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接種について

新型コロナウイルス感染症を防ぐための最も確実な方法は、ワクチン接種と考
えられています。

食品添加物
「食品添加物」について、どの

しているところです。ワクチン接種の予約は予約センター（0120-500-662）で

る、味を良くする、色や香りを付

人は昔から、食 品を長 持 ちさせ

なること）を予防するために必要

香 りが悪くなっておいしくなく

❶ 食 品 の 品 質 低 下（ 腐 敗 や 味 、

加えていました。これが食品添加
物の始まりです。近年、食品加工
技 術の進歩により、多 種 多 様な
活はより豊かになっています。こ

を新たにつけて、食品の品質や価

❷食品の見た目や味や香りなど

加工食品が流通し、私たちの食生
れらの加工食品の製造には、多く

値を高めるために必要なもの

ます。現在、日本では安全性と有
効 性が確 認され、厚生労働大臣
が指定した食品添加物でなけれ
ば使用することはできないことに

調味料
甘味料
着色料
香料など

の場合食品添加物が使われてい

保存料
酸化防止剤
防かび剤など

けるなどの目的で、塩や囲炉裏の

一括して行っています。LINEでの予約も便利です。5月から地域の医療機関での

なもの

食品添加物の種類と用途

山田 真弓

この原稿を書いている時点では、4市町村の高齢者の方の1回目の接種が進行

煙、植 物の実や 葉などを食 品に

ようなイメージをお持ちですか？

栄養科

休止していますが、予定していた講義内容の一部をお届けします。

新型コロナウイルス感染拡大の影響によりナイトスクールを

新型コロナワクチン
なっています。

当院は感染患者の診断・治療に専念するため、ワクチン接種は原則として行っ

ラキシーの既往または現在急性期疾患がある方以外は基本的に接種が可能です。
5/28から予診票にあるかかりつけ医の意見の項目は削除されました。特に心配

な基礎疾患がある方以外はかかりつけ医への問い合わせは必要ではありません。
接種当日の問診で判断します。

ワクチンの副反応については、いろいろな情報があふれており接種をためらう

な食品を手に入れることができる

様々な食品が誕生し、簡単に安全

てレトルト食品や冷 凍 食品など

た。さらに保存技術の向上によっ

防ぐことができるようになりまし

げで食品の腐敗や食中毒などを

かし、冷蔵庫と食品添加物のおか

くらいしかありませんでした。し

品というと塩漬けや 干 物 、缶 詰

昔は生鮮食品が殆どで、加工食

社会における
食品添加物の役割は？

ます。

の主に つの種 類と役 割があり

乳化剤
膨張剤
増粘剤など

❹食品の製造加工時に必要なもの

栄養強化剤
など

必要なもの

❸食品の栄養成分を補うために

個別接種を中心に行われており、6月から自治体による集団接種も始まります。
ようになりました。この様に食品

方がいます。確かに100％安全なワクチンはありませんが、接種後の死亡につい
ては因果関係を評価できません。注射部位の痛み、疲労、頭痛、発熱などが起こ

現在までに、全国で累計75万人（166人にひとり）の患者さんが発生しました。
ワクチン接種が進んでいる国々では、感染が終息に向かっており、私たちもその

取量は、 日摂取許容量の１％以

通常ほとんどの食品添加物の摂

毎日の食生活を
楽しむために

下支えしています。

く、を食品加工技術の つとして

添加物は安全に、長持ち、おいし

方向を目指して努力しています。
1

下であると言われています。野菜
や果物にしても加工食品にしても、
同じものをずっと食べ続けたり、過
剰に摂取したりせずに、バランスの
良い食事を心がけていれば、微量
の化学物質をとっていても心配は
ありません。何かと嫌われる食品
添加物ですが、私たちの生活に欠
かせない存在でもあります。情報
を鵜呑みにして過敏に反応するの
ではなく、正しい情報は何かを見
極め、いくらかでも食品添加物に
対して理解が深まれば、安心して
食生活を楽しむことができるので
はないでしょうか？便利な加工食
品も利用しながら、採れたての野
菜などを組み合わせて、食べる楽
しみやおいしさを味わいましょう。
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る場合がありますが、副反応は2日目以降には軽快する傾向にあります。
1

