神経系疾患

クロウ・深瀬症候群
１． 概要
これまで Crow‐Fukase 症候群、POEMS 症候群、高月病、PEP 症候群などの名称で呼ばれている
が､これらはすべて同一の疾患である。現在本邦においてはクロウ・深瀬症候群（Crow‐Fukase 症
候群）、欧米では POEMS 症候群と呼ばれることが多い｡ POEMS とは、多発性神経炎、臓器腫大、
内分泌異常、M 蛋白、皮膚症状の頭文字を表している。1997 年に本症候群患者血清中の血管
内皮増殖因子（VEGF）が異常高値となっていることが報告されて以来、VEGF が多彩な症状を惹
起していることが推定されている。すなわち本症候群は形質細胞単クローン性増殖が基礎に存在
し、多発ニューロパチーを必須として、多彩な症状を併存する症候群と定義し得る。
疫学としては、深瀬らの報告以来、我が国において多くの報告がある｡発症に地域特異性はなく､
全国に広く分布している｡ また 1995 年に高月は、発症は 20 歳代から 80 歳代と広く分布している
ことを報告した。平均発症年齢は男女ともに 48 歳であり､多発性骨髄腫に比較して約 10 歳若かっ
た｡2004 年の厚生労働省難治性疾患克服研究事業「免疫性神経疾患に関する調査研究班」によ
る全国調査では、国内に約 340 名の患者がいることが推定された。しかし診断されずに見逃され
ている症例がいることが予想され、実際の患者数は報告より多いと推定される。欧米からの報告
は少なく、日本においてより頻度の高い疾患であるとされている。
２．疫学
患者数 推定 340 人
３．原因
本症候群の多彩な病像の根底にあるのが形質細胞の増殖であり、おそらく形質細胞から分泌さ
れる VEGF が多彩な臨床症状を惹起していることが実証されつつある。VEGF は強力な血管透過
性亢進および血管新生作用を有するため、浮腫、胸・腹水、皮膚血管腫、臓器腫大などの臨床
症状を説明しやすい。しかし全例に認められる末梢神経障害（多発ニューロパチー）の発症機序
については必ずしも明らかではない。血管透過性亢進により血液神経関門が破綻し、通常神経
組織が接することのない血清蛋白が神経実質に移行することや神経血管内皮の変化を介して循
環障害がおこるなどの仮説があるが実証には至っていない。
４．症状
約半数の患者は、末梢神経障害による手や足先のしびれ感や脱力で発症し、この症状が進行す
るにつれて、皮膚の色素沈着や手足の浮腫が出現する。残りの半数では、胸水・腹水や浮腫、皮
膚症状、男性では女性化乳房から発症する。これらの症状は未治療では徐々に進行して行き、
次第に様々な症状が加わってくる。診断は末梢神経障害や骨病変の精査、血液検査によるＭ蛋
白の検出や血管内皮増殖因子の高値などに基づいてなされる。
５．合併症

形質細胞腫が存在する症例と存在しない症例がある。
６．治療法
標準的治療法は確立されていない。現状では以下のような治療が行われており、新規治療も試
みられている。少なくとも形質細胞腫が存在する症例では、病変を切除するか、あるいは化学療
法にて形質細胞の増殖を阻止すると症状の改善をみること、血清 VEGF 値も減少することから、
形質細胞腫とそれに伴う高 VEGF 血症が治療のターゲットとなる。
(1)孤発性の形質細胞腫が存在する場合は、腫瘍に対する外科的切除や局所的な放射線療法
が選択される。しかし腫瘍が孤発性であることの証明はしばしば困難であり、形質細胞の生物学
的特性から、腫瘍部以外の骨髄、リンパ節で増殖している可能性は否定できず、局所療法後に
は慎重に臨床症状と VEGF のモニターが必要である。
(2)明らかな形質細胞腫の存在が不明な場合、又は多発性骨病変が存在する場合は全身投与の
化学療法を行う。同じ形質細胞の増殖性疾患である多発性骨髄腫の治療が、古典的なメルファ
ラン療法に加えて自己末梢血幹細胞移植を伴う大量化学療法、サリドマイド、あるいはボルテゾミ
ブ（プロテアソーム阻害剤）などによる分子標的療法に移行していることに準じて、本症候群でも
移植療法、サリドマイド療法が試みられている。副腎皮質ステロイド単独の治療は一時的に症状
を改善させるが、減量により再発した際には効果がみられないことが多く推奨されない。
７．研究斑
エビデンスに基づく神経免疫疾患の早期診断基準・重症度分類・治療アルゴリズムの確立研究班

（研究代表者） 金沢医科大学医学部神経内科学 教授 松井 真
（研究分担者） 千葉大学医学部神経内科 教授 桑原 聡

＜診断基準＞
Crow-Fukase （POEMS）症候群
診断基準
Definite

大基準を3項目とも満たしかつ小基準を1項目以上満たす者

Probable

大基準のうち末梢神経障害 （多発ニューロパチー） と血清 VEGF
上昇を満たし、かつ小基準を1項目以上満たす者

Possible

大基準のうち末梢神経障害 （多発ニューロパチー） を満たし、
かつ小基準を2項目以上満たす者

大基準 ： 多発ニューロパチー （必須項目）
血清VEGF上昇 （1,000pg/ml以上）
M蛋白 （血清または尿中M蛋白陽性 [免疫固定法により確認] ）
小基準 ： 骨硬化性病変、キャッスルマン病、臓器腫大、浮腫、胸水、腹水、心嚢水、内分泌異常
（副腎、甲状腺、下垂体、性腺、副甲状腺、膵臓機能）、皮膚異常（色素沈着、剛毛、血
管腫、チアノーゼ、爪床蒼白）、乳頭浮腫、血小板増多
※ただし、甲状腺機能異常、膵臓機能異常については有病率が高いため単独の異常で
は小基準の1項目として採用しない。

