率も延べ患者数に比例しており、

目標値に届かず低迷が続いています。一方で一人あたりの収益については、在

院日数が短いため医療資源が多く投入される入院初期の日数が相対的に多くな

るため高くなっていると考えられます。最後に目標達成に向けた取り組みです

が、6ページをお願いいたします。改革プランの目標達成にむけ具体的取組にお



ける民間的経営手法の導入や経費削減対策、患者増加対策などの具体的取組を

挙げています。今年 5 月に開院予定である新築移転された新病院での体制にお

いて、病棟数が増えることによる人件費の増大や新施設及び医療機器の減価償

却等を考慮すると収入確保に対する努力が重要になってくると考えられ、今後、

病床利用率の向上に重点を置いて推進すべきものと考えております。目標達成

に向けた具体的取組みに対する努力のみならず、当然ながら企業体として柔軟

な経営努力も必要ではないかと考えております。 

医療機能の充実や医療環境の確保は、医療資源である人材の確保は当然なが

ら、施設整備に大きく依存致します。新病院建設やそれに伴った体制の充実を

行うことにより地域における医療の充実を確実に図れるものと考えております。 

光総合病院は周南医療圏にあって地域医療の根幹をなす公立病院として、地域

に必要な医療を将来的に担える病院となるよう努力してまいります。 

以上、病院事業改革プランにおける光総合病院の平成 29年度の進捗状況と分

析及び自己評価等の説明を終わります。 

  

【管理部長】 

光総合病院の説明が終わりましたけれども、これについて何かご質問やご意

見等がございましたらご発言のほどよろしくお願いいたします。 

 

【委員】特に発言なし 

 

【管理部長】 

無いようでしたら、次に、大和総合病院の状況について小田事務部長に説明

をお願いします。 

 

【大和総合病院事務部長】 

 大和総合病院事務部長の小田でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、大和総合病院の説明をさせていただきます。 

