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ニュースレター第二号を発行させていただくにあたり、読者の方々から、できるだけ SDMの利用者の事

例を紹介してほしいとのご意見をいただきました。本号におきましては、SDM 導入にいたるまでの経緯に関し

まして、蒲郡市民病院の導入事例をご紹介いただけることとなりました。また、SDM に保存されたデータは活

用することにより、導入のメリットが得られます。そこで、データ・サイエンティスト育成のための基礎知識

である統計学に関する情報を掲載させていただきました。

一般社団法人 SDM コンソーシアム事務局

蒲郡市民病院におけるリアルタイム DWH構築手
法と BIにおける SDM活用への展望（前編）

飯田 征昌

今回の寄稿に際しまして

は、2021 年 11月に開催され

ました第 41回 医療情報学連

合大会のランチョンセミナー

における発表内容に基づき、

当院が 2021 年 5月に実施し

た病院情報システム（以下

HIS）の全面更新において取

り組んだ DWH構築と BIの活

用に関しまして、診療情報を

基軸とした院内データの集約

と活用の理想像、および SDM

活用に向けてのアプローチに

ついての考察を、次号との 2

回に分けてご紹介いたしま

す。

1. なぜ蒲郡市民病院は HIS

を全面更新したのか？

先ず当院の概況についてご

紹介します。当院は、2018 年

に名古屋市立大学と寄附講座

設置に関する連携協定を締結

し、同年 4月に着任した城

CEO のリーダーシップの下、

医師の増員やこれに伴う診

療・研修・教育などの機能強化

などを図ってきました。その

結果、翌年度には開設以来初

の黒字化を達成するなど、名

実ともに大学との機能連携の

メリットを活かした施策を実

践してきました。

そのような流れから、やが

て更新時期を迎える本院の

HIS のあり方についても検討

された結果、名古屋市立大学

病院で築き上げてきた診療情

報の一元管理に基づいたデー

タ利活用モデルを導入し、大

学と一体となったデータ利活

用の促進を通じて、DX 推進や

地域包括医療システム構築な

ど、今後の重要な成長戦略を

担う基盤としての HIS 更新計

画の推進に至りました。

結果、従来の電子カルテ

（以下 EMR）パッケージシス

テムであった富士通：

EGMAIN-GX から、名古屋市立

大学病院が独自に構築を行っ

てきた EMR である NeoChart

への移行を中心とした HIS更

新を 2019 年 11 月に決定し、

2021 年 5月に新システムの稼

働を迎えることとなりまし

た。

2. NeoChart アーキテクチャ

の特徴と変遷

今回導入した NeoChart の

データ集約に関するアーキテ

クチャの特徴についてご紹介

する前に、僭越ながら私の経

歴についてご紹介いたしま

す。

前職は、先に挙がった名古

屋市立大学病院において、

1999 年より HIS の開発・運用

に関する業務に 2019 年の異

動まで一貫して従事し、その

翌年の退職を経て 2020 年 11

月より現職に就いておりま

す。

その間において、当時の HIS

ベンダーと共同で NeoChart

の様々な要件定義・プロトタ

イプモデリングに始まり、そ

の後の運用におけるプログラ

ム修正・開発やインフラ設計・

監視といったエンジニアリン

グからマネージメントまでの

課題解決に関する全般、シス

テム更新の企画・監督など

「HIS に関する業務のあらか

たは経験したのでは？」と述

懐するに至ります。

そのような経験の下で最も

重視したことは、データの利

活用を促進するためのデータ

モデリングであり、如何にし

て日々積み上げているデータ

とアプリケーションの基盤を

陳腐化させずに有効活用し続

けられるかという点に腐心し

ながら、現在に至る NeoChart

のデータ基盤に投影してきた

つもりです。

続いて、NeoChart 構築当初

における基本的なデータベー

ス設計モデルにおける特徴を

通じて、その後の利点活用と

弱点克服のアプローチについ

てご紹介したいと思います。

2.1 ドキュメント型データの

利点を活かした診療情報集約

NeoChart は、記録やオー

ダーなど診療情報の主要部を

格納するデータベースの設計

において、一般的なリレー

ショナルモデルを採用せず、

ドキュメント型のモデルを採

用（最小限のキー・インデッ

クスとドキュメント（XML）

形式のデータで構成）を採用

した結果、以下の特徴を有し

ています。

・利点：データの内容・構造

に左右されず、多種多様な

データ格納が可能なため、ア

プリケーションのカスタマイ

ズや新規開発が容易

・弱点：最小限のインデック

スで絞り込めないデータは、

格納されたドキュメントを全

て展開して探索する必要が生

じ、特定要素（薬品・検査項

目など）を指定した患者横断

的な検索を高速で行うことは

不可能
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よって、診療情報 DWHが構築

されていない状況において、

EMRのデータ抽出を行うにあ

たっては、SQLクエリ実行＋

XMLドキュメントの解析・正規

化が必要となり、その処理プ

ラットフォームを MS Accessを
用いて独自開発することで、医

療従事者からのデータ抽出依頼

