パネルディスカッション「技の追及、どこまでやる・やれる内視鏡介助」
Ｐ-1 当院における大腸内視鏡検査時の腹部用手圧迫法の実際および教育・指導について
大腸肛門病センター 高野病院
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【目的】
大腸内視鏡検査挿入時の腹部用手圧迫法は、内視鏡技師にとって今や欠かせない介助法の一つである。しかし、
スコープの位置や挿入形状を認識することは難しく、的確な圧迫ができるようになるには経験が必要である。
今回、当院で行っている腹部用手圧迫法の実際および教育・指導方法を紹介する。また、OLYMPUS 製の内視鏡挿
入形状観測システム ScopeGuide の有用性についても報告する。
【当院の用手圧迫法】
S 状結腸直線化後の臍下部の圧迫または両手によるはさみ込み、および肝弯曲部の圧迫はほとんどルーチンに行
っている。その他、脾弯曲部や横行結腸の圧迫も臨機応変に対応している。男性と比べて女性の場合は、指先や腕
だけで圧迫すると負担が大きく限界があるため、手関節部（手のひらの付け根）や尺骨側に体重を乗せて圧迫する
と効果的である（図１）
。これらは当院オリジナルの「腹部用手圧迫法マニュアル」に基づいて教育・指導してい
る。
【内視鏡挿入形状観測システム ScopeGuide（UPD3）について】
ScopeGuide 専用スコープまたはプローブに埋め込まれた電磁コイルから発生するパルス化された低強度磁界を
ScopeGuide アンテナ部が受信し、スコープ挿入部の正確な位置と向きが３次元画像としてモニターに表示されるシ
ステムである。スコープの挿入形状がリアルタイムに観察できる。また、体外マーカーを腹部にあてるとモニター
に表示されるため圧迫部位を確認できる。
【当院用手圧迫の変遷】
従来から、当院で作成したオリジナルの「腹部用手圧迫法マニュアル」を遵守してきた。これは、スコープ挿入
形状のイラストと圧迫している写真を表示し、圧迫のコツ（圧迫する部位や力の向きなど）を解説しているもので
ある。ルーチンで行っている圧迫以外にも、他の部位の圧迫やループ形成時の圧迫なども解説している。しかし、
検査中のスコープの位置と挿入形状がイメージできないと的確に圧迫することは困難である。そこで今回、リアル
タイムに観察できる ScopeGuide を導入した。導入後はモニターを見ながら圧迫の部位や力の向きがその場で教育・
指導できるようになった。また、体外マーカーを利用することで、圧迫するポイントを示しながら指導できる。さ
らに、腹部用手圧迫法マニュアルに ScopeGuide 画像を取り入れ、改訂版を作成した（図２）。
【考察】
大腸内視鏡検査挿入時の腹部用手圧迫で重要なことは、スコープがたわもうとするところ（力が逃げる部位）を
押さえることである。圧迫はあくまでも内視鏡の挿入を補助するもので、圧迫により挿入を妨げてはならず、効果
的な圧迫は、内視鏡の挿入を助けさらには被験者の苦痛も緩和する。管腔が遠ざかったり、つぶすような時はその
圧迫は効果がないと認識することも重要である。また、スコープの位置や挿入形状、および大腸の走行を立体的に
イメージできなければならない。効果的な圧迫を教育・指導するためには、基準やガイドラインなどが必要である。
当院オリジナルの「腹部用手圧迫法マニュアル」は、圧迫法を習得するための有用な資材であり、内視鏡挿入形
状観測システム ScopeGuide は有用なシステムといえる。
【結論】
安全かつ安楽な大腸内視鏡検査のためには、挿入時の腹部用手圧迫は欠かせない介助法の一つである。今回紹介
した当院オリジナルの「腹部用手圧迫法マニュアル」および内視鏡挿入形状観測システム ScopeGuide は、腹部用
手圧迫における教育・指導に大変有用である。