まず、資料の３ページをお願いします。 

収支状況ですが、収入のうち医業収益について、平成 29 年度の目標値 22 億

7,400 万円に対し実績は 22 億 2,600 万円となり、4,800 万円のマイナスとなり

ました。この主な要因としては、産婦人科医師の退職に伴い、常勤医が 1 名減

となったため、入院及び外来患者数が目標に達しなかったことによるものです。 

次に支出の部ですが、医業費用は平成 29 年度の目標値 23 億 2,900 万円に対

し実績は 21 億 6,100 万円となり、1 億 6,800 万円のマイナスとなりました。こ

の主な要因は、職員給与費が常勤医 1 名の退職と退職給付率が下がったことに



より減少したこと、また、経費が委託料の減などにより減少したことによるも

のです。このように平成 29年度の収支状況は、目標値と比較しますと、収入は

減少しましたが、費用が大幅に減少したことから、純損益につきましては、目

標値 7,400万円の黒字に対し実績は 1億 6,800万円の黒字となり、9,400万円の

プラスとなりました。 

次のページをお願いします。資本的収支について説明いたします。 

収入の最初の行の企業債の実績 2 億 3,600 万円は医療機器等の購入に充当い

たしました。  

次に支出ですが、建設改良費の実績 2 億 6,000 万円は、主に電子カルテシス

テム、ナースコール機器の購入に係るものです。 

次に５ページをお願いします。医療機能等指標に係る数値目標について説明

いたします。紹介率、訪問リハビリ延人数、在宅復帰率については目標数値を

上回っております。訪問看護延人数については、訪問看護師の退職等の影響に

より下回っております。 

次に経営指標に係る数値目標について説明いたします。まず、経常収支比率

についてですが、平成 29 年度目標値 103.1％以上に対し、実績は 107.6％と、

目標値を上回る結果となりました。医業収支比率についても、実績は 103.0%と

目標を上回っています。これは、平成 28年度に引き続き、療養病床の入院患者

が増加したことで、病床利用率が高い比率で推移し、安定的な経営が可能にな

ったことが大きな要因でございます。 

その下の職員給与費対医業収益比率及び医薬品費対医業収益比率については、

いずれも目標値を上回る結果となりました。 

その下の 1 日あたり入院患者数と病床利用率は、一般病床はわずかながら目

標を達成することはできませんでしたが、療養病床についてはどちらも目標値

を上回っております。これは、地域医療連携室を中心として、各医療機関との

連携を密にし、入退院支援を積極的に行ったことによるものであると考えてお

ります。 

1日当たりの外来患者数については、常勤医師の退職もあり目標数値を下回り

ました。 

次に、医師の人数については、1名減となっています。 

次に７ページをお願いします。目標達成に向けての具体的状況について説明

いたします。 

まず、民間的経営手法の導入については、部門ごとに目標数値を設定し、運

営会議等において達成度等の評価を引き続いて実施しております。 

次に、事業規模・形態の見直しについてですが、業務委託内容について見直

しや入札の実施等により費用の削減に努めているところです。 



次に、経費削減・抑制政策については、人件費率の適正化、後発医薬品の割

合増、高額医療機器の延命化に努めコスト削減を進めています。 

次に、収入増加・確保対策では、特に、地域医療連携室を強化したことによ

り、患者の確保、収入増加に大きな成果が上がっているところでございます。

また、入院患者さんの在宅復帰に向け、訪問看護や訪問リハビリテーションを

推進しており、住み慣れた家庭や地域で安心して暮らせるよう、在宅医療の充

実に向けた取り組みも強化しているところです。 

最後になりますが、大和総合病院の平成 29年度の実績結果に対する総合的な

自己評価でございます。当院は、平成 22年 8月に策定された病院再編計画に基

づき、医師や看護師をはじめ、病院スタッフが協力して、慢性期医療、リハビ

リ医療、外来医療、健診などの予防医療を積極的に行う体制が整ったこと、ま

た、関係医療機関との密接な連携により、多くの入院患者を受け入れることが

できるようになったことなどによって、平成 24年度から黒字決算に転じてまい

りました。以後順調に黒字経営で推移しており、平成 29年度におきましても改

革プランの数値目標を概ね上回ることができ、6年連続の黒字を達成することが

できました。着実に経営健全化の方向に向かっていると認識しております。 

今後も安定した経営状態を継続するには、今以上の経営努力が必要であると

思っております。さらに、現在、市が進めております「地域包括ケアシステム」

の構築に向けて、地域における病院の役割、方向性をしっかり認識し、これか

らも鋭意努力してまいりたいと思っております。 

今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【管理部長】 

光・大和総合病院どちらの病院でもかまいませんので、何かご質問、ご意見

等がございましたらご発言をよろしくお願いします。 

 

【赤星委員】 

 全体的なことでよろしいでしょうか。1点、もしお示しをいただけるのであれ

ば、消防機関の代表として出席しておりますので、救急のことについて教えて

いただけたらと思います。改革プランの 16ページの収入増加・確保対策にあり

ますように「積極的に救急患者を受け入れる」これは救急車だけではなくて、

一般の方の夜間診療とかにも伴う救急患者等の受け入れと思うのですが、具体

的に救急隊の受け入れについて具体的な方策等お考え等があれば教えていただ

ければと思います。あればで結構です。救急の受け入れについて、対策として

掲げられておりますので、救急患者を受け入れるということについて、特に重

点といいますか何か方策をお持ちであるのか。その辺りを教えていただけたら



と思いまして。この質問をした理由といたしましては、光総合病院さんは、こ

の近辺の周南地区の受け入れをしていただいてもらっています。すごく感謝も

しております。併せて、今回この改革プランに伴って、更に受け入れ率等も踏

まえられたプランなのか。それとも、今まで通り粛々という形になるのか。工

夫とか取り組みとか具体的にあれば教えていただけたらと思います。 

 

【光総合病院事務部長】 

 今、救急で受け入れが難しい部分については、小児科の部分と脳外科の対象

の部分だろうと思っています。脳外科の対象の部分についてはバックアップ体

制の依頼を常々やっていますけど、まだ確実にバックアップ体制という形に出

来ていない状況にあります。仮に受けた時に、バックアップがない時に非常に

困るかなというイメージがありまして、その辺りは、周南記念病院さんや徳山

中央病院さんがはっきりとバックアックをしますよという形になると受け入れ

がきちんとできると考えています。後は常々思っておりますが、社会的に本来

元々救急なのかどうかという患者さんの考え方がちょっと違う部分があるので、

その辺が医師と一般市民との間で相違があるかなと思います。それが無くなれ

ば、スムーズに受け入れることが出来るのではないかという気がしています。 

  