や簡易アプリケーション開発な

どに用いてきました。

そのような状況下から、病理

や読影レポートなどの見落とし

や、B型肝炎再活性化のリスク

マネジメントなど、医療安全面

の課題解決を図る EMR機能開

発を求められた経緯を通じて取

り組んだのが、部門システムで

扱われる診療情報の集約・一元

化です。

この取り組みにおいて、先述

のデータベースモデルの利点が

大いに活かされました。病理、

内視鏡、読影、生理検査、眼

科、分娩、手術、重症、救急の

各部門システムで発生したカル

テ記載に相当するデータ全て

を、各ベンダーに XMLで出力す

るよう依頼し、受領したデータ

そのままの状態を保持しながら

NeoChartで入力した診療記録と

完全に同等の扱いでの取込を実

現しました。まさに、ドキュメ

ント型モデルの利点をそのまま

活かした形としています。

また、その連携基盤の構築に

おいては、高度な処理プロセス

をリアルタイムで広汎に行う必

要性とその重要度に鑑み、SOA
プラットフォーム

（InterSystems Emsemble）を

採用し、プロセスの可視化・集

約による安全性と効率性の両立

も図りました。

上記を通じて、部門システム

の診療記録は EMRそのものの

記録としてリアルタイムに格納

されることから、各種レポート

の内容までもが同列に参照でき

ることを始点として、未読通知

や既読管理のマネジメントか

ら、診断結果に応じた次の臨床

プロセスの提示といった臨床意

思決定支援システム(以下

CDSS)に相当する機能なども、

EMR上で一元的に実装可能な

データ基盤として構築しまし

た。

2.2 ドキュメント型データの弱

点克服のためのリアルタイムマ

ルチデータモデル実現

しかしながら、集約したデー

タの活用に際して今度は従来の

弱点が課題となります。先述の

B型肝炎再活性化における

CDSSを例に、

「免疫抑制剤など特定薬剤の投

与指示をリアルタイムで補足

し、肝炎に関する検査結果の直

近の値を判定した上で、更に肝

炎に関する検査の今後の指示状

況をモニタリングして判断した

上で、検査指示が必要であれば

介入する」 といった場合を挙

げます。

従来のドキュメント型モデル

のみのデータ検索では、数十秒

〜数分以上の検索時間となった

実績からも、瞬時のサジェスト

は事実上不可能です。その一方

で、この様な重要性の高い介入

行為こそ医師が指示したそばか

ら行えなければ、有用ではない

とも考えられます。

よって、この課題を解決する

ために取り組んだのが、ドキュ

メント型データとして格納され

ている様々なデータ要素をイン

デックスとして利用可能にし、

その生成はリアルタイムに行う

施策です。先に、その手法の概

要を図に示します。

本手法の特徴は、その処理全

てをデータベースサーバーのプ

ログラム処理で完遂させる点で

す。その目的と最大の利点は、

従来の EMRアプリケーションに

一切の修正を加えずとも、検索

に適したデータを生成できる点

であり、当初の設計の利点を活

かし続けながらコストも最小限

に抑えられる手法と認識しま

す。その実現に際しては、従来

の RDBMS からマルチモデル

DBMS（InterSystems Caché）の

採用を前提とし、サーバー側の

プログラマブルな処理機能をフ

ル活用するアプローチとしまし

た。

結果、ドキュメント（XML）

として格納されたデータ集合の

発生に連動して、データ集合を

構成する最小単位のデータを格

納するシンプルな Key-Value

Store（KVS）をリアルタイムに

生成するモデルとし、ドキュメ

ント単位とデータ要素単位の 2

つの KVS を同時に構築すること

により、

・あらゆる構造のデータを柔軟

に格納可能

・あらゆる視点からのデータ抽

出の高速化が可能

を実現することによって、先述

の CDSS に必要なクエリを迅速

（数秒以内）に実現可能な EMR

データベースの構築を、2015

年頃より実践し現在に至りま

す。

当初、サーバー側においてト

ランザクション発生時のデータ

ロード・解析といった処理プロ

セスを要求することから負荷面

での懸念はありましたが、ハー

ドウェア更新サイクル単位で見

た場合のワークロード変化に比

して、CPU ・メモリ・ストレージ

の性能向上の度合は圧倒的であ

り、その範疇で充分に収まって

いるものと評価します。

データ必要時点でのフルパ

ワー要求や、別のコンピュータ

リソースありきでは無く、その

余力を活かして格納するそばか

ら必要時に備えておく合理性こ

そが、迅速・広汎なデータ利活

用の礎であると考えます。

今回は、リアルタイム DWH 構

築の前提としての、EMR の機能

性向上のためのデータベース

アーキテクチャの変遷について

の紹介のみにて紙面が尽きてし

まいましたが、次回は先述の

KVS を DWH のデータソースとし

て利用しながら BIツールの応

用に繋げる手法の実例を通じ

て、SDM 活用への展望について

考察します。

著者 飯田 征昌

1980 年 愛知県生まれ

2007 年 名古屋工業大学工

学部卒業
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院入職 病院情報システム

担当、保険・診療情報管理担
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2020 年 10 月 退職。