図1. 腹部用手圧迫の実際
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図2. 腹部用手圧迫法マニュアル（ScopeGuide画像入り）の一部
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P-2 内視鏡検査・処置における内視鏡技師の左手
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背景
内視鏡処置は、生検や ESD など患者にとって侵襲的なものであったり、緊急検査における異物除去や止血な
ど直接的に患者の命を救うものであったりする。内視鏡技師はその現場に医師と二人三脚で臨み、呼吸を合わせ、
最善の方法で処置を行おうと常に努力している。今回、内視鏡検査・処置時において特に技師の左手に注目し、
様々な場面でどのような役割を担っているかと、処置時の左手介入による有効性を検討したので報告する。
目的
内視鏡施行時における内視鏡技師の左手が担う役割を探求する。
方法
今回、左手の役割を探求するにあたって２つの方法を行った。
1．アンケート調査：医師９人に対しては「内視鏡施行時に技師の左手に求めている事」と題してアンケートを
行い、技師 8 名に対しては「内視鏡施行時に左手で普段行っている事」と題して同じくアンケートを行った。こ
れにより、技師の左手が医師からどのように求められ、また技師が左手をどのように使用しているかを把握した。
2．豚の胃を用いての実験：実験として、医師が挿入部から手を離すと抜けてきてしまうポイントを選び、技師
の左手がサポートしていない場合としている場合におけるクリッピング処置について動画記録を行った。記録動
画から、視野の確保状況やクリップのかかり具合を比較した。

図１

図２

結果
アンケート調査の結果として、医師が技師の左手に求めている事には、処置困難時のスコープ保持が 100%を
占めていた。その他にも医師の手だけでは補えない介助項目がいくつか挙がった。
（表１参照）また、左手だけで
なく目や耳を使った介助についても技師に求めることは多いことがわかった。続いて技師が行っている事には、
複雑な処置具操作や機器設定などに加え、医師の求める内視鏡処置時のスコープ保持も多数の回答を得た。
（表２
参照）また中には、必要時スコープのねじりや押し引きも加えているという意見もあった。

豚の胃を用いたクリッピング動画では、手が足りない医師に変わってスコープの保持、押しこみを技師が担当
すること（図１参照）で、処置を正確かつスムーズに行えることが比較から明らかであった。（図２参照）
考察
内視鏡技師の手は、処置具の操作のみにとどまらず多くの役割を担っている。両手を使わなければ操作できな
かった処置具が、改良が進み片手で簡便に操作できるようになってきており、これまで医師の手が足りず難航し
ていた処置も、今後は技師の左手の働きによってより安全に正確に行うことができるようになると考える。もち
ろん、通常医師が担当している内視鏡操作を技師が補助することになるのだから、十分な知識と力加減など高い
技術と経験が要求される。未熟な技師が左手を乱用することは、処置を不安定にさせるだけでなく、重大なミス
を招く恐れがあることも考えなければならない。
今後の内視鏡技師像として、処置具を正確に操作できるだけでは優秀な技師とは言えないと考える。処置具の
操作に加えて、画面・患者・医師の三つを全て見ることができる目と、指示を的確に聞ける耳、医師と意思疎通
できる積極性、必要時には医師の手に代わって数コープ保持ができる左手など、五体と五感がすぐれた技師こそ
求められ、内視鏡専門の技師として洗練されていく時代だと言える。今回の左手はそのほんの一端であり、自ら
考え、主体的に提案・行動を行っていける技師の育成が内視鏡の新たな可能性に向けて今後の内視鏡技師に求め
られる技術かと考える。
連絡先：〒104-8560 東京都中央区明石町 9-1
TEL：03-5550-7044
E-mail：imanori@luke.or.jp

