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地球温暖化は、健康にどうなの？ 

 最近、トランプ大統領が、
石油パイプラインの建設推
進の大統領令を出したので、
「それは地球温暖化を進め
るケシカラン決定だ！」と
言って、マスコミが騒いでま
したね。白衣を着ている人間
としては、トランプの好き嫌
いより「人間に良いのか悪い
のか」で論じて欲しいもので
すけどね。 
 さて、地球温暖化の理屈は
「200年前よりCO2が増えた
から、暖かくなり地球が滅び
る」という話（左図）。 
 では「200年前の地球は、
健康に良かったのか？」 

 地質学上では、今は「氷河期」
にあたります。 右の図は過去５
億年の気温変化ですが、右端
の今（N＝NOW)は、気温がグッ
と低いですね。グラフの下、四
角で示された時期が氷河期
（Glacial Periods)。 
 Cm＝カンブリア紀。O＝オルド
ビス紀などの略ですが、例えば、
恐竜が大繁栄したジュラ紀（J）
なども含めて、平均気温は、か
なり暖かいわけです。 
 下図は、20000年前～縄文～
現代までの気温・海水面変化。
縄文前期は、ヒプシサーマル期
（気温最適期）と呼ばれ、今より
気温は高く、海水面もピーク時
はかなり高かった。（縄文海進）。
縄文前期の有名な大集落が「青
森」にある三内丸山遺跡ですが、
狩りや猟の採取生活で大集落
が養えるほど、青森が暖かかっ
たんですよね。 
 これって健康にいいのでは？ 
（最終頁へ） 
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催眠鎮静薬，抗不安薬及び抗てんかん薬の依存性に係る注意事項について 

１．はじめに  
  睡眠薬や抗不安薬は，様々な診療科において処方され，臨床現場で幅広く使用されていま
す。その中でベンゾジアゼピン（BZ）受容体に作用するBZ受容体作動薬は，γ -アミノ酪酸
（GABA）A-BZ受容体複合体に結合しGABAA受容体機能を増強することで，抑制系の神経伝達
を促進し，催眠鎮静作用，抗不安作用，筋弛緩作用及び抗けいれん作用を示します。本邦では，
昭和36年３月にクロルジアゼポキシドが承認されて以降，多くのBZ受容体作動薬が催眠鎮静薬
及び抗不安薬として承認されています。 
 BZ受容体作動薬では，大量連用により薬物依存を生じることがあることが知られており，多く
の場合，添付文書の「使用上の注意」の項において大量連用時の依存性に関する注意喚起を
行っています。これは，1960年代初頭より海外でBZ受容体作動薬の依存性に関する報告が散
見されていましたが，そのほとんどが大量，長期連用時の離脱症状発現の報告であり，依存に
なりやすい体質の患者に長期間，大量投与した場合のみ出現するとの考え方が影響していると
考えられます。しかしながら，1980年代になりBZ受容体作動薬の依存性に対する認識が変わり，
問題の中核は，濫用や医療外使用によるものではなく，医療上の使用で生じる依存であるとす
る考えが徐々に浸透してきています。 
 （以下略、薬剤部注：前月号でも書きましたが、海外では既に注意喚起なされているもので、此
処に言う「徐々に浸透」という表現も含め、「1980年以降、30年間程度、注意喚起を見直さなかっ
た」ことを正当化しているだけで、若干、納得し難い文章と思う） 