【赤星委員】 

 もう 1 点よろしいでしょうか。これは、改革プランと関係ないことなのです

が、せっかくの機会ですので。光総合病院が新病院になりますが、消防機関と

しましては、病院のデータに基づいてお話を差し上げるのですが、周南地区で

いわゆる通称ホットラインという医師、看護師とお話ができる病院体制を取ら

れているところにつきましては、私ども救急隊が病院の受け入れがどうでしょ

うかとお電話したときに、やはり確実に時間が短縮されています。患者さんの

負担軽減にも繋がりますことから、新病院になってやはり事務員が看護師さん

なりに電話を繋がれるのか、夜間であれば守衛さんが繋がれるのか、明らかに

数字として一定の時間がかかっているという結果が出ておりますので、  そ

の辺り、新病院になって新しい取り組みをされる予定があるのか、その辺りの

お考えがもしあれば聞かせいただけたらと思います。 

 

【光総合病院事務部長】 

 そこは、救急対策協議会の委員会の方になると思いますが、以前、光市の消

防、救急の方でホットラインに取り組まれていたことがあったのではないかと

思っています。それが結局現在稼働していないような状況になっていると思っ

ていますが、その原因と、病院の方も、もし受けるのであれば早く状況が分か



っていた方がいいと思っています。その辺は、ちょっと検討させていただいて、

またお答えできるかと思います。 

 

【竹中委員】 

 ベッド数のことですが、地域医療構想調整会議の中でベッド数の話が出るん

ですけど、２つの病院の急性期、回復期、慢性期で、国の指針は回復期はちょ

っと少ないよ慢性期は多すぎるのではないかということがあるのだが、ベッド

の種類をどうやって決めたかというとレセプトの点数だけで決めたようなので

実質的に回復期とか急性期とかを表していないのかもしれないが、病床区分を

これから変えていく方向で考えられているのか。 

 あと、介護医療院というのがあって、病院ではなくて、医療保険ではなく介

護保険を使うもので、老人病院みたいなところとなんら変わらないようですが、

介護医療院というのを国が進めていて、近辺の個人病院なんかではベッドを介

護医療院に替えたというところもあって、そうした方が経営が良くなるのか。

病院としても、回復期のベッドをある程度そういったものに転換していく考え

はあるのか。やった方がいいのか。ベッド数のことをちょっと聞きたい。      

 

【光総合病院事務部長】 

 中間的な病棟として、今、地域包括ケア病棟を１病棟持っています。新しい

病院になってその病床数を増やすかどうかとういうところですが、施設基準の

中では、新しい病院は１病棟しか認められない。２病棟になることは制度的に

認められないので１病棟でいくしかないと思っています。急性期でやる以上は

現状の 1病棟を引っ張っていくしかないかなと思っています。 

 それと、病床数が過剰になっているので、20 床は緩和ケア病棟に変更して、

緩和ケア病棟も一般病床ですが、従来の急性期の病棟を 20床は緩和ケア病棟に

移行しようという考え方で今動いています。 

  

【大和総合病院事務部長】 

 現在、一般病床が 40、回復期リハビリ病棟が 44床、それから療養、慢性期の

ところが 159 床あります。現在、療養と回復期リハビリ病棟については、ほぼ

病床稼働率が 100％になっています。一般病床については、大体 80％を超える

くらいの病床稼働率になっておりまして、今のところすべての病床を変更する

ことは考えておりません。今から、診療報酬の改訂とかまたありますので、そ

ういったことに注視しながら柔軟に対応していきたいとは思っています。 

 介護医療院については、介護保険を使う病棟になりますので、医療保険のベ

ッド数が無くなるということになりますので、光市の介護の政策部門とも協議



しながら進めていかないといけないと思っていますので、現在では介護医療院

への転換という気持ちはありません。 

 