＜重症度分類＞
機能的評価：Barthel Index
質問内容

1

2

3

自立、自助具などの装着可、標準的時間内に食べ終える

10

部分介助（たとえば、おかずを切って細かくしてもらう）

5

全介助

0

車椅子

自立、ブレーキ、フットレストの操作も含む（非行自立も含む）

15

からベッ

軽度の部分介助または監視を要する

10

ドへの

座ることは可能であるがほぼ全介助

5

移動

全介助または不可能

0

自立（洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り）

5

部分介助または不可能

0

食事

整容

自立 （衣服の操作、後始末を含む､ポータブル便器などを使用している場合はその洗浄も
4

5

6

7

8

9

10

点数

10

トイレ動

含む）

作

部分介助、体を支える、衣服、後始末に介助を要する

5

全介助または不可能

0

自立

5

部分介助または不可能

0

45ｍ以上の歩行、補装具（車椅子、歩行器は除く）の使用の有無は問わず

15

45ｍ以上の介助歩行、歩行器の使用を含む

10

歩行不能の場合、車椅子にて 45ｍ以上の操作可能

5

上記以外

0

自立、手すりなどの使用の有無は問わない

10

介助または監視を要する

5

不能

0

自立、靴、ファスナー、装具の着脱を含む

10

部分介助、標準的な時間内、半分以上は自分で行える

5

上記以外

0

排便コ

失禁なし、浣腸、坐薬の取り扱いも可能

10

ントロー

ときに失禁あり、浣腸、坐薬の取り扱いに介助を要する者も含む

5

ル

上記以外

0

排尿コ

失禁なし、収尿器の取り扱いも可能

10

ントロー

ときに失禁あり、収尿器の取り扱いに介助を要する者も含む

5

ル

上記以外

0

入浴

歩行

階段昇
降

着替え
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ビッカースタッフ脳幹脳炎
１．概要
眼球運動や運動失調、意識障害を三主徴とし、脳幹を病変の首座とする自己免疫疾患である。症状は 4 週以
内にピークとなり、その後は徐々に回復に向かうのが原則であるが、約半数の症例で四肢筋力低下をきたし、
主として四肢筋力低下による後遺症がみられることが多い。すべての年齢層で発症がみられるが、30 歳代を
中心として若年者の発症が多いことが特徴である。
２．疫学
わが国における年間の発症者は約 100 人程度と報告されている。
３．原因
様々な感染症を契機に誘導される自己免疫による機序が推測されている。約 8 割の症例で先行感染症状
（上気道炎症状や胃腸炎症状）がみられ、約 7 割の症例では血中に自己抗体（IgG 型 GQ1b 抗体）が検出さ
れる。
４．症状
眼球運動障害と運動失調に加え、意識障害などの中枢神経障害症状がみられる。約半数の症例では経過中
に四肢筋力低下をきたし、約 6 割の症例では口咽頭筋麻痺が、約 3 割の症例で不整脈などの自律神経症状
がみられる。約 2 割の症例で人工呼吸器管理を要し、約 6 割の症例では介助下での歩行が不可能となるなど、
重篤な経過をとることが多い。
５．合併症
とくになし。
６．治療法
有効性の確立した治療法はないが、経験的に免疫グロブリン大量静注療法（IVIg）や血液浄化療法、副腎皮
質ホルモン投与が行われることが多い。意識障害や口咽頭筋麻痺、四肢筋力低下、自律神経症状など重篤
な経過をとることが多いことから、人工呼吸器装着や循環動態管理、各種感染症治療などの全身管理が必要
である。
７．研究斑
「エビデンスに基づいた神経免疫疾患の早期診断基準・重症度分類・治療アルゴリズムの確立」班
（研究代表者） 金沢医科大学 教授 松井真
（分担研究者） 近畿大学医学部 教授 楠 進 他

＜診断基準＞
Definite、Probable を対象とする。
ビッカースタッフ型脳幹脳炎の診断基準
（1） 以下の三徴候の全てが急性進行性にみられ、発症後 4 週以内にピークとなり、3 カ月以内に軽快傾向を示
す
（三徴候）
・両側外眼筋麻痺（左右対称性であることを原則とするが、軽度の左右差はあってもよい）
・運動失調
・意識水準の低下

（2） 血中 IgG 型 GQ1b 抗体陽性

（3） （1）の臨床的特徴のうち、一部が一致しない（複数の項目でも可）
・筋力低下・意識水準低下などのため運動失調の評価が困難である
・軽快傾向を確認できない
・外眼筋麻痺に高度の左右差がある場合（片側性など）
・意識水準の低下はないが、長径路徴候を示唆する所見（片側性感覚障害や錐体路徴候、痙性麻痺な
ど）がある場合

（4） 以下の疾患（順不同）が各種検査（脳脊髄液、画像検査など）から除外できる
Wernicke 脳症、脳血管障害、多発性硬化症、視神経脊髄炎、急性散在性脳脊髄炎、神経 Behçet 病、神
経 Sweet 病、下垂体卒中、ウイルス性脳幹脳炎、重症筋無力症、脳幹部腫瘍性病変、血管炎、ボツリヌ
ス中毒、橋本脳症
以下の（1）（2）（4）をいずれも満たすものを Definite とする。
（1）（4）あるいは（2）（3）（4）を満たすものを Probable とする。

＜重症度分類＞
modified Rankin Scale（mRS）、食事・栄養、呼吸のそれぞれの評価スケールを用いて、いずれかが
３以上を対象とする。
日本版modified Rankin Scale (mRS) 判定基準書
modified Rankin Scale