Ｐ-3 内視鏡技師に委ねられる直接介助
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【はじめに】
当院の一日における勤務体制は、看護師常勤 4 名、非常勤 6 名、CE（臨床工学技士）1 名、医師 5～８名で行っ
ている。内視鏡技師の資格者は全体の６割で、ほぼ全てのスタッフが内視鏡技師へのステップアップを目指して
いる。2011 年に行った件数は GIF 7445 件、CF 4156 件、ESD 287 件（胃 181 件、食道 30 件、大腸 76 件）、ERBD 146
件、EST 171 件である。
【現状】
看護師が直接介助につく施設は多いが、介助に携わる範囲には大きな違いがある。ESD の直接介助は看護師や
CE が行うことも多くなっているが、透視検査（食道拡張・EST など）の直接介助は、医師が行う施設が多い。当
院では内視鏡技師に問わず、全ての直接介助にスタッフがついており、特に治療の直接介助（透視検査を含む）
では術者から高度なスキルを要求されることもある。だが、介助レベルの未熟なスタッフもおり、全体のレベル
を上げる為にも、日頃から常にスキルアップを意識して介助につく必要がある。
【直接介助】
難易度の高い直接介助は、胆道系と ESD である。胆道系は、ガイドワイヤー先行法
（WGC：wire guided canulation）
を用いて行っている。熟練された術者の指示下においても、Guidewire を胆管口・膵管口への抵抗が無い場所に
挿入するため、介助者の操作は繊細な指先の感覚や技術が必要となる。またカテーテル交換時には、術者と呼吸
を合わせる協調作業が重要で、透視・内視鏡画面を見ながら Guidewire に適度な張りを保つよう微調整し（テン
ションをかける）、入りすぎ、抜けすぎのないよう処置具の操作を行わなければならない。ERCP 系では Long
Guidewire を使用するため、造影剤で固まり操作がしにくくなる事を防ぐために、Guidewire を濡れガーゼで適宜
濡らし、先端が跳ねたり落ちないように重し替わりにもしている。また、袋を使用することで、処置具を常に使
いやすくすることも重要である。EST や ESD では、ESU を使用するので、対局板の貼り方から始まり、ESU に関す
る用語の知識も必要となる。内視鏡技師であるならば尚更、準備する段階で使うであろう処置具やカメラのアン
グル不良などの点検も行う習慣をつけなくてはならない。また、治療にあった処置具を予想し、素早く提供出来
るようにする事も重要である。その為には、治療の内容を把握することが必要で、処置具の特徴も理解する努力
をしなくてはならない。ESD 介助においても難易度が高いのは、回転する処置具の操作方法である。例えば回転
可能な止血鉗子（Coagurasper）では接続コードで回転させると回しやすく、基本的には筋層と並行に合わせて把
持することがポイントになる。出血時に重要なのは出血点を確認することで、術者と共に処置をするという意識
が高いと同じ視点で処置が行え、阿吽の呼吸で迅速な止血をすることが可能となる。介助者はただ単に術者の指
示を待って動くのではなく、治療の流れを充分理解しながら介助を行うという高い意識を持つことが重要で、そ
のことが唯一、自分の介助レベルを向上させる。
【考察・まとめ】
介助者は処置具の準備と受け渡しをするだけでなく、治療の目的、方法、手順と処置具の種類、それぞれの使
用方法、特徴を理解し介助に就く事が重要である。そのことではじめて、患者への安全で安楽な治療に結びつく。
連絡先：〒596-8522 大阪府岸和田市加守町 4-27-1
TEL：072-445-9915

Ｐ-4 術者に配慮したＥＳＤ介助
手稲渓仁会病院
内視鏡センター
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背景・目的
内視鏡治療における介助は術者との連携が重要である。特に高度な治療法である ESD（内視鏡的粘膜下層剥離
術）では、術者がストレスなく手技を進めるためには介助者の細やかな配慮にかかっている。当センターにおけ
る、術者に配慮した ESD 介助法について報告する。
術者に合わせた介助
当センターでは ESD を行う医師は複数おり、得意とするデバイスも異なっている。
このため、使用デバイスは術者に確認することが基本となる。全てのデバイスに関する基本的な操作法を理解し、
状況に応じた操作が必要となる。局注針の突出速度や注入速度、止血鉗子の開き幅や回転角度などは状況に応じ
た操作を行っている。粘膜との距離が近く内視鏡の保持が難しい部位での局注は、的確な場所ですばやく針を出
すことにより粘膜穿刺まで行い、その後術者の操作で粘膜下層に刺入されたのを確認して注入を開始する。粘膜
下層までの距離が近く、確実に血管を避けて穿刺したい場合は血管を傷つけないことを確認しながら慎重に針を
出す。狭い部位での止血では、止血鉗子の開き幅を必要最小限にすることで出血点以外を把持しないようにして、
止血が終了して鉗子を開く場合は、開きすぎによる粘膜下層の裂傷を避けるため必要最小限にとどめる。
ナイフでは同じデバイスを使用する場合でも、術者の切り方の違いに合わせて高周波の設定を変更している。
全周切開の際にフットペダルを踏み続ける術者とラピッドステップ法で切開する術者とで ENDO CUT（VIO・ERBE
社製）の Effect の変更を行っている。
プレカットの際には Dual Knife（Olympus 社製）を使用しているが、DRY CUT を好む術者と切開速度を調整しや
すい ENDO CUT を好む術者がいるため、適時設定を調整している。
円滑に治療を進めるためには、的確にデバイスを手渡すことも不可欠となる。デバイスの交換は状況に応じて
行うが、次にどのデバイスを使用するかを適時予想し、指示が出ると同時もしくは指示がでなくても的確にデバ
イスを渡せるように常に状況把握をしている。また、回転調整の必要なデバイスは、指示がなくても的確な角度
に調整できるように術者と同じ目線で考え、使用方法を熟達しておくことも重要となる。
内視鏡治療に携わる介助者は、あらゆる偶発症を予想したうえで介助につかなければならないが、偶発症が起
きた時にも術者への配慮は円滑に処置を進める上で重要である。
対処の仕方は術者によっても違う場合があることを理解し、偶発症への備えを万全にしなければならない。術者
の右腕である介助者は、各々の工程においての目的を術者と共有することで術者のストレスを減らし、一瞬のタ
イミングを逃すことのない的確な介助が可能となる。難易度の高い症例などでは、特に偶発症への備えを万全に
することにより、安全な治療を遂行できるよう心掛ける。
結 語
内視鏡技師として、より術者に配慮した介助を行うためには、術者の心を先読みし能動的に行動することが重
要である。その結果、質の高い治療につながると考えられ、常にそのことを意識して、今後も取り組むことが必
要と考える。
連絡先：〒006-0811 札幌市手稲区前田１条 12-1-40
℡ 011-681-8111

