
国における医療機器の
安全対策について
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厚生労働省医薬・生活衛生局

医薬安全対策課

武内 彬正



本日の内容

1. 医療機器の安全対策の必要性

2. 安全性情報の収集と提供について

3. 医薬品・医療機器等安全性情報報告制

度について

4. 近の取り組み
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日本における医療安全への意識の変化

1999年（平成11年1⽉） 横浜市⽴⼤学付属病院での患者取り違え事故
1999年（平成11年2⽉） 都⽴広尾病院で⾎管内に消毒剤を誤注⼊
2000年（平成12年2⽉） 京都⼤学付属病院で⼈⼯呼吸器の加温加湿器に

エタノールを誤注⼊
2000年（平成12年4⽉） 東海⼤学付属病院で内服⽤シロップ剤を静脈内へ

誤注⼊
2000年（平成12年12⽉） 公⽴相⾺病院で外⽤⽌⾎剤を静脈内に誤注⼊

1990年代

個人の注意で防ぐ！

医療事故は、
あってはならないこと

2000年以降

チームや組織で取り組まなければ、
防げない！

医療事故は、
起こりうること 安全システムの

構築が必要
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システム要因

環境要因

もの要因

ヒューマン
ファクター

マニュアルの整備
事故防⽌システム
報告システム
院内周知システム

ストレス
コミュニケーション
思い込み・確認不⾜
理解度のレベル

労働環境（時間・設備・作業）
⼈的環境（⼈間関係・責任分担）
教育環境（院内外の研修）

品質不良
名称類似
包装・表⽰
情報提供の不⾜

アクシデント・インシデントの発生要因
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アクシデント・インシデントの発生要因
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■ 医療事故の原因は本当にヒューマンエラー？

 操作者による人為的過誤やミス
 ミスが起きた医薬品・医療機器は不良品ではなかった

しかし、そこに・・・
 使用者への情報提供不足があったら
 使用者の認識不足があったら
 「もの」に誤使用を誘引する要素があったら
 「もの」の名称・外観・色などが似ていたら

本当に使用者のミスと言いきれるか？

実は医薬品・医療機器側の問題ではないか？

 製品の改良等による医療事故を予防する必要がある



本日の内容

1. 医療機器の安全対策の必要性

2. 安全性情報の収集と提供について

3. 医薬品・医療機器等安全性情報報告制

度について

4. 近の取り組み
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安全対策措置

製造所

厚生労働省

連 絡

•現品の解析
•原因の究明

調 査
•患者の病態
•使用・保守

調 査

医療機関報告

企業報告

製造販売業者

医療機関・医療者

連 絡 対策検討

•情報提供
•添付文書改訂
•製品改良・回収

情報共有

不具合の発生から対策検討までの流れ
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•情報提供・注意喚起
•添付文書改訂



安全性情報の収集

指導
監督

不具合等報告
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企業

医療機関厚生労働省
不具合等報告
（法第68条の10第2項）

医療サービスの提供

PMDA

（法第68条の
10第1項）



安全性情報の伝達

厚生労働省

適正使用の説明など

医療機関

指導・指示

情報発信WEBサイト

PMDAメディナビ 配信
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企業

患者さんに
どう届けるか

PMDA



安全性情報の収集と提供

医療機器の適正使用には情報が必要
添付文書に「使用上の注意」を記載
市販後も情報の収集と 新の情報の提供が必要

企業には、情報収集の努力義務。
医薬関係者には、情報収集活動への協力の努力義務。

情報の収集

企業には、情報提供の努力義務。
医薬関係者には、情報収集及び活用の努力義務。

情報の提供

（法第68条の２第１項）

（法第68条の２第１項）

（法第68条の２第２項）

（法第68条の２第３項）
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本日の内容

1. 医療機器の安全対策の必要性

2. 安全性情報の収集と提供について

3. 医薬品・医療機器等安全性情報報告制

度について

4. 近の取り組み
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医薬関係者からの副作用報告
（医薬品・医療機器等安全性情報報告制度）

薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医
師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器又は
再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる
疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症
の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を
防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなけれ
ばならない。