参考にすべき点

0_

まったく症候がない

自覚症状および他覚徴候がともにない状態である

1_

症候はあっても明らかな障害はない：

自覚症状および他覚徴候はあるが、発症以前から行っていた仕

日常の勤めや活動は行える

事や活動に制限はない状態である

軽度の障害：

発症以前から行っていた仕事や活動に制限はあるが、日常生活

発症以前の活動がすべて行えるわけではないが、自分の身の

は自立している状態である

2_

回りのことは介助なしに行える
3_

中等度の障害：

買い物や公共交通機関を利用した外出などには介助を必要とす

何らかの介助を必要とするが、歩行は介助なしに行える

るが、通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどには介助
を必要としない状態である

4_

5_

中等度から重度の障害：

通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどには介助を必要

歩行や身体的要求には介助が必要である

とするが、持続的な介護は必要としない状態である

重度の障害：

常に誰かの介助を必要とする状態である。

寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必要とする
6_

死亡

日本脳卒中学会版
食事・栄養 (N)
0. 症候なし。
1. 時にむせる、食事動作がぎこちないなどの症候があるが、社会生活・日常生活に支障ない。
2. 食物形態の工夫や、食事時の道具の工夫を必要とする。
3. 食事・栄養摂取に何らかの介助を要する。
4. 補助的な非経口的栄養摂取（経管栄養、中心静脈栄養など）を必要とする。
5. 全面的に非経口的栄養摂取に依存している。
呼吸 (R)
0. 症候なし。
1. 肺活量の低下などの所見はあるが、社会生活・日常生活に支障ない。
2. 呼吸障害のために軽度の息切れなどの症状がある。
3. 呼吸症状が睡眠の妨げになる、あるいは着替えなどの日常生活動作で息切れが生じる。
4. 喀痰の吸引あるいは間欠的な換気補助装置使用が必要。
5. 気管切開あるいは継続的な換気補助装置使用が必要。
※なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続することが必要
な者については、医療費助成の対象とする。
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⤠㍯㒊䜢ᶆⓗ䛸䛩䜛⮬ᕫᢠయ䛾㛵䛩䜛䜒Ꮡᅾ䛩䜛䚹ከᕢᛶ㐠ື䝙䝳䞊䝻䝟䝏䞊䜒ྠᵝ䛻ᮎ
ᲈ⚄⤒䜢ᶆⓗ䛸䛩䜛ᾮᛶච䜢య䛸䛩䜛⮬ᕫචᶵᗎ䛜᥎ᐃ䛥䜜䚸⣙༙ᩘ䛾䛻 㻵㼓㻹 䜽䝷䝇
䛾 㻳㻹㻝 䜺䞁䜾䝸䜸䝅䝗ᢠయ䛜㝧ᛶ䛸䛺䜛䚹䛯䛰䛧୧ᝈ䛸䜒ᅉ䛾ヲ⣽䛿᫂䜙䛛䛷䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
䠐䠊≧㻌 㻌
៏ᛶ⅖ᛶ⬺㧊ᛶከⓎ⚄⤒⅖䛿䚸ᅄ⫥䛾㐠ື㞀ᐖ䠄ᡭ㊊䛾➽ຊపୗ䠅䜔ឤぬ㞀ᐖ䜢ㄆ䜑䚸䜎
䜜䛻⬻⚄⤒㞀ᐖ䜢క䛖䛜䚸⮬ᚊ⚄⤒㞀ᐖ䛿㍍ᚤ䛷䛒䜛䚹ளᛴᛶ䜎䛯䛿៏ᛶ䛻㐍⾜䛩䜛ᆺ䛸䚸
Ⓨ䛸ᐶゎ䜢⧞䜚㏉䛩ᆺ䛜䛒䜛䚹㞀ᐖ⫥䛾῝㒊⭝ᑕ䛿పୗ䜒䛧䛟䛿ᾘኻ䛩䜛䚹ከ䛟䛿ᅄ⫥ᑐ⛠
ᛶ䛛䛴䜃䜎䜣ᛶ䛾㞀ᐖศᕸ䜢࿊䛩䜛䛜䚸ᅄ⫥㐲䛻㞀ᐖ䛜㝈ᒁ䛩䜛ளᆺ䜔ከᕢᛶ䛾㞀ᐖศᕸ
䜢䛝䛯䛩ளᆺ䛜䛒䜛䚹㻌
ከᕢᛶ㐠ື䝙䝳䞊䝻䝟䝏䞊䛿ከᕢᛶ䛾ᅄ⫥䛾➽ຊపୗ䜢ᚩ䛸䛧䚸ឤぬ㞀ᐖ䛿䛺䛔䛛䛒䛳䛶䜒
㍍ᚤ䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠑㻚㻌 ྜే㻌
㻯㻵㻰㻼 䛷䛿䚸䛸䛟䛻⮬ᕫᢠయ㝧ᛶ䛾䛷䚸୰ᯡ⚄⤒⣔䛻⬺㧊ᵝ䛾ᕢ䜢♧䛩䜒▱䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠒䠊⒪ἲ㻌 㻌

៏ᛶ⅖ᛶ⬺㧊ᛶከⓎ⚄⤒⅖䛷䛿ච䜾䝻䝤䝸䞁㟼ὀ⒪ἲ䚸䝇䝔䝻䜲䝗⒪ἲ䚸⾑₢ί⒪ἲ䛜
᭷ຠ䛷䛒䜚䚸䛣䜜䜙䛾ච⒪ἲ䛻ᑐ䛩䜛⒪ᛂᛶ䛿デ᩿䜢ᨭᣢ䛩䜛䚹䛾䛸䛣䜝᰿⒪䛿
䛺䛔䚹ከᕢᛶ㐠ື䝙䝳䞊䝻䝟䝏䞊䛻䛿ච䜾䝻䝤䝸䞁㟼ὀ⒪ἲ䛜່䜑䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠓䠊㛵㐃䛩䜛◊✲⌜䛸Ꮫ㻌
䞉චᛶ䝙䝳䞊䝻䝟䝏䞊䛾⒪ᛂᛶண 䛻ᇶ䛵䛟᭷ຠ䛺⒪ᡓ␎䛾ᵓ⠏◊✲⌜㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ㏆␥Ꮫ㻌 ᩍᤵ㻌 ᴋ㻌 㐍㻌
䞉䜶䝡䝕䞁䝇䛻ᇶ䛵䛔䛯⚄⤒චᝈ䛾᪩ᮇデ᩿ᇶ‽䞉㔜ᗘศ㢮䞉⒪䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛾☜❧㻌
◊✲⌜㻌 㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 㔠ἑ་⛉Ꮫ㻌 ᩍᤵ㻌 ᯇ㻌 ┿㻌
䞉᪥ᮏ⚄⤒Ꮫ㻌
䞉᪥ᮏ⚄⤒චᏛ㻌
䞉᪥ᮏᮎᲈ⚄⤒Ꮫ㻌
䞉᪥ᮏ⚄⤒⒪Ꮫ㻌
䞉᪥ᮏ⮫ᗋ⚄⤒⏕⌮Ꮫ㻌

