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本論文は第２９２回東京歯科大学学会総会（２０１１年１０
月１６日，東京）において標記のタイトルで行った特
別講演の内容をまとめたものである。なお，講演で
は極めて多くの画像を用いたがここでは紙面の関係
上，副題であるエナメル質結晶の脱灰と再石灰化に
関連する画像の中からその一部を抽出したもののみ
にとどめた。

電子顕微鏡は，１９３１年ドイツ・ベルリン工科大学
の Max Knollと Ernst August Friedrich Ruskaによ
り開発された。一方，我が国では大阪大学の菅田榮
治が倍率１万倍の機種を完成させ，瀬藤象二が国産
化のための技術開発に貢献した。ルスカはノーベル
賞を，また日本電子顕微鏡学会（現 日本顕微鏡学
会）は瀬藤賞を設立し，その栄誉を称えている。

電子顕微鏡が開発されて以後，医歯薬学をはじめ
とする生物学の分野のみならず，物理学，化学，工
学などあらゆる分野で電子顕微鏡が活用され，電子
顕微鏡無くしてこれら学問の発達は語れないと言っ
ても過言ではない重要な役割を担ってきた。電子顕
微鏡はその後も着々と進化を遂げ，原子の位置まで
判別できる超高分解能電子顕微鏡を駆使したナノ
メートルの世界となって久しい。

１．東京歯科大学における電子顕微鏡の歴史

東京歯科大学における電子顕微鏡の歴史は病理学

第一講座（現 口腔超微構造学講座）に設置されてき
た機種そのものの歴史でもある。昭和３０年後半，同
講座の主任教授であられた故松宮誠一先生（後に学
長，名誉学長）がたまたま東京大学の前を通りか
かった時に電子顕微鏡に関する講演会の立て看板を
目にし，聴講したのがきっかけであったと伺ってい
る。そして，松宮先生は「これからは電子顕微鏡の
時代になる」と確信し，故田熊庄三郎先生（後の病
理学第一講座主任教授，大学院研究科長，名誉教
授）を日立製作所中央研究所に派遣した。この時が
本学における電子顕微鏡時代の幕開けであった１）。

その後，同講座に日立製作所が開発した電子顕微
鏡 HS-1 型機が設置された。次いで HS-6 型機，HU-
11B 型機と順次代替設置され，筆者が大学院に入学
した１９７１年には，当時最高の機種と評判の高かった
HU-12 型機が設置されていた。以後，現在に至る
まで筆者は電子顕微鏡を主たる研究機器として用い
る研究生活を送ることとなった。留学先の米国国立
歯科衛生研究所（NIDR（現 NIDCR）, NIH, USA）で
もやはり電子顕微鏡を用いた研究に従事していた
が，１９８１年本学のメインキャンパスが稲毛に移転す
るのに伴い松宮学長から帰国命令が出された。帰国
して稲毛キャンパスに出校してみると，講座には高
分解能電子顕微鏡日立 H-700H 型機が設置されてい
た。次いで１９９２年超高分解能電子顕微鏡 Topkon
EM-002B 型機が導入設置され，以後，結晶形態学
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に的を絞った研究がなされるようになった。

２．超高分解能電子顕微鏡による新たな発見は教
科書や参考書を書き改めなければならない事実
を生み出した

超高分解能電子顕微鏡は我々の研究分野において
未知であった領域や，不明確あるいは推測の域を出
なかった事象に対して決定的な確証としてのエビデ
ンス，すなわち「百聞は一見にしかず」で言い表す
ことが出来る視覚証拠をもたらした。これまでの新
発見がたった１枚の写真やたった一度の出来事から
スタートした事は周知の事実である。超高分解能電
子顕微鏡により明らかとなった事実は枚挙にいとま
がないが，ここでは筆者の所属する講座が明らかに
してきたものの中から，講演内容に限局してその一
端を述べる。

１）象牙質結晶の形態
象牙質の結晶には板状結晶と針状結晶の異なった

形態を示すハイドロキシアパタイトが存在するとこ
れまで言われてきた。しかし，超高分解能電子顕微
鏡は象牙質の結晶が扁平六角板状を示すものと六角
柱状を示すものがあること，そしてこれまで言われ
てきた針状の結晶と板状の結晶は同一結晶，すなわ
ち扁平六角板状結晶の異なった面を観察していた結
果であったことを如実に示したのである２）。従って，
象牙質には２種類の異なった形態を示すハイドロキ
シアパタイト結晶が存在することについては正しい
が，針状と板状の形態を示す結晶が存在するという
ことは大きな誤りであり，教科書等を書き改めなけ
ればならいことが判明した。

