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入院時の血清アルブミン値が後期高齢者誤嚥性肺炎の入院日数、入院医療費に与える影響に関する研究
佐藤

明宏 1）、馬場園

明 2）

Effect of serum albumin levels in patients aged 75 years or older with aspiration
pneumonia at hospital admission on length of stay and healthcare expenditure
Akihiro SATO Akira BABAZONO

【Abstract】
【Purpose】
This study aimed to quantify the effect of serum albumin levels in patients aged 75 years or older, who had aspiration
pneumonia at admission to hospital, on their length of stay and healthcare expenditure.
【Method】
The study included patients aged 75 years or older, whose diagnosis was aspiration pneumonia（ICD 10 code:J 69 . 0）. The
study period included patients who were admitted to hospital from April 1 , 2012 to discharge up until March 31 , 2013 . Patient
information was obtained from the DPC and electronic medical records. The Kruskal‒Wallis test was used to clarify the
relationships between serum albumin levels and the length of stay and healthcare expenditure. Additionally, multiple regression
analysis was performed, with the length of stay and healthcare expenditure as dependent variables. Serum albumin levels on
admission, sex, age, ambulance use, location prior to admission, disturbance of consciousness, and admitted department were
independent variables.
【Results】
We found that albumin levels in older patients with aspiration pneumonia at the time of admission to hospital were related to
the length of stay and healthcare expenditures. Patients whose albumin level was 2 . 4 g/dl or less had a longer length of stay
and higher healthcare expenditure.
【Discussion】
Patients aged 75 years or older should be evaluated nutritionally, and provided with daily support to prevent aspiration
pneumonia. Additionally, there is a need for a coordinated healthcare and long-term care system to treat patients aged 75 years
or older with aspiration pneumonia.
Key words:elderly patients, malnutrition, serum albumin, aspiration pneumonia

【抄録】
【目的】
本研究は75歳以上の後期高齢者誤嚥性肺炎を研究対象とし、病院管理データを使用し入院時の血清アルブミン値が入院日数と
入院医療費に与える影響の実態を明らかにすることを目的とした。
【対象と方法】
Ａ病院に2012年4月1日以降入院、2013年3月31日迄に退院した75歳以上で、入院で最も多くの医療資源を投入した傷病名が誤嚥
性肺炎（ICD 10コードJ 69 . 0）の患者を抽出した。情報はDPCデータ及び電子カルテデータから得た。まず、入院時血清アルブミン
値と入院日数及び入院医療費との関係を明らかにするためにKruskal-Wallis検定を行い、次に、入院日数、入院医療費を目的変数
に、性別、年齢、入院時血清アルブミン値、救急搬送、入院前の所在、入院時意識障害、主診療科を説明変数として、重回帰分析を
用いて解析した。
【結果】
75歳以上の誤嚥性肺炎患者の入院時血清アルブミン値が交絡要因を考慮しても、入院日数と入院医療費に関係していることが
明らかとなった。入院時の血清アルブミン値が2 . 4 g/dl以下であると入院日数は延長され、入院医療費は高額となった。
【考察】
後期高齢者に対して、誤嚥性肺炎に陥らないための定期的な栄養評価と日常的な生活支援が求められる。さらに、誤嚥性肺炎患
者の治療に対するシームレスな地域医療・介護連携の構築を検討すべきであろう。
キーワード：後期高齢者、低栄養状態、血清アルブミン値、誤嚥性肺炎
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【はじめに】
日本は高齢化が急速に進んでおり、後期高齢者人口は2025年には2千万人を超え総人口の約2割を占めると予測され1）、国も医療・
介護の分野において急速に整備を進めている2）。そのような状況において、各医療・介護機関も後期高齢者が罹患しやすい疾患の
適切な対応を図ることが求められている。
後期高齢者の特性として、何らかの慢性疾患を有し、かつ、複数の疾患を併せ持っていることが多く、また、加齢による活動性
の低下に伴い必要エネルギーが低下、経口摂取量の減少に伴い前期高齢者と比較し低栄養状態に陥るリスクが高いと報告されて
いる3 - 5）。低栄養状態は免疫力の低下を引き起こし、感染症を発症、難治化、再発を繰り返す原因といわれている。誤嚥性肺炎はそ
の代表的な疾患で、細菌が唾液や胃液と共に肺に流れ込んで生じる肺炎のことであり、加齢に伴い基礎体力の低下、基礎疾患、口
腔内不清潔、嚥下・咳反射低下などによる不顕性誤嚥により生じ、高齢者の肺炎の多くが誤嚥性肺炎といわれている6）。そのため
今後、認知症の増加7）、介護利用者数の増加8）に伴い、誤嚥性肺炎患者も増加し、加えて低栄養状態により、難治化、反復化し、入院
日数、入院医療費の増加が容易に予測される。そのため現状の誤嚥性肺炎患者の入院時の栄養状態を含む患者状態と入院日数、入
院医療費との関係を把握し今後の対応を検討しておく必要がある。
栄養状態を評価するための指標の1つとして血清アルブミン値（以下ALB値）がある。ALB値は栄養面における生化学的変化の段
階をスクリーニングする指標として一般的に用いられ、厚生労働省の栄養状態を評価する指標の1つでもあるため9）、本研究では入
院時の栄養状態を把握するためALB値を用いることとした。
先行研究ではALB値が低いほど入院日数が延長し、介護認定や死亡のリスクも高くなることが明らかにされている10 - 11）。栄養状
態と疾病の回復についてはNST（NutritionSupport Team：栄養サポートチーム）の介入が平均在院日数の短縮や医療資源投入量
の減少に関連する報告12）や、早期介入が栄養状態の改善に効果的であるとの報告13）等により証明されている。しかし、後期高齢者
の誤嚥性肺炎を対象として、入院時のALB値との入院日数や入院医療費との関連を明らかにした報告はほとんどみられなかった。
そこで、本研究では、嚥性肺炎で入院した75歳以上の後期高齢者を研究対象とし、入院時のALB値が入院日数と入院医療費に与
える影響をDPC基礎調査データ、レセプト請求データ及び電子カルテデータを用いて明らかにすることを目的とした。

【対象と方法】
急性期医療を主体としたＡ病院のDPC基礎調査データ、レセプト請求データ及び電子カルテデータの個人情報を匿名化し、2012
年4月1日以降入院、2013年3月31日迄に退院した患者のデータを使用した。誤嚥性肺炎で入院し加療を行った後期高齢者の患者を
抽出するため、入院時に75歳以上で、入院の契機となった傷病名及び最も多くの医療資源を投入した傷病名が「誤嚥性肺炎」
（ICD 10
コードのJ 690）
の患者を抽出した。次にこれらの患者の様式1情報、電子カルテ情報に点数情報を加えたデータベースを構築した。
統計的解析では、まず、Kruskal-Wallis検定を用い年齢、性別、入院時ALB値、救急搬送、入院前の所在、入院時意識障害、前回同
一疾患入院歴、主診療科、居住地（市内市外）に入院日数、入院医療費を比較した。次に入院日数、入院医療費を目的変数に性別、年齢、
入院時ALB値、救急搬送、入院時意識障害、主診療科、入院元所在を説明変数として、重回帰分析を用いて解析した。なお、重回帰
分析における説明変数の選択には、交絡要因との関係を調整するため、強制投入法によりKruskal-Wallis検定においてP< 0 . 2を満
たす変数を用いた。年齢では75歳以上79歳以下を、性別では女性を、救急搬送では有を、入院前の所在、退院先所在では自宅を、入
院時ALB値では3 . 6 g/dl以上を、入院時意識障害では有を、主診療科では総合診療科をそれぞれリファレンスとしたダミー変数を
用いた。なお、説明変数の定義として、救急搬送においては救急車による搬送を有り、入院時意識障害においてはJCSが1以上を有
りとした。また、入院時ALB値については入院初日のデータを用い、カットオフ値については、厚生労働省が示す栄養スクリーニ
ングシートでは低栄養状態か否かを3 . 5 g/dl以下、特定高齢者の決定基準では3 . 8 g/dl以下を、更にALB値を用いた先行研究におい
ても3 . 5 g/dlまたは、3 . 8 g/dlにカットオフ値を設定、2分し分析を行った報告が見受けられたが11）14 - 15）、本研究は後期高齢者を対象
としているため、ALB値を3 . 6 g/dl以上、3 . 5 g/dl以下については2 . 4 g/dl以下まで0 . 5 g/dl刻みでカットオフ値を設定した。

【結果】
表1に対象の性、年齢の分布を示した。該当件数は105件（入院時ALB値はデータ欠損があり104件）であった。男性70件、女性35件
で、年代別では70歳代が24件（23 %）、80歳代が59件（56％）、90歳代以上が22件（21％）であった。
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（表1）対象の性、年齢の分布

表2に対象の入院時ALB値、入院日数、入院医療費の分布を示した。入院時ALB値は平均値3 . 1 g/dl、中央値3 . 2 g/dlであるが、最
小値1 . 4 g/dl、最大値4 . 3 g/dlと開きが見られた。入院日数の平均値は15 . 4日であり、中央値は13日でありばらつきが見られた。入
院医療費の平均値は871 , 734円であり、中央値は801 , 790円でこちらもばらつきが認められた。
（表2）対象の血清アルブミン値、入院日数、入院医療費の分布

表3に入院日数の記述統計とKruskal-Wallis検定を用いて比較した結果を示した。Kruskal-Wallis検定を行い各項目別に比較した
結果、入院時ALB値、救急搬送において有意な差を認めた。入院時ALB値では3 . 6 g/dl以上の場合入院日数が1番短く、救急搬送に
おいては救急搬送による入院の場合は入院日数が長い傾向であることが認められた。
（表3）入院日数の記述統計とKruskal-Wallis 検定の結果
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表4に入院医療費とKruskal-Wallis検定を用いて比較した結果を示した。Kruskal-Wallis検定による比較を行った結果、入院時
ALB値、救急搬送、入院時意識障害、主診療科において有意な差が認められた。入院時ALB値では3 . 5 g/dl以下、救急搬送による入
院、意識障害がある場合、感染症科への入院が、医療費が高額になる傾向が認められた。
（表4）入院医療費の記述統計とKruskal-Wallis 検定の結果

表5に入院日数に対する重回帰分析の結果を示した。R 2は0 . 32で統計的に有意であった。入院時ALB値では2 . 4 g/dl以下と対照で
ある3 . 6 g/dl以上と比較すると有意に長く（P= 0 . 02）、救急搬送による入院であると基準のなしと比較すると有意に長く（P= 0 . 04）
、
入院前の所在においては対照の自宅と比較すると施設では有意に長く（P< 0 . 00）、逆に医療機関では有意に短い（P< 0 . 00）ことが
認められた。また、主診療科が呼吸器内科の場合には対照の総合診療科と比較し有意に短いことが明らかとなった（P= 0 . 03）
。
（表5）入院日数に対する重回帰分析の結果
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表6では入院医療費に対する重回帰分析の結果を示した。R 2は0 . 36と統計的に有意であった。入院医療費においても入院時ALB
値では2 . 4 g/dl以下と対照である3 . 6 g/dl以上と比較すると有意に高く（P= 0 . 01）、救急搬送による入院の場合には有意に高く
（P< 0 . 00）、入院前の所在が施設では基準の自宅と比較して有意に高く（P= 0 . 01）、主診療科では呼吸器内科の場合には対照である
総合診療科と比較し有意に低い（P= 0 . 04）ことが明らかとなった。
（表6）入院医療費に対する重回帰分析の結果

【考察】
本研究は急性期医療を主体とした病院のデータを用い、後期高齢者誤嚥性肺炎の基本属性、入院時ALB値、救急搬送、入院時意識
障害、主診療科、入院前の所在と入院日数、入院医療費を比較したものである。
入院時のALB値が2 . 4 g/dl以下であると入院日数は長くなり、入院医療費は増大することが明らかとなった。本研究は、後期高齢
者を対象としているため、入院時ALB値を3 . 6 g/dl以上、3 . 5 g/dl以下は2 . 4 g/dl以下まで0 . 5 g/dl刻みでカットオフ値として用いて評
価を行った結果、一般的に正常範囲と位置づけられた3 . 6以上と比較し、低栄養状態とされる3 . 5から2 . 5 g/dl以上の階級では、入院日
数の延長や入院医療費の増加傾向ではあるが有意な差は認められなかった。しかし、2 . 4 g/dl以下にまで低下すると、特に重症となり
入院日数の延長、入院医療費の増加に関連していることが明らかとなった。また佐藤らの報告16）ではALB値が2 . 4 g/dl以下ではその
半数の転帰が死亡となり、2 . 5 g/dl以上保つことが1つの境界であるとされており、日常的にALB値を含め栄養状態の把握が必要と考
えられる。また、川口や竹内らの報告12 - 13）のようにNST介入が入院日数の短縮に影響を与えるのであれば、入院時ALB値を基準に入
院時から介入するシステムの構築により、入院日数の短縮、入院医療費の軽減に貢献できるのではないかと考えられる。しかし今回、
入院初日に確実に入手できるデータの中から、栄養状態が把握できる項目の一つとしてALB値を用いたが、中屋の報告17）にもあるよ
うに、炎症疾患により低値を示す特性も併せ持っている。そのため、そのような側面を考慮すると、無症状や非定型的な後期高齢者
の誤嚥性肺炎、他の炎症疾患の早期発見の指標ともなりうるとともに、単に栄養状態の把握を行う場合にはALB値だけで評価せず、
BMI（Body Mass Index：体格指数）
、体重減少率も併せて評価する必要があることは注意しておかなければならない。
次に、入院前の所在が施設である場合、入院日数の延長や入院医療費の増大が明らかになったが、それには施設入所に至った基礎疾
患の存在に加え、誤嚥性肺炎の非定型的な臨床症状による発見の遅れがあり、重症化した状態での入院となっている可能性もある18）。
それに伴い入院日数の延長、入院医療費の増大につながっていると考えられる。しかし、今後、後期高齢者の増加に伴う施設入所者
も増加することが予測され、早急に対策をたてる必要が求められる。逆に、入院前の所在が医療機関の場合では入院日数が有意に短
く、入院医療費も抑えられることが明らかとなった。これは入院元の医療機関からの今までの治療経過を診療情報提供書等により把
握でき、転院してきた場合、速やかに次の治療に移行できるためと推測される。また、医療機関からの転院の場合、急性期の治療を
脱した段階で転院元の医療機関へ戻り治療を継続できる良好な医療連携が構築されている可能性もあり、このことが入院日数の短
縮につながっていると考えられる。
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また、救急搬送の有無において入院日数、入院医療費に有意な差が出たが、今回の研究対象医療機関が第3次救命救急施設の指定
を受けていることから、比較的重症な患者が救急搬送されているためではないかと推測される。
さらに、主診療科においても呼吸器科の場合では、対照とした総合診療科と比較して入院日数が有意に短く、入院医療費も抑えら
れていることが明らかとなった。診療科ごとに持ち受けた患者の状態を本研究では考慮していないためではあるが、研究対象医療機
関には誤嚥性肺炎に対する院内共通の診療ガイドラインやクリニカルパスが存在せず、各々の診療科の方針により診療が行われて
いることが推測されるため、今後は診療内容の分析を行い診療ガイドラインまたはクリニカルパス作成等の検討が必要であろう。
今回の研究により後期高齢者の入院時の栄養状態が、交絡要因を考慮しても誤嚥性肺炎での入院日数と、入院医療費に影響を与え
ることが明らかとなった。加齢と共に生理機能、栄養状態が低下している後期高齢者に対する定期的な栄養評価を行う仕組み作りと、
誤嚥性肺炎を発症させない取り組みが検討されるべきである。さらに、誤嚥性肺炎患者の治療に対するシームレスな地域医療・介護
連携の構築を検討すべきであろう。
本研究の限界として、単一医療機関のデータを使用しているため、研究対象医療機関の特色が反映されてしまい、一般的な誤嚥性
肺炎の入院日数や入院医療費とは比較できない点が挙げられる。また、本研究で患者の基礎疾患や常用薬のデータを抽出することが
できず分析できていない点、入院中の診療内容が考慮されていないため、投与薬剤やリハビリ等を考慮していない点も研究の限界と
いえるであろう。
今後、後期高齢者誤嚥性肺炎を対象として望まれる研究としては、現段階では、誤嚥性肺炎の重症度の評価手法が確立されていな
19）

い 。そのため今後は、全国共通の評価方法で重症度の評価を行い重症度別に栄養状態や治療内容が、入院日数や入院医療費にどの
ような影響を与えたかを検証することが必要であろう。
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大学病院における経営分析システムの構築と運用マニュアル作成
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Construction for the financial analysis system in the university hospital
Ken NISHIYAMA Akira BABAZONO

【Abstract】
【Purpose】The purpose of the study is to make a manual to create a database, to analyze it and to visualize the results in order
to improve financial balance on healthcare costs relating to pharmaceutical products and healthcare materials for a revenue by
Electric administrative data.
【Method】The basic viewpoints of financial strategy are composed of revenue and cost parts. The analyzing part of the manual
is composed of clarification of targeted vision, database development, methods of financial analysis, feedbacks of analyzed
results to clinical staff, and monitoring clinical practices at clinical departments.
【Results】The manual consists of six parts including budget structure of A university hospital, methods for income analyses,
those for cost analyses, analyzing tools, those for other analyses from various perspectives, and chart tables. As results, we are
able to disclose factors to increase healthcare materials without reimbursement.
【Discussion】The strength of the manual is to enable to feed-back the information on clinical costs to clinical costs. Evidences
for financial balance improvement are able be disclosed by combinations of analyses of detailed clinical practices and those of
diagnosis related groups.
Keywords: financial strategy, healthcare cost rate, feedback for healthcare staff, healthcare cost rate, analyses of detailed
clinical practices.