２．催眠鎮静薬，抗不安薬及び抗てんかん薬の依存性等に関する調査結果と添付文書改訂 

 販売開始から平成28年６月30日までに製造販売業者が入手した国内における重篤及び非重
篤の依存及び離脱症状等に関連する事象（以下，依存関連事象）を集計した結果，依存関連事
象が50件以上報告された成分は，エチゾラム695例720件，アルプラゾラム171例179件，トリアゾ
ラム158例163件，ゾルピデム酒石酸塩126例129件，クロチアゼパム118例121件及びロフラゼプ
酸エチル64例74件であり，いずれもBZ受容体作動薬でした。また，バルビツール酸（BA）系薬剤
及び非BA系薬剤では，依存関連事象の報告は少なく，その中で最も報告数が多い成分はペン
トバルビタールカルシウム15例17件でした。 
 国内副作用報告において，１日投与量が承認用量範囲内の症例は計473例であり，それらの
うち，投与期間が明確になっている症例は116例であり，投与期間が14日以内の症例が15例，
15日以上の症例が101例でした。一方，１日投与量が承認用量を超えていた症例は計442例で
あり，それらのうち，投与期間が明確になっている症例は54例であり，投与期間が14日以内の
症例が41例，15日以上の症例が13例でした。なお，承認用量を超えていた症例計442例のうち，
「企図的過量投与」及び「企図的製品誤用」の副作用/有害事象名（MedDRA-PT）を含む症例が
369例でした。 
 これらの副作用報告，依存及び離脱症状等に関する総説及び国内ガイドラインの記載内容を
踏まえ，以下の①～⑥の改訂が必要と判断しました。 

①BZ受容体作動薬の長期間の服用により身体依存が形成され，減量や中止時に離脱症状が
あらわれることがあり，依存形成の機序としてGABAA受容体α １サブユニットの関与が想定され
ることから，長期投与のおそれがある，あるいは長期投与が想定される催眠鎮静薬，抗不安薬
又は抗てんかん薬として使用されるBZ受容体作動薬の「重大な副作用」の項に「依存性」があら
われる旨を注意喚起する。 

②BZ受容体作動薬において，依存は「大量連用」に限らず，承認用量の範囲内においても「連
用」により形成されることから，依存があらわれる場合の注意喚起を「大量連用により」から「連
用により」に，離脱症状があらわれる場合の注意喚起を「大量投与又は連用中における」から
「連用中における」に変更する。 
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催眠鎮静薬，抗不安薬及び抗てんかん薬の依存性に係る注意事項について 

③BA結合部位に結合するすべてのBA系薬剤に依存形成が起こり得ると考えられることから，催
眠鎮静薬，抗不安薬又は抗てんかん薬として使用されるすべてのBA系薬剤の「重大な副作用」
の項に「薬物依存」があらわれる旨を注意喚起する。 

○ 承認用量の範囲内においても，連用により薬物依存が生じることがあるので， 
①用量及び使用期間に注意し，慎重に投与すること。 
②催眠鎮静薬又は抗不安薬として使用する場合には，漫然とした継続投与による長期
使用を避けること。投与を継続する場合には，治療上の必要性を検討すること。 

○ 承認用量の範囲内においても，連用中における投与量の急激な減少又は投与の中止によ
り，原疾患の悪化や離脱症状があらわれることがあるので，投与を中止する場合には，徐々に
減量するなど慎重に行うこと。 
○ ベンゾジアゼピン受容体作動薬については，統合失調症患者や高齢者に限らず，刺激興奮，
錯乱等があらわれることがあるので，観察を十分に行うこと。 

④非BA系薬剤のクロラール類及びブロモバレリル尿素も依存を形成するとされていることから，
離脱症状があらわれる場合の注意喚起を「大量投与又は連用中」から「連用中」に変更する。 

⑤BZ受容体作動薬及びBA系薬剤の「重大な副作用」の項の「依存性もしくは薬物依存」に，「用
量及び使用期間に注意し慎重に投与する」旨を追記する。 

⑥催眠鎮静薬及び抗不安薬としての効能をもち，長期投与のおそれがあるBZ受容体作動薬，
BA系薬剤及び非BA系薬剤について，長期投与により形成され得る依存を事前に回避できるよ
うに，「重要な基本的注意」の項に「漫然とした継続投与による長期使用を避ける」旨及び「本剤
の投与を継続する場合には，治療上の必要性を十分に検討する」旨を追記する。 

 また，BZ受容体作動薬において，統合失調症等の精神障害者への投与により，奇異反応に
相当する刺激興奮，錯乱等の副作用があらわれると注意喚起されていますが，これらの副作用
はあらゆる投与患者であらわれる可能性があるため，「統合失調症等の精神障害者」等の記載
を削除することが適切と判断しました。 