2020 年 11 月 より蒲郡市

民病院 事務局

デジタル化推進監

上級医療情報技師



「統計検定」のすすめ

本多正幸

表１
試験の

種類

試験内容 レベルの

目安

1 級 実社会の様々な分野

でのデータ解析を遂

行する統計専門力

大学での

専門分野

修了程度

準 1 級 統計学の活用力 ─

実社会の課題に対す

る適切な手法の活用

力

大学卒業

程度

2 級 大学基礎統計学の知

識と問題解決力

大学基礎

課程程度

3 級 データの分析におい

て重要な概念を身に

付け、身近な問題に

活かす力

高等学校

の「デー

タの分

析」程度

4 級 データや表・グラフ、

確率に関する基本的

な知識と具体的な文

脈の中での活用力

中学卒業

程度

統計調

査士

統計に関する基本的

知識と利活用

経済統計

／社会統

計／公的

統計 対

応

専門統

計調査

士

調査全般に関わる高

度な専門的知識と利

活用手法

2級の知

識＋広範

な能力

データ

サイエ

ンス基

礎

具体的なデータセッ

トをコンピュータ上

に提示して、目的に

応じて、解析手法を

選択し、表計算ソフ

ト Excel によるデー

タの前処理から解析

の実践、出力から必

要な情報を適切に読

み取る一連の能力

AI ・デジ

タル社会

の共通ス

キル力を

評価

データ

サイエ

ンス発

展

数理・データサイエン

ス教育強化拠点コン

ソーシアムのリテラ

シーレベルのモデル

カリキュラムに準拠

した内容

データ

サイエ

ンスエ

キス

パート

数理・データサイエン

ス教育強化拠点コン

ソーシアムの応用基

礎レベルのモデルカ

リキュラムを含む内

容

１．はじめに

第四次産業革命 (Fourth
Industrial Revolution、4IR)は
18世紀の最初の産業革命以降の

4番目の主要な産業時代を指す

が、この革命はロボット工学、

人工知能（AI）、ブロック

チェーン、ナノテクノロジー、

量子コンピュータ、生物工学、

モノのインターネット（IoT)、
3Dプリンター、自動運転車な

どの多岐に渡る分野においての

新興の技術革新が特徴である。

その中で著者は、AIや IoT、ロ

ボティックスに関心があるがそ

れらの先進的な展開は、すべて

ビッグデータと呼ばれる膨大な

データ群とそのデータを処理で

きる情報技術の革新に大きく依

存していると考えている。ま

た、AIと呼ばれている分野で

は、人間の思考、判断、予測な

どを模倣するための技術の総称

であり、それらを実現する一つ

の手法として機械学習があり，

更にニューラルネットワークを

用いて学習を効率よく行う機械

学習が DeepLearning(DL)であ

る。医学や医療の分野では、ゲ

ノム医療、画像診断支援、診

断・治療支援、医薬品開発など

の分野において積極的な投資が

行われつつある。画像診断支援

では、日本医療研究開発機構

（AMED）において「医療ビッ

グデータ利活用を促進するクラ

ウド基盤・ AI画像解析に関する

研究」を数年前より立ち上げて

成果を出している。このプロ