【抄録】
【目的】電子カルテのデータを利用して、医薬品と医療材料費で構成する診療経費率に関する収支改善のために、データベースの
構築、分析、可結果の視化の方法に関するマニュアルを作成することを研究目的とした。
【対象と方法】経営戦略においては、「収入における戦略」と「支出における戦略」の視点が基本である。マニュアルでは分析作業に
関しては、①ゴールとなる「あるべき姿」の明確化、②データベースの構築、③経営分析業務の方法、④分析結果の診療現場への
フィードバック、⑤各診療科の診療行為のモニタリングについて記載した。
【結果】マニュアルは六部の構成からなる。① A 大学病院の予算構造②収入に関する分析方法③支出に関する分析方法④分析ツー
ル⑤多面的な分析方法⑥早見一覧表である。経営分析の主眼となる取り組みに「収入に関するドリルダウン分析」
「診療科別比較」
「診療区分比較」
「診療行為詳細分析」
「薬剤詳細分析」を取り入れた。その結果、非償還外材料費の増加要因の究明が可能となった。
【考察】今回のマニュアルの特徴は、診療経費率を把握し、その情報を診療現場へフィードバックすることが可能となったことで
ある。また、
「診療行為詳細分析」と DPC 別分析を組み合わせることで、経営改善につながるエビデンスを明かにできるようになっ
たと考える。
キーワード：経営戦略、診療経費率、診療行為詳細分析、診療現場へのフィードバック
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【はじめに】
社会保障制度改革国民会議によると、
「近年の急速な少子高齢化の進展等による安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡が
とれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障の機能の充実と給付の重点化・効率化、負担の増大の抑制が重要」と
報告されている1、2）。また、「高齢化の進展により、疾病構造の変化を通じ必要とされる医療の内容は『病院完結型』から地域全体で
治し、支える『地域完結型』に変わらざるを得ない。そして、データによる制御機構をもって医療ニーズと提供体制のマッチングを
図るシステムの確立を要請する声が上がっている点にも留意しないといけない」と報告されている1、2）。
平成22年度と平成24年度の診療報酬改定では、「救急・産科・小児・外科等の医療の再建」及び「病院勤務医の負担の軽減（医療
従事者の増員に努める医療機関への支援）」を改定の重点課題と報告され3、4）、急性期病院に有利な診療報酬の改定に加えて、手術
件数の増加により、収入は増加している。しかしながら、支出も増加している項目もあり、純利益は収入に伴って増加していない。
平成26年度の診療報酬では、「医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等」が挙げられており、A大学病院でもその動き
に対応していく必要に迫られている5）。
このように医療提供体制が変わりつつある中で、病院の経営分析業務は発展段階である。特に大学病院では、地域医療での最後
の砦として役割を担っていることもあり、複雑または重症な症例も多い診療状況下において、その情報を経営分析できる標準的な
統一したマニュアルは少ない。藤森による「DPC対応収支マニュアル」6）があるが、オーダリングシステムや電子カルテのマスタ構
成やデータベースの関連によるシステム対応によるものを中心に報告され、運用での適応ができない項目も少なくない。
診療現場は収入を増やす事に関しては意識されているが、支出に関しては必ずしも注意が払われていないのが一般的である。し
たがって、利益が増加していない原因を明確にするためのコスト削減や効率化に関する情報を診療現場に提供する必要がある。更
に、大学病院の電子カルテは多機能を要し、システム自体が複雑化している。
筆者は実際に平成23年4月からA大学病院の経営分析業務に携わっているが、どの事務スタッフでも共通して利用できるマニュ
アルは存在していない。存在するマニュアルに類するものは、引き継ぎの箇条書きされたものだけであり、手順は個々に聞くこと
になっている。とりわけA大学病院では、平成25年1月から病院医療情報システム（以下電子カルテという）の変更を行っており、経
営支援のためには、経営分析のデータの精度を高めることや分析ツールの拡大を行うことも喫緊の課題となっている。
そこで、電子カルテのデータを利用して、医薬品と医療材料費で構成する診療経費率に関する収支改善のために、データベース
の構築・分析・結果の可視化の方法に関するマニュアルを作成することを研究目的とした。

【方法】
経営戦略においては、「収入における戦略」と「支出における戦略」の視点が基本である。「収入における戦略」では、まず、社会
保障制度改革国民会議においても、「病院完結型」の医療から「地域完結型」の医療への転換が指摘されている1 ､ 2）ことから、DPC
コード別の平均在院日数の短縮が鍵となる。平成15年のDPC/PDPS 導入に向けた検討時点で指摘された特定機能病院における平
均在院日数のばらつきは縮小傾向にある7）が、欧米の急性期病院の平均在院数と比較すれば長期間であることもあり8）、今後も在
院日数短縮のための分析が必要になる。
一方、在院日数の短縮が先行しすぎると、入院医療の根幹である入院料に反映される病床稼働が悪くなることがある。待ち患者
や紹介患者や逆紹介患者を効率よく回転させて、病床稼働率を高めることが第二のポイントとなる。
三番目は、平成22年度と24年度の診療報酬改定の評価項目3、4）であった手術件数を増加させることである。難易度の高い手術を
行い社会貢献することは、大学病院の使命である。また、診療行為の中で手術は点数単価が高いこともあり、収入は高くなる。一方、
支出も増加する傾向がある。支出の抑制が可能であれば純利益が生みやすいことを理解して、病院全体の取り組みが重要である。
四番目は、病院の診療内容の特徴を強化していくことである。平成26年度の診療報酬改定では、「医療機関の機能分化・強化と
連携、在宅医療の充実等」5）が挙げられており、病院の特徴を把握することが重要である。医療技術の進歩・新薬の開発に伴い、大
学病院と同等の診療を市中の総合病院でも実現可能となってきている中で、大学病院においても役割等を再確認すべきである。例
えば、A大学病院の強みは都道府がん診療連携拠点病院でもあることから、がん診療の拡充がポイントとなると考えられる。
五番目は、大学病院の外来はプライマリケアではなく、専門外来を強化するべきである。民間病院のみならず大学病院において
も医師の業務量は増え続ける一方である。大学病院は入院医療が第一優先であり、外来では専門外来を優先して行うことが今後、
必要となり準備が重要である。
よって、「収入における戦略」では、①在院日数の短縮、②病床稼働率の向上、③手術件数の増加、④診療における特徴の強化、
⑤専門外来の強化の対策をしていくことを主眼として、マニュアルを作成した。
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「支出における戦略」では、まず、第一に必要なことは医薬品や医療材料の適正使用の監視である。具体的には、A大学病院の医
療材料の費用管理はSPDデータによって行われ、保険請求材料費と非償還外材料費に分けられる。非償還外材料費が平成24年度
と平成23年度と比較して、約1 . 2億円増加している。この原因を更に詳細に分析すれば適正使用のための対策をとることができる。
厚生労働省によると、平成23年度自治体の一般病院の材料費は23 . 4％と報告されている9）が、A大学病院の材料費は37 . 8％である。
A大学病院は特定機能病院ということを考慮しても、診療経費率は高すぎると認識されている。
第二に、医薬品や医療材料を同規模の施設または国立大学病院同士、もしくは近隣の施設において比較し、コストダウンを行う
努力が必要と考える。当然のことながら、医薬品や医療材料においては「安全性」を重視することが前提としなければならない。
第三に、社会保障制度改革国民会議や平成26年度診療報酬改定においても重視されている後発医薬品の使用促進である2、10）。
最後に、手術部等の部門において針や糸等を管理し、同じ効果材料の統一化をすることがあげられる。実施することにより、ス
ケールメリットからコストの削減が可能となると考えられる。
すなわち、
「支出における戦略」では、①医薬品や医療材料での適正使用の監視、②ベンチマークにおける価格低減、③ジェネリッ
クシフトの促進、④同じ効果材料の統一化の対策をしていくことを主眼として、マニュアルを作成した。
マニュアル作成において、大学病院では人事異動が多いことを考慮し、新任や移動してきた事務職員が業務全体の過程を把握し、
作業内容を理解できるようにしなければならない。このマニュアルは、作業者の手順書ともなるべきものである。どの事務職員が
作業しても同じ結果ができるように作成することが必要である。
そのためには、まず、第一に、マニュアルのあるべき姿を説明し、作業を遂行するための考え方を記載する必要がある。また、マ
ニュアルが最新の情報を反映できるように常に更新していく仕組みも必要である。第二に、データベースの構築のプロセスを記載
することが重要である。とりわけ、データの抽出においてハードルとなるような課題は詳細に検討すべきである。課題を明確にし、
解決法も記載することによって、作業者の効率性を損なうことを防ぐことができる。第三に、データベースを用いて経営分析する
ための分析理由、分析方法、分析結果の二次利用については、詳細に説明してあることが重要と考える。また、経営を評価する場
合には、経年比較が重要な情報を提供してくれる。過去のデータと比較するためには、医薬品や医療材料などの互換性を考慮した
うえで、システム的にどのような処理を行わなければならないかについても記載しておかなければならない。［図1参照］
最終的には診療現場へのフィードバックを行い、診療プロセスに反映することによって経営改善を図る仕組みを構築すること
が目的であるので、分析結果が診療現場のスタッフに理解をしやすいものにすることが必要である。そのためには、資料の作成に
おいては、複雑なつくりを避け、わかりやすさを心掛け、診療現場のスタッフと建設的なコミュニケーションを行い、理解とやる
気をもってもらうことが重要となる。例えば、診療行為ごとの分析（診療区分分析）やその行為の特定（診療行為詳細分析）を行うこ
とで意見交換を行う。それが、経営改善におけるPDCAサイクルを回すための鍵となる。
マニュアルでは分析作業に関しては、①ゴールとなる「あるべき姿」の明確化、②データベースの構築、③経営分析業務の方法、
④分析結果の診療現場へのフィードバック、⑤各診療科の診療行為のモニタリングについて重点的に記載した。
（図1）マニュアルの目次
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【結果】
マニュアルは六部の構成からなる。まず、第一にA大学病院の予算構造について記載した。A大学病院のみならず、母体であるA
大学の財務での実情を理解し、目的やあるべき姿を見失わないために重要である。
第二に、収入に関する分析方法について記載した。作業工程の効率化と標準化を念頭において作成し、内容は、①診療区分分析、
②診療行為詳細分析、③患者別・項目別の収入分析とした。
第三に、支出に関する分析方法について記載した。内容は、支出に関する定義や患者別、項目別における支出分析とした。収入
に連動して支出が発生するのか、収入に関係なく支出が発生する項目を区分することで効率性が高まると考える。特に診療現場へ
のフィードバックを意識することにより、診療経費率の項目を中心に整理しなければならない。
第四に、分析ツールについて記載した。内容は、①診療科分析、②医師別分析、③病棟別分析、④部門別分析、⑤センター別分析、
⑥疾患別分析とした。既存にある市販のツールも組み合わせることで選択肢が拡大する。その中で効率のよい作業工程を標準とし
て手順書を作成するべきと考える。
第五に、多面的な分析方法について記載した。内容は、①レセプト単位の分析、②診療科別実績単位の分析、③出来高ベースの
分析とした。確認作業の一つに視点を加えることが良い場合もある。新しい組み合わせを模索するためにも視点を変えた分析は必
要である。
最後に早見一覧表について記載した。内容は、①抽出条件、②抽出項目とした。第一から第五項目までの分析対象、分析目的別
に早見表を作成しておくと、更に効率よく作業が進むことが考えられる。今まで実践した分析方法やツールの選択を再利用し、同
じタイプの分析を行う場合にも活用できると考えられる。
特徴的な取り組み内容の一つに「収入に関するドリルダウン分析」がある。具体的には、
「病院全体の入院全体実績金額比較」を
行い「診療7区分実績金額比較」を行う。もしくは「診療科別実績金額比較」を行い、「診療7区分実績金額比較」を行う［図2参照］。
診療7区分とは、
「基本診療料」
「処方」
「注射」
「処置・手術・麻酔」
「検査」
「画像」
「その他」である。この区分によって経営に影響
を及ぼす診療項目を明確にできるというメリットがある。これによって詳細な「診療行為実績金額比較」行うことも可能とした。ま
た、
「診療行為実績金額」が著しく高い場合には、
「診療科別実績金額比較」において影響の大きさの定量を行うことも可能とした。
毎月の診療実績の分析でも、
「診療科別比較」
「診療区分比較」
「診療行為詳細分析」を行うことが可能となった。また、
「診療行
為詳細分析」を起点して、「薬剤詳細分析」まで行えるツールとなった［図3参照］。

（図2）収入に関するドリルダウン分析フロー図
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（図3）診療7区分・診療行為実績比較表

非償還外材料実績額の増加要因としては、手術における治療用器材の利用増加があり、特に腹腔鏡手術での材料の利用が増加し
ている。これは平成24年度診療報酬改定において腹腔鏡手術が保険適用拡大となり、A大学病院での腹腔鏡手術件数は増加してい
るからであると考えられる。その費用をモニタリングするために、診療科ごとの診療実績額に対して医薬品と材料での支出金額を
抽出・分析し、経費率の伸びの計測を行うことも可能とした。
また、データの組み合わせた多面的な分析においては、例えば、後発医薬品の実績や医療行為と組み合わせることで、診療現場
のスタッフが後発医薬品をどこで利用できるかを理解しやすくなるようにした。
このようにデータの抽出方法、加工方法、分析の視点をマニュアル化することで、病院長への説明や執行部会議、病院運営会議
での資料、説明根拠資料が効率よく作成出来るようにした。
病院長が各診療科にヒアリングや意見交換を行う「病院長ヒアリング」では、DPCデータ分析する際に「診療行為詳細分析」が根
拠データとして役立っている。伏見の報告でもDPCデータ分析では、在院日数の分析が非常に重要とされている11、12、13）。在院日数
の分析では、疾患ごとの日数比較、全国大学平均在院日数との比較により、入院期間区分による入院料金の影響があることを提示
することが可能となった。また、在院日数の延長になる検査等の分析が診療現場へは効果的であると考える。現在、診療科別の経
費率やDPCを活用した疾患別の経費率を算出する「診療行為詳細分析」は、病院執行部と診療科スタッフにも理解され、経営改善
の重要な役割を果たしてきている。

【考察】
今回のマニュアルの特徴は、診療経費率を把握し、その情報を診療現場へフィードバックすることが可能となったことである。
今までのA大学病院のデータ抽出は、医療情報部門に一つ一つ抽出依頼を提出していたこともあり、非常に効率が悪いことであっ
た。しかし、マニュアルにより手順も確立されたため、作業効率は改善した。何より作業者自身が抽出できるようになったことで、
分析項目の意味の理解度が深まる効果もあった。そして、病院以外の本部や学部間の移動の多い事務職員においても分析を効率よ
く行うことが可能となった。実際に病院に移動となった事務職員に当課の役割と分析の概要の把握について、効果が表れている。
また、手技・薬剤・材料等の診療行為詳細分析が可能になり、様々な診療科での分析の幅が広がった。
大学病院においても、診療科単位で分析するのみならず、DPCを活用した疾患別の分析することが望ましい。「診療行為詳細分
析」とDPCを活用した疾患別分析を組み合わせることで、経営改善につながるエビデンスを明かにできるようになった。そして、
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事務職員と診療現場スタッフによる経営改善のためのコミュニケーションが可能となった。
今後の課題は、電子カルテ自体が現在もバージョンアップ更新されていることもあり、マスタテーブルやマスタ変換テーブルの
チェックは常に行う必要がある。すなわち、経営分析のためのデータベースの修正更新・追加作成において精度向上を図らなけれ
ばならない。また、病棟別・部門別・センター別に行う評価においても初期設定のみの分析しか可能となっていない。診療現場と
確認をとりながら、より効果的な分析ができるようにする必要がある。支出のテーブルにおいても設定が完了しているが、診療科・
部門・患者に直課できるものと出来ないものにおいて選別と整理を行い、直課出来ないものに対しては、配賦基準の確認すること
により、妥当性の改善を図っていきたい。
このように情報を診療現場に公開しつつ、分析者と診療現場の双方によるマニュアルの改善の努力が求められる。そのためには、
継続的にマニュアルを更新するための仕組みの構築が必要である。
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1．はじめに
これから日本は、超高齢化、人口減少、多死社会といった問題が進行するなか、地域包括ケアシステムを実現し、社会保障制度
を持続可能なものにするためには、高齢者ケアのイノベーションが必要となってきている1）,2）。すなわち、今まで高齢者は寝たき
りになってから、あるいは認知症が重度化してから、医療機関や介護施設でケアされてきたが、これからは、心身の障害の発生や
悪化を予防する高齢者ケアが求められている3）,4）。
欧米では、主に後期高齢者を対象として、自立した高齢者を支援する自立型住まいが整備され、介護予防の役割を果たしている
が、日本では「自立型住まい」という概念が未だ生まれていない5）,6）。しかし、高齢化が加速していく中で、日本においても自立型
住まいを整備していき、介護予防を重視した継続したケアを行うシステムを構築する時機がきたのもといえる。
高齢者健康コミュニティとは、米国のCCRCを参考とした概念であり、「生活支援・健康支援・介護・医療サービスを提供する
複合施設と自立型、支援型、介護型高齢者住宅及び高齢者自宅をネットワークで結び、地域包括ケアシステムの機能を満たすコミュ
ニティ」と定義され、自立型住まいを中心とした継続したケアを行えるシステムである5）。
米国のCCRCをモデルに株式会社東日本福祉経営サービスは、高齢者住宅を中心とする複合施設
「リーシェガーデン和光」と、自
立型住まいに位置づけた「リーシェガーデン和光/南館」を開設したが、計画どおりに入居が進まないという問題を抱えている。そ
のため、日本型CCRCの普及をミッションとするNPO法人高齢者健康コミュニティと協同で、リーシェガーデン和光と和光/南館
を日本型CCRC高齢者健康コミュニティ和光として、理念、システムを再構築していくプロジェクトをスタートした。
本研究は、日本型CCRCで高齢者健康コミュニティのモデルとなる高齢者健康コミュニティ和光の、特色、仕組みづくり、再構
築のプロセスについて、現状と課題を報告するものである。