ていません。基礎疾患を持つ患者さんもたくさんいらっしゃいますが、アナフィ
4

町田 昌巳
感染対策委員会委員長

富
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周術期等口腔機能
管 理 （ 口 腔 ケ ア ）と は ？

（口腔ケア）の項目が新設されま
した。

口腔環境を整えるためには、日
頃の歯みがきが大変重要です。
分以上を目標にしま

しょう。そして、かかりつけ歯科

日３回１回

術を受ける患者さんおよび化学・

掃、舌苔除去）、歯科衛生士によ

頭頚部領域、呼吸器領域、

＊対象となる手術

医の定期受診をお願いします。

当 科 で は ＊癌 治 療 で 全 身 麻 酔 手

1

放射線療法の治療をうける患者さ
んに対して、術前に口腔清掃や歯

のでしょうか？全身麻酔手術で
る専門的機械的歯面清掃、歯科医

佐々木 眞一
周病処置などを行っています。具
体的には、口腔衛生指導（歯ブラ

「周術期」という言葉は、ご存
は、口から喉の奥を通って気管ま

シ指導）、口腔ケア（保湿や清
知でしょうか？簡単にいうと手術

歯科口腔外科

3

消化管領域、泌尿器科領域、
産婦人科領域等の悪性腫瘍の手術
心臓血管外科手術

師による歯・口腔の感染源の除去
手術

動揺がひどい場合は、抜歯するこ
ともあります。
化学・放射線療法の患者さんの

4000億個の細菌がいるとの報

口腔内全体では、約2000～
に清掃し口腔内細菌を減らすこと

身麻酔の手術前に口腔内を徹底的

すくなります。最近の研究では全

中止または変更しなければならな

くなり、化学・放射線治療を一時

口腔粘膜炎により経口摂取できな

炎などが出現することもあります。

臓器移植手術

人工股関節置換術等の整形外科

治療（抜歯、歯周病やう蝕の応急

でチューブを入れます（気管内挿
管）。口の中が汚れていると大量

日を含めた手術前後の時期のこと
をいいます。それでは、周術期と
処置）や義歯調整（義歯適合、修

押し込まれます。つまり肺炎のリ
スクが高くなります。癌で身体の
抵抗力が低下しているときには、

理・調整など）を行います。歯の

の細菌がチューブを通って本来清

億個以上の

潔でなければならない気管、肺に

口腔は、どんな関係があるので
しょうか？なぜ歯科を受診する必
要があるのでしょうか？
㎎あたり

口腔内には約700種類の細
菌と、

告があります。これらの細菌が肺
によって、術後肺炎や創部感染症

場合には、副作用として口腔粘膜

や血液の中に入ることにより、肺
いこともあります。周術期等口腔

短縮効果も期待できます。

私たちは、周術期等口腔管理において口
腔ケアを積極的に行っています。また、歯科
医師の診療補助以外に歯科予防処置と歯
科保健指導が主な業務となります。具体的
に当院では、口腔外科処置（手術）の準備・
介助に加え、
「口腔ケア」を実施しています。
周術期口腔ケア・糖尿病口腔ケアなど専門
的口腔ケアの依 頼を受け 実 施しています。
周術期口腔ケアは、手術前のブラッシング
指導、歯石除去、歯面研磨を行い、口腔内
を清潔にすることにより術後合併症の予防
と創部感染の減少に繋がっています。また、
ICUから緩和ケアなどその病態は様々で
すが、患者さんの必要とされる口腔ケアを
心掛けています。外来受診が難しい入院患
者さんには、病棟へ往診に伺っています。