３．催眠鎮静薬，抗不安薬又は抗てんかん薬を使用する際に注意すべき事項 

 BZ受容体作動薬に代表される催眠鎮静薬，抗不安薬及び抗てんかん薬は，用量のみならず
使用期間にも注意して適正に使用することで期待される有効性と安全性が確保される薬剤です。 
 これまで，大量連用による依存性及び離脱症状を添付文書にて注意喚起してきましたが，承
認用量の範囲内においても，これらの医薬品の連用により依存関連の副作用が発現した症例
が報告されていることを踏まえ，これらの依存性がある医薬品を使用する際には，最新の添付
文書等を十分確認の上，表２に示す注意事項にご留意いただくとともに，患者の適切な服薬管
理，服薬指導をしていただくようお願いいたします。 

おわりに 

  医療関係者は，今回の改訂の主旨をご理解いただくとともに，引き続き，催眠鎮静薬，抗不
安薬及び抗てんかん薬の適正使用にご協力をお願いいたします。また，独立行政法人医薬品
医療機器総合機構から「PMDAからの医薬品適正使用のお願い（医療従事者向け）：ベンゾジア
ゼピン受容体作動薬の依存性について」が発出されておりますので，適宜ご参照いただきます
ようお願いいたします。 
（薬剤部注：４～５頁に、上記の発出文書を掲載） 
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最適使用推進ガイドラインについて 

１．はじめに  
  厚生労働省は，平成28年６月２日に閣議決定がなされた「経済財政運営と改革の基本方針
2016」において，社会保障分野の改革の取組として，革新的医薬品等の使用の最適化推進を図
ることが盛り込まれたことを受け，革新的医薬品を真に必要とする患者に提供するために最適
使用推進ガイドラインを作成することとしました。 
 （中略） 
 中央社会保険医療協議会においても，高額な薬剤への対応として，薬価制度改革に向けた取
組に加え，新規作用機序医薬品の最適な使用を進めるため，最適使用推進ガイドラインが作成
される医薬品については最適使用推進ガイドラインの内容を踏まえた保険適用上の留意事項
（留意事項通知）が発出されることとなりました。 
 平成28年度は，試行的に，抗PD-1抗体製剤であるニボルマブ（遺伝子組換え）（製品名：オプ
ジーボ点滴静注20mg，同100mg）及びその類薬，抗PCSK9抗体製剤であるエボロクマブ（遺伝
子組換え）（製品名：レパーサ皮下注140mgシリンジ，同140mgペン）及びその類薬を対象として
最適使用推進ガイドラインを策定いたしましたので，その内容について紹介します。 

２．最適使用推進ガイドラインに盛り込む内容 

① はじめに  最適使用推進ガイドライン作成の背景・経緯や位置づけ，当該医薬品の最適使
用推進ガイドライン作成にあたって協力いただいた学会等を示しています。 
② 本剤の特徴，作用機序  当該医薬品の使用にあたって，その特徴を理解する必要がある
ため，作用機序等を示しています。 
③ 臨床成績  当該医薬品の製造販売承認時に評価を行った主な臨床試験における有効性，
安全性の情報など，最適使用推進ガイドライン作成時点までに得られた臨床成績を示していま
す。また，最適使用推進ガイドライン作成の参考とした情報等も示しています。 
④ 施設について 当該医薬品の恩恵を強く受けることが期待される患者に使用するためには，
投与が最適と考えられる患者の診断・特定や，重篤な副作用が発現した際の適切な対応等が
必要となるため，それらに対応可能と考えられる医療機関等の要件を示しています。 
⑤ 投与対象となる患者 当該医薬品の安全性，有効性の観点から，どのような患者が投与対
象となるか（使用が最適だと考えられる患者）を示しています。 
⑥ 投与に際して留意すべき事項  安全性，有効性確保の観点から特徴的な副作用や有効性
の評価に関する事項など，当該医薬品を使用する際に留意する必要がある事項を示しています。 

 革新的医薬品を有効かつ安全に使用するためには，有効性及び安全性に関する情報が十分
蓄積するまでの間，当該医薬品の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとと
もに，副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使
用することが重要です。 
 そのため，最適使用推進ガイドラインでは，作成時点までに得られている医学薬学的・科学的
見地に基づき，最適な使用を推進する観点から必要な要件，考え方及び留意事項を示すことと
しており，以下のような構成としています。 