２）エナメル質結晶内部の異常
ヒトのエナメル質結晶もハイドロキシアパタイト

であるが，その形態は長く大きな扁平六角柱状で，
超薄切片とした時にその全体像を把握しづらいこと
から我々は主として c 軸断切片，すなわち長い柱状
結晶の横断面（結晶の００１面）による観察を行ってき

図１ エナメル質の結晶像
A：結晶 c 軸断像（扁平六角柱状結晶の横断面の像）。二重矢印は中心線条を，矢印は中

心線条付近にみられる白斑を，そして破線は結晶格子を示す。このような像を「格子像」
という。B：A の一部の拡大像で，実線は単位胞を示す。ここでは格子ではなくスポット
して表されている。このような像を「組成像」という。C：単位胞の各スポットに原子も
しくは原子団の位置をプロットしたもの。
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た。図１はその像と単位胞，そして原子もしくは原
子団の位置をプロットしたものである３）。結晶の中
央にみられる中心線条は，この結晶がエナメル芽細
胞の関与のもとに生理的状況下で形成された結晶で
あることを物語っている。更に重要なことは，この
中心線条の付近に限局して多数の白斑（明斑）を認め
たことである。この白斑は，嘗ては電子線照射によ
る人工産物とされてきたが，電子顕微鏡の発達はこ
の白斑が実在する構造物であること，そしてこの部
に刃状転位４）やらせん転位（図２）４），原子空孔５），小
角粒界４）や原子の回転（図３）５）など多くの異常が認め
られたこと，更にこれらの異常を含む結晶が我々ヒ
トのエナメル質に極めて多く含まれていたことであ
る。多くの教科書や参考書にはエナメル質が欠陥の
ないパーフェクトな結晶のみで作られているような
印象を与える記述となっているが決してそうではな
い。このことについて記載されている教科書や参考
書は，筆者が分担執筆したもの以外には見あたらな
い６）。後述するエナメル質結晶の溶解（脱灰）の項で
も述べるが，結晶内部の異常は脱灰の進行に極めて
重要な役割を担っていたのである。なお，本項は

The Journal of Electron Microscopy ５２⑹：６０５～
６１３，２００３４）に発表した総説の二次出版に相当する
ものである。

３）フッ素症歯エナメル質の結晶
歯牙フッ素症は飲料水に高濃度のフッ素を含む地

図２ エナメル質結晶内部の異常⑴
A：刃状転位。白斑を含んでバーガー回路を描いた

像で，回路が閉鎖していない（○印）。これは内部に１
単位胞の欠落がみられるためである。B：らせん転
位。白斑部からの結晶格子が矢印部で２本に分かれて
いる。

図３ エナメル質結晶内部の構造異常⑵
A：原子空孔。単位胞内に screw axis calcium の欠落がみられる（矢印）。B：小角粒界。

２つの白斑の間で結晶格子が１／３ずつずれている。C：原子の回転。白斑の矢印部の原子に
１０°の回転がみられる。
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域住民に出現する形成不全歯である。従前より歯牙
形成期にフッ素を与えると耐酸性に優れたフッ化ア
パタイトがエナメル質に形成されると言われてき
た。しかし，フッ素症歯のエナメル質にはその表層
に限局してフッ化アパタイトが観察されるものの７），
エナメル質の中層や深層にはそれが観察されなかっ
た。そこで，精度が極めて高いイオンマイクロナラ
イザーによりフッ素の検出を試みたところ，それが
検出されたのは超高分解能電子顕微鏡所見と同様，
表層エナメル質に限られていた８）。エナメル質の形
成期にフッ素を投与することによりフッ化アパタイ
トが形成されるならば，エナメル質の中層や深層か
らフッ素が検出されるはずである。しかしながら，
筆者のこれまでの検索ではフッ素症歯エナメル質の
深層や中層からフッ素が検出されていない。従って
当然のことながら，フッ化アパタイトの存在も確認
されていない。このことは超高分解能電子顕微鏡所
見が正しいことを裏付けると同時に，エナメル質の
形成期にフッ素を投与してもフッ化アパタイトが形
成されないことを物語っている。