（法第68条の10 第2項）

医薬品医療機器法における副作用等報告義務医薬品医療機器法における副作用等報告義務

製薬企業からの副作用報告

医薬品医療機器等の製造販売業者は、その製造販売をし、承認をうけた医薬品、医
薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その
他の事由によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用による
ものと疑われる感染症の発生、その他、有効性及び安全性に関する事項で厚生労働
省令で定めるもの（研究報告、外国の措置等）を知ったときは、その旨を厚生労働
大臣に報告しなければならない。

（法第68条の10 第1項）
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 目的

専門的な観点から分析、評価され、必要な安全対策を講じるとともに、
広く医療関係者に情報を提供し、医薬品、医療機器及び再生医療等製
品の市販後安全対策の確保を図る

平成28年3月25日薬生発0325第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知
「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」実施要領より抜粋

医療機関
報告

※本制度においては、医薬部外品及び化粧品についても報告を依頼している。

医薬品・医療機器等安全性情報報告制度①医薬品・医療機器等安全性情報報告制度①
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 報告者

薬局開設者、病院又は診療所の開設者、医師、歯科医師、薬剤師、登
録販売者その他病院等において医療に携わる者のうち業務上医薬品、
医療機器又は再生医療等製品を取り扱う者

 報告期限

特に報告期限を設けないが、保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の
観点から、報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに報告
することが望まれる。



 医療機器に関する報告様式

①不具合が生じた医療機器、製造販売業者の特定に必要な情報

（医療機器の名称、承認番号及び製造販売業者名）

②患者等において発生した不具合

（健康被害が発生していない事例も含む）

③報告者の情報

④医療機器の構造的、材質的又は機能的欠陥に関するコメント欄

⑤報告者意見欄

医薬品・医療機器等安全性情報報告制度②医薬品・医療機器等安全性情報報告制度②
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報告様式へのリンク

PMDAが調査を行うため、①～③の記載をお願いします。



 報告対象となる情報

（報告対象となる情報の具体例）

平成28年3月25日薬生発0325第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知
「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」実施要領より抜粋

医薬品・医療機器等安全性情報報告制度③医薬品・医療機器等安全性情報報告制度③

① 死亡
② 障害
③ 死亡につながるおそれのある症例
④ 障害につながるおそれのある症例
⑤ 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例（③

及び④に掲げる症例を除く。）
⑥ ①から⑤までに掲げる症例に準じて重篤である症例
⑦ 後世代における先天性の疾病又は異常
⑧ 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の使用によるものと疑われる感染症による症

例等の発生
⑨ 医療機器又は再生医療等製品の不具合の発生のうち、①から⑦までに掲げる症例等

の発生のおそれのあるもの
⑩ ①から⑧までに示す症例以外で、軽微ではなく、かつ、添付文書等から予測できな

い未知の症例等の発生
⑪ 医療機器又は再生医療等製品の不具合の発生のうち、⑩に掲げる症例の発生のおそ

れのあるもの

15



 医療機器の報告に関するまとめ

医療機器の使用に関係する症例のうち、医薬関係者からの医薬品・
医療機器等安全性情報報告制度の対象となるものは、保健衛生上の
危害の発生又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断し
た情報が挙げられる。

また、医療機器の使用との因果関係が必ずしも明確でない場合で
あっても報告の対象となりうることに留意が必要である。

 医療現場において使用されている１例だけの事例からだけでは
見抜くことのできない医療機器との因果関係のある不具合の情
報についても、広く収集し、分析することを意図

 因果関係の明確ではない事象に対する迅速な安全対策措置の検
討の実施を期待

医薬品・医療機器等安全性情報報告制度④医薬品・医療機器等安全性情報報告制度④
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本日の内容