 平成28年度に作成した最適使用推進ガイドラインの概要は以下のとおりです。なお，各最適使
用推進ガイドラインの詳細については，発出された通知をご確認ください。 
 
（薬剤部注：以下、全文は薬剤部HPに掲載します。要点のみ。） 

３．作成された最適使用推進ガイドラインの概要 
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最適使用推進ガイドラインについて 

３－１．ニボルマブ（遺伝子組換え：オプジーボ）及びその類薬 

ニボルマブ（遺伝子組換え）及びペムブロリズマブ（遺伝子組換え）の最適使用推進ガイドライン
の施設，投与対象となる患者についての要点 
▷ 施設について 
 承認条件として使用成績調査（全例調査）が課せられていることから，当該調査を適切に実施
できる施設である必要がある。その上で，本剤の投与が適切な患者を診断・特定し，本剤の投
与により重篤な副作用を発現した際に対応することが必要なため，最適使用推進ガイドラインに
記載されている要件を満たす施設において使用するべきである。 
① 施設について 
  ①-1下記の（1）～（5）のいずれかに該当する施設であること。 
   （1） 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等（都道府県がん診療連携拠点 
       病院，地域がん診療連携拠点病院，地域がん診療病院など） 
   （2） 特定機能病院 
   （3） 都道府県知事が指定するがん診療連携病院（がん診療連携指定病院，がん診療 
       連携協力病院，がん診療連携推進病院など） 
   （4） 外来化学療法室を設置し，外来化学療法加算1又は外来化学療法加算2の施設基準 
      に係る届出を行っている施設 
   （5） 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設 
  ①-2 各癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師等が， 
       当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置されていること。 
     ※各癌種毎に治療の責任者の要件が異なるため，詳細は最適使用推進ガイドライン 
       を確認してください。など 
▷ 投与対象となる患者 

【安全性に関する事項】 
◦ 禁忌に該当する患者に投与を行わないこと 
◦ 慎重投与等に該当する患者には本剤の投与は推奨されないが，他の治療選択肢がな
い場合に限り，慎重に投与することを考慮できる 
【有効性に関する事項】 
◦ 臨床試験で効果が確認されている患者について 
◦ 有効性が確立されていない患者（他の抗悪性腫瘍剤との併用など）は投与対象となら
ない 
◦  （非小細胞肺癌の場合）PD-L1発現率について   など 

３－２．エボロクマブ（遺伝子組換え：レパーサ）及びその類薬 

エボロクマブ（遺伝子組換え）及びアリロクマブ（遺伝子組換え）の最適使用推進ガイドラインの
施設，投与対象となる患者についての要点 
▷ 施設について 
本剤が適応となる患者の選択及び本剤の投与を開始する判断は，適切に行われることが求め
られる。また，本剤が適応となる患者の多くは，長期的な使用が必要となる可能性が高いため，
本剤使用の継続にあたっては，医療機関へのアクセスの利便性は確保される必要がある。 
１） 投与開始にあたって 
① 施設について 本剤の使用にあたっての十分な知識を有し，動脈硬化性疾患の包括的リス
ク評価を行うとともに，リスク因子としての脂質異常症，糖尿病，高血圧症，慢性腎臓病などの
病態を十分に理解し，動脈硬化性疾患の発症予防・治療のための診療を担当している，一定の
能力を有する医師が所属する施設であること 
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最適使用推進ガイドラインについて 

３－２．エボロクマブ（遺伝子組換え：レパーサ）及びその類薬（前ページより続き） 

  医師要件（注1）医師免許取得後，満6年以上の臨床研修歴を有すること。また，6年のうち3

年以上は循環器診療又は動脈硬化学に関する臨床研修歴を有すること。 
◦ JASガイドライン2012（日本動脈硬化学会：動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版）の内
容を熟知し，動脈硬化性疾患のハイリスクを抽出し，適切な治療を行うことができる医師が所属
する施設であること。 
◦ 家族性高コレステロール血症患者への適応については，当該疾患の患者の診療経験を十分
に有する医師が所属する施設であること。 
◦ 医薬品リスク管理計画（RMP）の中で，本剤の製造販売後の安全性と有効性を評価するため
の製造販売後調査等が課せられていることから，当該調査を適切に実施できる施設であること。 
② 院内の医薬品情報管理の体制について 
 