【副市長】 

 ２つの病院が、事業管理者を先頭に公立病院としての役割を十分に果たして

いただいていると思っています。まずもって、御礼を申し上げたいと存じます。 

医師の確保問題というのは非常に難しい問題ではありますが、看護師さん等の

コメディカルの充足状況を教えていただければと思います。 

 

【光総合病院事務部長】 

 現状、稼働率が若干低いので看護師については充足していますが、80～90 の

稼働率となりますと当然看護師数は不足してまいります。あとのコメディカル

に関しましては、今１番必要としている部分は薬剤師のところとリハビリのと

ころと思っています。これは、施設として必要というよりも積極的な治療をす

るために必要な数としては若干不足しているかなという状況です。要は、経費

をある程度見ていかないといけないので、その辺のバランスを取りながら採用

していくことになろうかと思います。 

  

【大和総合病院事務部長】 

 看護師、医療技術部門ともに充足はしております。ただ、資格がない看護助

手さんを療養病棟があるので数多く採用しておりますが、ここのところ周辺に

介護施設がたくさん出来ておりますし人口減少等もありまして、少し採用が出

来ず足りないような状況です。看護師については採用できてますので、その分

を補っているという状況です。 

 

【副市長】 

 ５万人程度の自治体で２つの公立病院を持っているというのは、非常に市と

してはそこに住む住民にとっては安心度合が高い地域だと私は自分で自負して

おります。一方、事業管理者を始め病院長先生方には本当に心痛をおかけして

おるということを十分認識はしております。一方、今、竹中先生もおっしゃい

ましたように高齢化社会がずいぶん進んできて、介護保険そのものも次の８期

の計画を作っていくことになっておりますので、その辺りの医療制度と介護保

険制度を十分に市として、いわゆる地域医療行政機関として、しっかりそこを

見極めながらそれぞれの役割分担を果たしていくことが必要になってくると思

っております。いずれにいたしましても、２つの病院を持つ自治体として、そ

れを有機的に使いながら市民の方々の安心・安全の確保をしてまいりたいと思



っておりますので、是非とも事業管理者また病院長におかれましては、引き続

いてご心痛をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いします。 

 

【管理部長】 

 それでは、次の議題、その他の事項に入らさせていただきます。この改革プ

ランに関連する地域医療構想調整会議が先般開催されました。その会議状況に

ついてご報告をさせていただきます。この地域医療構想調整会議は山口県が医

療圏単位で設置しており、医療関係者、保険者その他の関係者等で組織してお

ります。今、ここにおられます竹中医師会長さん、赤星消防長さんも委員にな

っておられます。 

現在の会議状況ですが、医療圏内の各病院が２０２５年の地域での役割や病

床機能、病床数などの具体的対応方針を示した２０２５プランを策定しており

まして、このプランが適切なプランとなっているか協議検討を行っております。

今年度は公的病院の２０２５プランを優先的に協議することとなっておりまし

て、先般の会議において、光、大和両病院のプランについて協議がなされたと

ころですが、特に異論もなく両病院のプランが承認されたところです。来年度

からは民間医療機関のプランが協議される予定になっております。 

続きまして、光総合病院の移転についてのご報告させていただきます。工事

は順調に進捗しており、今月末に完成する見込みです。その後、竣工式や医療

機器などの設置、引越しなどを行い開院は５月１日を予定しております。 

以上でその他の項の報告は終わります。 

何かご質問、病院事業に関しご意見等ございましたらよろしくお願いします。 

 

【副市長】 

 今、部長が再度説明された両病院の 2025プランというのは、この改革プラン

のことではないんですね。 

 

【西村管理部長】 

 ２０２５プランというのは、医療機関でも作成するようになっているのです

が、公立病院については改革プランを作っておりますので、これをベースに置

き換えたような簡単な内容となっており、このプランとほとんど一緒のものと

なっております。 

 

【西村管理部長】 

それでは、時間の都合もありますので本委員会をそろそろ終了させていただ

きたいと思います。委員の皆さんにおかれましては、大変お忙しいこところご



参加され、また大変貴重なご意見等をいただきましたことに心から感謝申し上

げます。本日の評価結果を踏まえまして、今後の病院経営に活かしていきたい

と思っております。今後ともご協力お願いいたします。 

皆さん、どうもありがとうございました。 