㻌

⚄⤒⣔ᝈ㻌

㔜➽↓ຊ㻌
䠍䠊ᴫせ㻌
㔜➽↓ຊ䠄㻹㻳䠅䛿⚄⤒➽᥋ྜ㒊䛾䝅䝘䝥䝇ᚋ⭷ୖ䛾ศᏊ䛻ᑐ䛩䜛⮚ჾ≉␗ⓗ⮬ᕫචᝈ
䛷䚸➽ຊపୗ䜢≧䛸䛩䜛䚹䛭䛾ᶆⓗศᏊ䛾㒊ศ䛿䜰䝉䝏䝹䝁䝸䞁ཷᐜయ䠄㻭㻯㼔㻾䠅䛷䛒䜛䛜䚸
➽≉␗ⓗཷᐜయᆺ䝏䝻䝅䞁䜻䝘䞊䝊䠄㻹㼡㻿㻷䠅䜔 㻸㻰㻸 ཷᐜయ㛵㐃⺮ⓑ 㻠䠄㻸㼞㼜㻠䠅䜢ᶆⓗ䛸䛩䜛⮬ᕫᢠ
య䜒᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹⮫ᗋ≧䛿㦵᱁➽䛾➽ຊపୗ䛷䚸㐠ື䛾䛻䜘䜚➽ຊ䛜పୗ䛩
䜛㻔᫆⑂ປᛶ㻕䚸ኤ᪉䛻≧䛜ᝏ䛩䜛㻔᪥ෆኚື㻕䜢≉ᚩ䛸䛩䜛䚹䛺≧䛿║▛ୗᆶ䚸」ど䛺䛹䛾
║≧䚸ᅄ⫥䞉㢕➽䛾➽ຊపୗ䡠ᵓ㡢㞀ᐖ䡠ᄟୗ㞀ᐖ䡠㔜䛷䛿྾㞀ᐖ䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠎䠊Ꮫ㻌
ᖹᡂ 㻝㻤 ᖺ䛾ᅜ⮫ᗋᏛㄪᰝ䛷䛿᥎ᐃᝈ⪅ᩘ 㻝㻡㻘㻝㻜㻜 ே䛷䛒䛳䛯䠄᭷⋡ 㻝㻝㻚㻤䠋㻝㻜 ே䠅䚹䛭䛾
ᚋ䚸䛥䜙䛻ᝈ⪅ᩘ䛿ቑຍ䛧䚸ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺᗘ䛾≉ᐃᝈ་⒪ཷ⤥⪅ドᡤᣢ⪅ᩘ䛿 㻝㻥㻘㻢㻣㻜 ே䚸ᖹᡂ 㻞㻡
ᖺᗘ䛿 㻞㻜㻘㻢㻥㻝 ே䚸ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ䛿 㻞㻞㻘㻝㻜㻤 ே䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹⏨ዪẚ䛿䚸㻝㻦㻝㻚㻣 䛷ዪᛶ䛻ከ䛔䚹Ⓨᖺ
㱋䛻㛵䛧䛶䛿䚸ୡ⏺ⓗ䛻㧗㱋䛜ᣦ䛥䜜䛶䛔䜛䚹᪥ᮏே䛾ㄪᰝ䛷䛿 㻡 ṓᮍ‶䛻୍䛴䛾Ⓨ䛾䝢
䞊䜽䛜䛒䜚䚸య䛾 㻣㻑⛬ᗘ䛾ᝈ⪅䛜䛣䛣䛻ධ䜛䚹䛣䜜䛿䚸䜰䝆䜰ே䛾≉ᚩ䛷䚸Ḣ⡿䛷䛿䜏䜙䜜䛺䛔䚹㻌
㻌
䠏䠊ཎᅉ㻌
⚄⤒➽᥋ྜ㒊䛾䝅䝘䝥䝇ᚋ⭷䛻Ꮡᅾ䛩䜛ศᏊ䚸≉䛻➽ᆺ䝙䝁䝏䞁ᛶ 㻭㻯㼔㻾 䛻ᑐ䛧䛶ᝈ⪅యෆ䛷⮬
ᕫᢠయ䛜స䜙䜜䚸䛣䜜䛻䜘䜚⚄⤒➽ఏ㐩䛾Ᏻᇦ䛜పୗ䛧䛶䚸➽ຊపୗ䚸᫆⑂ປᛶ䛜䛒䜙䜟䜜䜛䚹
ᮏᝈ⪅䛾 㻤㻡䠂䛷⾑Ύ䛾ᢠ 㻭㻯㼔㻾 ᢠయ䛜㝧ᛶ䛸䛺䜛䛜䚸䛣䛾ᢠయ౯䛸㔜ᗘ䛿ᝈ⪅㛫䛷ᚲ䛪䛧䜒
㛵㐃䛧䛺䛔䚹䛧䛛䛧䚸ྠ䛨ᝈ⪅䛷䛿ᢠయ౯䛸⮫ᗋ≧䛻୍ᐃ䛾┦㛵䛜ぢ䜙䜜䜛䚹ᢠ 㻭㻯㼔㻾 ᢠయ䛜㝜
ᛶᝈ⪅䛾୰䛻䛿䚸ᢠ 㻹㼡㻿㻷 ᢠయ㝧ᛶᝈ⪅䛜Ꮡᅾ䛧䚸㻹㻳 య䛾 㻡㻑⛬ᗘ䜢༨䜑䜛䚹㻹㼡㻿㻷 䛿⚄⤒⤊
ᮎ䛛䜙ศἪ䛥䜜䛯䜰䜾䝸䞁䛾ཷᐜయ䛷䛒䜛 㻸㼞㼜㻠 䛾䝅䜾䝘䝹䛸䚸⣽⬊ෆ䛛䜙 㻰㼛㼗㻣 䛾䝅䜾䝘䝹䜢ཷ䛡
䝸䞁㓟䛥䜜䜛䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸㻾㼍㼜㼟㼥㼚 ୖ䛾 㻭㻯㼔㻾 䛾䜽䝷䝇䝍䝸䞁䜾䠄㞟ྜ䠅䜢ಁ䛧䛶䚸⚄⤒➽᥋ྜ㒊
䛾ᙧᡂ䛸⥔ᣢ䛻㛵䛩䜛䚹ᢠ 㻹㼡㻿㻷 ᢠయ㝧ᛶ 㻹㻳 䛿ᢠ 㻭㻯㼔㻾 ᢠయ㝧ᛶ 㻹㻳 䛻ẚ䜉䚸ᄟୗ㞀ᐖ䚸䜽
䝸䞊䝊䛾㢖ᗘ䛜㧗䛔䛣䛸䛜≉ᚩ䛸䛥䜜䜛䚹ᢠ 㻭㻯㼔㻾 ᢠయ㝧ᛶ 㻹㻳 䛷䛿䚸⬚⭢␗ᖖ䠄㐣ᙧᡂ䚸⬚⭢⭘䠅
䜢ྜే䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛔䛜䚸䛭䛾ཎᅉ䛿䜎䛰༑ศ䛻䛿ゎ᫂䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹㻌
㻌
䠐䠊≧㻌
║≧䛸䛧䛶║▛ୗᆶ䜔䚸║⌫㐠ື㞀ᐖ䛻䜘䜛」ど䛜䜏䜙䜜䜛䚹ᅄ⫥䛾➽ຊపୗ䛿㏆➽䛻ᙉ䛟䚸
ᩚ㧥䛒䜛䛔䛿ṑ☻䛝䛻䛚䛡䜛⭎䛾䛰䜛䛥䚸䛒䜛䛔䛿㝵ẁ䜢᪼䜛䛾ୗ⫥䛾䛰䜛䛥䜢ㄆ䜑䜛䚹ᅄ⫥
➽䛾➽ຊపୗ䜘䜚䜒䚸ᄟୗ㞀ᐖ䜔ᵓ㡢㞀ᐖ䛜┠❧䛴䛣䛸䜒䛒䜛䚹䛣䜜䜙䛿㌾ཱྀ䚸ဗႃ㢌➽䚸⯉➽
䛾㞀ᐖ䛻䜘䜛䚹ከᵝ䛺≧䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛䛜䚸୍⯡ⓗ䛻║≧䠄║▛ୗᆶ䚸」ど䠅䛜ึⓎ≧䛸䛺䜛
䛣䛸䛜ከ䛔䚹㔜䛷䛿྾➽㯞⑷䛻䜘䜚䚸పẼ≧ែ䛸䛺䜛䚹㻌
㻌
䠑䠊ྜే㻌
⣙ 㻝㻜㻙㻝㻡㻑䛻⬚⭢⭘䜢ྜే䛩䜛䚹䜎䛯䚸⮬ᕫචᛶᝈ䚸≉䛻⮬ᕫචᛶ⏥≧⭢ᝈ䚸㌟ᛶ䜶䝸㻌