造血幹細胞移植

4

脳卒中に対する手術

5
6

の約 ％は歯周病に罹患していると言われ

歯を失う原因の大半は歯周病です。成人

を広めています。

スタッフとしても参加し口腔ケアの必要性

その他、栄養サポートチーム（NST）の

や敗血症などの手術合併症を予防

年齢や身体状況に合わせ
て、歯や口腔の健康を保
持・増進するための、歯の
磨き方などをアドバイスし
ます。

炎や血行性による離れた部位など

歯科医師の診療・治療をサ
ポートします。

機能管理を行うことで、肺炎や術

歯科医師の指示のもと、虫
歯や歯周病予防のため、患
者さんの歯や口の中にフッ
素を塗ったり、歯石除去を
したりします。

できるという研究報告が多くみら

3. 歯科保健指導

に感染病巣を作るなどの重篤な合

2. 歯科診療補助

れるようになりました。その結果、 後合併症予防を含めて入院期間の

1. 歯科予防処置

併症を引き起こすことがありま

歯科衛生士は、人々の歯・口腔の健康作りをサポートする国家資格の専門職です。
当院には３名在籍しており、3大業務を行っています。

歯科保険に周術期等口腔機能管理

細 菌 数 が あ る と 言 わ れ て い ま す 。 とくに肺炎等の合併症が発症しや

1

す。ではどこから細菌がはいる

関澤 薫子、古池 真奈美、山下 明子
歯科衛生士

ています。そして歯周病は成人病（糖尿病、
脳卒中、心臓病、癌）などの多くの病気を
招く原因でもあります。歯や口の中を清潔
に保つことにより健康が保持、増進できま
す。たかが口の中ではなく、正しい歯磨きで
健康寿命を伸ばしましょう。定期的な歯の
クリーニング、ブラッシング指導など受け
るために歯科受診をお勧めします。
口の中で何かお困りのことがありました
ら、ご相談ください。
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シリーズ職場紹介

研修医の紹介

リハビリテーション
技術科

研修医２年目の神戸美欧です。昨年に引き
続き、今年も公立富岡総合病院で研修させて
いただいております。趣味はスノーボードと
旅行です。昨年度は本当にあっという間に時

名で日々の仕事

1

みなさん、こんにちは。私たちリハ

15

ビリテーション技術科は、リハビリス

タッフ 名、事務員

にあたっています。

リハビリテーションとは？

理学療法士って？

主に起き上がる、歩くといった生活

の基本となる動作、足の手術後の患者

さんの機能改善についてリハビリを担

当します。

例えば、手首を動かす練習や実際の

洋服を使用しながら着替えの練習な

どを行います。

言語聴覚士って？

主に飲み込みやコミュニケーション、

すが、医療の面から富岡地域の皆様のお役に

高次脳機能障害と呼ばれる注意や記

ある豊かな自然を堪能し、登山にも挑戦した
いと思っています。まだまだ未熟ではありま

例えば、足が不自由な患者さんに対

生活を送らせていただいております。身近に

最近では少しずつ馴染みある言葉に

市です。山々に囲まれた豊かな自然環境のも
と、地域の方々の温かさにふれ充実した研修

憶の低下などについてのリハビリを担

目の廣神佑香と申します。出身は群馬県高崎

して松葉杖を使用した歩行練習や、階

はじめまして。今年度より富岡総合病院に
て研修させていただいております研修医1年

段昇降練習などを行います。

都丸奈々

なってきているリハビリテーションとい

星野駿介

当します。

くお願いいたします。

う言葉。病気やけがなどで障害を抱え

立てるよう、一生懸命頑張りますのでよろし

今後ともよろしくお願い致します。

例えば、絵の名前を言う練習や喉の

送っています。

た方が、再びその人らしい生活を送る

学び、医師として少しでも富岡の方々の役に

音を聞きながら飲み込みの練習などを

未熟ではありますが、これから多くの事を

導していただき、大変有意義な研修医生活を

今後も、患者さんがその人らしい生

すが、周囲の先生や看護師の方に優しくご指

ことができるようにサポートしていく

ることにとても感謝しています。

最後に…

導くださる方ばかりで、良い環境で研修でき

まだまだひよっこで分からないことだらけで

行います。

気に入っています。病院の方々も丁寧にご指

て、働かせていただこうと思いました。現在

ことを言います。例えば、脳卒中など

富岡の景色は山形と似ているところがあって

ていただいた際にとてもいい病院だと感じ

で片側の手や足が不自由になった方や

たのですが、大学在学中に１ヶ月間実習させ

思うように話せなくなった方に対して、

ました。研修を始めてまだ２ヶ月ほどですが、

作業療法士って？

す。出身は前橋で、大学は山形大学を卒業し

西毛に位置する富岡市とは馴染みがなかっ

主にトイレや着替え等の身の回りの

こんにちは。研修医１年目の都丸奈々で

動作や家事動作、手や腕の手術後の患

です。

者さんの機能改善についてリハビリを

研修医2年目の黒澤伸之です。昨年に引
き続き富岡総合病院で研修させて頂いてお
ります。昨年はコロナ禍での研修生活ス
タートであり、あっという間に一年が過ぎ
ていきました。実際に医療の現場に立ち、
周りのスタッフの方々に支えられながら
日々学ばせて頂いた一年でありました。今
年はより自分の力を発揮できるようこれか
らも精進して参りますのでよろしくお願い
致します。
黒澤伸之