1. 医療機器の安全対策の必要性

2. 安全性情報の収集と提供について

3. 医薬品・医療機器等安全性情報報告制

度について

4. 近の取り組み
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医療用手袋に係る対応について

１．パウダーフリー製品への切り替えについて

医療用手袋で使用されるコーンスターチなどのパウダーは、アレルギーや肉

芽腫の発生リスクがあることから、以下の製品群を対象に、平成３０年末まで

にパウダーフリー手袋へ供給切替えを行いました。
・天然ゴム製手術用手袋

・天然ゴム製検査・検診用手袋

・非天然ゴム製手術用手袋

・非天然ゴム製検査・検診用手袋

・歯科用手袋
＜関係通知＞
「パウダー付き医療用手袋に関する取扱いについて」（平成28年12月27日付け厚生労働省
医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長・安全対策課長連名通知）
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２．これからの対応について
パウダーフリー手袋においても、ラテックス、加硫促進剤等の原材料による
アレルギーの発生が知られており、製造販売業者による注意喚起を指導して
います。

 臨床現場において安全に使用できるよう、引き続き施設内の使用者への
注意等の対応をお願いします。

通知へのリンク
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近年の医療機器は医療施設等のネットワーク内で使用されることが多い

医療機器へのサイバー攻撃に対するリスクを適切に評
価し、使用環境を含めた医療機器の特徴に応じて、
サイバーセキュリティの対応に取組む必要がある。

誤診断・診断中止等
のリスク

治療中断等の
リスク

医療機器

医療施設等の
ネットワーク

ウィルスに
感染したPC等

医療機器のサイバーセキュリティ

サイバー攻撃
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医療機器のサイバーセキュリティ

これまでに、厚生労働省から以下の通知が発出されています。

○「医療機器のサイバーセキュリティの確保に関するガイダンスについて」

（平成30年7月24日付け厚生労働省２課長連名通知）

⇒ 医療機器のサイバーセキュリティの確保に関する具体的な留意点等をガ

イダンスとしてとりまとめたもの。

 ガイダンスでは、サイバーリスクが想定される医療機器について、
サイバーセキュリティに関する情報を、製造販売業者から使用者
に提供する事が求められています。

 関係される医療従事者の皆様におかれては、ご留意頂きますよ
うお願いします。

通知へのリンク



相互接続防止コネクタに係る国際規格の導入

⾎管系
アプリケーション※

脊髄⿇酔
アプリケーション

泌尿器系
アプリケーション

リム・カフ
アプリケーション

呼吸器系
アプリケーション

製品分野
（規格番号）

ISO/IEC
制定時期

呼吸器システム・気体移送
（ISO 80369-2） 未定

経腸栄養
（ISO 80369-3） 平成28年7⽉

泌尿器
（ISO 80369-4） 未定

四肢のカフ拡張
（IEC 80369-5） 平成28年3⽉

神経⿇酔(脊椎⿇酔、硬膜
外⿇酔及び神経ブロック)

（ISO 80369-6）
平成28年3⽉

⽪下注射及び⾎管系等※

（ISO 80369-7） 平成28年10⽉

栄養関連
アプリケーション

現在、ベッドサイドで起こりうる接続を6種のアプリケーションに分類し、相互の誤接続
を防⽌する国際規格（ISO(IEC) 80369シリーズ）の制定が進められています。

※ ⽪下注射及び⾎管系等のコネクタは、新規格製品と
なっても既存製品コネクタとの接続が可能。
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相互接続防止コネクタに係る国際規格の導入

○ 誤接続防止のための国際規格の導入に向けた対応

・ 近年、小口径の接続部を有するラインのうち、異なるアプリケーション・分野
間でコネクタ同士の相互接続ができないよう、国際規格（ISO 80369シリーズ）
の制定が進められてきた。

・ 我が国においても、①誤接続防止による医療安全の向上、②国際整合によ
る製品の安定供給の確保の観点から、国際規格の導入を検討してきた。

国際規格の導⼊の留意事項（⼀般）
・ 各製品分野の切替えは、準備の整った分野から、順次実施。

⇒ 医療現場の混乱回避の観点から、可能な限り、重複させない
・ ⾮嵌合リスク（いざという時に使えない︕）を回避する観点から、新規格製品への切替えは、

（理想的には、）医療機関ごとに⼀⻫に更新
・ 誤接続のリスク（繋げてはいけないところが繋げてしまう︕）を回避する観点から、変換コネ

クタの提供は、原則、⾏わない
・ 医療機器のほか、医薬品たるコンビネーション製品（プレフィルドシリンジ製剤等）も対象。
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これまでに、厚生労働省から３本の通知が発出されています。