䝔䝬䝖䞊䝕䝇䚸㛵⠇䝸䜴䝬䝏䛺䛹䜢ྜే䛩䜛䝸䝇䜽䛜ቑຍ䛩䜛䚹㻌
㻌
䠒䠊⒪ἲ㻌
㻔㻝㻕㻌 ⬚⭢⭘ྜే䛿䚸እ⛉ⓗ⒪䛜ᅔ㞴䛺ሙྜ䜢㝖䛝䚸ᣑ⬚⭢㝖⾡䜢⾜䛩䜛䚹୍᪉䚸⬚⭢㻌
⭘䜔⒴௨እ䛾⬚⭢⤌⧊䠄㐣ᙧᡂ⬚⭢䚸㏥⦰⬚⭢䠅䛾ሙྜ䛿䚸⬚⭢㝖⾡䛾᭷ຠᛶ䞉Ᏻᛶ䛻
㛵䛩䜛䜶䝡䝕䞁䝇䛿☜❧䛧䛶䛔䛺䛔䚹⬚⭢⭘㠀ྜే 㻹㻳 䛻ᑐ䛩䜛ᣑ⬚⭢㝖⾡䛾᭷ຠᛶ䞉
Ᏻᛶ䛻㛵䛩䜛⮫ᗋ◊✲䠄㻹㻳㼀㼄㻌 㼟㼠㼡㼐㼥䠅䛜ୡ⏺ⓗ䛺ྲྀ⤌䛸䛧䛶⾜䜟䜜䛯䛜䚸⤖ᯝ䛿䜎䛰බ⾲
䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹୍⯡ⓗ䛻䚸㻹㼡㻿㻷 ᢠయ㝧ᛶ 㻹㻳 䜔㧗㱋⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸⬚⭢㝖⾡䛿᥎ዡ䛥䜜䛶䛔
䛺䛔䚹㻌
㻔㻞㻕㻌 ║➽䠄እ║➽䚸║㍯➽䚸║▛ᣲ➽䠅䛻➽ຊపୗ䞉᫆⑂ປᛶ䛜㝈ᒁ䛩䜛║➽ᆺ䛿䝁䝸䞁䜶䝇䝔䝷䞊㻌
䝊㜼ᐖ⸆䛷⤒㐣䜢ぢ䜛ሙྜ䜒䛒䜛䛜䚸㠀᭷ຠ䛻䛿䝇䝔䝻䜲䝗⒪ἲ䛜㑅ᢥ䛥䜜䜛䚹᪩ᮇ䛻䝇䝔
䝻䜲䝗⸆䜢ᢞ䛧䛶⒪䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸㌟ᆺ䜈䛾㐍ᒎ䜢㜼Ṇ䛷䛝䜛䛸䛩䜛ពぢ䛜䛒䜛䛜䚸
㌟ᆺ䜈䛾⛣⾜䜢㜼Ṇ䛩䜛┠ⓗ䛾䜏䛷䚸≧䛾⛬ᗘ䛻㛵ಀ䛺䛟䝇䝔䝻䜲䝗䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛿᥎ዡ
䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹㻌
㻔㻟㻕㻌 ≧䛜║➽䛾䜏䛷䛺䛟ᅄ⫥➽䚸యᖿ➽䛺䛹㌟䛾㦵᱁➽䛻ཬ䜆㌟ᆺ䛿䝇䝔䝻䜲䝗⒪ἲ䜔䚸㻌
චᢚไ⸆䛾ే⏝䛜䛺䛥䜜䜛䚹䝇䝔䝻䜲䝗⸆䛿ึᮇ䛻㔞䛻䛖䛣䛸䛜୍⯡ⓗ䛷䛒䜛䛜䚸䜐䜔
䜏䛻㔞䞉㛗ᮇ㛫䛖䛣䛸䛿స⏝Ⓨ⏕䛾㠃䛛䜙ዲ䜎䛧䛟䛺䛟䚸ᝈ⪅䛾≧䜢ぢ䛺䛜䜙ῶ⸆䛧䚸
ᚲせ䛜䛒䜜䜀ቑ㔞䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹ᢞ᪉ἲ䛿䚸⒪タ䞉་ᖌ䛾ุ᩿䛷㝸᪥ᢞ䜒䛧䛟䛿㐃
᪥ᢞ䛜㑅ᢥ䛥䜜䜛䚹චᢚไ⸆䛿䝇䝔䝻䜲䝗⸆䛻ే⏝䛩䜛䛣䛸䛷᪩ᮇ䛻ᐶゎᑟධ䛜ྍ⬟䛸
䛺䜚䚸䝇䝔䝻䜲䝗ᢞ㔞䛾ῶᑡ䚸䝇䝔䝻䜲䝗䛾స⏝㍍ῶ䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹㧗㱋⪅䛷䛿䚸䛭䛾㌟య
ⓗ≉ᚩ䜢⪃៖䛧䛴䛴䚸䝇䝔䝻䜲䝗⸆䜔චᢚไ⸆䛾ᢞ᪉ἲ䜢㑅ᢥ䛩䜛䚹㻌
㻔㻠㻕㻌 㞴䜔ᛴᛶቑᝏ䛻䛿䚸⾑ᾮί⒪ἲ䜔ච䜾䝻䝤䝸䞁㔞⒪ἲ䚸䝇䝔䝻䜲䝗䞉䝟䝹䝇⒪ἲ
䛜ే⏝䛥䜜䜛䚹䛣䜜䜙䛾⒪᪉ἲ䛿䚸ᮇ䜢▷⦰䛩䜛┠ⓗ䛷ึᮇ䛛䜙䛖䛣䛸䜒⾜䜟䜜䛶䛔
䜛䚹㻌
㻌
䠓䠊◊✲ᩬ㻌
䜶䝡䝕䞁䝇䛻ᇶ䛵䛔䛯⚄⤒චᝈ䛾᪩ᮇデ᩿ᇶ‽䞉㔜ᗘศ㢮䞉⒪䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛾☜❧◊✲
⌜㻌
䠄◊✲௦⾲⪅䠅㻌 㔠ἑ་⛉Ꮫ་Ꮫ㒊⚄⤒ෆ⛉Ꮫ㻌 ᩍᤵ㻌 ᯇ㻌 ┿㻌 㻌
䠄◊✲ศᢸ⪅䠅㻌 㔠ἑᏛಖ⟶⌮䝉䞁䝍䞊㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᩍᤵ㻌 ྜྷᕝᘯ᫂㻌
㻌
㻌