2．日本型 CCRC 高齢者健康コミュニティ構想
日本が高齢者ケアの手本としてきた北欧福祉先進国では、1980年代から施設中心の政策から住宅と在宅サービス中心の政策へ
と転換してきた7）。例えば日本が2025年後の実現を目指して進めている地域包括ケアシステムのモデルとなったデンマークでは、
1988年に、日本の特別擁護老人ホームに相当する高齢者福祉施設「プライエム」の新規建設を禁止する法律が規程された7）。この背
景には、高齢者のニーズを無視して、一方的に提供される管理型の「ケア・パッケージ」の実態があり、いまある能力を使って自分
で生活することを援助する「自立支援」の視点を欠いていたことが指摘されている。管理型施設ではサービスを受けるだけで、自
分で自分の生活を選べないために楽しみや変化のない生活の中で、高齢者はどんどん虚弱化していったという問題があった。
そして、施設凍結を推進していく対策としての理論的背景には、居住機能とケア機能を切り離して一人ひとりのニーズに合わせ
てケアを提供できるようになれば、最期に施設に引越しする必要はなくなり、施設はいらないということになる。すなわち、高齢
者にふさわしい住宅を十分に供給して、そのニーズに合わせたケアを柔軟に提供していけるシステムが構築されていった。
1） （株）東日本福祉経営サービス

3） NPO法人高齢者健康コミュニティ

West Japan Welfare Management Service Co. Ltd.

Nonprofit Corporation Health Community for the Elderly

〒103‑0025 東京都中央区日本橋茅場町1‑3‑9‑4F

4） 医療福祉経営マーケティング研究会

Kayaba‑Cho 1‑3‑9‑4F, Nihonbashi, Cyuou‑Award, Tokyo, 103‑0025,

The Society of Health Care Management and Marketing

Japan West Japan Welfare Management Service Co. Ltd.

5） 九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座

2） （株）システム環境研究所

Department of Health Care Administration and Management, Graduate

System Environmental Research Institute Co., Ltd

School of Medical Sciences, Kyusyu University
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図1

CCRCのハードとソフト

米国には、100年以上前から、CCRC（Continuing Care Retirement Community）という継続したケアを提供するという理念に基づ
き、ニーズに応じて住み替えていく高齢者住宅システムが発展しており、2007年時点で、全国に1 , 861ヶ所、74 . 5万人が生活している8）。
すなわち、CCRCには3種類の住まいである自立型住まい（インディペンデントリビング）
、支援型住まい（アシステッドリビング）
、介
護型住まい（ナーシングホーム）がある。そして、それぞれの住まいで出来る限り長く生活できるように4種類のプログラム
（自立プロ
グラム、支援プログラム、介護プログラム、認知症対応プログラム）
と様々な支援サービスが提供されている9）。
（図1参照）
CCRCの入居者の年齢について、3種類の住まいの平均年齢は自立型が83歳、支援型が87歳、介護型が87歳で、CCRCは80歳から
90歳までを過ごすシェルターのような存在といえる。男女比は平均的に女性が70％、男性が30％である。またCCRCの住まいの規
模は、自立型が215室、支援型が47室、介護型が77室、合計339室が平均であり、一つの敷地（キャンパス）の中に開発される10）。
日本型CCRCを考えるとき、日本の風土、文化、および土地の広さを考えた場合、米国のCCRCのようにひとつのキャンパスで日
本型CCRCを構築していくことは容易ではない。そこで、高齢者住宅を中心として、生活支援サービス、医療サービス、介護サー
ビスを提供する複合施設を核として、複数の高齢者住宅をネットワークで結び、支援していく日本型CCRC「高齢者健康コミュニ
ティ」が現実的な選択肢となる。
高齢者健康コミュニティの理念は「高齢者が自分の人生を前向きに肯定して統合すること」を支援することである5）。すなわち、
高齢者が自分の人生はよいことも辛いこともあった、さまざまな方にお世話になったが自分も社会に貢献できた、生まれてきてよ
かった、と統合することを支援することである。そして、高齢者健康コミュニティの三大原則を①本人の意思の尊重、②残存機能
を活用した自立支援、③生活とケアの連続性の確保とした。これらを踏まえて、日本型CCRC「高齢者健康コミュニティ」の定義を
「（高齢者の変化していくニーズに応じて必要な）生活支援・健康支援・介護・医療サービスを提供する複合施設と自立型、支援型、
介護型高齢者住宅および高齢者の自宅をネットワークで結び、地域包括ケアの機能を満たすコミュニティ」とする。
高齢者に対し、「継続した生活・ケア」を提供し、自立した段階から支援、介護、看護、最終的には看取りの段階まで、生活の活
動レベルに応じて住まいとサービスを変えていくことによって、同じ場所・コミュニティ内で生活していくことは重要な考え方
だと思う。記憶力、体力、適応能力が低下した高齢者になって、場所や周辺環境を変えることは、精神的な落ち込みを起こすトラ
ンスファーショックを防ぐことができる。
いままでの日本の介護施設の問題点のひとつは、さまざまな生活の活動レベルの高齢者に対して、同様のサービスを提供してい
ることである。このため、サービスがそれぞれにとって相応しいサービスになっておらず、サービスの多様性を欠き、自由や選択
が尊重されるというよりも、収容して管理されるというイメージが強くなりがちである。このような日本の現状を考えれば、日本
型CCRC「高齢者健康コミュニティ」の実現はまさに、時代の要請ともいえる。しかしながら、日本にはいまだ、
「自立型住まい」
、
「継
続したケアの提供」という概念が生まれておらず、これから普及されていくことが必要である。
また、CCRCの経営的な特徴としては次に示す3つの特色があるが、米国と日本の間では法律、制度等が異なり、これらについて
日本ですぐに採用していくことは難しい9）。しかし、入居者の資産を守っていくために、開発、運営、経営主体をだれが担っていけ
ばいいのか、また経済的な負担軽減のための一時金の活用等について、これから検討していく価値は大きいと考える。
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① 多くのCCRCの経営主体はNPOが事業主体となっており、入居者も評議会委員に入ることで、経営の中立性、安定性を維持する
ともに、入居者の意見、クレーム等が反映しやすい仕組みとなっている。
② 経営主体、開発事業者、運営事業者の3者が分離している。NPOが経営主体の場合、無税となる利点が大きいので、経営主体は
NPOがほとんどである。また、①にも関連するが、CCRCの経営で一番大切なことは、入居者の保護であり、3つの役割を分離す
ることで、経済状況の急変、開発・運営事業者の適否があっても、CCRC本体の破綻のリスクを避けられ、保護される。なお、開
発事業者と運営事業者は同じ場合が多く、経営主体のNPOと一体となって運営されることが一般的である。
③ 入居者は住まいとさまざまなサービスの提供を受ける代わりに、入居一時金と月々利用料を払うことになり、その費用の支払
い方法について、いろいろな支払いプランが提供されており、多くの高齢者が入居できる。例えば、入居者の経済的な負担の軽
減策として、一時金の返還（100％、80％、50％等）方式があり、入居者にとって多様な費用プランが提供されている。

3． 高齢者健康コミュニティ和光の現状、問題点、対策
3 ‑ 1 現状と問題点
株式会社東日本福祉経営サービスは、米国のCCRCをモデルとして、埼玉県和光市に複合施設リーシェガーデン和光と自立型住
まいのリーシェガーデン和光/南館を開発した11）。和光市は埼玉県と東京都の境に位置し、練馬区、板橋区と接する人口7万8千人
の東京圏のベッドタウンで、平成22年国勢調査によると、5年前に比べて人口増加率は5 . 3％となっており、核家族化が進んでいる。
高齢化率は16 . 0％と、すでに25 . 1％の全国の数値と比較すると低い水準にあるものの、上昇傾向は続いている12）。
リーシェガーデン和光は2010年2月にオープンし、高齢者住宅であるサービス付き高齢者向け住宅（以下は「サ高住」と略す）を中
心とし、1階に居宅介護支援事業所、通所介護事業所、訪問介護事業所、調剤薬局をもつ複合施設である。訪問看護事業所とクリニッ
クは現在休止中であり、外部の医療機関、訪問看護事業所と連携している。
それから3年2ヶ月後の2013年4月に自立型住まいと位置付けるサ高住リーシェガーデン和光/南館をオープンした。リーシェガー
デン和光/南館は居室が71室あり、居室には、キッチン、風呂、台所があり、台所には電磁調理器があり料理も自分でできる。
リーシェガーデン和光とリーシェガーデン和光/南館の全体概要図を図2に示す。自立型住まいである、リーシェガーデン和光/
南館には1 LDKタイプの居室が2種類あり、居室面積はAタイプが56 . 23㎡、Bタイプが49 . 01㎡である。図3にタイプBの間取り図を
示す。表1に、タイプA、Bの利用料金等を示す。管理費には、人件費、見守りシステムの利用料（緊急通報システム）、共用部の水光
熱費、共用部（7偕ラウンジ、屋上）利用料を含む。サービス費は、安否確認、生活相談サービスの費用である。
複合施設リーシェガーデン和光にあるサ高住の居室広さ、利用料金等について表2に示す。なお4、5階の介護型住まいは、和光市
から地域密着型特定施設の指定を受けている。
リーシェガーデン和光の2、3階は通常のサ高住で、介護予防を中心にケアプランを作成し、必要な予防、介護サービスを受ける。
また必要に応じ、外部サービスを利用し、介護サービスを受けることができる。介護保険サービスの利用費用は、介護保険の1割負
担となっており、表3の金額にプラスされることになる。
図2

リーシェガーデン和光と和光/南館の全体概要図
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図3

表1

リーシェガーデン和光/南館のタイプB間取り図（49 . 01㎡）

リーシェガーデン和光/南館の仕様・料金
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自立型高齢者住宅の住まいの市場
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3 ‑ 2 入居不振の原因分析
自立型住まいであるリーシェガーデン和光/南館は、2013年4月にオープンし、およそ1年後の2014年6月時点で、入居者数36名で
（夫婦が10組）、入居は26室であり、計画通りに入居が進まないということが問題であった。問題の原因分析方法として、近代マー
ケティングの父と評されるフィリップ・コトラーが提案しているSTP分析を用いた。ちなみに、Sはセグメンテーション、Tはター
ゲッティング、Pはポジションニングである13）,14）。
まずマーケティングの出発点となるのが、セグメンテーションである。人の好みは一人ひとり違うので、すべての人にマッチし
た製品・サービスを提供することは不可能である。しかも、製品・サービスが並みの水準であれば、多くの競合相手との厳しい競
争にさらされる。それを避けるためには、市場を細かく分けて、自社に適した対象に絞る必要がある。これをセグメンテーション
という。セグメンテーションが終わったら、それぞれのセグメントを吟味して、自社にとって魅力的な標的市場に絞り込む。この
プロセスをターゲティングという。セグメンテーションとターゲッティングの次は、ポジションニングというステップに移る。ポ
ジションニングとは、標的市場（ターゲットとする消費者など）の心の中に、自社のイメージを明確に植えつけるプロセスである。
高齢者住宅のセグメンテーションについて、図4に、前期高齢者と後期高齢者別に、自立と要介護度の軸で整理した。自立型住ま
いの対象となるのは、主に後期高齢者であり、2012年11月時点で、後期高齢者は1 , 524万人、このなかで要介護認定を受けていない
自立した後期高齢者は1 , 049万人、自立型住まいで生活可能な、要支援および要介護1の後期高齢者は212万人いる。これらの高齢
者が自立型住まいの対象市場となる。
後期高齢者で自立、要支援、要介護1の方々で、残存能力を活用し、できる限り自立していく方々が、自立型住まいの対象者とな
るが、日本では自立型住まいの概念が普及しておらず、自立型住まいに対する認知がなされていないということが、和光/南館の
入居が進まない背景としてある。
一方、現場の問題点としては次の4点が考えられる。
1 . マーケティングの基本となるSTPを考慮したコンセプトが明確でなかった
2 . 入居対象者を明確に絞りきれないまま、営業を進めていた。自立・要介護度を縦軸に、経済力を横軸にした市場セグメントを図
5に示す。リーシェガーデン和光/南館のターゲットは、自立・要支援の中間所得層になる。
3 . 自立型住まいの対象者は広域になるが、マーケティング範囲を特定施設（介護施設）と同じように考え、和光市中心のマーケティ
ング計画を立て、実行していた。自立型住まいの入居エリアは、和光市だけでなく、埼玉県、東京、神奈川県と広域を考えたマーケ
ティング計画が必要であった。
4 . リーシェガーデン和光/南館は、入居者にとっての利点、価値を明確にできなかった。例えば、ここでは予防・医療・介護サービス
が総合的に提供することが可能であるが、今までそれらの連携による包括的なケアの追及がなされていなかった。すなわち、さまざま
なサービスが組み合わされた自立型住まいのすぐれた優位性をニーズのある高齢者に伝えられていなかったことであったと考える。
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3 ‑ 3 対策
1） 対策チームの編成とマーケティング範囲の見直し
リーシェガーデン和光/南館の問題点を抽出して解決していくために、CCRCの研究を行っているNPO法人高齢者健康コミュニ
ティと提携し、プロジェクトチームを平成26年8月に発足した。NPO法人高齢者健康コミュニティのミッションは、日本型CCRC
「高齢者健康コミュニティ」を日本に普及させることである。
プロジェクトメンバーとして、東京本部役員、東京本部統括部長と在宅サービス事業部の管理者、営業担当者が入り、10名でス
タートした。なお、NPO法人高齢者健康コミュニティは九州大学と、日本型CCRC高齢者健康コミュニティを構築していくための
運営プログラム、人材育成プログラムを開発していくために協同研究を行っている。このため、地域包括ケアシステムの一つのか
たちとなる高齢者健康コミュニティを実現していくために、株式会社、NPO法人、大学の産学連携プロジェクトがスタートしたこ
とになる。
マーケティング範囲については、いままで和光市中心の営業範囲を考えていたが、もっと広域で考える必要がある。CCRCのデー
タによれば、自立型住まい入居者は約25㎞以内の範囲から転居してきた方が74％であった10）。そこで対象客は、和光市のある埼玉
県、隣接する東京都をマーケティング範囲と考え、リーシェガーデン和光/南館の優位性を伝達するマーケティング手法としては、
Webマーケティング、フリーペーパー、セミナー戦略等を計画、実行中である。ちなみに、表3に埼玉県、東京都の高齢者の人口の
推移を示す。自立型住まいの入居対象者は、75歳以上後期高齢者であり、2015年に埼玉県に764 , 829人、東京都に1 , 472 , 516人あり、
大きな市場があると考える。
2） コンセプトの統合
高齢者健康コミュニティの主要な要件として、3種類の住まいとそれぞれの住まいで暮らす高齢者をサポートするプログラムの
充実が重要である。日本には未だ「支援型住まい」という概念がないが、高齢者が自立した段階から、一気に寝たきりになるわけで
はないので、高齢者自身ができることは自分でできるような仕組みをもつ支援型住まいは、これから日本でも考えていかなければ
ならない概念とシステムである。そこで、リーシェガーデン和光では、2、3階を「支援型住まい」と位置付け、プログラムを充実し
ていくとともに、支援型から介護型住まいへ移行する評価・判定方法を検討、標準化していくこととした。そして、4、5階を介護
型住まいと位置づけた。
4、5階の介護型住まいであるサ高住は、地域密着型特定施設としてすべての介護サービスが内包され、入居者は和光市の住民に
限定される。一方、2、3階の「支援型住まい」に位置づけるサ高住は、訪問介護、デイサービスなどの外部サービスを利用して対応
するものであり、入居者は広域対象となる。リーシェガーデン和光/南館はすべて「自立型住まい」に位置づける。そして、複合施
設リーシェガーデン和光と自立型住まいリーシェガーデン和光/南館を「高齢者健康コミュニティ」のコンセプトで統合したもの
とする。（図6参照）
3） 支援プログラムの構築
複合施設リーシェガーデン和光と自立型住まいのリーシェガーデン和光/南館のいままで分断されていたサービスを「継続した
ケア」を提供するという理念の基で見直し、再構築し、特に自立型住まいのサービス内容、プログラムを革新していく必要があっ
た。そこで、プロジェクトチームの中で、自立型プログラムの充実と支援型と介護型プログラムの相違点、および支援型から介護
型への移行プログラムを明確にすることとを中心にプロジェクトを進めていった。とりわけ、自立支援プログラムについては、生
きがいづくり評価システムプログラムと認知症予防プログラムなど次のようなプログラムを検討していった。
①