ところでこの検索に供したフッ素症歯はタンザニ
アの一地方から蒐集されたもので９），飲料水中の
フッ素濃度が３．５ppm であったため，高濃度すぎる
との懸念があった。そこでデンマークの O. Fejer-
skov 教授らとの共同研究で低濃度のフッ素を含む
飲料水で飼育したブタの歯胚を用い検索したとこ
ろ，エナメル質本来の厚さまで形成された基質形成
期のエナメル質，当然ながらここにはエナメル質の
結晶が既に出現しているが，そこからはフッ化アパ
タイトをみつけることができなかった。この実験で
もフッ化アパタイトの存在が確認されたのは萌出直
前にある歯胚の表層エナメル質（成熟期エナメル
質），萌出中および萌出後の表層エナメル質のみで
あった１０）。このことはフッ素が作用するのは基質形
成期が終了してから，つまりエナメル質の結晶が形
成された後，成熟していく過程になって初めて作用
するという論文１１）と併せ考察すれば，歯牙形成期に
フッ素を作用させてもフッ化アパタイトが生成され
ないことがわかる。しかし，これについては更に詳
細な実験と観察が必要となろう。

上述のようにフッ化アパタイトが観察できたのは
表層エナメル質のみであったが，それとは別にハイ

ドロキシアパタイトの一部の水酸基（OH）がフッ素
（F）に転換したフッ化水酸アパタイト（fluoridated-
hydroxyapatite）も表層エナメル質からみつかって
いる５）。超高分解能電子顕微鏡での観察はこのよう
に個々の結晶のみならず，その内部まで詳細に検索
していくことが出来るという大きな利点を有してい
る。

３．エナメル質結晶の脱灰と再石灰化

本講演のサブタイトルに示すように，超高分解能
電子顕微鏡による検索で明らかとなったエナメル質
ハイドロキシアパタイト結晶の脱灰と再石灰化を齲
蝕病巣の結晶形態学的検索結果から述べる。なお，
本項の１）～３）も The Journal of Electron Micros-
copy ５２⑹：６０５～６１３，２００３４）に発表した総説の二
次出版に相当するものである。

１）脱灰
エナメル質結晶（図１）の溶解を脱灰といい，これ

には２通りの結晶形態学的様相がみられる。その一
つは辺縁，言い換えれば外側から溶解が開始するも
のである（図４A）。他の一つは，非常に奇妙な現象
ではあるが，辺縁の形態は比較的保たれているの
に，その中心部から溶解が開始しているものである

（図４B）。これは溶解が結晶の c 軸に沿って進んで
いることを示しており，このような溶解形式を中心

図４ エナメル質結晶の溶解（脱灰）像
A：溶解が辺縁から開始している結晶。矢印部が鋸

歯状になっていることに注意。これは結晶構成要素で
ある原子や原子団が単位胞毎に脱却されていることを
示しており，再石灰化との鑑別になる（図７A 参
照）。B：辺縁は結晶の形態が比較的保たれている
が，中心部が溶解している。このような溶解を中心穿
孔という。
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穿孔という。エナメル質齲蝕病巣では中心穿孔を伴
う結晶が極めて多く認められることから，筆者が口
腔病理学を学んだ昭和４０年（１９６０年）の時点で既に齲
蝕におけるエナメル質結晶の溶解の特徴とされてい
たものの，その成因については不明であった。しか
し，超高分解能電子顕微鏡はこれを明らかにした。
すなわち，中心穿孔は結晶内部の異常に端を発し，
拡大していくことによって形成されることが明らか
となったのである（図５）。中心穿孔が齲蝕における
エナメル質結晶の溶解の特徴であるということを裏
返せば，既に述べた事ではあるが，我々ヒトのエナ
メル質には如何に多くの異常結晶が含まれているの
かを物語っているといえよう。なお，どの原子や原
子団から脱却（脱灰）され始めるのかについては現在
でも不明であるが，少なくとも単位胞毎に行われて
いるのは間違いないことと思われる。

また，中心穿孔の形成過程で新たな事実も判明し
た。それは脱灰に対する中心線条の様相である。こ
れまでは中心線条が中心穿孔の初発部位であると認
識されていたが，超高分解能電子顕微鏡像はこれを
否定するばかりか，むしろ脱灰に対し常に抵抗性を
示していることを明らかにしたのである（図６）。