担当します。

研修医１年目の星野駿介です。群馬県沼田

峯村 康平

自分で歩いたり 食 事や着替えをした

くお願い致します。

森村友紀

り、話せるようにといった練習を行っ

あると思いますが、今年度も引き続きよろし

ていきます。

ので、引き続きのご指導ご鞭撻のほど、よろ
しくお願いいたします。

一人の患者さんを
みんなでサポート！

していきたいと思います。至らない点も多々

私たちリハビリスタッフは、『理学

貢献することを目標に頑張りたいと思います

療 法 士』『 作 業 療 法 士』『 言 語 聴 覚

ます。残り1年もひとつずつ出来ることを増や

活を送れるようにスタッフ一同取り組

充実した研修を送ることができたと感じてい

だことを活かし、よりいっそう地域の医療に

士』といった職 種 に分 かれていま す 。

昨年度は初めての群馬での生活でしたが、

送ることができました。２年目は、１年間学ん

市出身で、趣味はテニスとミュージカル観劇

キーです。

んで参ります。何かお困りのことがあ

神戸美欧

病気やけがなどで生じる障害は様々で

感染症により、慌ただしくすぎさってしまいま
したが、周りの方に支えられ、有意義な１年を

引き続き富岡総合病院にて研修をさせて頂
いています。出身は長野県小諸市で趣味はス

りましたら、お気軽にお声がけくださ

ので、よろしくお願いいたします。

す。専門的な立場から個別性のある関

せていただきます。研修１年目は新型コロナ

研修医2年目の峯村と申します。昨年度に

い。

域に少しでも貢献できるよう励んで参ります

わりを心がけ、医師や看護師等の多職

年度もより多くのことを学び、経験し、富岡地

です。昨年に引き続き、本年も富岡で研修さ

種と協力しながらチームで患者さんを

実した研修生活を送ることが出来ました。今
公立富岡総合病院研修医２年目の森村友紀

サポートしています。

が経ち、自身の未熟さを痛感しながらも、充

立てるよう精一杯努力して参ります。どうぞ
よろしくお願いいたします。
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在宅医療支援センターについて

i Hospital N
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体温や血圧測定などで健康状態に変化がない

①健康状態の観察・助言

す。できるだけ分かりやすいよう質問形式で説明
かチェックし必要なアドバイス
②家族の支援・相談

看護マネジャー

寄り添う

田貝 尚美

⑩支援者間の連携・調整
主治医やケアマネジャーとケア方法の相談役

❷ 富岡地域居宅介護支援事業所
常勤の主任ケアマネジャー１名、訪問看護と兼

在宅介護で困っていることを聞かせてもらいア
ドバイスや支援
度の高い方が安心して在宅生活を続けるために必

務のケアマネジャー２名、計３名で主に医療依存

食事や栄養管理・口腔ケア・排泄ケア・清潔ケ

③日常生活の援助
役割…訪問看護と居宅介護支援事業を担って

褥瘡予防のケアや説明、処置や評価
⑤認知症と精神疾患のケア
服薬管理や家族への対応方法をアドバイス
⑥医療処置
医師の指示のもと点滴やカテーテル管理、イン
シュリンなど
⑦医療機器の管理・指導
人工呼吸器などの管理と家族への使用方法の説
明など
⑧リハビリテーション
身体機能や嚥下機能の回復のためのリハビリ
テーション
⑨人生の最終段階のケア
在宅での看取り、利用者・家族の気持ちに