自立評価・生きがいづくりプログラム
リーシェガーデン和光/南館では、要介護状態になることをできるだけ防ぐ介護予防を重点的に行い、病気や障害を避け、自分

の人生を前向きにとらえ、豊かに暮らしてもらうための支援をしていくことが必要である。予防プログラムを成功させていくには、
入居者本人に自主的に継続的に行っていく仕組みを構築していく必要がある。そこで、予防・自立支援を生きがいづくりプログラ
ムとして計画していくこととした。このために、リーシェガーデン和光/南館にコンシェルジェのほかに、予防・生きがいづくり
専任の生きがいコーディネーターの職を新たに配置した。
生きがいコーディネーターの役割は、入居者一人ひとりの今までの人生、生活等をよく知り、リーシェガーデン和光/南館の中
で新たな生きがいづくり、介護予防プログラムを一人ひとりの人生、ニーズに合せて生きがいプランを作ることである。そのため
に、生きがいアセスメント表をつくり、生まれ故郷、小学、中学、高校等、学生時代のことから傾聴していき、記録していく。
介護予防については、厚労省で作成した表4に示す基本チェックリストによる現状評価を定期的に実施していくことにより、予
防を徹底していく計画である。そして、生きがいづくり・介護予防計画においては、その理念を浸透していくことが重要であり、
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表3

埼玉県と東京の高齢者人口の推移
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3種類の住まいの位置づけ
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九州大学で開発されたホームベース型健康支援モデルの理念に基づいて計画を立てていくこととした。
「ホームベース型健康支援」の定義は「自らの生活の場（HOME）という安心・安定した環境の中で、本人自身の内的動機づけを尊
重し、目的達成型で生活の質、人生の質の向上をめざしてもらい、支援者は本人ができることをできるように支援すること」であ
る5）。「ホームベース型健康支援」のポイントは、
「目標達成」であり、問題を明確にし、
「自分がどうなりたいのか」
、「どうしたら
できそうか」について考えてもらって、目標を設定し、それを達成し、「成功体験」を積み重ねていくのがこのモデルの構造である。
ホームベース型健康支援モデルの3要素は「前向きな態度」
、「自己効力感」
、「周囲からの支援」である。できるだけ長く自立した状
態で生活してもらうためには、疾病や障害の予防に「前向き」になってもらい、本人が「できる」と思えるような目標や方法を設定
し、周囲から支援を受ける「仕組み」をつくることが重要である。
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② 認知症予防プログラム
認知症には複数の原因があるが、アルツハイマー型がもっとも多く、明らかに認知症を発症した時点では予防対策は難しくなっ
てくる。そこで、認知症を予防するためには、その前段階とされる「軽度認知機能障害
（MCI）」の時期に予防対策を行うことがもっ
とも効果的であるとされている。
そのため、定期的に専門的な画像診断と評価を医療法人翠会和光病院で行ってもらうプログラムを検討している。和光病院は平
成14年に開院した認知症専門病院で認知症予防にも多くの実績を有しており15）、和光病院と連携して認知症予防プログラムを構築
していきたいと考えている。さらに、生活総合機能改善プログラム・エルダーシステムを活用していくこととした。エルダーシス
テムは、第一興商が大学や多くの高齢者施設と協同開発したもので、①音楽プログラム、②体操プログラム、③映像プログラムか
らなり、多様なプログラムとなっている。これら二つの認知症予防プログラムを統合するために、九州大学が開発したホームベー
ス型健康支援モデルの理念に基づいて計画を進めていく。
③ カルチャープログラム
いままでは、リーシェガーデン和光/南館の7階の多目的室でイベントを行い、入居者の方々に参加していただくという視点でプロ
グラムをつくっていた。今回の見直しで、入居者がそれぞれの生きがい、充実感につながるようにという視点でカルチャースクール
という位置づけにした。特に外部講師にお願いするカルチャープログラムを充実していく。現在のところ、ステンドグラス教室、プリ
ザーブドフラワー教室、健康体操、タップダンス教室等が開拓された。これからもさらに、講座、スクールを充実していく計画である。
また、同敷地内にある女性専用フィットネスセンター「アルペンフィットネス」とも協同でプログラムを開発していく予定である。
④ ボランティア活動プログラム
これからの介護予防として、「高齢者を生活支援サービスの担い手であると捉えることにより、支援を必要とする高齢者の多様
なニーズに応えるとともに、地域の中で新たな社会的役割を有することにより、結果として介護予防につながる相乗効果をもたら
す」といわれており、ボランティア活動は重要な役割をもつことになる。自立型住まいにお住まいの方が支援型住まいや介護型住
まいの高齢者の支援を行ったり、地域に出て行って、役割を持つプログラムを推進していくことにしている。例えば傾聴、軽作業
等のプログラムを和光市とも協調し進めていく計画である。
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表5

3種類の住まいで提供される継続したサービスの種類
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4）自立型住まいから支援型と介護型住まいへのサービスの継続性について
高齢者健康コミュニティ和光の特色は、高齢者の意思を尊重し、高齢者のニーズに応じて住み替える3種類の住まいとそれぞれ
の住まいに提供するサービスを統括するシステムがバランスよく機能していることである。3種類の住まいで、それぞれ提供する
サービスの例を表−5に示す。自立型住まいでは、自分のできることは自分で行ってもらうように自立を意識し、予防を中心とし
たサービス体系となっている。
一方、支援型住まいでは、自分のできることは、自分でできるように、できるかぎり寝たきりにならないように様々な支援プロ
グラムを充実している。支援プログラムは、本人、家族、ケアマネージャー、施設管理者が、本人のケアニーズ、希望を把握し、ケ
アプランを作成し、実施、フィードバックしていく。介護型住まいでは、寝たきりになった高齢者に24時間の医療・看護・介護サー
ビスを提供している。そして、最期の看取りまでできる体制が出来上がっている。なお、転倒･骨折、脳卒中などの緊急時の対応に
ついては、非常用通報システムが居室にあり、昼間は日勤スタッフが、夜間は夜勤者が訪問看護ステーション、医療機関と連携し
て対応している。

−23−

医療福祉経営マーケティング研究
15 - 24, 2014
第9巻 第1号

4．あとがき
国は団塊の世代が後期高齢者となる2025年を目標に、地域包括ケアシステムの構築を、医療・介護・福祉の分野が一体となって
実現していくことを目指している。一方、実現のための医療・介護資源、および財政資源は限られており、それらの限られた資源
をいかに効果的、効率的に活用していくかが、わが国の大きな課題となってきている。
高齢者の老化につれて変化していくニーズに対して、尊厳を守り、最期まで自立支援する様々なサービスを提供するミッション
を持つ、高齢者健康コミュニティにおいて、「疾病や障害の発生や予防」にホームベース型健康支援を活用していくことは、高齢者
の生活の質、人生の質の向上に大きく貢献するものと思われる。和光市で初めて取り組む高齢者健康コミュニティを機能させ、そ
してこれをモデルとして全国でAging in place 16）を普及させていきたいと考える。

参考文献
1.

地域包括ケア研究会、平成24年度厚生労働省老人保健事業、地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点、
2013年3月

2.

社会保障・税一体改革大綱について、2012年2月17日閣議決定

3.

内閣府、平成26年版

4.

厚生労働省、これからの介護予防〜第101回市町村セミナー、2014年1月

5.

馬場園明、窪田昌行、「地域包括ケアを実現する高齢者健康コミュニティ」、九州大学出版会、2014年6月

6.

園田真理子、
「世界の高齢者住宅―日本・アメリカ・ヨーロッパ―」、日本建築センター出版部、1993年

7.

松岡洋子、デンマークの高齢者福祉と地域居住、東京、新評論、2005年

8.

U.S. Government Accountability Office, "Continuing Care Retirement Communities Can Provide Benefits, but Not Without

高齢社会白書（概要版）、2014年

Some Risk,"Report to the Chairman, Special Committee, on Aging. U.S. Senate, 2010
9.

窪田昌行ほか、「新シニア住宅開発実務資料集」、綜合ユニコム、2007年

10 . American Association of Homes and Services for the Aging, American Seniors Housing Association, Continuing Care
Retirement Communities 2005 Profile, 2005
11 . 紅屋オフセット㈱、ゴールデンライフvol. 48、2014年9月
12 . 和光市、第5期和光市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画、2012年3月
13 . フィリップ・コトラー、コトラーの戦略的マーケティング、ダイヤモンド社、2000年
14 . 宮崎哲也、フィリップ・コトラーの「マーケティング論が」わかる本、秀和システム、2006年
15 . 伊藤礼子・和光病院看護部監修、BPSD（行動・心理症状）を予防する

驚きの「和光病院式認知症ケア」実践ハンドブック、小

学館、2014年
16 . 松岡洋子、エイジング・イン・プレイス（地域居住）と高齢者住宅−日本とデンマークの実証的比較研究」、新評論、2011年
（2014年10月17日受付、2014年10月27日受稿）

−24−

医療福祉経営マーケティング研究
25 - 36, 2014
第9巻 第1号

鹿児島姶良地区のケアミックス医療機関での入退院支援チーム
〜入院患者数を増やし、より健全な経営にするために〜
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Support team for admissions and discharge in a mixed-care hospital of Aira
City, Kagoshima Prefecture
Masayuki NAKAMURA 1）2） Eiko ROKUTAN 1） Naoko TOUGOU 1） Naoko YAMAMOTO 1）
Yoko HONDA 1） Hideaki OKAMOTO 2） Ryuki TERADA 2） Sohei KATAGIRI 2）
Tomonori SUEYOSHI 2） Shinichi SAKAMOTO 1） Noriko TANAKA 1） Yukiko ITAGAWA 2）
Masachika TAKATA 1）2） Masayuki KUBOTA 3）4） Akira BABAZONO 4）5）

１．はじめに
加治木温泉病院は鹿児島県姶良市に所在する一般病棟、回復期リハ病棟、療養病棟、介護保険病棟をもつ350床のケアミックス
医療機関である1）,2）。また近隣には複数の在宅施設を有し、回復期リハから在宅までのシームレスなケアを整備する地域包括ケア
システムの構築に取り組んでいる3）,4）。
2014年度診療報酬改定に伴い、姶良・霧島地区の急性期病院での治療後の回復期リハから在宅までのケアを担うために、在宅復
帰強化加算病棟取得や地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟入院料1を取得する準備を行っている中、入院患者数が伸び悩み、入院
稼働率を維持することが難しくなってきた。
本研究では、入院検討会、MSWの活動などを見直し、入退院支援チームとして入院患者確保のために活動した内容について報告する。

２．2014年度診療報酬改定について
2014年度診療報酬改定は、基本方針の重点課題として、
「医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等」が焦点となり、急
性期病棟の絞り込みや地域包括ケア病棟入院料の新設など、病床の機能分化と連携の強化へ向けた施策が数多く盛り込まれた5）6）7）。
今回の改定の大きな変化の一つが「在宅復帰率」である。一般病棟7対1入院基本料の施設基準には、自宅等退院患者割合75％以上
という高い数字が課せられた。そこでの「自宅等」の定義として、介護老人保健施設に関しては、在宅強化型または在宅復帰・在宅
療養支援機能加算届出施設に限定された。また、療養病棟では、在宅復帰機能強化加算届出病棟に限定された。しかも、在宅復帰
機能強化加算の施設基準にも、在宅復帰率（50％）が課された。つまり、急性期の7対1病棟から、いく筋かにわかれてさまざまな病棟、
施設を経ながら、最終的には「在宅」に収束させるための制度設計になっていることになる（図1参照）。
今回の改定のもうひとつの大きな特徴が、急性期後や回復期の機能を担う病床として、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア
入院医療管理料が新設されたことである。これに伴い、亜急性期入院医療管理料は2014年9月30日で廃止となった。

1） 医療法人 玉昌会 加治木温泉病院

3） 株式会社CCRC研究所

Medical Corporation GYOKUSHOUKAI Kajikionsen Hospital

Institute of CCRC Co,Ltd.

〒899‑5241鹿児島県姶良市加治木町木田4714

4） 医療福祉経営マーケティング研究会

4714 Kida, Kajiki‑cho, Aira‑shi, Kagoshima, 899‑5241 Japan Kajikionsen

The Society of Health Care Management and Marketing

Hospital

5） 九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座
Department of Health Care Administration and Management,
Graduate Scholl of Medical Sciences, Kyushu University

2） 医療法人玉昌会
Medical Corporation GYOKUSHOUKAI
〒892‑0822 鹿児島市泉町2番3号そうしん本店4F 医療法人玉昌会
3F Soushinhonten Bldg.2‑3 Izumi‑cho, Kagoshima‑shi,
Kagoshima,892‑0822 Japan Medical Corporation GYOKUSHOUKAI
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図1

2014 年度診療報酬改定概要


地域包括ケア病棟の施設基準としては、疾患別リハまたはがん患者リハの届出、看護配置13対1以上、専従の常勤理学療法士、常
勤作業療法士または常勤言語聴覚士1人以上、および専任の在宅復帰支援担当者1人以上の配置、一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度A項目1点以上の患者10％以上、
「在宅療養支援病院」
「在宅療養後方支援病院として年3件以上の在宅患者の受入実績」
「二
次救急医療施設」
「救急告示病院」のいずれか、データ提出加算の届出、リハビリ1日平均2単位以上提供―などの厳しい条件が課せ
られた。
さらに療養病棟における在宅復帰機能を評価する観点から在宅復帰機能強化加算10点
（1日につき）
新設された。施設基準としては、
療養病棟入院基本料1の届出、在宅に退院した患者
（1カ月以上入院していた患者に限る）
が50％以上、退院患者の在宅生活が1月以上
（医
療区分3の患者については14日以上）
継続することを確認、病床回転率が10％以上―の4点が挙げられた。一般病棟7対1入院基本料の施
設基準
（在宅復帰率75％以上）のなかで、同加算を届け出ている病棟だけが、
「在宅」としてカウントされることになり、同加算を届け出
なければ、急性期の病棟からの患者の受け入れが困難となるために、療養病床を多くもつ当院では経営的には死活問題と考えた。

３．対策前の現状
2014年4月の診療報酬改定に伴い、急性期病床には75％の在宅復帰率が課せられたため、近隣の7対1の急性期病床から当院への
入院の依頼が多くなると考えていた。そして、当院としても300床以上の稼動はすぐに可能と考えていたが、予想を反して、4月以
降300床に達成することがほとんどなく、6月末には283床まで減少してしまった（図2参照）。
この原因を内部要因と外部要因に分けて分析した。内部要因としては、昨年まで医師不足のために患者受け入れの態勢が不十分
であり、ベッド稼働数を一度270床に減少させて稼働していたことが考えられた。今年度より医師が充足され、350床稼働となって
も対応できる体制となったが、今まで当院への紹介を断っていたことで、当院への紹介が増えてこないと考えられた。外部要因と
して、同医療圏に所在する2つの急性期病院が回復期リハ病棟を併設し、当院と競合するようになったことがあげられる。今まで
は回復期リハ病棟対象患者は、これらの2つの急性期病院からの患者が半数以上を占めていたので、そこからの紹介が少なくなり、
回復期リハ病棟への入院患者が増やすことが難しくなっていると考えられた。
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図2
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４．対策
今回この現状を改善するために、入退院支援チームを立ち上げ、入院検討会、MSWの活動などを見直し、入院患者確保のための
対策を行った8）。
①