ジェクトは、日本医学放射線学

会などの医用画像を取り扱う医

学系の 6つの学会と国立情報学

研究所（NII）において、膨大

な医療画像を蓄積し、蓄積され

たデータに対し AI研究者らが

それぞれ提示した課題を解決し

ようとしたオールジャパンのプ

ロジェクトである（残念ながら

令和 3年度で最終年度となって

いる）。

本稿では、機械学習における

統計学との関連を実例と共に紹

介し、AIといっても基盤となる

技術は、我々が学習してきた情

報科学の技術に他ならないとい

うことである。情報科学の中で

ここでは統計学に焦点を当て、

基盤技術である統計学を改めて

学習することの意義を確認した

い。最後に統計学を学習する際

の確認手法の一つである「統計

検定」の存在を紹介するととも

に、「統計検定」の概要を示

す。過去に行われた試験問題

は、統計検定の HPに掲載され

ているので、各自で各級のレベ

ルを実感していただき、積極的

にチャレンジする方が一人でも

増えることを期待したい。
https://www.toukei-kentei.jp/past/

２．機械学習と統計手法

機械学習には、大きく分けて以

下のように 3通りに分類され

る。

i. 教師あり学習・・・正解がわ

かっている場合の学習で、

AI（人工知能）が問題を解

き、正解との誤差が少なく

なるように AIの挙動（内

部パラメータ）を修正して

いく方法。

ii. 教師なし学習・・・正解がな

い場合の学習で、問題を観

察し、似かよった問題を分

類し、まとまり（グルー

プ）を発見する方法。未知

の問題に対してどのグルー

プに属するか認識し、対応

する方法。

iii. 強化学習・・・試行錯誤を行

いながら最適だと思われる

「行動の仕方」（方策、ポ

リシー）を学習する方法。

（教師あり学習で正解が少

ない場合には、「半教師あ

り学習」「転移学習」「ゼ

ロショット学習」などがあ

るが、本稿の範囲ではない

ので割愛する。）

機械学習で利用されている統

計手法としては「教師あり学

習」では回帰分析（最小二乗

法）があり、分類問題などにも

適用されている。スパム問題な

どに適用される単純ベイズ分類

器では、確率論で勉強するベイ

ズの定理が利用される。また、

「教師なし学習」では、主成分

分析やクラスタリング分析など

の手法が適用されている。この

ように各種の統計手法が AI分
野で活用されており、再度統計

学や統計手法を見直してみるこ

とは時流に合った課題ではない

だろうか。

統計検定(JSSC)ホームページ

https://www.toukei-kentei.jp/
における紹介文は以下のように

なっている。

 「統計検定」とは、統計に

関する知識や活用力を評価

する全国統一試験です。

 データに基づいて客観的に

判断し、科学的に問題を解

決する能力は、仕事や研究

をするための 21 世紀型ス

キルとして国際社会で広く

認められています。

 日本統計学会は、中高生・

大学生・職業人を対象に、

各レベルに応じて体系的に

国際通用性のある統計活用

能力評価システムを研究開

発し、統計検定として実施

します

試験の方式は、PBT(紙テスト)