夜間・早朝訪問看護加算

2,100円/回

210円

630円

深夜訪問看護加算

4,200円/回

420円

1,260円

実費

1,000円/回

実費

実費

交付してもらい利用開始となります。

相談ください。医師からの訪問看護指示書を

ジャーや地域包括支援センタースタッフにご

通院している先生や看護師、ケアマネ

どうやったら利用できるの？

在宅生活のお困りごと、ご相談ください。

のためzoomでの会議も取り入れています。

関わる事業所間の情報を共有をします。コロナ禍

開始時にはサービス担当者会議を行い利用者に

スやヘルパーなどの介護サービスを提案し、利用

必要に応じて、福祉用具レンタル、デイサービ

年度中には、ケアマネジャー１名増員予定です。

要な介護サービス利用の支援を行っています。今

分です。土日祝日と年末年始は

④褥瘡の予防・処置

ア・などのサポート
人、リハビリスタッフ４人、介

護専門員（ケアマネジャー）３人、事務員２人が
働いています。
時

事業時間…業務時間は月曜日から金曜日の 時
分から

お休みです。
場所… 公立七日市病院に併設されています。
住所 富岡市七日市643番地
☎0274− −3000

❶ 富岡地域訪問看護ステーション
一人で生活するのは困難に感じている場合、看
護師やリハビリテーションスタッフが主治医から
の指示のもと、療養を支援します。
具体的には、

安らかな在宅療養を支える笑顔のスタッフ 。
お気軽にご相談ください。

折、関節リウマチ

1,067円

腎疾患…慢性腎不全、尿閉

1,125円/回

内分泌疾患…糖尿病

792円

どんな病院の先生と
連携しているの？

821円/回

料金はいくら？

30分以上1時間未満

公立富岡総合病院、公立七日市病院、西毛

450円

病 院 、 大竹外科胃腸科、久保田クリニック、小

1,920円

訪問看護…医療保険と介護保険が利用できるの

640円

幡医院、香内医院、原医院、石川胃腸科医院、コ

6,400円/月

で、１割から３割の負担です。
（左図参照）

24時間対応体制加算（1か月に1回）

マチクリニック、富岡クリニック、高井クリニッ

2,865円

ク、細谷クリニック、ゆうあい整形外科、富岡・成

955円

清医院、群馬大学医学部附属病院、小児医療セン

470円/回

ター、赤城病院、はるな脳外科、篠塚病院、高崎

30分未満

総合医療センターなどです。

1,000円/回
＊上記以外がかかる場合もあります

6円/回

交通費（富岡市・甘楽町以外）

300円/月

サービス提供体制強化加算（1回につき）

574円/月

初回加算（新規利用者）
（月1回）

何人くらい利用しているの？

その他

緊急時訪問看護加算（1か月に1回）

平均１３０人の利用者さんがいます。

302円

1時間以上1時間30分未満

実費

交通費（富岡市・甘楽町以外）

600円/回
休日利用料（30分毎）

１日約 人に訪問しています。

3,000円/回
6,550円/回

１人の看護師が５件／日ほど訪問します。

2,565円
週４回以降

どんな病気の人が
利用しているの？
脳血管疾患…脳出血、脳梗塞、くも膜下出血

313円/回

8

神経疾患…パーキンソン病、ALS、筋ジストロ
フィー、重症筋無力症
精神疾患…うつ病、アルツハイマー型認知症
呼吸器疾患…COPD（在宅酸素使用）

20分未満

62

心疾患…心不全、不整脈

855円
5,550円/回

月の初日 7,440円/回

週３回まで

介護予防

13

15

悪性腫瘍、白血病、多発性骨髄腫

2回目以降 3,000円/回

その他

3,897円

1,299円

3割負担
１割負担

管理療養費

❶ 医療保険

基本療養費

介護

17

骨筋疾患…頸椎損傷、脊柱管狭窄症、大腿骨骨

❷ 介護保険（1割負担）

訪問看護費

勤務者…看護師

います。

在宅医療支援センターって、
どんなところ？

します。

今回は、在宅医療支援センターを紹介いたしま

s
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―多職種連携で診る―

診療部内科
主任医長 根岸 充子

を支援しています。糖尿病の治療は食事、運動、

このように、さまざまな医療スタッフが介入

察室でよく交わされる会話です。ところが、い
薬物療法の３つが基本ですが、糖尿病をもつ

「お変わりありませんか？」「はい大丈夫で

ざ検査値をみると血糖値が悪化していること
人の気持ちや行動、その人を取り巻く環境に

し、情報や目標を共有し連携して糖尿病治療

があります。体調不良もなく、食生活も大き
よって、難しいと思うことが人それぞれ違うか
らです。
病院には医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、