㻌

⚄⤒⣔ᝈ㻌

ከⓎᛶ◳䞉ど⚄⤒⬨㧊⅖㻌
䠍䠊ᴫせ㻌
ከⓎᛶ◳ 㼙㼡㼘㼠㼕㼜㼘㼑㻌㼟㼏㼘㼑㼞㼛㼟㼕㼟䠄㻹㻿䠅䛿୰ᯡ⚄⤒⣔䛾៏ᛶ⅖ᛶ⬺㧊ᝈ䛷䛒䜚䚸㛫ⓗ䞉✵㛫ⓗ䛻ኚ䛜
ከⓎ䛩䜛䛾䛜≉ᚩ䛷䛒䜛䚹㏻ᖖ䚸ヲ⣽䛺Ṕ⫈ྲྀ䜔⤒ⓗ䛺⚄⤒Ꮫⓗデᐹ䛻䜘䜚㛫ⓗ䞉✵㛫ⓗ䛺ኚ䛾
ከⓎᛶ䜢ド᫂䛧䚸䛾ᝈ䜢ྰᐃ䛩䜛䛣䛸䛷デ᩿䛜☜ᐃ䛩䜛䚹㻌
㻌 ୍᪉䚸䛸䛧䛶ど⚄⤒䛸⬨㧊䛻⏤᮶䛩䜛ೃ䜢࿊䛩䜛ᝈ⪅䛾୰䛻䛿ど⚄⤒⬨㧊⅖䠄㼚㼑㼡㼞㼛㼙㼥㼑㼘㼕㼠㼕㼟㻌㼛㼜㼠㼕㼏㼍䠖㻺㻹㻻䠅
䛾ែ䜢᭷䛩䜛ᝈ⪅䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䚹㻺㻹㻻 䛿䚸ඖ᮶䚸ど⚄⤒䛸⬨㧊䜢ẚ㍑ⓗ▷ᮇ㛫䛻ᙉ䛟㞀ᐖ䛩䜛⅖ᛶ
䛾ែ䜢⫼ᬒ䛻䛧䛯䚸Ⓨ䛧䛺䛔ᝈ䛸䛧䛶▱䜙䜜䛶䛔䛯䛜䚸㏆ᖺⓎᛶ䛾ែ䛜୍⯡ⓗ䛷䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙
䛛䛻䛥䜜䚸⾑Ύ୰䛻Ꮡᅾ䛩䜛ᢠ䜰䜽䜰䝫䝸䞁䠐䠄㻭㻽㻼㻠䠅ᢠయ䛾ែᙧᡂ䜈䛾㛵䛜ゎ᫂䛥䜜䛴䛴䛒䜛䚹㻹㻿 䜒
㻺㻹㻻 䜒䛸䜒䛻ど⚄⤒⅖䜔⬨㧊⅖䛜㉳䛣䜛䛜䚸㏆ᖺ䚸⮫ᗋ≧䚸⏬ീ䚸ែ䜔⒪䛾┦㐪Ⅼ䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛶
䛝䛯䚹㻌
㻌
䠎䠊Ꮫ㻌
ᝈ⪅ᩘ䠄ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺᗘ་⒪ཷ⤥⪅ドಖᣢ⪅ᩘ䠅㻌 㻌 㻌 㻝㻣㻘㻜㻣㻟 ே㻌
⏨ዪẚ㻌 㻝䠖㻞ࠥ㻟㻌
㻌
䠏䠊ཎᅉ㻌
㻹㻿 䛾ཎᅉ䛿䛔䜎䛰᫂䜙䛛䛷䛿䛺䛔䛜䚸ᕢ䛻䝸䞁䝟⌫䜔䝬䜽䝻䝣䜯䞊䝆䛾ᾐ₶䛜䛒䜚䚸⮬ᕫචᶵᗎ䜢䛧
䛯⅖䛻䜘䜚⬺㧊䛜㉳䛣䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛯䚸ே✀ᕪ䛜䛒䜛䛣䛸䛺䛹䛛䜙㑇ఏせᅉ䜔⎔ቃᅉᏊ䛾㛵䛾ᣦ
䜒䛒䜛䛜᫂☜䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔䚹㻺㻹㻻 䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᢠ 㻭㻽㻼㻠 ᢠయ䛾㛵䛜᫂䜙䛛䛻䛺䜚䛴䛴䛒䜛䚹㻌
㻌
䠐䠊≧㻌
㻹㻿 䛾⤒㐣୰䛻䜏䜙䜜䜛䛯䜛≧䛿どຊ㞀ᐖ䚸」ど䚸ᑠ⬻ኻㄪ䚸ᅄ⫥䛾㯞⑷䠄༢㯞⑷䚸ᑐ㯞⑷䚸∦㯞⑷䠅䚸
ឤぬ㞀ᐖ䚸⭤⬔┤⭠㞀ᐖ䚸Ṍ⾜㞀ᐖ䚸᭷③ᛶᙉ┤ᛶ②ᨥ➼䛷䛒䜚䚸ኚ㒊䛻䜘䛳䛶␗䛺䜛䚹䛣䛾䜋䛛 㻹㻿
䛻≉ᚩⓗ䛺≧䛸䛧䛶 㼁㼔㼠㼔㼛㼒㼒䠄䜴䞊䝖䝣䠅ᚩೃ䛜䛒䜛䚹䛣䜜䛿య 䛾ୖ᪼䛻క䛳䛶⚄⤒≧䛜ᝏ䛧䚸య 䛾
పୗ䛻䜘䜚ඖ䛻ᡠ䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻺㻹㻻 䛾ど⚄⤒⅖䛿㔜䛷䚸⬨㧊⅖䛿ᶓ᩿ᛶ䛾䛣䛸䛜ከ䛔䚹䜎䛯ᘏ㧊ኚ䛻
䜘䜛㞴ᛶྚ㏫䜔ྤ䛺䛹⬻ኚ䛻䜘䜛≧䜒㉳䛣䜛䛣䛸䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
䠑䠊ྜే㻌
ど⚄⤒⅖䛾ᚋ㑇䛸䛧䛶䚸ኻ᫂䛻⮳䜛䜘䛖䛺㔜⠜䛺㞀ᐖ䜢䛝䛯䛩ሙྜ䛜䛒䜛䚹⬨㧊⅖䛾⤖ᯝ䚸Ṍ⾜㞀ᐖ䜔⭤
⬔┤⭠㞀ᐖ䛻ᝎ䜎䛥䜜䜛ᝈ⪅䛜ᑡ䛺䛟䛺䛔䚹㏆ᖺ䚸㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ䛾ྜే䛜 㻽㻻㻸 䜢పୗ䛥䛫䜛せᅉ䛾୍䛴
䛸䛧䛶ὀ┠䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌

䠒䠊⒪ἲ㻌
㻹㻿 䛾⒪䛿ᛴᛶᝏᮇ䛾⒪䚸Ⓨ㜵Ṇཬ䜃㐍⾜㜵Ṇ䛾⒪䚸ᛴᛶᮇཬ䜃៏ᛶᮇ䛾ᑐ⒪ἲ䚸䝸䝝䝡䝸
䝔䞊䝅䝵䞁䛛䜙䛺䜛䚹㻌
㻹㻿 䛾ᛴᛶᮇ䛻䛿䚸ࢫࢸࣟࢻ㔞Ⅼ㟼ὀ⒪ἲ㸦ࣃࣝࢫ⒪ἲࡪ㸧ࡸ⾑ᾮί⒪ἲࢆ⾜ࡍࡿࠋ≉
ᢠ $43 ᢠయ㝧ᛶ 102 ࡛ࡣ⾑ᾮί⒪ἲࡀ᭷⏝࡞䛣䛸䛜ከ䛔䚹㻌
㻹㻿 䛾Ⓨ䜢☜ᐇ䛻㜵Ṇ䛩䜛᪉ἲ䛿䜎䛰䛺䛔䛜䚸ᮏ㑥䛷ㄆྍ䛥䜜䛶䛔䜛Ⓨண㜵⸆䛸䛧䛶䚸䜲䞁䝍䞊䝣䜵䝻䞁䃑
ὀᑕ⸆䠄䝧䝍䝣䜵䝻䞁䛚䜘䜃䜰䝪䝛䝑䜽䝇䠅䚸䝣䜱䞁䝂䝸䝰䝗⤒ཱྀ⸆䠄䜲䝮䝉䝷䜎䛯䛿䝆䝺䝙䜰䠅䚸䝘䝍䝸䝈䝬䝤ὀᑕ
⸆䠄䝍䜲䝃䝤䝸䠅䚸䜾䝷䝏䝷䝬䞊㓑㓟ሷὀᑕ⸆䠄䝁䝟䜻䝋䞁䠅䛜䛒䜛䚹㻺㻹㻻 䛾Ⓨண㜵䛻䛿ᑡ㔞䛾⤒ཱྀ䝇䝔䝻䜲
䝗⸆䛾⥅⥆ᢞ䛜᭷ຠ䛷䛒䜛䛜䚸㛗ᮇෆ᭹䛻䜘䜛᭷ᐖ㇟䜢㜵䛠䛯䜑䛻චᢚไ⸆䜈䛾ษ䜚᭰䛘䛺䛹䛜ᕤ
ኵ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻䚸㻹㻿 䛾Ⓨ䜢ಁ㐍䛩䜛ᅉᏊ䛸䛧䛶▱䜙䜜䜛䝇䝖䝺䝇䚸㐣ປ䚸ឤᰁ䛺䛹䜢ᅇ㑊䛩䜛䜘䛖ᝈ
⪅䛾ᣦᑟ䛻ດ䜑䜛䛣䛸䜒㔜せ䛷䛒䜛䚹㻹㻿䚸㻺㻹㻻 䛾ᛴᛶᮇ䚸៏ᛶᮇ䛻䛿✀䚻䛾ᑐ⒪ἲ䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹䝸䝝䝡
䝸䝔䞊䝅䝵䞁䛿 㻹㻿 䛾ᅇᮇ䛛䜙៏ᛶᮇ䛻䛛䛡䛶䛾ᴟ䜑䛶㔜せ䛺⒪ἲ䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠓䠊◊✲ᩬ㻌
䜶䝡䝕䞁䝇䛻ᇶ䛵䛔䛯⚄⤒චᝈ䛾᪩ᮇデ᩿ᇶ‽䞉㔜ᗘศ㢮䞉⒪䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛾☜❧◊✲⌜㻌
䠄◊✲௦⾲⪅䠅㻌 㔠ἑ་⛉Ꮫ㻌 ᩍᤵ㻌 ᯇ㻌 ┿㻌
䠄◊✲ศᢸ⪅䠅㻌 ᕞᏛ㻌 㻌 㻌 㻌 ᩍᤵ㻌 ྜྷⰋ₶୍㻌 㻌
㻌