Ｐ-５ 詳細なマニュアルに基づく内視鏡介助技術の習得
北海道大学病院
ＭＥ機器管理センター ○岩崎
光学医療診療部
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【はじめに】
内視鏡治療の発展に伴い、介助技術も多種多様となった今日、安全で確実な介助技術を教育することは難しい
課題である。当院の内視鏡介助者は内視鏡専属ではなくローテーションで担当しているため、教育する者、され
る者が統一されず教育の仕方によって介助に個々の技術差が生じていた。
【目的】
その技術差を解消すべく各介助業務のマニュアルを再作成し、評価表に基づいた教育計画を実施した。
今回は、
特に胃 ESD における介助技術の教育方法を通して、内視鏡技師としてどこまで介助技術を習得し、指導すべきか
を考える。
【マニュアル作成】
胃 ESD の介助マニュアル作りは、治療の流れや使用機器の種類だけを提示したものでは、個々に捉え方が変わ
り教育する者、される者の違いによって、経験差が生じてしまう。また、様々な治療機器を使用されると何通り
もの方法が考えられ膨大に項目が増え理解度に遅れが生じる。そこで、治療する医師と連携を図り治療手技自体
を１本化し、それに伴う介助方法について持ち方、操作方法、鉗子口から鉗子を出す角度等、記述できる限り具
体的に手順を明記する形で再作成した。
【評価方法】
評価表は、各手順を①先輩技師の援助が必要、②一人で施行可能だが、先輩技師のアドバイスが必要、③一人
で業務遂行が可能の 3 つで評価し、全ての手順が③になるように指導を開始した。評価の採点は、教育する側、
される側双方でミーティングを行い決定した。
【結果・考察】
今まで、ニュアンス的な指導も多々あり、教育される者が「理解に苦しむ」、「達成感など芽生えづらい」な
どの評価があった。今回のマニュアル改正は、詳細に手順を裁断して出来るか出来ないかを判断する方式である
ため教育する側、される側双方ともに評価しやすく単独での介助業務移行が円滑に行え、ローテーションで業務
を行う施設にとって有用な方法であると考える。実際に、マニュアル改正後の習熟時間は、2 カ月（15 症例）で
単独で介助業務を行える速さであった（教育し始めたのは、経験 4 カ月）。また、マニュアルを重視させること
で「忘れる」「間違える」といった人的トラブルも軽減でき安全な内視鏡治療にも寄与できた。
【結語】
内視鏡技師は、原則医師の指示で行動するため具体的に説明でき、文書化できる介助技術まで習得すべきであ
る。むやみに経験から自負される説明できない感覚で介助業務を行うことは安全面からも妥当ではない。（予報
集再掲載）
連絡先：〒060-8648