ときは医療ソーシャルワーカーの出番です。安

高齢者ならではの問題がでてきます。こんな

きない、食事がつくれない、通院が難しいなど

が多くなりました。薬の管理や自己注射がで

最近は、ご高齢者の独居や夫婦二人暮らし

の専門の立場から解決策を提案し、治療を援

状況におかれているかを一緒に考え、それぞれ

ています。わたしたちは、皆さまがどのような

病療養指導士の資格をもつスタッフが在籍し

がいます。また糖尿病看護認定看護師や糖尿

ソーシャルワーカー、病院事務など多くの職種

臨 床 検 査技 師、リハビリテーション職 、医 療

心して自宅療養を続けられるように、心配ご
助できるように取り組んでいきたいと思います。

齊田 悟司

大きさのものを選べば良いでしょう。また、手

ので、患者さんや家族が見やすく管理しやすい

薬を分けて管理する製品はたくさんあります

ます。

協力していただき管理できるようになる方もい

きるようになります。また、家族や周囲の方に

うすることで、退院後も安心して薬の管理がで

患者さんと一緒に薬の管理を練習をします。そ

イミングで薬が飲めて、飲み忘れがないかなど

使って迷わずに薬をセットできるか、服用のタ

そういった場合には、服薬カレンダーなどを

とがあります。

体調の変化で薬を管理することが難しくなるこ

さなければならず、飲み方が複雑になることや、

同時に服用しないように服用タイミングをずら

もともと飲んでいた薬と飲み合わせが悪いため

入 院 患 者 さ んの 中 には 、治 療 で 始 まる 薬 が 、

薬剤部 室長

お薬をきちんと
飲めていますか？

しやすい環境を整えます。

薬剤師や管理栄養士などへ情報を提供し治療

とに応じて行政サービスなど病院外と調整や、

問題解決へとつながることがあります。

音がぽろりと漏れることが。これがきっかけで

「じつは家族の介護が大変で眠れない」など本

な変化はないようです。そんなとき、看護師に

す、食事に注意しています」糖尿病外来の診

より良い
糖尿病治療

作りのケースで試行錯語しながらオリジナルの

あらゆる職種がつながり治療を支えます。

薬の服用タイミング

シリーズ

管理方法を見つけるのもいかがでしょうか。

服用するタイミング毎に1週間分を取りそろえます。
飲み忘れに気がつきやすいです。
医療機関毎や食前用と食後用などに分けても
管理しやすいです。

持ち運びするのに便利です。
１日分の投薬ケースは、間
違って違う日の薬を飲むこ
とを防止できます。
小さいものは手元に置けて
管理しやすいです。
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令和元年11月糖尿病ウォークラリー
もみじ平総合公園にて、公立七日市病院スタッフらと。
コロナ禍が収束したら、このような行事を通して皆さまと
楽しみながら健康づくりをしたいです。

J-E（日本糖尿病療養指導士認定機構）ホームページより

富岡地域医療企業団 公立富岡総合病院・公立七日市病院

公立富岡総合病院

地域医療連携だより

完全紹介予約外来のご案内

以下の診療科では、専門的医療の強化と患者さんの待ち時間を少しでも削減するために
完全紹介予約制となっています。
他の医療機関からの紹介状のほかに、事前の予約が必要と
なりますので、
かかりつけの医師にご相談ください。

内

科

疾患別に予約を
お取りいたします

消化器科

●糖尿病・内分泌系… …………月～金曜日の午前
●呼吸器系・その他… …………月～金曜日の午前
●腎臓内科……………………水曜日の午前
●血 液 内 科 … …………………水曜日の午後
●月～金曜日の午前

整形外科
疾患部位別に予約を
お取りいたします

泌尿器科

●脊椎…… 月曜日、第2・4水曜日、木曜日、金曜日の午前
●膝……… 火曜日、水曜日の午前
●股関節… 火曜日、木曜日の午前
●その他… 月〜金曜日の午前
●月～金曜日の午前 ＊完全予約制。紹介状がなくても予約できます。

上記以外の診療科については予約の必要はありませんが、
紹介状をお持ちでなく受診され
た場合は初診時選定療養費として1,650円をお支払いいただく場合があります。

公立富岡総合病院 予約専用ダイヤル
【予約専用電話番号】０２７４－６３－２１１２
電話予約受付時間：8時30分～ 17時
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