⚄⤒⣔ᝈ㻌

䜰䝖䝢䞊ᛶ⬨㧊⅖㻌
䠍䠊ᴫせ㻌
䜰䝖䝢䞊ᛶ⬨㧊⅖䛸䛿䚸䜰䝖䝢䞊ᛶ⓶⅖䚸Ẽ⟶ᨭႍᜥ䚸䜰䝺䝹䜼䞊ᛶ㰯⅖䞉⤖⭷⅖䛺䛹䛾䜰䝖䝢䞊
⣲ᅉ䜢᭷䛩䜛ᝈ⪅䛷ぢ䜙䜜䜛⬨㧊⅖䛷䛒䜛䚹㻝㻥㻥㻣 ᖺ䛻ྜྷⰋ䜙䛜 㻠 䛾㧗 㻵㼓㻱 ⾑䛸䜰䝖䝢䞊ᛶ⓶
⅖䜢క䛳䛯䚸ᅄ⫥䛾␗ᖖឤぬ㻔䛨䜣䛨䜣ឤ㻕䜢࿊䛧㢁㧊ᚋ⣴䜢ኚ䛸䛩䜛⬨㧊⅖䜢ሗ࿌䛧䚸䜰䝖䝢䞊
ᛶ⬨㧊⅖䛸ྡ䛧䛯䚹㻌
㻌
䠎䠊Ꮫ㻌
ᝈ⪅ᩘ䛿⣙ 㻝㻘㻜㻜㻜 ே䛸᥎ᐃ䛥䜜䜛䚹㻌
㻌
䠏䠊ཎᅉ㻌
ᮏᝈ䛾Ⓨ䝯䜹䝙䝈䝮䛿᫂䛷䛒䜛䚹ᝈ䛾ᐃ⩏䛷䛒䜛䜰䝖䝢䞊⣲ᅉ䛾Ꮡᅾ䜔㧗 㻵㼓㻱 ⾑䛛䜙⪃
䛘䜛䛸䚸䝦䝹䝟䞊㼀 ⣽⬊䛾 㼀㼔 䝞䝷䞁䝇䛿ᮎᲈ䛻䛚䛔䛶䛻 㼀㼔㻞 䛻೫䛳䛶䛔䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹䛩䛺䜟䛱䚸
㼀㼔㻞 ⣽⬊䛾䝅䜾䝘䝹䛿ᙧ㉁⣽⬊䛛䜙䛾 㻵㼓㻱 ⏘⏕䜢ಁ㐍䚹䛣䜜䛻䜘䜚⫧‶⣽⬊䛛䜙䝠䝇䝍䝭䞁䛺䛹䛜㐟
㞳䛧䚸⾑⟶㏱㐣ᛶ䛾ஹ㐍䜢䛝䛯䛩䚹䜎䛯䚸㼀㼔㻞 䛿ᮎᲈ⾑ዲ㓟⌫䜒άᛶ䞉ቑṪ䛥䛫䜛䚹ᮎᲈ⤌⧊䛷
ቑṪ䛧䛯 㼀㼔㻞 ⣽⬊䛿⬻⬨㧊ᾮ⭍䜈ධ䛧䚸‽ഛ≧ែ䛸䛺䜛䚹ᐇ㝿䛾ᝈ⪅㧊ᾮ୰䛷䛿 㻵㻸㻙㻥 䛸
㻯㻯㻸㻝㻝㻔㼑㼛㼠㼍㼤㼕㼚㻕䛾ቑຍ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹㻯㻯㻸㻝㻝 䛿ዲ㓟⌫ୖ䛾 㻯㻯㻾㻟 䛚䜘䜃 㻯㻯㻾㻡 䛸⤖ྜ䛧⣽⬊㐟㉮ᅉ
Ꮚ䛸䛧䛶ാ䛝䚸㻵㻸㻙㻥 䛿 㼀㼔㻞 䛛䜙 㼀㼔㻥 䜈䛾ศ䜢ㄏᑟ䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠐䠊≧㻌
䜰䝖䝢䞊ᛶ⬨㧊⅖䛿䚸ᇶ♏䛸䛺䜛䜰䝖䝢䞊ᛶᝈ䛾ቑᝏᚋ䛻Ⓨ䛩䜛ഴྥ䛜䛒䜛䚹Ⓨᵝᘧ䛿ᛴᛶ䚸
ளᛴᛶ䚸៏ᛶ䛭䜜䛮䜜 㻟 䛷䚸༢┦ᛶ⤒㐣䛿 㻟 䚸䛒䛸䛾 㻣 䛿ືᦂᛶ䛻៏ᛶ䛾⤒㐣䜢䛯䛹䜛䚹
ึⓎ≧䛿 㻣 䛷ᅄ⫥㐲㒊䛾␗ᖖឤぬ㻔䛨䜣䛨䜣ឤ㻕䜔ឤぬ㕌㯞䛷䚸㐠ື㞀ᐖ䜒 㻢 䛻ぢ䜙䜜䜛
䛜㍍䛷䛒䜛䛜ከ䛔䚹῝㒊ᑕ䛿 㻤 䛷ஹ㐍䛧䚸ᒀ㞀ᐖ䜢క䛖䜒䛒䜛䚹㻌
㻌
䠑䠊ྜే㻌
ᝈ䛾ᐃ⩏ୖ䚸䜰䝖䝢䞊ᛶ⓶⅖䚸Ẽ⟶ᨭႍᜥ䚸䜰䝺䝹䜼䞊ᛶ㰯⅖䞉⤖⭷⅖䛺䛹䛜ྜే䛩䜛䚹㻌
㻌
䠒䠊⒪ἲ㻌
ᮧ䜙䛻䜘䜛䜰䝖䝢䞊⬨㧊⅖ᝈ⪅ 㻞㻢 䛾⒪ຠᯝ䛾᳨ウ䛷䛿䚸䝇䝔䝻䜲䝗㻔㻯㻿㻕⒪䛾䜏䚸䜒䛧䛟䛿
ච䜾䝻䝤䝸䞁㟼ὀ⒪ἲ㻔㻵㼂㻵㼓㻕䛾䜏䛷䛿䛭䜜䛮䜜 㻣㻞㻑㻘㻌㻢㻜㻑䛾ᝈ⪅䛷⮫ᗋ≧䛾ᨵၿ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹୍
᪉⾑₢㻔㻼㻱㻕䛿༢⊂䛷䜒 㻥 䛾ᝈ⪅䛷⮫ᗋ≧䛾ᨵၿ䛜ぢ䜙䜜䚸䛾⒪䛸ẚ㍑䛧᭷ព䛻ຠᯝ
ⓗ䛷䛒䛳䛯䚹➨ 㻞 ᅇᅜㄪᰝ䛷䛿 㻢 䛷 㻯㻿 ⒪䛜⾜䛺䜟䜜䛶䛚䜚䚸㻼㻱 䛿 㻞㻡㻑䛷⾜䛥䜜䛯䛻㐣䛞
䛺䛛䛳䛯䛜䚸䛭䛾䛖䛱 㻤 䛷᭷ຠ䛷䛒䛳䛯䚹㻼㻱 䛿ᮏᝈ䛾⒪䛸䛧䛶䜎䛰୍⯡ⓗ䛷䛿䛺䛔䛜䚸㻯㻿 
⒪䛻ᛂ䛧䛺䛔䛻䛿 㻼㻱 䜢✚ᴟⓗ䛻⾜䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠓䠊◊✲ᩬ㻌
࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙ࡃ⚄⤒චᝈࡢ᪩ᮇデ᩿ᇶ‽࣭㔜ᗘศ㢮࣭⒪ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢ☜❧◊✲⌜ 㻌

㸦◊✲௦⾲⪅㸧 㔠ἑ་⛉Ꮫ ᩍᤵ ᯇ ┿
㸦◊✲ศᢸ⪅㸧 ᕞᏛ   ᩍᤵ ྜྷⰋ₶୍