札幌市北区北 14 条西 5 丁目

℡ 011-706-5731

Ｐ６ 検査・治療介助における内視鏡技師の創意工夫について
大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター
○阿部 真也・柴森 直也・比嘉 克成
竹内 利寿・時岡

聡・梅垣 英次

【背景】
内視鏡技師として直接介助に関わる際，取り扱う処置具には生検や把持，止血などの鉗子操作やスネアやバル
ーン，砕石具など多岐にわたる。多様化する処置に対応するため，技師は処置具の特性や操作方法を熟知する必
要性がある。
【目的】
処置具は，開ける・閉める・回す 3 操作が基本となっているが，内視鏡画面で確認しながら，術者とタイミン
グを合わせる必要性があり，操作手順のミスによっては偶発症発生リスクも生じる。当院ではほとんどの内視鏡
検査において，内視鏡技師が直接介助を担当している。今回，安全で効率的な介助を行う上での取り組みを検討
した。
【対象】
2011 年 1 月 1 日から 2012 年 4 月 30 日の期間に内視鏡検査・治療を行った 10,340 件中，病理オーダーが発行
された，上部内視鏡 1,835 件（生検 1,599 件，治療 236 件）および下部内視鏡 1,662 件（生検 1,061 件，治療 601
件）を対象とした。
【方法】
内視鏡介助を振り返り，鉗子操作の手技や内視鏡治療時に関わる過程で生まれた，技師の創意工夫について検
討し，動画を用いながら報告する。
【結果】
1.生検操作では単純に鉗子を開閉するのではなく，内視鏡からの鉗子方向や重力方向による血液
の流れ，さらに粘膜との位置関係や襞上等の病変の部位や採取目的，形態を技師が理解し，術
者が生検しやすいように鉗子先端を回転させ，採取部位をあわせることで鉗子の無駄な開閉操
作の繰り返しを防ぎ，一回で十分な検体を採取出来るように介助を行っている。（図１参照）
尚，生検鉗子には回転機能は有していないが，手首のスナップ運動にて鉗子の方向変換を行っ
ており，手技に慣れてくればスネアや把持鉗子類も回転させることが出来るようになり，直接
介助時には，ほぼ日常的に術者の指示にて処置具を回転させている。（図２参照）また，生検
目的によって鉗子のカップサイズを使い分けており，術者の指示がなくても ESD 前の範囲診断
や咽頭・食道領域では 2.0mm 径対応の生検鉗子を選択することをマニュアル化している。
2.治療においても生検同様に切除部位や出血点に合せて，処置具を回転させることを意識してお
り，特に止血時における介助では内視鏡技師（臨床工学技士）の専門的な役割として，ソフト
凝固波の特性を最大限に生かすように，鉗子先端の形状や術野の状況，出血性状を判断し，適
切な凝固深度になるように出力調整を行うことで，速やかな止血効果を得ている。また，施設
の工夫として，内視鏡介助を通じて不満であった先端フード装着時のレンズ汚れを改善する試
みとして，視野の確保と排水性を兼ね備えたスリット孔つきフードの開発をしており，直接介
助に関わる中で，医師と内視鏡技師が意見を出し合って生み出された成果があったといえる。
（図３参照）
3.検体処理では，採取した検体を専用の処理台上にてホルマリン容器に固定し，その際，採取病
変が少ない場合術者に報告し，再度生検を行うように依頼している。（図４参照）
その後，検体記録用紙に記入後，１患者 1 トレーの回収容器に入れ，術者に提出している。術
者は検体容器を確認しながら病理オーダーを発行することで検体の 2 重確認を行い，患者取り
違いや採取誤認を防いでいる。
【結語】
内視鏡介助において，鉗子操作は基本中の基本となるが，些細な操作や気遣いによって術者のストレス緩和や検
査・治療時間の短縮につながり，相対的に患者苦痛の軽減をもたらす。内視鏡技師として信頼されるように，確

実な操作と安全を意識した責任ある介助を意識することが必要といえる。

図４（検体処理）
図３

スリットフードとレンズクリーナー
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Ｐ－７ 清浄化の観点から追求してきた hospitality
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内視鏡技師・臨床工学技士 ○吉村
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悟
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【背景】
消化器内視鏡の洗浄･消毒マルチソサエティガイドラインには、調合した過酢酸製剤（以下 PAA）の使用期限と
して 25 回もしくは 7-9 日間と記載されている。仮に、経時的劣化が避けられない PAA の使用限界を厳しく 25 回
/day、もしくは曖昧に 25 回/week とした場合、その解釈と高水準消毒としての品質には余りにも格差があると感
じずにはいられない。つまり、内視鏡洗浄消毒に関する各種 GL を遵守するにも、施設環境への最適化と解釈には
センスが問われている。
図：１