と CBT があり、試験の種類は、

1級、準 1級、2級、3級、4級

と分かれている。またこれらと

は別に、統計調査士、専門統計

調査士があり、最近加わったも

のにデータサイエンス基礎およ

びデータサイエンス発展がある

が、1級以外はすべて CBT とし

て 2022 年以降実施される予定

と聞いている。CBT とは、コン

ピュータを用いて受験する方式

で、全国で日時や会場を選べて

各自に合わせた学習計画が立て

やすいといったメリットがあ

る。

表 1は、各級における試験内

容とその目安を示している。個

人的な見解・希望であるが、医

療情報関係者並びに医療情報技

師、診療情報管理士の方々に

は、ご自身の統計・統計学の知

識を把握するうえで本統計検定

の活用をお勧めしたい。大学病

院での情報システムの管理に関

する経験や、医学部及び看護学

校での統計学の講義経験から、

読者の皆様においては２級を目

指していただきたいが、まずは

３級合格が当初の目標としてい

ただければと考える。この

ニューズレターの読者は幅広い

層の方々かと推察するが、この

仕組みを活用されてキャリア

アップへと繋げていただければ

幸いである。

著者 本多 正幸

長崎大学名誉教授

（平成 31年 3 月 31日退職）

千葉大学特任教授

（令和 2年 6月 企画情報

部）

職歴：千葉大学附属病院およ

び長崎大学病院にて病院情報

システムの管理の仕事を行っ

てきた。大学では医学統計に

関するコンサルテーションや

講義も担当し、現在「統計検

定」に関する役員も兼任して

いる。

キーワード；

AI（人工知能）

機会学習

統計学

統計検定
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前号では、なぜ現在の DBMS

の主流が RDB であるのかを理解

するために、RDBの歴史につい

て紹介しました。今回は、

Semantic Data Model に関して

紹介します。

データベースモデルは、物理

ストレージ上にデータを保存す

るための手法のことを言い、

階層型データモデル、ネット

ワーク型データモデル、リレー

ショナル・モデル、オブジェク

ト・データモデルなどがありま

す。これらは、実世界で発生す

るデータ（リアルワールドデー

タ）を物理ストレージに保存す

る際に用いられる手法ですが、

どの手法を用いたとしても、リ

アルワールドデータの概念的定

義を完全に表現することはでき

ません。そこで考案されたの

が、Semantic Data Model で

す。このモデルは、リアルワー

ルドと RDB 間の関係を定義する

概念モデルであることから、概

念的ビューとも言います。

Semantic Data Model では、

データベース上で、データ間の

関係性、およびデータの意味を

完全にリアルワールドと一致さ

せることが必要となります

（図）。

実は、後で知ったことですが、

この Semantic Data Model が最

初に用いられたのは、1976 年

US Air Force Materials

Laboratory の ICAM(Integrated

Computer-Aided

Manufacturing)プログラムと言

われています。筆者も IBM の基

礎研究所では、肺癌の

CAD(Computer-Aided

Diagnosis)を主研究テーマとし

ており、開発したアルゴリズム

も、赤外線探索追尾装置で目標

物を検出するためのアルゴリズ

ムからヒントを得たものでし

た。

これらの目的志向型研究にお

いては、その目的に必要なデー

タを取得する「前向き分析」と

なります。一方、現在ではセン

サー技術やデータ保存技術の進

歩により、取得可能なデータの

種類やデータ保存量が格段に増

えており、目的を特定しない、

あるいは別の目的で取得・保存

されたデータを利用して新たな

知見を得る「後ろ向き分析」で

も、十分な成果が得られるよう

になってきました。 電子カル

テにおける臨床データは、患者

の診療記録として保存されてい

ましたが、現在では、臨床研

究、臨床支援、臨床試験、臨床

教育、疫学調査、業務改善、経

営分析、など様々な目的で二次

利用されています。しかし、二

次利用のためには一次目的で保

存されたデータを様々な視点で

検索できるデータベースモデル

が必須となります。リアルワー

ルドにおいて発生するデータそ

のものは、「符号」であり「情

報」としては不完全です。

例えば、電子カルテで病名を

登録する場合、電子カルテの

画面上では、病名という表示

とデータ入力域、および実際

の病名の選択リストなどが

「情報」として表示されてい

ますが、保存されているの

は、コードという「符号」だ

けであり、「情報」として復

元するためには、その「符

号」が病名コードであるとい

う定義と、そのコードが何の

病名であるという変換表(マス

タ）が必要になります。この

変換表に関しては、RDBにお

ける関係モデルにより、復元