２）再石灰化
再石灰化とは一度石灰化した部が脱灰された後

に，再び石灰化することである。すなわち脱灰によ
り溶解された部分，それが個々の結晶の一部分であ
れ，数個の結晶が完全に溶解された領域であれ，い
ずれにしろ再石灰化は脱灰された部分の修復像とし
て捉えられる。

結晶形態学的に再石灰化は３通りに大別される。
第１は個々の結晶の溶解部分の修復である。辺縁部
からの溶解は同部に新たな結晶が添加することによ
り，あるいは同部にエナメル質結晶を構成する原子
や原子団が添加することにより，もしくはその部分
に結晶成長が起こることにより修復される（図７）。
中心穿孔部の修復はそこに新たな結晶が出現し，沈
着することから開始する。次いでそれらが成長し，
融合して穿孔部を塞いでいくことにより行われる

（図８）。
第２は新生結晶の出現である。新生結晶はその中

央に中心線条がみられないことから，これが病的な
状況下で作られた結晶であり，エナメル芽細胞の関
与のもとに生理的状況下で形成された結晶ではない
ことが容易に判明する。これには種々のタイプの結

図５ 中心穿孔の成立過程を示す像
A：中心線条付近の白斑が融合している。B：次い

で，融合部が拡大していく。中心線条は溶解に対し抵
抗性を示している（黒い矢印）。白線はバーガー回路で
この中に２単位胞の欠落があることを示している（白
い矢印）。また，中心線条直下は鋸歯状になっている

（黒い矢印）。これは図４A と同様，溶解が単位胞毎
に行われていることを示している。C：溶解が中心線
条を越え，反対側に及んでいる。矢印はかすかに残っ
ている中心線条を示す。D：完成した中心穿孔を示
す。

図６ 脱灰に抵抗性を示す中心線条像
中心線条はいかなる場合でも脱灰に対し抵抗性を示

している。脱灰は，現時点では，単位胞毎に脱却され
ていくことがわかっている。そのため，中心穿孔の形

（平面観）は基本的には単位胞の形態である菱形を組み
合わせた形，すなわち三角形，菱形，台形，平行四辺
形，六角形などを示す。時に複雑な形を示すこともあ
るが，上述の種々の形を組み合わせたものになること
が多い。図５A および図５B も同様，中心線条が脱灰
に対し抵抗性を示していることがわかる。
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晶がみられる。それは正規のエナメル質結晶と同じ
であるハイドロキシアパタイト（図９B）のほか，
フッ化アパタイト（図９A），ブルシャイト，ウィッ
トロカイトなどで，後２者の結晶は生体では齲蝕病
巣で初めて発見された結晶であるところから齲蝕結
晶とも呼ばれている。いずれもリン酸カルシウム系
の結晶であるという特徴がある。

第３は溶け残った結晶の成長である（図１０）。表１
は顕微Ｘ線像で脱灰が進んでいる領域，すなわちＸ

線が透過し黒くなってしまった部分に残存していた
結晶のサイズを計測した結果を示したもので，自然
齲蝕病巣に残存する結晶は健常部の結晶より幅径，
厚径ともに大きい。脱灰が進んでいるなかで，これ
に相反する現象である再石灰化が発現していること
は奇妙な現象ではあるが，結晶サイズの計測結果と
超高分解能電子顕微鏡像はそれが事実であることを
示している。表の最下段に記載した人工齲蝕の欄
は，人工齲蝕と言うにはおこがましいかぎりでただ
単に酸に浸けただけであるが，この状況下で残存し
ていた結晶の値が一番大きい。再石灰化にはリンや
カルシウムの供給が必要不可欠であるが，この実験
系では外部からリンやカルシウムの供給を行ってい

図７ 再石灰化⑴ 破壊結晶の修復像 その１
A：辺縁からの溶解部分に修復像が観察される。修

復部分は平坦な様相を示している。図４A（脱灰像）と
比較すればその相違が明らかである。反対側の側面に
は結晶の成長像が観察される。B：辺縁の溶解部分に
新生結晶が添加し（矢印），あたかも正常な扁平六角形
の外形を取り戻しつつ印象を与える。これと反対側に
も小結晶の添加がみられる。C：B の一部の拡大像。
新生結晶の添加部では原子の結合がまだ完全な状態に
なっていないことを示している。