○「相互接続防止コネクタに係る国際規格（ISO(IEC) 80369 シリーズ）の導入に

ついて」（平成29年10月４日付け厚生労働省４課長連名通知）

⇒ 通称、スモールボア親通知。ISO国際規格導入の全体的な方針を示したもの。

○「神経麻酔分野の小口径コネクタ製品の切替えについて」（平成29年12月27
日付け厚生労働省４課長連名通知）

⇒ 通称、神経麻酔分野の子通知。神経麻酔分野の導入時期や対象製品、切り替えの

留意事項を示したもの。

○「経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えについて」（平成30年３月16日
付け厚生労働省４課長連名通知）

⇒ 通称、経腸栄養分野の子通知。経腸栄養分野の導入時期や対象製品、切り替えの

留意事項を示したもの。

相互接続防止コネクタに係る国際規格の導入



誤接続防止コネ
クタ情報は、
PMDAの特設

ページ（HP）でも
入手可能です
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• 分野ごとに最適な切替え⽅法を検討する必要
• 神経⿇酔分野については、2020年2⽉を⽬途に切替えを

⾏う（最初の切替え）

○ 診療科が限定的 （整形外科、⿇酔科、ペインクリニック）
○ 新旧コネクタ形状が⼀⾒して判別しにくい
○ プレフィルド製剤に留意する必要がある

他分野との違い

○ 切り替えは医療機関ごとに、短期間で実施
○ 変換コネクタは、極⼒利⽤しない
○ 管理物品が増加するので、保管管理の確認を

切替え時の対応
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神経麻酔分野における対応



• 経腸栄養分野については、他分野と⼤きく異なる状況
• 分野ごとに最適な切替え⽅法を検討する必要

○ 利⽤場所が、医療機関に限定されない
（介護⽼健施設、在宅）

○ 患者さんが移動する （⼀つの医療機関/施設で完結しない）
○ ⻑期間、留置される場合がある （新旧製品の混在）

他分野との違い

○ 切替え期間は、他分野よりも⻑く確保
○ 変換コネクタの利⽤を想定
○ 患者家族などにもわかりやすいように情報提供

切替え時の対応

26

経腸栄養分野における切替えについて



経腸栄養分野（ISO 80369-3）
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27

既存規格
（888号通知）

 経腸栄養分野のコネクタ切り替えに関する通知「経腸栄養分野の小口径コネクタ製品
の切り替えについて」（平成30年3月16日）

新規格
（ISO 80369‐3）

接続不可

（上流・オス） （上流・メス）

（下流・オス）

（下流・メス）

※オス・メスの関係が逆になります

●材質の強度基準の追加
●形状・寸法の変更
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現⾏(上流)

変換コネクタ イメージ（非嵌合 ⇒ 嵌合）

新規格(下流)○

現⾏(下流)新規格(上流)

変換コネクタA

変換コネクタB

○
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A

B

F

C

E

(Eʼ)

G

K

H

(Jʼ)

(Gʼ)