法人事務局でのチーム
メンバーは法人事務局チーム医療推進会議メンバー6名、コンサルタント1名の計7名で構成した。活動内容としては、法人の

収支状況や法人の方針に従い、病院での入院数の損益分岐点を算出し、そこまで達成する時期の設定を行った。また加治木温泉
病院での病棟編成について決定し、入院時から在宅までの大まかな流れを作成した（図3〜5参照）。
まず図3に、中心に加治木温泉病院があり、その周りに左上から①7 : 1の高度急性期病院、②おはな・木もれ日等当法人の在宅
サービス事業部、③他の回復期病院、④7 : 1以外の医療機関（10 : 1、療養、精神等）、⑤クリニック、⑥他の介護施設、⑦自宅、⑧望岳
園・シルバータウン等の近隣の社会福祉法人施設（晶貴会）を配置し全室からの当院への流れを図式化した。入院の状況のデータ
は2014年4月から6月の3ヶ月間の平均を基にした。入院の割合では、7 : 1病院から35％（月平均19名）
、7 : 1以外の病院から14％（月平
均8名）
、周辺のクリニックから9％（月平均5名）、自宅から16％（月平均9名）、晶貴会（望岳園、龍門の里、シルバータウン）から17％
（月平均9名）であった。
また、当院の新規入院患者の受入れ病棟としては、一般病棟（2西）が68％、回復期リハ病棟（3南）が20％、療養病棟（2東）が8％と
なっていた。回復期リハビリと透析以外の入院は、一般病棟（2西）において急性期治療・検査を行った後、療養病棟へ転棟するシ
ステムになっているため、一般病棟（2西）が68％と多くなっていた。今回の診療報酬改定に伴い、7 : 1の高度急性期病院の自宅への
退院先となる当院の病床は、回復期リハ病棟
（3南）の54床と、療養病棟
（2東）で在宅復帰機能強化加算を取得している59床の計113
床が該当するが、4月以降高度急性期病院からの紹介入院に大きな変化はなかった。
院内での転棟ルートとしては、一般病棟
（2西）に入院した患者の27％（月平均7名）が療養病棟（3西）へ、23％（月平均6名）が療養
病棟（2南）へ8％（月平均2名）が療養病棟（2東：在宅復帰機能強化加算）へ、4％（月平均1名）が回復期リハ病棟（3南）へ3％（月平均1
名）が介護保険病棟（3東）へ転棟していた。また、療養病棟（2西）から月平均4名、療養病棟（2南）から月平均2名が介護保険病棟
（3東）
へ転棟していた。特に在宅復帰率の要件が60％である回復期リハ病棟
（3南）と在宅復帰率の要件が50％である在宅復帰機能強化加
算病棟の療養病棟（2東）へ入院・転棟については、病棟看護師長、MSW、医事係、退院調整看護師と十分に連携をとり、毎月要件
をクリアするために十分検討を行った。
今回の診療報酬改定で2014年9月をもって亜急性期病床が廃止になることになった。当院でも一般病床60床のうち10床が亜急性
期病床であったため、亜急性期病床を含む一般病床の一部を再編し、地域包括ケア病床の施設基準を取得することにした。また当
院は200床以上の病床を持つ病院であるため、200床未満の病院のように病床単位で地域包括ケア病床を取得することができない。
そのため60床の一般病床をもつ2階西病棟を23床と37床へ分割し、23床の一般病棟と37床の地域包括ケア病棟へ再編することにし
た。地域包括ケア病棟は7 : 1高度急性期病院からの在宅復帰先であり、回復期54床、在宅復帰機能強化加算病棟59床と合わせ、計
150床を7 : 1高度急性期病院からの自宅への転院受け入れ先になるように計画した。しかし、地域包括ケア病棟入院料の1は在宅復
帰率70％以上
（直近6ヶ月）の要件があるが、まだ基準に満たない状況である。
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図3

現在の入退院の流れ



図4

病床編成後の入退院の流れ・イメージ
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図5

入退院患者フローチャート
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在宅復帰率を上げるための対応策として、①療養目的の患者は一般病棟
（2西）を経由せず、直接療養病棟への入院とする、②療
養病棟（2南）も「在宅復帰機能強化加算」を取得し、在宅復帰先を増やす③透析患者については一般病棟（2西）
（病棟分割後は地域
包括ケア病棟）経由にすることを考慮し入院場所を検討することにした。特に一般病棟（2西）での現在での在宅復帰率が低くなっ
ている要因の一つとして、一般病棟（2西）から療養病棟へ転棟が多いことが考えられた。在宅復帰機能強化加算を取得していない
療養病棟
（2南・3西）への転棟は在宅復帰に含まれないが、一般病棟（2西）の患者の58％が療養病棟（2南・3西）へ転棟しているため、
在宅復帰率の計算上、分母のみが大きくなってしまい、在宅復帰率が上がらない原因になっていた。そこで、療養病棟
（2南）も「在
宅復帰機能強化加算」を取得し、在宅復帰先を増やすことにした。さらに透析患者については一般病棟（2西）
（病棟分割後は地域包
括ケア病棟）経由にすることにした。地域包括ケア病棟を取得した場合、地域包括ケア病棟から在宅復帰機能強化加算を取得して
いる療養病棟（2東）、療養病棟（2南）への転棟は在宅復帰に含まれるため、地域包括ケア病棟の在宅復帰率が高くなり、地域包括ケ
ア病棟を維持しやすくなると考えた。
病床再編の二つ目は、回復期リハ病棟（3南）の回復期リハビリの基準を2から1へ上げ「体制強化加算」を取得することにした。
2014年7月1日現在、鹿児島県内で回復期リハビリ基準1を取得している医療機関は地域別に鹿児島市2ヶ所、鹿屋市2ヶ所、指宿市1ヶ
所、さつま町1ヶ所の計6ヶ所であり、当院がある姶良市にはまだ取得している病院はなかった。当院にはリハビリ専門医を2名有し、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のスタッフも十分揃っており、回復期リハビリの基準1の要件である在宅復帰率70％も常時
クリアしており、要件を満たしていない項目は「重症度、医療・看護必要度」であった。この要件をクリアし回復期リハビリの基準
1を取得することができれば、当院が所在する姶良地域で他の回復期リハビリ病床をもつ病院と差別化することができると考えた。
図4に病床編成後の入退院の流れ、イメージを示す。
さらに病棟編成後入退院フローチャートを作成し、そして病棟編成後の入退院目標を設定した。病棟編成が完成する前から、入
退院数の目標設定を行うことで、早い段階から入院患者の調整をすることができ、病棟編成後の病院全体での患者の動きをイメー
ジしやすくできたと考えられる（図5参照）
②

加治木温泉病院での入退院支援チーム
入退院支援チームメンバーは、事務部次長・課長、医事課責任者、MSW責任者、退院調整看護師、看護総師長、各病棟師長、チー

ム医療推進部次長で構成した。月1回行っていた入院検討会、週2回（火・金）で行っていたベッドコントロール会議のあり方を見
直し、7月からは毎日、事務部門と看護総師長、退院調整看護師、MSW、チーム医療推進次長で入院紹介患者の確認を行うよう
図6

入院ベッド配置図（酸素・吸引配管配置付き）
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にした。そして、その内容を踏まえ各病棟師長を交えた週2回（火・金）のベッドコントロール会議では短時間で効率よく会議を
行うようにした。また、どこの病棟のベッドが空いていて患者を入院や移動できるかすぐに確認し、検討できるように図6に示
す病棟配置図を作成した。そして入院患者の状態に応じて適切な看護、介護ができる場所に患者が入院できるように、スタッフ
ステーションから病室の位置、またその病室に患者に必要な酸素・吸引などが配置されているかなどを記載した。
図7

2014 年 4 月〜 9 月までの月別入退院患者の増減数
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2014 年 8 月 1 日〜 9 月 30 日までの入院患者の推移
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５．結果
今回、法人事務局でのチームと病院での入退院支援チームがそれぞれの役割を十分に発揮し、一丸となって取り組んだ。図7に
示すように、6月は入院数48人、退院数56人、増減数−8人と大きく入院数が減っていたが、7月には入院数56人、退院数57人、増減
数−1人となり、8月には入院数74人、退院数63人、増減数＋11人、9月には入院数73人、退院数60人、増減数＋13人と入院数が増え、
9月末には目標の300人を達成することができた（図7、8参照）。目標を達成できた要因としては、まず地域周辺の急性期病院からの
患者を受け入れられるように病棟編成を行い、その内容を職員に周知徹底したことが挙げられる。そして、以前より行っていた入
院検討会とベッドコントロール会議のあり方を見直し、事務部門、看護総師長等も参加することで、いままで会議の中心であった
MSW、病棟師長の意識を改革し、当院へ希望する患者をすべて入院へ繋げられるようになったことが影響していると考えられる。
また、入院した患者についても在宅復帰率なども考慮しながら患者、家族の希望にあった入退院ができるように対応できたことも
関係していると思われる。さらにMSWの病院、施設などへの訪問回数を増やし、近隣の病院や施設などの情報をチーム全員で情
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報共有し、患者を受け入れるための対策をチーム全員で考えるようにしたことも良い結果に結びついたと考えられる。

６．今後の課題
今回、9月までの入院目標300人までは達成できたが、最終目標である320人には達成していない。表1、図9に示すように、今回療
養病棟
（2東、2南、3西）
、介護保険病棟
（3東）はほぼ満床にすることで9月の目標を達成したが、入院単価が高い回復期病棟
（3南）
、
一般病棟（2西）病棟にはそれぞれ10〜20床の空床がある。これらの病棟の入院患者を増やす対策を立てなければこれ以上の入院患
者が増やすことができない。さらに入院患者を増やし目標を達成するためには、自院や地域ニーズの分析が必要であり、今回当院
の回復期リハ病床と一般病床をSWOT分析行い（図10）、また各種データを用いてマーケティング分析を行った。
①

加治木温泉病院SWOT分析1）

当院の内部環境での強みとしては、特に2名のリハビリ専門医、65名のリハビリスタッフを有するリハビリ部門と、人工腎臓セン
ターを有する透析施設であると考える。特に当院はリハビリの中でも15名のSTがおり、チーム医療で嚥下訓練に取り組んでいる9）。
また今年より耳鼻咽喉科の常勤医が入職し、回復期リハの機能はさらに充実し、他の回復期リハ病棟との差別化ができると考えら

表1
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8 月 1 日〜 9 月 30 日までの病棟別入院患者の推移
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れる。また、2014年10月に消化器外科を開設したことで、急性期病院からの消化器外科の術後の患者の受け入れも可能となり、今
後一般病床の強みとなるものと思われる。
②マーケティング分析10）11）
当院が位置する姶良・伊佐医療圏は、総人口約24万人（2010年）、面積1372㎢、人口密度は177人/㎢の地方都市型二次医療圏である。
この地域の人口は25年に22万人へと減少（2015年比−8％）と予想されている。一方、75歳以上人口は、2010年3 . 5万人から25年にか
けて4 . 2万人へと増加することが見込まれる（表2参照）。

図 10
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表2

表3

姶良・伊佐医療圏の人口増減比較

2015 年→ 25 年→ 40 年の医療・介護の需要予測

表 4：姶良・伊佐医療圏の推計患者数（5 疾病）

姶良・伊佐の医療需要は、2015年から25年にかけて2％増加、2025年から40年にかけて4％減少と予測される。そのうち0 ‑ 64歳の
医療需要は、2015年から25年にかけて11％減少、2025年から40年にかけて15％減少となっているが、75歳以上の医療需要は、2015
年から25年にかけて12％増加、2025年から40年にかけて9％増加と予測される。また、介護需要についても2015年から25年にかけ
て11％増加、2025年から40年にかけて7％増加と予測されていることから、まだまだ当院がこの地域で医療・介護事業を行ってい
く需要は十分にあると考えられる（表3参照）。
また表4に示すように5疾病患者別推計患者数をみても、2025年には2011年に比べ、脳血管疾病患者が入院で21％、外来で13％増
加、糖尿病患者が入院で15％、外来患者で5％増加と予測させている。これらのことは、当院が現在力をいれているリハビリと透析
の充実がこの姶良・伊佐医療圏で必要であることを示唆していると思われる。
また表5をみても、6 神経系の疾患、10 呼吸器系の疾患、11 消化器系疾患、13 筋骨格系及び結合組織の疾患、14 腎尿路生殖器系
の疾患、19 損傷、中毒及びその他の外因の影響が2025年まで増加すると推計されている。特に回復期リハ病棟の入院患者数を確保
するためには、6 神経系の疾患、13 筋骨格系及び結合組織の疾患、19 損傷、中毒及びその他の外因の影響が増加する事が重要であ
り、10 呼吸器系の疾患も増加することは、今後呼吸器リハビリなどのニーズも増えてくるのではと考えられる。
また消化器系疾患が増えてくることは、2014年10月に消化器外科を標榜した当院としては、消化器系の疾患の外科手術のニーズ
に対応でき、また高度急性期病院からの術後の患者の受け入れを行うことで一般病棟の入院数を増やすことができると考えられる。
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表 5：姶良・伊佐医療圏の推計患者数（ICD 大分類）

７．これからの取り組み
当院がこれから入院数を増やし、経営を健全に行っていくためには、回復期リハ病棟の患者数の増加、一般病棟患者数の増加が
不可欠である。これからもっと入院患者を増やすためには、病院の特徴を整理し、パンフレット等を作成し、他の病院との差別化
を地域にアピールすることが重要と考えられる。また、もっと細かなマーケティング分析を行い、地域のニーズにあった医療が提
供し続けられる体制を構築していく必要がある12）。そしてこれらの体制が構築された時、当院が従来から取り組んでいる地域包括
ケアシステムの基幹病院となり、地域に安心と安全を提供できる街づくりに貢献できると考える。
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姶良市における地域包括ケアシステムとこれからの介護予防
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District comprehensive health care system and preventive care in future at Aira City
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１．はじめに
わが国の65歳以上の高齢化者数は2025年には3 , 667万人となり、高齢化率は30 . 3 %、75歳以上の後期高齢者も2 , 179万人と2 , 000
万人を超えると予測されている1）。人口構造の急激な変化に対応して、社会保障制度を持続可能なものにしていくために、高齢者
住宅を中心とした新しい地域包括ケアシステムの構築が地方都市でも準備が進んでいる2）,3）。
地域包括ケアシステムを構成する要素として、①介護・リハビリテーション、②医療・看護、③保健・予防、④福祉・生活支援、
⑤住まいと住まい方、の5要素があり、これらの5つの要素の支え方として、
「自助」
、
「互助」
、
「共助」
、
「公助」の4つの視点がある4）。
今までは、公の負担による「公助」と介護保険、医療保険のように被保険者の負担による「共助」が中心であったが、これからはボ
ランティアのように相互で支え合っていく「互助」と、自分のことを自分でするという「自助」の役割が大きくなっており、それぞ
れの自治体で主体的に取り組むことが必要になっている5）。すなわち、今後の地域包括ケアシステムの構築において、高齢者を単
なるサービスの受け手、利用者とではなく、自ら能動的に地域に貢献できる人材として捉える考えも重要になってきている。
また、地域包括ケアシステムの中で「介護予防」の重要性が謳われているように、住み慣れた場所で暮らし続けるために「予防」
の拡充が必要である。これまでの「介護予防」は心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りがちで、利用者自らの
「活動」や「参加」といった自発性の視点が不足していたとの指摘がある。加えて、高齢者自身が生活支援サービスの担い手となる
ことが社会的役割の維持になり、結果的に「介護予防」につながる可能性があることも指摘されている6）。
玉昌会グループは姶良市において、
「高齢者介護予防プログラム」を具現化すべく検討しており、
「地域交流センター・お散歩
CoCo事業」を窓口に介護予防に取り組んでいる7）。本研究において、医療法人玉昌会、株式会社ＪＯＹの介護予防の取り組みの実
際ならびに今後の展望について報告するものである。

２．地域包括ケアシステムにおける介護予防の現状と課題
介護予防の目的は、高齢者が要介護状態となることの予防、または要介護状態等の軽減、もしくは悪化の防止を目的として行う
ものである。介護予防の理念は、生活機能の低下した高齢者に対しては、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」
、
「活
動」、「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要である8）。すなわち、単に高齢者の運動機能や栄養状態といっ
た心身機能の改善だけを目指すのではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって一人ひとりの生き
がいや自己実現のための取組を支援して、QOLの向上をめざすものである。なお、ここでいう「生活機能」とは、地域包括ケアシス
テム構築のモデルとなったデンマークで採用されている概念で、ICF（国際生活機能分類）に基づいたものである9）。ICFでは、人が
生きていく機能全体を「生活機能」ととらえ、①体の働きや精神の働きである「心身機能」、②ADL、家事、職業能力や屋外歩行といっ
た生活行為全般である「活動」、③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」の3つの要素から構成される10）。（図‑ 1参照）

1） 医療法人玉昌会
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3F Soushinhonten Bldg.2-3 Izumi‑cho, Kagoshima‑shi,
Kagoshima,892‑0822 Japan Medical Corporation GYOKUSHOUKAI

4） 医療福祉経営マーケティング研究会
The Society of Health Care Management and Marketing
5） 九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座
Department of Health Care Administration and Management, Graduate
Scholl of Medical Sciences, Kyushu University