図８ 再石灰化⑵ 破壊結晶の修復像 その２
A：中心穿孔部に小さな新生結晶が出現している

（矢印）。B：中心穿孔部に出現した小結晶が増量し
て，あるいはそれらが成長して互いに融合し穿孔部を
閉鎖（修復）しつつある。この結晶の周囲には脱灰結晶

（中心穿孔を伴う結晶や断片化した結晶）や多数の結晶
が溶解し空虚となった領域（完全脱灰領域）がみられ
る。

fluorapatite

hydroxyapatite

図９ 再石灰化⑶ 新生結晶像
A：結晶格子が３方向からそれぞれ６０°の角度で交

差し，かつその間隔が８．１２Åであることから，この結
晶はフッ化アパタイトであることがわかる。B：結晶
格子が３方向から６０°の角度で交わっているが，その
間隔が８．１７Åであることから，この結晶はハイドロキ
シアパタイトと同定される。A，B いずれの結晶もそ
の中心部に中心線条が認められないことから，これら
の結晶が生理的状況下で形成されたものではなく，病
的な状況下で形成されたことがわかる。

図１０ 再石灰化⑷ 残存結晶の成長
A，B の矢印は共に中心線条を示す。中心線条はそ

の文字が示すとおり結晶のほぼ中央に存在しているの
で，A の結晶では図の左方向に，B の結晶では図の右
方向に成長しているのがわかる。さらに B では新た
に出現した新生結晶との融合を開始しているが，それ
ぞれの結晶格子間でまだ１°のズレが観察される。
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ない。従って，ここで示された結晶成長は脱灰され
て遊離してきたリンとカルシウムが溶け残った結晶
の成長，すなわち再石灰化に利用されていることを
如実に示している。

３）脱灰と再石灰化の同時発現
上述した如く，脱灰により遊離してきたリンやカ

ルシウムが溶け残った結晶の成長，すなわち再石灰
化に利用されていることは，脱灰とこれに相反する
現象である再石灰化が同時に発現していることを物

語っている。このことは，エナメル質齲蝕病巣はも
とより（図１１），象牙質２）やセメント質の齲蝕病巣１２）

でも普遍的に観察されている。なお，臨床的に健常
であると診断された歯牙の表面でも脱灰結晶と再石
灰化結晶が生理的に形成された結晶に混じって存在
していることを確認している。

４）再石灰化の促進による齲蝕の予防
これまでに行われてきた齲蝕の個人的予防には，

プラーク（バイオフィルム）に対する処置，一般的に

図１１ 初期齲蝕病巣（表面下脱灰）の結晶像
A：顕微 X 線像。表層は高度に石灰化しているが，その下層は脱灰さ

れている。脱灰部は表層下の病巣と呼ばれている。B：表層の結晶。正常
結晶に混じって中心穿孔がみられる脱灰結晶と小型の新生結晶（再石灰化
結晶）が多数みられる。結晶の密度が高いため，A で示すように X 線の透
過性が悪いので白くみえる。C：表層下の病巣の結晶。ここでも脱灰結晶
と再石灰化結晶が混在しているが，結晶密度が低いため X 線の透過性が
よいので黒くみえる。

表１ エナメル質齲蝕病巣の脱灰層に存在するハイドロキシアパタイト結晶（ｃ軸）のサイズ

結 晶 厚 径 結 晶 幅 径

平均 範 囲 S. D. 平均 範 囲 S. D.