J

ISO 80369-3が適⽤される製品群
製品群 注釈

A 投与セット
B 延⻑チューブ
C カテーテル①（経⿐）
D カテーテル②（胃瘻）

E カテーテル③（胃瘻）
バルーンを有するものは、インフレー
ションバルブのコネクタ（Eʼ）は適⽤除
外

F 注⼊器 （栄養専⽤シリンジ）

G 注射筒 インフレーションバルブ（Eʼ）に接続す
るため、筒先は現⾏ルアー（Gʼ）となる

H カテーテル④（ボタン） ボタン本体のコネクタは適⽤除外

J ボタン⽤投与セット ボタンに接続するためのコネクタ（Jʼ）
は適⽤除外

K 三⽅活栓

D

ISO 80369-3が適用される製品群 29



– 切替えには⼀定期間を要する⾒込みです。適切な変換コネクタ
の確保をお願いします。

– 旧製品は、2021年度（新元号３年度）に供給が終了しま
す。切替えは計画的にお願いいたします。

– 普段お使いの栄養⾷品などの供給時期の確認をお願いします。
また、在宅療養中の患者さん・ご家族の⽅への情報提供もお願い
します。

– 医薬品医療機器総合機構ホームページに、特設ページを掲載
予定です。

– 趣旨をご理解の上、切替えのご協⼒をお願いします。

30

医療関係者の皆さまにお願いしたいこと
（経腸栄養）



医薬品医療機器等⾏政をめぐる現状・課題と対応

《施策の基本理念》 １ 優れた医薬品、医療機器等の安全・迅速・効率的な提供
２ 住み慣れた地域で安⼼して医薬品を使⽤できる環境整備

 審査の迅速化（審査ラグはほぼ解消）

 環境変化
技術進展 → ⾰新的医薬品等の早期実⽤化
グローバル化の進展 → 企業が有利な開発拠点を選択

 医療上の必要性が⾼いにもかかわらず、開発が進み
にくい医薬品等の存在

 違法⾏為等の発⽣

・承認書と異なる製造⽅法による
医薬品の製造販売事案

・虚偽・誇⼤広告事案
・医療⽤医薬品の偽造品の流通
事案

・虚偽の申請により受けた薬監証
明に基づく未承認医療機器の
輸⼊事案

・同⼀開設者の開設する薬局間
における処⽅箋の付け替え事
案

 必要な医薬品等への患者アクセスの⼀層の迅速化
・予⾒可能性・効率性・国際整合性が⾼く、合理的な制度構

築
・安全対策の充実・合理化

 予⾒可能性等の⾼い合理的な承認制度の導⼊
・「先駆け審査指定制度」「条件付き早期承認制度」の法制化、
開発を促進する必要性が⾼い⼩児の⽤法⽤量設定等に対す
る優先審査等

・AI等、継続的な性能改善に適切に対応するための新たな医
療機器承認制度の導⼊

 安全対策の充実・合理化
・添付⽂書の電⼦的提供を原則化
・医薬品等のバーコード表⽰の義務づけ

 医薬分業に対する指摘
患者が負担に⾒合うだけのサービス向上・分業効果を実感できない

 在宅を含めた薬物療法の重要性
・⾼齢化の進展による多剤投与 ・外来で治療を受けるがん患者
とその副作⽤の懸念の⾼まり の増加

開発から市販後までの規制の合理化 薬剤師・薬局のあり⽅⾒直し 過去の違法⾏為等への対応

100

140

180

H8 H14 H20 H26

<がん患者数>

外来
⼊院

(千⼈)

1〜2種類5種類以上 ３〜４種類

41% 25%

22%

34%

33% 45%

75歳以上

15〜39歳

<１ヶ⽉間の薬剤種類（同⼀患者、同⼀薬局）>

（平成28年社会医療診療⾏為別統計の概要より） （平成26年患者調査より）

<審査ラグ（新薬）の推移>

※審査ラグ︓承認された新薬における
⽇⽶間の総審査期間（中央値）の差

(ＰＭＤＡ試算より)