２） 投与開始にあたって 
「１）投与の開始にあたって」に記載された要件を満たす施設であること，又は１）の要件を満た
す施設と連携をとることができ，以下の要件を満たす施設であること。 

① 施設について 
② 院内の医薬品情報管理の体制について 

▷ 投与対象となる患者 
【患者選択について】 
 本剤は，心血管イベントの発現リスクが高く，スタチンの最大耐用量を一定期間服用している
にもかかわらず，JAS ガイドライン2012の脂質管理目標値に到達していない高コレステロール
血症患者に対して使用することが重要である。 
 本剤の最適な投与対象は，主として脂質管理目標値に達していない家族性高コレステロール
血症患者，冠動脈疾患の既往のある患者が想定される。上記に該当しない心血管イベントの発
現リスクが高いと考えられる非家族性高コレステロール血症患者に対する使用にあたっては，ス
タチンのアドヒアランスや動脈硬化性疾患に関する他のリスクファクターの管理の状況を慎重に
評価すること。 
本剤の投与の要否の判断にあたっては，以下の要件を確認する必要がある。 
１） 非家族性高コレステロール血症患者では，心血管イベントの発現リスクが高いこと。リスク
評価にあたっては，以下のリスク因子を１つ以上有することを目安とする。 
① 冠動脈疾患（安定狭心症に対する冠動脈形成術を含む）の既往歴 
② 非心原性脳梗塞の既往歴 
③ 糖尿病 
④ 慢性腎臓病 
⑤ 末梢動脈疾患 
２） 最大耐用量のスタチンを一定期間（家族性高コレステロール血症患者，上記の①又は②に
該当する患者の使用については，担当医師が臨床上十分な観察期間と判断する期間。それ以
外の患者の使用については，原則として3 ヶ月以上）投与しても，脂質管理目標値に到達してい
ないこと。また，本剤投与前には，スタチンに加えて，エゼチミブを併用することも考慮すること。 
３） 高コレステロール血症治療の基本である食事療法，運動療法，禁煙及び他の動脈硬化性 
疾患のリスクファクター（糖尿病，高血圧症）の軽減を含めた内科的治療が十分に行われている
こと。 
※なお，最大耐用量のスタチンを服用しているにもかかわらず脂質管理が不良な高コレステ

ロール血症患者では，家族性高コレステロール血症を疑うことが重要である。家族性高コレステ
ロール血症患者の診療経験を十分に有する医師と相談することも検討すること。最大耐用量と
は，増量による副作用発現のリスクや患者背景（年齢，腎機能障害等）などを考慮し，医師がそ
の患者にとってこれ以上増量することが不適切であると判断した用量を指す。 
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プラリア皮下注シリンジ 

 デノスマブ（遺伝子組換え） 

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注
意］ 追記 
 
 
 
［副作用］の「重大
な副作用」 
追記 

「骨粗鬆症患者において、本剤治療中止後、骨吸収が一過性に亢進し、多発性椎体
骨折があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、本剤治療中止後に骨
吸収抑制薬の使用を考慮すること。」 

 

「治療中止後の多発性椎体骨折： 

骨粗鬆症患者において、本剤治療中止後、多発性椎体骨折があらわれることがあ
る。」 

キイトルーダ点滴静注 

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） 

４２９ その他の腫瘍用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」 
追記 

「心筋炎： 

心筋炎があらわれることがあるので、胸痛、CK（CPK）上昇、心電図異常等の観察を
十分に行い、異常が認められた場合には、本剤の投与を中止し、適切な処置を行う
こと。」 

カンサイダス点滴静注用 

カスポファンギン酢酸塩 

６１７ 主としてカビに作用するもの 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」 
追記 

「中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼 

症候群（Stevens-Johnson症候群）： 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群があらわれることがあるので、観察を十
分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