2） 株式会社ＪＯＹ
JOY Co,Ltd
3） 株式会社CCRC研究所
Institute of CCRC Co,Ltd.
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しかしながら、今まで我が国で中心となってきた介護予防の考え方の問題点として、次の3点があげられている8）。第一に介護予
防の手法が心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りがちであったことである。次に、介護予防終了後の活動的な
状態を維持するための多様な通いの場を創出することが不十分であったことである。最後に、介護予防の利用者の多くは、機能回
復を中心とした訓練の継続こそが有効だと理解し、介護予防の提供者も「活動」や「参加」を重視してこなかったことである。
これらを踏まえ、これからの介護予防の考え方として、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけでなく、地域の中に
生きがいや役割をもって生活できるような居場所と出番づくり等、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランス
のとれたアプローチが重要であり、要介護状態になっても、生きがいや役割をもって生活できる地域の実現を目指す必要がある。
また、高齢者をサービスの受け手だけではなく、サービスの担い手としても捉えることにより、支援を必要とする高齢者の多様な
生活支援のニーズに応えるとともに、地域の中で新たな社会的役割を有する結果として介護予防にもつながるという相乗効果を
もたらす。ICF理論に基づく介護予防については、心身機能の回復だけでなく、「活動」
、「参加」に焦点をあて、重要視していくこ
とは、北欧デンマークが先進的であり、次の項でデンマークの介護予防の取り組みについて整理していく。

図 ‑1
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３．デンマークの地域福祉ビジョンから介護予防を学ぶ
わが国の地域包括ケアシステムのモデルとなったのが、デンマークの高齢者ケアである9）,11）。デンマークでは日本とは異なり、多
くの高齢者が在宅で死を迎える。病気の場合は状態の悪化などによって入院する場合もあるが、その期間はきわめて短い。自宅で
ホームドクターの指示のもと、訪問看護を受けながら家族に囲まれて亡くなることが基本となっており、
「自然な死」と表現する。
また、デンマークではいま居住環境の面でも、ケアの質の面でも施設と住宅の間に差異がなくなっている9）。障害をもった高齢
者が自宅で生活をしており、適切な支援が得られなければ質の低い生活を強いられる。そして障害が更に悪化し、24時間介護が必
要になった時に、最後の手段として施設へ移してケアを行うと、リアロケーションショックが起こることは、すでに明らかにされ
ているからである9）。高齢期の暮らしを配慮した高齢者住宅が施設と同レベル（数量）で用意され、在宅においても、施設と変わら
ないほどのケアが受けられるようになっている。家族や友人との人間関係や、これまでもってきた役割、日常生活のリズムを継続
しながら最後まで住み続ける。そして、在宅ケアスタッフに支えられ、家族に見守られながら自然な死を迎える。こうしたデンマー
ク流の「地域で生き切る」やり方を日本でどうやって実現していくのか、日本における地域包括ケアシステム構築について学ぶべ
きことが多い。
一方、介護予防の分野でも学ぶべきこととして、
「インフォーマルケア」、
「地域での多様なアクティビティ」、
「高齢者ボランティ
ア団体」がある12）。以下にそれぞれについて説明する。
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3‑1.

高齢者同士が楽しみながら支えあうインフォーマルケア

国、自治体から制度として提供されるケアが「フォーマルケア」であるのに対して、家族やボランティア、NPO団体などによっ
て届けられるのが、
「インフォーマルケア」である9）。日本では家族介護に依存してきた歴史が長く、インフォーマルケアといえば、
日本では家族介護を指すことが多い。家族介護の当然の結果として、介護疲れの問題が生じる。しかし、デンマークではインフォー
マルケアの内容そのものが異なっている。
すなわち、デンマークにおけるインフォーマルケアの主たる担い手は比較的元気な高齢者であり、彼ら同士が、あるいは元気な
高齢者がそうでない高齢者を助けるボランティア活動が盛んである。もっとも注目すべきは、制度の主眼を、介護を必要とする人
を出さないための予防策におき、インフォーマルケアについても予防的な視点での広がりが大きいという点である。そして、高齢
者は介護してもらうためにデイセンターに通うのではなく、自分たちの時間を楽しむために、デイセンターに通う。そして、これ
が何にも勝る介護予防になっている。朝からビリヤードや卓球を楽しみ、毎日、デイセンターにやってきて、少年のような瞳の輝
きをもって、木工作業に取り組む姿をみることも多い。そこでは、「サービスを受ける人」ではなく、自分自身のために「生活を楽
しむ人」という印象が強い。人気のあるクラブ活動は、ボーリング、体操、トランプである。デンマークには高齢者が楽しむための
クラブが約4万件近くある。表‑ 1にクラブ活動の内容とクラブ数を示す。こうしたクラブは、主にデイセンターや高齢者ボランティ
団体の各支部で開催されている。高齢者ボランティア団体については後述する。あるデイセンターの所長は、アクティビティの意
義について、次のように述べている。
「生きがいというものは、与えられるものではなくて、自分で作り出すものであり、デイセン
ターもそのための場となっており、私はその手伝いができればいいと思っている。生きがいをもって毎日を過ごすことが、何より
の予防となるのではないか。」従って、デイセンター運営の特徴は、運営側がお膳立てするのではなく、高齢者が主体的に自分たち
で楽しみながら、自主運営している点にあり、ここで新しい「役割」を自分の手でつくり出しているのである。
わが国の介護予防で行われている機能訓練、パワリハ、筋トレなどは有効だと思うが、身体面だけでなく、精神面、社会面にも
着目して、生活そのものを楽しんだり、役割をつくりだしていくような発想が日本でも必要である。また、デンマークの高齢者た
ちは、自分自身が楽しむとともにボランティア活動にも熱心である。デンマークには多くの高齢者ボランティア団体が生まれてお
り、政治を動かすほどの団体もある。
表 ‑1

高齢者のクラブ活動と数
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高齢者ボランティア団体

（1）エルドラセイエンの活動
高齢者ボランティア団体とは、高齢者自らが形成したボランティア団体のことで、ボランティア活動をするのも、そしてそのサー
ビスを受けるのも高齢者自身である。従って、会員は活動のメンバーであると同時にサービスの受け手である。高齢者ボランティア
団体の活動の実態を知るために、高齢者ボランティア団体の中でも最も大きな組織であるエルドラセイエン
（高齢者問題全国連盟）
の活動を紹介する12）。エルドラセイエンは、日本でも知られており注目を集めているが、前身は1910年に設立された「孤独な高齢者を
守る会」で、現在の全国組織ができあがったのは1987年である。会員は毎年コンスタントに増え続け、2003年現在、約46万人にまで達
している。デンマークの60歳以上の高齢者が110万人であることから、その活動の及ぼす影響力がいかに大きいかがうかがわれる。
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エルドラセイエンの役割について、ある高齢者政策コーディネーターは次のように述べている。「すべての国民には、それぞれ
居場所がある。子供には幼稚園や学校、大人には職場がある。一方、高齢者には自分たちがいるべき場所がなく、自主的に支え合
う場所もない。高齢者には、自らを同じ立場の人間が自主的に助ける場が必要である。」また、高齢者でも若い60歳代から70歳代は
まだ自立して自分の生活を設計することができる。しかし、もっと高齢になった場合、支援は確実に必要になってくる。エルドラ
セイエンは、自らのために主体的に活動し、同世代と問題を共有して支え合う場を高齢者に提供することにエルドラセイエンの存
在する意義がある。表‑ 2に、エルドラセイエン会員の年齢構成を示すが、70から80歳の参加者が31 %と一番多い12）。
表‑2

エルドラセイエン会員の年齢構成（2002年現在）




ᖺ㱋ᒙ

ẚ⋡䠂



㻡㻜ṓᮍ‶

㻝



㻡㻜㻙㻡㻥ṓ

㻝㻡



㻢㻜㻙㻢㻠ṓ

㻝㻥

㻢㻡㻙㻢㻥ṓ

㻞㻝

㻣㻜㻙㻤㻜ṓ

㻟㻝

㻤㻜ṓ௨ୖ

㻝

䛭䛾

㻝㻞

ィ

㻝㻜㻜







（2）社会的援助活動

社会的援助活動とは、ボランティア高齢者同士がお互いに助け合っていこうとする共助の活動である。それは、単に「与える→
受け取る」という一方通行の関係ではなく、その活動を通して高齢者と高齢者を精神的なレベルでつなげていこうとするもので、
会員に対してだけでなく、広く非会員に対しても無償のボランティアサポートが展開されており、団体という枠を超えた社会的な
活動となっている12）。
エルドラセイエンの本部で、社会的援助活動のリーダーはその目的について次のように説明している。「高齢者は身体が弱くな
るにつれて、だんだん外出の機会が減り、ともすれば社会的交流が少なくなって孤独感に陥りがちである。そのような状況の人た
ちを主に精神面から支えていこうというのが、ボランティア活動の目標である。
」元気で自由に外出できる人たちのためには、会員
用の交友活動が別に展開されている。しかし、元気な人たちがいつまでも活動的に暮らしていくことの重要性もさることながら、
身体が弱くなった後もいかに社会的に交流や活動を維持していけるかは重要な課題である。その課題に対して、高齢者が当事者意
識をもって解決していこうとするのが、社会的援助活動である。そのサポートは希望すれば誰でも利用でき、すべてが無償となっ
ている。主な社会的援助活動は表−3に示すようなものがある12）。

４．姶良市の介護予防の現状
（1） 姶良市の高齢者と要介護者に推移
姶良市の人口は2011年の75 , 405人から徐々に減少していき、団塊の世代が後期高齢者となる2025年には70 , 128人となる。鹿児島
県の他の市町村と比較すれば、全体の減少率は低い。一方、高齢者数を見てみると、2011年の86 , 627人から、2025年に10 , 170人にな
り、後期高齢者数は10 , 534人から、13 , 909人へと増加すると推計されている13）。（表‑ 4参照）
このような高齢者数の増加の中で姶良市の一般高齢者調査（第5期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画）によれば、「自宅で
の生活を希望する人」が69 . 6％、「最期を自宅で迎えたい方」も65 . 7％と報告されている。これらを勘案すると、国の方針と地域住
民の意識にさほど乖離はなく、住民も今後も国の方針に沿う形での「在宅介護」が進むものと予測される。
（2）介護予防の現状と課題
鹿児島県では、高齢者の孤立防止、地域での楽しみや生きがいの創出、健康維持を目的とした介護予防のプログラムとして、
「ふ
れあい・いきいきサロン」の活動が行われている14）。具体的には、高齢者が歩いて行ける程度の小地域で公民館や集落の集会所、
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福祉センター、あるいは個人の居宅において趣味活動、健康体操、または会話、食事などを定期的に行うものである。これらの活
動は、住民自らが企画、運営する「自助」
、「互助」による活動であり、地域住民相互の支え合いの関係により企画、運営するもので
地域の実情に応じた自由な取組みが可能な活動であるといえる。
そのプログラムの主要な内容を表−5に整理した。これらのプログラムを分析すると、社交型、健康型、教養・文化型に分類でき
る。社交型とは、
全体の65 . 9％あり、
「おしゃべり（13 . 6 %）」、
「レクリエーション（11 . 1 %）」、
「食事（13 %）」、
「歌・カラオケ（6 . 4 %）
」、
「季節の行事
（5 . 5 %）
」
「トランプ・麻雀
（5 . 2 %）
」、「料理（3 . 0 %）」、「小旅行（2 . 8 %）」、「趣味活動（2 . 7 %）」、「世代間交流（2 . 6 %）
」の
順番で多い。
「おしゃべり」やデイサービスで「レクリエーション」を行うだけでも場の共有につながるが、サロン活動に満足でき
ない層もあるものと思われる。また、高齢者だけではなく、高齢者と若者、子供との多世代交流もこれから必要となってくる。玉
昌会グループには社会福祉法人で運営する「かずみ保育園」があり、園児と高齢者の方々の組合せで「季節の行事」等を実施するこ
とも可能である。
表‑3
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表 ‑4 姶良市の高齢者人口要介護者数の推移
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表 ‑5

鹿児島県のふれあい・いきいきサロンのプログラム
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健康型は、「健康体操（11 . 8 %）」、「健康チェック（8 . 2 %）」で全体の19 . 9％である。健康に関するメニューもサロンに欠かせない
テーマであるが、もともとのサロンの原型が「体操」だったこともあり、どこのサロンでも実施している。しかし、健康相談までの
繋がりは薄い。服薬やリハビリの相談等のニーズの実施することが可能である。
教養・文化型は、
「ゲストの講話（5 . 2 %）」、
「手芸（3 . 2 %）」、
「学習・勉強（2 . 9 %）」、
「映画・音楽鑑賞（1 . 2 %）」で全体の9 . 3％である。
これら教養・文化型の活動の拡充が「マンネリ化の防止」や「男性の参加率向上」に資するものと考える。「ゲストの講話」に関して
は従来の硬さがある内容
（消防・消費者問題等）も大切だが、「アンチエイジング」や「生き方講座」といった自己啓発系も関心の喚
起には有効ではないかと思われる。また、「お化粧講座」など “女性の美” に関連したテーマも支持を集める可能性が高い。
鹿児島県全体で、サロン活動に参加している組織は、多い順に、①ボランティア（18 . 9％）、②老人クラブ（18 . 3％）、③民生委員
（17 . 5 %）、④自治会・町内会（13 . 1％）の順であった。サロン活動が福祉関係者のみならず、地域の諸団体によって運営されている
ことがわかった。
従来、地縁血縁を基盤とする緩やかな連帯が機能していた時代は、実質的な介護予防や見守りといった役割を果たしていた。し
かし、そのような関係性が薄れるにつき、「介護予防自体を目的とする活動」を意識的に展開する必要が生じてきた。
介護予防と銘打って様々なプログラムを提供する多くの自治体でこのような取り組みがされているが、実際のところ参加率が伸び
悩むことも少なくない。背景には「介護予防」という言葉から想起する「介護予防＝発病予防」といったイメージが低参加率に影響を与
えているともいわれている。その点につき、
「介護予防と謳わず、日常生活の延長上にて介護予防を実践する取り組み」が必要である。
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姶良市でも地域活動として「ふれあい・いきいきサロン」が盛んである。現在は65自治会で実施されており、会員登録数は1 , 834
名にのぼる。活動内容は健康体操、おしゃべり・茶話会、料理・食事が中心であるが、認知症予防や感染症予防といった学習活動
も行っている。そして、あえて、テーマを固定化せず、会員が自主的に運営するというスタイルが参加率を押し上げている。また、
講師を得意分野ごとに会員が担うことも大きな特徴として挙げられ「あるべき介護予防の姿」に適う。そもそも「ふれあい・いきい
きサロン」自体が場の共有そのものであり緩やかな連帯を生んでいる。
反面、「企画内容がマンネリしがちである」
、「リーダーシップを発揮できる方の参加が少ない」
、「男性や引きこもりがちな方の
参加が少ない」、などの課題もあり、また、都市部で生活している高齢者と農村部で生活している高齢者の嗜好性の違いも存在し
ている。

5．玉昌会グループの取り組みと今後の展開
玉昌会グループでは、2008年から医療法人玉昌会と株式会社JOYを中心に、姶良市における高齢者ケアの在り方について研究し、
加治木温泉病院と地域コミュニティを結ぶ切れ目のない保健・医療・介護サービスの提供方法について検討を行ってきた15）。そし
て、高齢者住宅を中心として、通い、泊まり、訪問ができる複合施設を建築し、新しい高齢者保健・医療・介護モデルを開発する
方針を立てた。これを「在宅支援複合施設」というコンセプトとし、在宅支援複合施設と加治木温泉病院および地域コミュニティ
の連携によって、切れ目のない保健・医療・介護サービスを実現するシステムを構築していこうとしていた。これは、2010年に厚
生労働省から発表された「地域包括ケア研究報告書」で打ち出されたコンセプトと合致したものとなっていた5）。
具体的な実用化の形として、2010年に姶良市加治木町にコミュニティガーデン「しあわせの杜」として、住宅型有料老人ホームを
中心とする在宅支援複合施設とグループホーム、小規模多機能施設を整備した。高齢者は要支援、要介護のレベルの状況に応じて、
また変化していくニーズに応じて、同じ住み慣れた環境の中で、馴染みのスタッフが近くにいる別のサービスに移行することがで
き、リアロケーションショックを防ぐことが可能となる7）。
コミュニティガーデン「しあわせの杜」の入居者、利用者に対しての自立支援としては、加治木温泉病院での定期健康診断、およ
び病院の歯科での口腔ケア、理学療法士等の介護予防教室が定期的に行われている。また、ここには、地域交流センター「お散歩
CoCo」をつくり、住宅型有料老人ホーム、コミュニティガーデン内のグループホーム、および小規模多機能施設の入居者、利用者、
その家族、および地域住民の方々にさまざまな支援プログラムを提供している。現在は、ヨガ、フラ（ダンス）のカルチャー教室や、
地域住民の勉強会等に活用されている。今後は地域のニーズに合致したカルチャープログラムを検討し、新しいコンテンツを組み
入れていく計画である。なお、これらのカルチャー教室の講師は、近隣の高齢者によるボランティアに行ってもらう方針である。
さらに、積極的にお元気な自立した高齢者が何かを教えていくような仕組みづくりも必要であり、これが高齢者の役割を創出し、
予防につなげる意義は、前述のデンマークでも重要視されている。厚労省は、ICF理論に基づく、新しい概念の介護予防を構築し
ていく方針を打ち出しており、機能訓練の他に、活動、参加の概念を取り入れた介護予防の仕組みを確立していく価値は大きい8）。
特にふれあい・いきいきサロン活動や地域の介護予防活動などへの参加が少ない男性高齢者にとっては、いままで勤務してきた
職業（仕事）
、経験を活かしたボランティア活動のコンテンツをつくり出していくことも重要である。
コミュニティガーデンの複合施設全体の行事も、地域交流センター「お散歩CoCo」を中心に行われ、例えば、地域の子供会、老人
会等との交流会、バザー等を共同開催している。また、同じ玉昌会グループのかずみ保育園との交流活動は活発に行われている。
このような視点から介護認定を受けていない元気な高齢者が、それぞれの残された能力、才能、過去の経験等を活かし、お互いに
助け合って、多世代と交流して生活していく価値は大きい。そして、ふれあい・いきいきサロンプログラムを一方的に受けるのだ
けではなく、高齢者自身が介護予防、介護の担い手となるような、デンマークの高齢者ボランティア団体のような仕組みづくりを
行うことは重要な課題となってきている。その際、自由な参加ができる「お散歩CoCo」のような柔軟性の高い、民間の地域交流セン
ターの存在の意義は大きく、地域包括ケアシステムが目指す、小学校区のような地域単位毎に整備していく必要があると思われる。