（図１）

（図２）

【施設標準化】
当診療部では OLYMPUS 社製洗浄消毒装置 OER-3、FUJIFILM 社製 ESR-100、今回新たに OER-4 を導入したことか
ら、理論上では主剤 50mL と緩衝化剤 50mL 及び精製水 900mL（給水）の比率で調合され、調合初期における PAA
実用液が 0.3w/v%で同じ濃度であったとしても、PAA 実用液の使用限界 0.2%となるまでの過程は、各種洗浄消毒
装置で異なるものであり、洗浄消毒装置を問わず PAA 実用液の取り扱いにおいて標準化を目指した。
【基礎検討】
1 日で 3 回稼動分程度の濃度低下といわれる PAA 実用液の経時的劣化を極限に抑えるために、洗浄消毒装置を
連続稼動させて 1 回の洗浄消毒工程で低下する濃度（1 回濃度低下率）を調査した。アセサイド、エスサイド問
わず、濃度測定は SARAYA PC8000 を使用。PAA 実用液を採取するタイミングは消毒工程移行後、PAA 実用液の循環
開始後の初回から 2 回目の間のタイミングに統一して濃度測定を行った。洗浄消毒装置の稼動は 40 回/日、20 回
/日（2 日間）、10 回/日（3 日間）、5 回/日（5 日）のスケジュールで OER-2、OER-3、OER-4、ESR-100 で実施検証
を行ってきた。
当診療部における 1 台の洗浄消毒装置の稼動回数は 1 日 5 回から 10 回程度であるため、3 日で 30 回、5 日で
25 回の稼動サイクルが臨床における濃度低下が理想に近い想定といえる。基礎検討の段階で、PAA 実用液を数日
継続使用した 24H 後の濃度低下（1 日濃度低下率）と 1 回濃度低下率の双方の観点から施設環境における PAA 実
用液の使用限界を見極める必要があった（図１）。
【施設濃度規制】
洗浄消毒装置を問わず、BF を除外したスコープの洗浄消毒において、PAA 実用液が 0.2%以上の濃度を 40 回目
まで維持することはなかった。1 本掛け、2 本掛け、体積の大なり小なりといった仕様の違いが 1 回の洗浄消毒に
伴う濃度低下に少なからず影響を与えることは想定していたが、臨床において洗浄消毒装置とスコープの組合せ
における偏りを完全にコントロールすることは極めて難しい。よって、最も注目すべきなのは 1 回の洗浄消毒に
伴う濃度低下率であり、稀にではあるが 0.020%の濃度低下が起こりうることから 0.220%以上の PAA 実用液である
ことを前提に洗浄消毒装置を稼動させる見解に行き着いた。
【清浄化…それは最高のおもてなし】
洗浄消毒装置で PAA 実用液を数日貯蔵した際に伴う経時的な濃度低下は、機種の違いも含めて明らかな固体差
が見られるため、使用回数（上限）を前提とした規制では失効濃度を見落とす危険性が極めて高い。1 回濃度低
下率に 1 日濃度低下率が同期した場合、想定外に濃度が低下する現象も稀に見られるため、濃度低下の再現性を
過信することは禁物である。PAA 調合の時点でタンク内、稼動初回（1 日目-1 回目）、翌日初回の濃度測定を必ず
実施し、基礎検討の 1 回濃度低下率から予測される 0.220％のタイミングに照準を定めたシューティングを行う
のが然るべき濃度管理である。
0.220%を探る濃度測定を適切に実施していれば、現場で 0.2%以下となった PAA の洗浄消毒装置を稼動させるよ
うな失態はほぼ回避することができている。有機物を極限にまで除去し、確かな高水準消毒を施した清浄化品質
を保証する（図 2）。清浄化管理であるために、拘り抜いた Know-how は hospitality に他ならない。
連絡先：〒650-0017 神戸市中央区楠町 7−5−2
TEL：078−382−6576
E-mail：ce.yoshimura@mac.com