 気温と薬の販売 
 気象庁には面白いデータがありますが、気温と薬の販売数の相関を見たものがあります。 
東京の販売店のデータとして、「総合感冒薬やかぜ補助薬（医薬品）等は、気温が低いほど販
売数が増え、虫さされ薬や殺虫剤（ハエ・蚊用）等は、気温が高いほど販売数が増える」 
 このあたりは、誰でも想像しますが、そこから細かくなってくるのが面白いところ。 
•かゆみ・虫さされ用薬は、東京も岡山南部も平均気温がおおむね 18℃を上まわる頃から販売
数が大きく増え始める。殺虫剤（ハエ・蚊用）も同様。 
•かゆみ・虫さされ用薬は、5 月中旬から 7 月中旬頃までは気温と販売数の関係が明瞭である
が、気温のピークとなる 8 月には販売数は落ち、気温との関係は不明瞭。 
•札幌市における殺虫剤（ハエ・蚊用）の販売数は、東京よりも 5℃以上低い気温で増加しはじ
め、気温の上昇に伴い販売数が次第に増加する。 
•東京の殺虫剤（ゴキブリ用）は、気温の上昇とともに次第に販売数が増加するが、大きく増加し
始める気温の目安は必ずしも明瞭でない。しかし、殺虫剤（ハエ・蚊用）よりも 7℃ほど低い 
11℃以上が販売数増加の目安と考えられる。など。薬店の人は、データが欲しいだろうなぁ。 
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 では、地球温暖化阻止理論の人々が言う「理想の２００年前」（産業革命時代）あたりの気温
が、「人間の生存にとって良好な環境だったのか」が大切ですね。調べてみます。 

地球温暖化は、健康にどうなの？（表紙から続き） 

 どんな文献を調べても、文明
以降の人類の経験した気温変
化は右図のような感じ。 
 200年前つまり1800年代以前
＝江戸時代は「小氷期」。 
 その小氷期には何があった
でしょうか。江戸四大飢饉（寛
永、享保、天保、天明）。 
 ヨーロッパ史に詳しい人は、
寒冷による「17世紀の危機」を
思い出す筈です。農作物の不
作→社会不安（魔女狩り等）→
戦乱の時代ですね。 

 左は1600年代の絵。イギリスのテムズ川
が「完全氷結」して、人々が楽しく遊ぶ図で
すね。欧州で小氷期が最も過酷だったの
は、1560～1660年というデータになります
が、日本の上のグラフも同じですね。 
 当時のヨーロッパ人の身体データを見る
と、寒冷化と合わせて身長が２ｃｍほど低
くなっているようです。 
 つまり、産業革命前の気温は、食糧不足
や社会不安、戦乱を招いてる感じです。 
 無条件に「200年前がサイコー！」という
気候ではなさそうですよ。モノが無いから
工夫して知恵が出た（産業革命）時代。  

 さらに言えば。 
 宇宙には、レールが引
いてあるわけではない
ので、太陽の周りを回る
地球の軌道も角度も変
化します。 
 太陽と地球の相対的
位置は、近くなったり遠
くなったりするので、基
本的には、10万年周期
で気温は大きく上下しま
すし、太陽活動の変化
（黒点活動等）でも、地
球の気温は変わる。 

 図は、その地球軌道の変化を示すもので、それにより日射量が上下するサイクルを「ミランコビッ
チサイクル」と言います。地球の気温が「CO2だけに依存する」ハズがない。そもそも、CO2は気温
が低いと水（海）に溶け、暖かいと海から蒸散。当たり前。暖かけりゃ、CO2濃度は上がる。 

 たしかに、今のCO2濃度は、人類の排出分が上乗せされたため、想定以上に暖かくなっていると
の研究・考察は正しいのですけどね。ただ、地球環境のごく自然な流れは「次は小氷期→本格的
氷河期」ですから心配せずとも寒くなります。その時は、暖かくなるまで10万年待ちかな。 
 結局のところ、地球温暖化阻止の話は、石油利権から、原発利権・自然エネルギー利権への誘
導が本題。でも原発利権は東芝を見て分かる通り。もう、温暖化の話題は卒業の時期かな。 