おわりに
少子高齢化が進行していく中で、高齢者ケアに新たな視点が求められている。すなわち、認知症や要介護になって重度化する前
に予防するという視点である。介護予防を考える中で、今までのように、身体機能の回復だけを考えるのではなく、さまざまな活
動や社会参加の視点をいれ、自助、互助の支援する方法を促進していくことが重要である。
玉昌会グループでは、加治木温泉病院（350床）の移転を軸に新しい街づくりJOYタウン構想を計画中であり15）、この中心には、医
療・介護施設、高齢者住宅の他に、介護予防を考えた多世代交流センター、高齢者ボランティアの活動拠点を想定し、介護予防を
中心にすえた姶良市独自の地域包括ケアシステムの実現に貢献していきたいと考えている。

−43−

医療福祉経営マーケティング研究
37 - 44, 2014
第9巻 第1号

参考文献
1.

内閣府、平成25年版

高齢社会白書、2013年

2.

社会保障・税一体改革大綱について、2012年2月17日閣議決定

3.

総務省・内閣官房、医療・介護に係る長期推計（主にサービス提供体制改革に係る改革について）、2011年

4.

地域包括ケア研究会、平成24年度厚生労働省老人保健事業、地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点、
2013年3月

5.

地域包括ケア研究会、平成21年度老人保健健康増進等事業による研究報告書・地域包括ケア研究会報告書、2010年

6.

馬場園明、窪田昌行、「地域包括ケアを実現する高齢者健康コミュニティ」、九州大学出版会、2014年6月

7.

下水流智和・高田昌実ほか、「地域包括ケアシステム構築のための在宅支援複合施設の活用」、医療福祉経営マーケティング
研究、第6巻

第1号、2011年

8.

厚生労働省、これからの介護予防〜第101回市町村セミナー、2014年1月

9.

松岡洋子、デンマークの高齢者福祉と地域居住、東京、新評論、2005年

10 . 上田敏、ICF（国際生活機能分類）の理解と活用−人が「生きること」
「いきることの困難
（障害）をどうとらえるか、きょうされ
ん、2005年10月
11 . 松岡洋子、「老人ホーム」を越えて・21世紀デンマーク高齢者福祉レポート、かもがわ出版、2001年
12 . 朝野賢司、デンマークのユーザー・デモクラシー、福祉・環境・まちづくりからみる地方分権社会、新評論、2005年
13 . 国立社会保障・人口問題研究所、日本の将来推計人口（2012年1月推進）、2012年
14 . 鹿児島県社会福祉協議会、ふれあい・いきいきサロン活動実態調査報告書及び活性化プログラム、2011年2月
15 . 山下正策・窪田昌行ほか、
「姶良市高齢者自立支援コミュニティ構想−在宅支援複合施設を核とした地域包括ケアシステムの
構築」、医療福祉経営マーケティング研究、第5巻

第1号、2010年
（2014年10月20日受付、2014年10月24日受稿）

−44−

医療福祉経営マーケティング研究
45 - 88, 2014
第9巻 第1号

န 36 ๘!

്ϫڮ!ݸᆒશफ۫ӑ̷ҤҹҖӦңय़ࢅ!ݶ
ୠେ!ݶӊӠңӜӓ!


ۑࢸ࣮࣐

ž᭗ᱫᎍǱǢƷȞȍǸȡȳȈſ
ۑ᪥

⛬

ᖹᡂ 26 ᖺ 3 ᭶ 1 ᪥㸦ᅵ㸧13㸸00㹼17㸸30
ۑ

ሙ

ᕞᏛ་Ꮫ㒊 ⥲ྜ◊✲Ჷ 105 ྕᐊ
㸦ᕞᏛ㝔ᆅ༊࢟ࣕࣥࣃࢫෆ㸧

ۑ   㛗
㤿 ሙ ᅬ ᫂㸦ᕞᏛ㸧

−45−

−46−

医療福祉経営マーケティング研究
45 - 88, 2014
第9巻 第1号

ݳຼڌȹ
      

✵㻌 ㊰㻌

㻌

⚟ᒸ✵ 䊻㻔ᆅୗ㕲✵ ⥺㻕䊻䛂୰Ὢᕝ➃㥐䛃䚸㈅ሯ᪉㠃䜈䊻㻔ᆅୗ㕲⟽ᓮ⥺㻕䊻䛂㤿ฟ㝔๓㥐䛃ୗ㌴㻌 ᚐṌ 㻟 ศ㻌
䠦䠮㻌

㻌

䞉䛂䠦䠮༤ከ㥐䛃䊻㻔ᆅୗ㕲✵ ⥺㻕䊻䛂୰Ὢᕝ➃㥐䛃䚸㈅ሯ᪉㠃䜈䊻㻔ᆅୗ㕲⟽ᓮ⥺㻕䊻䛂㤿ฟ㝔๓㥐䛃ୗ㌴㻌
㻌 ᚐṌ 㻟 ศ㻌
䞉䛂䠦䠮༤ከ㥐䛃䊻䛂䠦䠮ྜྷሯ㥐䛃䛷ୗ㌴㻌 ᚐṌ 㻝㻜 ศ㻌
す㻌 㕲㻌

㻌

す㕲⚟ᒸ㥐䊻㻔ᆅୗ㕲㻕䊻㤿ฟ㝔๓㥐㻌 ᚐṌ 㻟 ศ㻌

−47−

医療福祉経営マーケティング研究
45 - 88, 2014
第9巻 第1号

४حါࣜġ
㸯㸬ཷ 
  ཷࡣࠊሙࡢᕞᏛ་Ꮫ㒊⥲ྜ◊✲Ჷ  㝵࡚⾜࠸ࡲࡍࠋཧຍ㈝ࡣ↓ᩱ࡛ࡍࠋཷ࡛ཧຍドࢆ࠾Ώࡋࡋ
ࡲࡍࡢ࡛ࠊሙෆ࡛ࡣᚲࡎ࠾ࡅୗࡉ࠸ࠋ

㸰㸬᠓ぶ
  ᠓ぶࡣ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 ࡽᑓ㛛⫋Ꮫ㝔Ჷ  㝵₇⩦ᐊ࡛㛤ദࡋࡲࡍࠋཧຍࢆᕼᮃࡉࢀࡿ᪉ࡣࠊཷ
࡛࠾⏦ࡋࡅୗࡉ࠸ࠋཧຍ㈝ࡣࠊ ࡛ࡍࠋሙࡀศࡽ࡞࠸᪉ࡣࠊᏛ⤊ᚋࠊົᒁࢫࢱࢵࣇࡀ
ෆ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ཷ㏆࡛࠾ᚅࡕୗࡉ࠸ࠋከࡃࡢⓙᵝࡢཧຍࢆ࠾ᚅࡕ⏦ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸱㸬㣧㣗࣭ႚ↮ࡘ࠸࡚
  ሙෆ࡛ࡢ㣧㣗ࡣฟ᮶ࡲࡏࢇࡢ࡛ணࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋᑦࠊሙෆ࠾ࡼࡧ࢟ࣕࣥࣃࢫෆࡣ⚗↮࡛ࡍࠋ

㸲㸬ሙࡢಀဨ
  ◊✲Ⓨ⾲ሙ࡞ࡣࠊಀဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋಀဨࡣⓙᵝࡢⓎ⾲ࡢ㈨ᩱࡢ㓄ᕸࡸሙᩚഛࠊᶵᮦࡢ‽ഛ
➼ࡢ࠾ᡭఏ࠸ࢆࡋࡲࡍࠋ

㸳㸬ࡑࡢ
  㥔㌴ሙ㝈ࡾࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅබඹ㏻ᶵ㛵࡛࠾㉺ࡋୗࡉ࠸ࠋ


−48−

医療福祉経営マーケティング研究
45 - 88, 2014
第9巻 第1号

টᚃ˟ƷƝకϋ
 ሙ㸸་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸦ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔Ჷ㸧2 㝵₇⩦ᐊ
㸦⏕య㜵ᚚ་Ꮫ◊✲ᡤྥ࠸ࡢ 2 㝵ᘓ࡚ࡢⲔⰍࡢᘓ≀ 2 㝵࡛ࡍ㸧






−49−

医療福祉経営マーケティング研究
45 - 88, 2014
第9巻 第1号

ႆᘙᎍȷࡈᧈȷӋьᎍǁƷƝకϋ
Ⓨ⾲⪅ࡢ࠾㢪࠸
ཱྀە㢌Ⓨ⾲
㸯㸬Ⓨ⾲㛫
Ⓨ⾲㛫ࡣ  ศ࡛ࡍ㸦Ⓨ⾲  ศࠊ㉁࣭ウㄽ  ศ㸧
ࠋᣦᐃࡢ㛫ෆⓎ⾲ࠊ㉁࣭ウㄽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊ㛫⤒㐣ࡢྜᅗࡣࠊ⤊  ศ๓㸸࣋ࣝ  ᅇࠊⓎ⾲⤊㸸࣋ࣝ  ᅇ࡛⾜࠸ࡲࡍࠋḟ₇⪅ࡣࠊ๓₇⪅ࡢⓎ⾲
㛤ጞࡶࠊḟ₇⪅ᖍ࠾╔ࡁୗࡉ࠸ࠋࡸࡴࢆ࠼࡞࠸⌮⏤ࡼࡾⓎ⾲ྲྀࡾᾘࡋࠊࡑࡢⓎ⾲㛵ࡋ࡚ኚ᭦ࡀ
࠶ࡿሙྜࡣࠊົᒁࡲ࡛ᚲࡎࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸰㸬ᶵჾࡢ⏝ࡘ࠸࡚
⏝ᶵჾࡣࠊ3& ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱࡢࡳࡋࡲࡍࠋⓎ⾲ࡣࠊ0LFURVRIW2IILFH3RZHU3RLQW㸦:LQGRZV㸧ࡢᙧᘧࡋࡲ
ࡍࠋⓎ⾲⏝࠸ࡿ㹎㹁ࡣࠊᮏ㒊࡛‽ഛࡋࡲࡍࠋⓎ⾲⏝ࡉࢀࡿ㟁Ꮚࣇࣝࡣࠊ:LQGRZV ᑐᛂࡢ 86% ࣇࣛ
ࢵࢩ࣓ࣗࣔࣜධࢀ࡚ 㹼 ࡢ㛫ཷ࠾ᣢࡕࡃࡔࡉ࠸ࠋ


ᗙ㛗࣭ྖࠊウㄽ⪅࣭㉁ၥ⪅ࡢ࠾㢪࠸
㸯㸬ᗙ㛗࣭ྖࡢ࠾㢪࠸
ᙜヱ㛫௨ෆ㐺ᐅᙺෆᐜࢆࡈ㓄៖࠸ࡓࡔࡁࠊ◊✲Ⓨ⾲ࡢ῝ࡲࡾࡘࡵ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
㸰㸬ウㄽ࣭㉁ၥ⪅ࡢ࠾㢪࠸
ᣲᡭࡢᚋࠊᗙ㛗ࡢྜᅗࢆᚅࡗ࡚ᡤᒓࠊẶྡࢆ࿌ࡆࡓᚋࠊཧຍ⪅ࡼࡃࢃࡿࡼ࠺Ⓨゝࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

−50−

医療福祉経営マーケティング研究
45 - 88, 2014
第9巻 第1号



ȹ ݳȹ Ӈȹ ӝȹ Ҡȹ әȹ Ӑȹ


!
 ڼຝသ৪ ! ! !܍13̟00̹13̟40! !
! ̟℘เ! ૰! ͂ګᆏၑకࣆ!̓ݳ

͎ࠅতೌ௭ѠӎҽҨӑӣҸ͏!
 !܍ଂ̟ඝเ! ়͂ᇪݐઃ̓!
!
گࢯ ڼ৪! ! !܍

13̟40̹14̟20
! !

!

! ̟ઃ‑! หඋ!
͂ګᆏળӎ̴ҡҶғӣҠड़ࢂ!̓ݳ

!

͎ګᆏݲতѠӎҽҨӑӣҸ͏!
 !܍ଂ̟༇ !܄͂ࣟଯ̓!

ڼ

ࡵ! ञ!

!
14̟20̹14̟40

!
ڲ ڼརຆཅྱ!! ! 14̟40̹17̟15
!
 ڼਛ ఎ ! ݳ
!
!

!

18̟00̹

−51−

−52−

医療福祉経営マーケティング研究
45 - 88, 2014
第9巻 第1号

!

! ! ! ! ! ! ! 14̟40̹15̟25


ȹ
 ڼඏု̞ڮ१ଂѠॊৃ܋ȹ

̟ᤷȹ ࡊ͂เಔતᅳྶ̓ۅȹ

ȹ
ȹ
ϥ ̝ၼࣟଯતѝмуѽ໗ᄰૉѠи⋊ᕣ߳ѝࠖыѽඏުڮਫȹ
  ۑ㑮 ோᾈ

ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ 

   㤿ሙᅬ᫂

ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ 


Ϧ ̝ܮय़ѝмуѽବઊ࠺રၤᅲѠඏުڮਫмѺѥяѠᅃھњବઊ࠺ګᆏѠဣಯȹ
  ۑᮧ⏣ ឡ

ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ 

  㤿ሙᅬ᫂

ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ 


ϧ ̝ྶඊތѠॊৃု१݅໘ଂѝмуѽྉҒӛң̴ӛહၳࠌоྶཅளѝᄫкѽ۪ࢻȹ
  ۑす ᕦ 
  㤿ሙᅬ᫂
๓⏣ಇᶞ

ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་Ꮫᑓᨷ 
ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ 
ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་Ꮫᑓᨷ 






















−53−

医療福祉経営マーケティング研究
45 - 88, 2014
第9巻 第1号



! ! ! ! ! ! ! 15̟25̹16̟25



ګ ڼᆏњन̞ۨࠇᅩȹ ȹ

ȹ

̟ඝเȹ ়͂ᇪݐઃ̓

ϥ ̝ҡҒӏҳҟҩګᆏ࠽ࠖѝмуѽұ̴Ӑګᆏ̞ݲতѠҒӇӝ̴ұȹ
̹ၑకჁࣃȹ Ⴡ௮ѠҒҖҸқӐྲ݃ѪѠଖѼೌѱ̹ȹ
ࠐᯇᓥᗈ 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
୰ᮧ┿அ 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ᑎ⏣❳ᶞ 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ᯈᕝᖾᏊ 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ᇼ 㞞அ 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ྜྷỌᾈஅ 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ᒣୗṇ⟇ 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
㧘⏣ᫀᐇ 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧

Ϧ ̝ಂࣲހವѠଖѼೌѱњݎѝіжј̹ྶۅಸരљଖѼೌѲಂࣲ̹ȹ
▼ۑᕝ᫂⨾ 㸦⏣ᕝᕷ❧㝔㸧
㛗㇂ᕝ⠇Ꮚ㸦⏣ᕝᕷ❧㝔㸧
ᯘ Ꮚ 㸦⏣ᕝᕷ❧㝔㸧
ኳ㔝⿱෬ 㸦⏣ᕝᕷ❧㝔㸧
㰻⸨㈗⏕ 㸦⏣ᕝᕷ❧㝔㸧

ϧ ̝ૉय़ѠႭ࠺ګᆏ࠽ࠖѠګથޮုѠॳ૰њല੨ȹ
ۑᆏඖ┿୍ 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ᇼ 㞞அ 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ྜྷỌᾈஅ 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ⴗཎ㝯 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧
ᒣୗṇ⟇ 㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧

Ϩ ̝ྶۅѝмуѽनۨҧҩҶӐѠඛȹ
ۑすᒣ ㅬ  ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ 
 㤿ሙᅬ᫂ 㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧
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୍!