 在宅で患者を⽀える薬剤師・薬局の機能の強化
 薬局と医療提供施設等との情報共有・連携強化
 患者が⾃分に適した薬局を選ぶための仕組み

 再発防⽌策の整備・実施

 薬剤師・薬局機能の強化
・薬剤師に対し、必要に応じ、調剤した後の服薬状況の把握・服薬指
導を義務づけ

・服薬状況に関する情報を他医療提供機関に提供（努⼒義務）

 特定の機能を有する薬局の認定・表⽰制度の導⼊
・地域連携薬局︓地域包括ケアシステムの⼀員として、住み慣れた地

域での患者の服薬等を⽀援する薬局
・専⾨医療機関連携薬局︓がん等の治療を⾏う専⾨医療機関と連

携し、専⾨的な薬学管理を⾏う薬局

・許可等業者に対する法令遵守
体制の整備等の義務づけ

・虚偽・誇⼤広告による医薬品
等の販売に対する課徴⾦制度
の創設

・薬監証明制度の法制化及び取
締りの強化

現
状

課
題

主
な
対
策
︵
改
正
法
案
概
要
︶

(年
)
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○○○○錠10mg

（株）××

処方箋医薬品製造販売業者︓
・外箱等に添付⽂書情報へ
アクセスできるQRコード等を表⽰
・紙媒体の提供も併⽤
（添付⽂書の同梱は不要）

製造販売業者 医療機関・薬局

○ 添付⽂書の製品への同梱を廃⽌し、電⼦的な⽅法による提供を基本とする。

○ 電⼦的な提供⽅法に加えて、製造販売業者の責任において、必要に応じて卸売販売業者の協⼒の下、医薬品・医療機器等
の初回納品時に紙媒体による提供を⾏うものとする。また、最新の添付⽂書情報へアクセスを可能とする情報を製品の外箱に表
⽰し、情報が改訂された場合には紙媒体などにより医療機関・薬局等に確実に届ける仕組みを構築する。

○ ⼀般⽤医薬品等の消費者が直接購⼊する製品は、使⽤時に添付⽂書情報の内容を直ちに確認できる状態を確保する必要
があるため、現⾏のまま紙媒体を同梱する。

○○○○錠10mg
使用上の注意改訂の

お知らせ

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~

医療機関・薬局︓
QRコード等を通じた最新の
添付⽂書情報の⼊⼿

医薬情報担当者等

製造販売業者︓
最新の添付⽂書情報が
掲載されたHPを準備

○○○○錠10mg
~~~~~~~

【警告】

【効能・効
果】

~~~~~
~~~~~

【使用上の注
意】

~~~~~
【用法・用
量】

~~~~~

~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~

電子的な情報提供

紙媒体の提供の併用

製造販売業者（必要に応じて卸売販売業者が協⼒）︓
１）初回納品時、医療機関・薬局に赴く際に、添付⽂書
の紙媒体を提供
２）改訂時は、紙媒体の提供等を通じて、改訂後の情報
を医療機関・薬局に速やかに提供

添付文書情報の電子的な方法による提供
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製造会社 病院

物品管理部門

診療部門

電子カルテシステム

＜医薬品・医療機器等にGS1規格バーコードを表⽰＞

医薬品
標準コードマスタ

＜データベースに製品情報を登録＞

物流・医療現場でバーコードを活⽤

医療機器
データベース

卸売業

特定の医薬品、医療機器が
使⽤された患者の特定

医療現場などで想定されるバーコードの活⽤
医薬品の調製・調剤時の

取り違え防⽌
OTCの販売・購⼊の
履歴を電⼦的に記録

医療情報
データベース

医薬品、医療機器の使⽤記録をBig Dataとしてデータ解析に活
⽤

電⼦版お薬⼿
帳

との連携

回収となった医療機器
の院内在庫の把握

医薬品・医療機器等へのバーコードの表示

○ 医療安全の確保の観点から、製造、流通から、医療現場に⾄るまでの⼀連において、医薬品・医療機器等の情報の管理、使⽤記録の追跡、取り
違えの防⽌などバーコードの活⽤によるトレーサビリティ等の向上が重要である。このような取組による安全対策を推進するため、医薬品・医療機器等
の直接の容器・被包や⼩売⽤包装に、国際的な標準化規格に基づくバーコードの表⽰を義務化する。

 バーコード表⽰を求めるに当たっては、医薬品・医療機器等の種類や特性に応じた効率的・段階的な対応や⼀般⽤医薬品などを含めた現状の
コード規格の普及状況などを考慮する。

 バーコード表⽰の義務化と合わせて製品情報のデータベース登録などを製造販売業者に求めるとともに、医療現場などにおけるバーコードを活⽤した
安全対策の取組を推進していく。

医療⽤医薬品の場合、商品コードは100%表⽰済み。
有効期限、ロット番号については、原則、平成33年4⽉までに表⽰。
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ご清聴ありがとうございました。