が可能となりますが、個々の

データの意味に関しては、項

目名だけでは、元の「情報」

への復元は困難となります。

例における、「病名コード」

という項目名も、どのバー

ジョンのどのコード体系かが

不明だと、病名への復元は出

来ません。したがって、リア

ルワールドとデータとを関係

付けるための Semantic Date
Model が必要となるのです。

この Semantic Date Model
の考え方を拡張したモデルが

SDMです。SDMでは、普遍

的な項目を共通項目としても

ち、特定の分野で利用されて

いる項目を、その分野におけ

る用語として採用していま

す。普遍的な項目とは、行為

を説明する項目群「何時から

何時まで」「何処で」「誰

が」「どの立場で」「誰のた

めに」「何を」「どうした」

などです。

例えば、「2022年 1月 1
日 午前 8:00から 2022年 1
月 1日 午前 8:10まで、病棟

Aにおいて、内科の患者 Bの

ために、チームの看護師 C
が、患者 Bの検温を行い」こ

こまでが共通項目となり、

「体温が 36.5度であった」

はテーブル固有項目として保

存されます。

この普遍的な共通項目を設

定したことにより、様々な切

り口での検索を可能とするこ

とが出来ました。

次回から、SDMの個々の特

徴とメリットについて説明し

ていきます。

【 SDM 】

Semantic Data Model

【 RDB 】

Relational Database

【 DBMS 】

DataBase Management
System

【 CAD 】

Computer Aided Diagnosis

【前向き分析】

【後ろ向き分析】

著者 鈴木英夫

株式会社ＭｏＤｅＬ代表取締役

出身

神奈川県横浜市

学歴

千葉大学工学部

千葉大学大学院工学研究科

千葉大学大学院自然科学研究科

（知識を利用した胸部Ｘ線画像

処理とその応用：学術博士)

職歴

IBM Japan (1983-2014)

IBM Corp. (1998-1999)

(CIS-Image, MDView を開発)

MoDeL Inc.(2014-)

(SDM を開発)

SDM Consortium (2014-)

Findex Inc.(2017-2020)

教歴

千葉大学非常勤講師

東京女子医科大学非常勤講師

岐阜大学非常勤講師

鳥取大学非常勤講師

千葉大学客員准教授



活動記録（2021年）

SDM（Semantic Data Model)について
SDM は、ヘルスケア情報に

関する DWH（データウエアハ

ウス）の設計書です。 DWH の

設計においては、項目間の関

係を含めた構造（モデル）が

必要となります。項目の意味

（Semantics)を理解した上で

その関係を構築する手法

（Semantic Data Modeling)を

用いることにより、有意義な 2

次利用が出来るような DWH を

構築することができます。

これが SDM と命名した理由で

す。

SDM コンソーシアムは、SDM

設計書の整備・保守・分析サン

プル作成・公開・アナリストの

教育・スキル育成、プロジェ

クトの支援、セミナー・ミー

ティング・イベントの企画な

どを通して、SDM 普及を行っ

ております。

【SDM データベース定義書】

V1.13 6 月 9日

HP よりダウンロード可

【第 8期】

2021 年 4 月 1 日 よ り

2022 年 3 月 31 日まで

【社員総会】

5月 26 日

【理事会】 4回

【役員会】 月 2回

【懇談会】 月 1回

【学会参加】

MTA 学会大会 8 月

一般社団法人

SDMコンソーシアム

郵便番号 223-0066

横浜市港北区高田西 2-4-10

電話

(045)567-3613

FAX

(045)567-3613

電子メール

info@sdm-c.org

ユーザーが育てる DWH

組織・役員 （2022 年 1 月 1 日現在）

【代表理事】 紀ノ定保臣 （岐阜大学）

【監事】 本多正幸 （長崎大学・千葉大学）

【理事】 近藤博史 （鳥取大学）

久島昌弘 （沖縄県立中部病院）

村垣善浩 （東京女子医科大学）

木村映善 （愛媛大学）

島川龍載 （県立広島大学）

飯田征昌 （蒲郡市民病院）

鈴木英夫 （株式会社 MODEL)

【事務局】 濱田麻里

【賛助会員】 富士フィルムメディカル IT ソリューションズ株式会社

株式会社医用工学研究所

株式会社ジャストシステム

株式会社ファインデックス

株式会社医用ラボ

株式会社ソフトウェア・サービス

NCS＆A株式会社

IQVIA ソリューションズジャパン株式会社

コスモ開発株式会社

メディカル・データ・ビジョン株式会社

株式会社エムケイエス

データキューブ株式会社

株式会社アドバンスト・メディア

一般社団法人 SDM コンソーシアム

〒 223-0066

横浜市港北区高田西２－４－１０

Web サイトにてお待ちしてお
ります。

Web サイト アドレス:
https://sdm-c.org