健常（対照） ２７５．９ １４０．０～４５９．９ ６４．７ ４７７．６ ２７５．１～７８０．０ １２０．０
自 然 齲 蝕 ３２８．４ ２３８．９～５９９．９ ６５．４ ６５３．４ ３７２．２～１，０５５．５ １２３．８
人 工 齲 蝕 ４２６．９ ３２５．９～５８５．２ ６１．８ ６６７．７ ４６５．５～８２４．６ １０６．４
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プラークコントロールと言われているもののこれは
単にプラークを除去しているに過ぎないが，これと
フッ素等による歯質の強化が主なものであった。し
かし，齲蝕病巣を結晶形態学的に検索し追求した結
果，齲蝕は脱灰と再石灰化のバランスが崩れ，脱灰
の程度が再石灰化の程度を上回ったときに発症する
ことが判明した（図１２）４，１３）。そこで再石灰化を促進
することにより，再石灰化の程度が常に脱灰の程度
を上回る状況にしてやれば齲蝕は発生しないという
理論に立脚し，当時，代替甘味料として脚光を浴び
ていた各種糖アルコールの再石灰化能を詳細に検討
してキシリトールを選択した１４）。更に，これに
ミュータンス菌に対する効果や再石灰化をより促進
するためにフノランと第２リン酸カルシウムを加え
たキシリトールガムを開発し１５），研究成果の一端を
一企業と提携して商品化することにより社会に還元
した。なおこれに関し東京歯科大学と提携した企業

図１２ 結晶形態学的研究から導いた齲蝕の成立理論
ヒトの口腔内では常に脱灰と再石灰化の相反する現象が同時に発現して

おり，健常歯ではそのバランスが保たれている。しかしこのバランスが崩
れて脱灰の程度が再石灰化の程度を上回ると齲蝕が発生する。逆に再石灰
化（もしくは石灰化亢進）の程度が脱灰の程度を上回った時は，これを歯牙
萌出後の成熟という。エナメル質の増齢変化として捉えられているエナメ
ル小柱体部の結晶の成長や，エナメル小柱鞘部における新生結晶の出現も
結晶形態学的には再石灰化と同様の現象として捉えられる。

上のグラフはプラークの pH を示したもので，食事のたびに脱灰され，
食事と食事の間に再石灰化が行われることにより歯の健康が保たれ，臨床
的には健常な状態が維持されていることを示している。グラフ中の pH
５．５（実線）という値は欠陥のない結晶が溶ける値であるが，これまで述べ
てきたように我々ヒトのエナメル質には何らかの欠陥を有する結晶が多く
含まれているので，pH６．５（波線）でも溶ける可能性があることを示してい
る。

図１３ 特許証
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に帰属する特許が認められていることを付記してお
く（図１３）。

更に，再石灰化の促進は，白斑程度の初期齲蝕な
ら歯科処置を施さずとも自然に修復することが判明
した１６）。このことは破壊一辺倒である現在の齲蝕の
定義を訂正しなければならない必要性が生じたこと
を意味している。我田引水的ではあるが平成６年に
改訂された学校歯科検診でも要観察歯（question-
able caries for observation, CO）が追加されたこと
は，初期齲蝕が自然治癒する可能性のあることを示
したものといえよう。また，破壊されたエナメル質
の再生をエナメル芽細胞の関与なしに行うことに関
し，再石灰化液に含ませるフッ素の濃度を上げるこ
とによって，僅かではあるが齲窩を修復することが
可能であることも判明した１４）。エナメル質はその形
成が完了すると，エナメル質の形成細胞であるエナ
メル芽細胞が消失してしまうため，以後，細胞に
よって形成もしくは再生されることはない。従っ
て，再石灰化現象の促進を広義に捉えれば，再石灰
化の促進はエナメル質という特異な組織における再
生療法の一種ともいえよう。

これまでエナメル質結晶を中心に超高分解能電子
顕微鏡所見から判明した事象を縷々述べてきた。齲
蝕は細菌感染症の一種であるが，結晶形態学的に
は，脱灰と再石灰化のバランスが崩れ，脱灰の程度
が再石灰化の程度を上回ったときに発生する。逆に
再石灰化の程度が常に脱灰の程度を上回っていれば
齲蝕は発生しない。再石灰化には唾液が極めて重要
な役割を担っていることが判明していることか
ら１７，１８），全てのヒトの唾液の再石灰化力を何らかの
手段で常に脱灰を上回るようにすることが出来れ
ば，ミュータンス菌は言うに及ばず，いかなる原因
菌のアタックを受けたとしても齲蝕は発症しないこ
とになる。

齲蝕の撲滅が筆者の最大の願いであった事を明記
し，次世代の研究者にこのことを託して筆を置くこ
とにする。

終わりに臨み，歴史と由緒ある本学会において特
別講演の場を与えてくださり，なおかつ座長までお
務め下さいました本学会長であられる井出吉信東京

歯科大学学長はじめご関係の皆様方に，そして教室
員諸氏に衷心より厚く御礼申し上げます。
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