! ! 16̟30̹17̟30
!

 ڼ৶ᆺଂҡҒȹ ȹ

ȹ

̟༇܄ȹ ͂ࣟଯ̓


ȹ

ϥ ̝໘ۅѠॄҒӛӆӏӣඍоছ࠺৶ᆺଂণᎋ༑Ѡ໘ۅ໖఼̚໘ګۅᆏ྇ѝᄫкѽ۪ࢻѝࠖ
ыѽड़ࢂȹ
ࠐబ⸨᫂ᏹ  㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
㤿ሙᅬ᫂  㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧

Ϧ ̝ු৶ᆺܿݳѝмуѽੑࠅত҄кѽకگӇӝҠәӐѠඛѝујȹ
ࠐすᒣࡺࡾ 㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
㤿ሙᅬ᫂  㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧

ϧ ̝ॻݮતѝмуѽёќඏڮ၃߇ҡҒҧҩҶӐ̞৶ᆺଂॊৃңӏӕһҶғѠ૰ॳ҄ცનщјȹ
  ۑᏳ㒊⏣ඃ 㸦ᰴᘧ♫ࣉࣛࢫࢿࢵࢺ㸧
  㔝ᮏ┿⌮Ꮚ 㸦ᰴᘧ♫ࣉࣛࢫࢿࢵࢺ㸧
ᴬ ဴ෬  㸦ᰴᘧ♫ࣉࣛࢫࢿࢵࢺ㸧
❑⏣ᫀ⾜  㸦ᰴᘧ♫ࣉࣛࢫࢿࢵࢺ㸧
ἼከᩗᏊ  㸦ᰴᘧ♫ࣉࣛࢫࢿࢵࢺ㸧

Ϩ ̝ҷҔҥ̴Ӄҩ͎ѻѻѻ͏ѝмуѽॊӚҿӃӚҶ̴ҧӗӣњݲতᄩၹѠଖѼೌѱȹ
  ۑ㮵Ꮚ⏕ᐶᏊ 㸦་⒪ἲேᡂ㸧
ᮏᯇὒ୍  㸦་⒪ἲேᡂ㸧
▼ὠ⿱❶  㸦་⒪ἲேᡂ㸧
ᒸ ᨻ㝯  㸦་⒪ἲேᡂ㸧
㮵Ꮚ⏕୍ 㸦་⒪ἲேᡂ㸧
  ❑⏣ᫀ⾜  㸦&&5&◊✲ᡤ㸧
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ʹຝသ৪܍ȹ

ࠅতೌ௭ѠӎҽҨӑӣҸȹ
ඝเȹ ়͂ᇪݐઃ̓ȹ
࠙་⒪ࡢ㉁┳ㆤᖌࡢᙺࠚ

ࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ+HUVEHUJ ࡼࡿࠊ⾨⏕せᅉࡢ‶㊊

㏆ᖺ࡛ࡣࠊ㧗㱋♫ࡼࡿ་⒪ࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡲࡾࠊ

ࡀࠊಶேࡢ㞳⫋⾜ືᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺

་⒪ᢏ⾡ࡢⓎᒎࠊᅜẸ⏕άࡢ㇏ࡉࡼࡿ་⒪ࡢᮇ

࠸࠺ព࡛┳ㆤᖌࡢົ⎔ቃࡢ‶㊊せᅉࠊືᶵ࡙ࡅ

ᚅỈ‽ࡢ㧗ࡲࡾࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖ་⒪ᥦ౪ࡢ㉁ࡀၥ

㸻⾨⏕⌮ㄽࢆ㛵㐃ࡅ࡚㆟ㄽࡉࢀࡿࡇࡶከࡗࡓࠋ

ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋᮏ᮶ⓗࠊᝈ⪅ࡣᗣࡢᅇ

ࡋࡋࠊ୍㐃ࡢ◊✲ࡣࠊ⫋ົ‶㊊⫋ሙ‶㊊ࢆ᫂☜

ࢆ┠ⓗࡋ࡚་⒪ᶵ㛵᮶㝔ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼་

ᓧูࡋ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ၥ㢟ࡶ࠶ࡗࡓࠋ

⒪⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࡀࠊ་⒪ᥦ౪ࡢ㉁ࡶࡗࡶ㔜せ࡛࠶

࠙ືᶵ࡙ࡅ⌮ㄽࡢ᭱㏆ࡢືྥࠚ
㏆ᖺࡢືᶵ࡙ࡅ⌮ㄽࡣࠊே㛫ࡢㄆ▱ࠊືࠊ⎔ቃ

ࡿࡇࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊᝈ⪅⮬㌟ࡀࡑࡢရ㉁ࢆṇ☜ホ౯

ࡢࢡࢸࣈࢿࢫ ⬟ືࠊཷື ࢆ㘽ᴫᛕࡋࡘࡘࠊෆ

ࡍ ࡿ ࡇ  ࡀ ᅔ 㞴  ࠸ ࠺ ≉ ᚩ ࡀ ࠶ ࡿ %DEDNXV DQG

Ⓨⓗືᶵ࡙ࡅእⓎⓗືᶵ࡙ࡅࡀࠊ⤌⧊⾜ືࠊ࠾ࡼࡧ

0DQJROG ࠋ୰ᓥ  ࡣࠊ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢホ౯

ᴗ⦼࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ

㛵ࡍࡿㄪᰝࡘ࠸࡚ࠕ་ᖌࡸ┳ㆤᖌࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮

ෆⓎእⓎࡢ࠸ࡎࢀ೫ࡗࡓ㆟ㄽࡣࠊ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡢ

ࢩࣙࣥࡢⰋࡉࠖࡀᖖࢺࢵࣉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᐇࢆࡶ

ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊከࡃࡣࡑࢀ㓄៖ࡋࡘ

ࠊᝈ⪅ࡣ་⒪ᚑ⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢⰋࡉࡀ

ࡘ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࠊእⓎⓗືᶵ࡙ࡅෆⓎⓗ࡞ືᶵ

㝔ࡢၿࡋᝏࡋࢆỴࡵࡿ┿ࡢุ᩿ᇶ‽ࡔࡣᛮࡗ࡚ࡣ

࡙ࡅࡢࣂࣛࣥࢫࢆࡿࠊࡲࡓࡣࠊࡑࡢ᮲௳㐺ྜᛶࡘ

࠸࡞࠸ࡀࠊ་⒪ᢏ⾡ࡢỈ‽ࡀุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࡢ

࠸࡚ᐇドࡍࡿࡇࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࣥࢲ࣮࣐

ᇶ‽ࢆồࡵࡿゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ་⒪ᥦ౪ࡢ

ࢽࣥࢢຠᯝ࡛ᆺⓗࡳࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊእⓎⓗືᶵ

㉁ࡣࠊ་⒪⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢᥦ౪ࣉࣟ

࡙ࡅࢆ㔜どࡍࡿࠊෆⓎⓗືᶵ࡙ࡅࢆ㔜どࡍࡿࡣࠊ

ࢭࢫ࡛࠶ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸ᥋㐝ࠊࡘࡲࡾᝈ⪅ᑐ

ಶே㛫ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྠ୍ಶே㛫࡛ࡶ⤌⧊ࡸ⏕ά⎔ቃࡢ

ᛂࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᝈ⪅ᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊ┳ㆤᖌࡢᯝࡓࡍ

ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࠊ㛫㍈࡛ྍኚⓗ࡛࠶ࡿࠋ⎔ቃࡀኚࢃࢀ

ᙺࡣࡁ࠸ࠋ┳ㆤᖌ⤌⧊ࢆࡢࡼ࠺࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

ࡤ⪃࠼ࡶኚࢃࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢಶே

ࡍࡿࡀࠊ་⒪ᥦ౪ࡢ㉁ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࠋ

㛫ࡢືᶵࡢᦂࢀࡀࠊఱࡀࡁࡗࡅ࡛ࠊࡢࡼ࠺Ⓨ⏕

࠙┳ㆤ⤌⧊ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠚ

ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊಶே㛫࡛ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋ

 ⾨⏕せᅉࡢࡈࡃࠊ⫋ሙ⎔ቃせᅉࡣ㞳⫋ࡢ㔜せ࡞せ

ࡇࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾ↷ᑕࡉࢀ࡚ࡇ࡞

ᅉ࡞ࡿࡇࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋࡾࢃࡅࠊ┳ㆤᖌ㊊ࡢ

ࡗࡓࠋ
࠙┳ㆤ⤌⧊ືᶵࠚ

≧ἣୗ࡛ࠊ㞳㌿⫋ࡀẚ㍑ⓗᐜ᫆࡞ປാᕷሙ⎔ቃ࡛ࡣࡑ
࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊ┳ㆤ⟶⌮ࡢᮏ᮶ࡢ┠ⓗࡣࠊࡑࡢ

 ┳ㆤᖌࡢࡢືᶵ࡙ࡅ㛵ࡋ࡚ࠊ㔜せ࡞⌮ㄽ

⟶⌮ࡀ་⒪ࡢ㉁ᐤࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ┳ㆤᖌࡀ๓ྥ

ࡋ࡚ࠊ'HFLDQG5\DQ  ࡢ⮬ᕫỴᐃ⌮ㄽࡀ࠶

ࡁ࡞ឤ࡛ྥࡁྜ࠺ࡇࡣࠊᝈ⪅ᑐᛂ࣏ࢪࢸ

ࡿࠋᮏ⌮ㄽࡢ㘽ᴫᛕࡣ⮬ᚊᛶࠊ᭷⬟ឤࠊᑐே㛵ಀ࡛࠶

ࣈ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ

ࡿࠋ┳ㆤᖌࡢ⫋ົᑐࡍࡿ⮬ᚊᛶࢆ࠸㧗ࡵࡿࠊ

┳ㆤᖌ⫋ᴗᑐࡍࡿ๓ྥࡁ࡞ឤࢆࡼࡾ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ

᭷⬟ឤࢆឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࢆ࠸స

ࡇࡀ┳ㆤ⤌⧊ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ୍ࡘࡢ┠ⓗ࡛ࡣ࡞

ࡿࠊຠᯝⓗ࡞ᑐே㛵ಀࡢሙࢆ࠸タᐃࡍࡿࠋ

ࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊࡢືᶵ࡙ࡅ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ

ࡾࢃࡅࠊ┳ㆤ⫋ࡢᑵᴗึᮇࡇࡢ≧ἣࢆࢀࡔࡅタᐃ

ࡇࢀࡲ࡛┳ㆤ⟶⌮◊✲ࡢከࡃࡣ⫋ົ‶㊊ࢆ㘽ᴫᛕࡋ

࡛ࡁࡿࡀࠊ┳ㆤ⫋ࡢ࢟ࣕࣜ࠾ࡅࡿືᶵ࡙ࡅࠊ

࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡾࢃࡅࠊ+HUVEHUJ ࡢືᶵ࡙ࡅ㸻⾨

ࡾࢃࡅࠊᝈ⪅ࡢᑐᛂ㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࠋ┳ㆤ⤌

⏕⌮ㄽ⌮ㄽⓗ⫼ᬒࢆ↷ᑕࡋࡓࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡑࡢ⌮⏤

⧊ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࠊ༶ⓗ࡞㐺ྜ㛵ಀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ

ࡋ࡚ࠊ┳ㆤ⟶⌮ࡢ㔜せ࡞ၥ㢟ࡢ୍ࡘࡣ㞳⫋࡛࠶ࡗࡓ

㛫㍈ࢆᛕ㢌࠾࠸ࡓ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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ʹࢯگ৪܍ȹ

ګᆏ̞ݲতѠӎҽҨӑӣҸȹ
༇܄ȹ ͂ࣟଯګۅड़ࢂۅȹ
࠙་⒪ㆤࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠚ

ګᆏन̞ۨࠇᅩ৪̓

࠾ࡃࡇࡣᴟࡵ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿࠋ་⒪ㆤࡢᥦ౪࠾࠸

 ་⒪ㆤࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࠊ
ࠕඃࢀࡓ་⒪ㆤࢆᥦ

࡚ࡣࠊ
ࠕᚑᴗဨࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྥୖࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

౪ࡋࠊᨵၿࡍࡿ⤌ࡳࢆసࡾࠊᡂᯝࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋ

ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ㧗ࡲࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊ་⒪ㆤࢧ࣮ࣅࢫ

࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ⌮ᛕ

ࡢ㉁ࡀୖࡀࡽ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋᴗົࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊ

ࢆ᫂☜ࡋࡓୖ࡛ࠊ་⒪ㆤࡢእ㒊⎔ቃࡢኚࢆ⪃៖

ᚑᴗဨࡢே㛫㛵ಀࠊປാ᮲௳ࠊ⚟ཌ⏕࡞ࡘ࠸࡚

ࡋࡓᡓ␎ࢆసࡾࠊࢫࢱࢵࣇࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆୖࡆࠊ

ࡢᚑᴗဨ‶㊊ᗘㄪᰝࡢ⤖ᯝᛂࡌ࡚ࠊᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿ
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┠ⓗኚᩘ䠖䛖ṑ⒪ᮍ㻩㻜䠗䛖ṑ⒪㻩㻝
せᅉ
䜹䝔䝂䝸䞊
㻥㻡㻑ಙ㢗༊㛫
ᅇᖐಀᩘ ᶆ‽ㄗᕪ 䜸䝑䝈ẚ
㼜್
ẕங
䛘䛶䛔䛺䛔
㼞㼑㼒㼑㼞㼑㼚㼠

ࡢ㛵㐃ࢆȮ ᳨ᐃ࡛ホ౯ࡋࡓࠋࡉࡽࠊȮ ᳨ᐃ࡛᭷ព



㛫㣗㛫

㸦S ࡞㛵㐃ࢆㄆࡵࡓ㡯┠ࢆㄝ᫂ኚᩘࡋ࡚ከ㔜ࣟ
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ᩘ㸸㸱ṓⅬࡢᮍฎ⨨ṑᩘ  ᮏ௨ୗ ࠊ ᮏ௨ୖ 㸧࠾



ࡼࡧ࠺⼃ࡢཷ⒪⾜ື㸦┠ⓗኚᩘ㸸㸱ṓⅬ࡛࠺⼃⒪ᮍ



 ࠊ 㸧㛵㐃ࡍࡿせᅉࡘ࠸࡚ࡶࠊྠᵝࡢゎ

つ๎
ぶṑ⛉デ㻖

ཷデ䛩䜛

ᆅᇦ

ᑠ༊

ཷデ䛧䛺䛔



ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࠙⤖ᯝࠚ



ゎᯒᑐ㇟⪅ࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠺⼃᭷㛵ࡋ࡚ࠊ

䛘䛶䛔䜛

㻜㻚㻞㻞㻠

㻜㻚㻝㻥㻠

つ๎ⓗ

㻝㻚㻞㻡

㻜㻚㻤㻢 䠉 㻝㻚㻤㻟

㻜㻚㻞㻡

㻜㻚㻣㻟 䠉 㻝㻚㻡㻠

㻜㻚㻣㻡

㻜㻚㻣㻠 䠉 㻞㻚㻞㻠

㻜㻚㻟㻢

㼞㼑㼒㼑㼞㼑㼚㼠
㻜㻚㻜㻢㻜

㻜㻚㻝㻥㻝

㻝㻚㻜㻢
㼞㼑㼒㼑㼞㼑㼚㼠

㻜㻚㻞㻡㻡

㻜㻚㻞㻤㻝

㻝㻚㻞㻥
㼞㼑㼒㼑㼞㼑㼚㼠

㻜㻚㻜㻟

㛛ྖ༊

㻙㻝㻚㻞㻟㻝

㻜㻚㻠㻠

㻜㻚㻞㻥

㻜㻚㻝㻞 䠉 㻜㻚㻢㻥

㻜㻚㻜㻜㻡

ᑠ༡༊

㻙㻜㻚㻝㻤㻤

㻜㻚㻞㻡㻤

㻜㻚㻤㻟

㻜㻚㻡㻜 䠉 㻝㻚㻟㻤

㻜㻚㻠㻣

ⱝᯇ༊

㻙㻜㻚㻡㻞㻝

㻜㻚㻟㻤㻟

㻜㻚㻡㻥

㻜㻚㻞㻤 䠉 㻝㻚㻞㻢

㻜㻚㻝㻣

ඵᖭᮾ༊

㻙㻜㻚㻟㻡㻤

㻜㻚㻠㻥㻣

㻜㻚㻣㻜

㻜㻚㻞㻢 䠉 㻝㻚㻤㻡

㻜㻚㻠㻣

ඵᖭす༊

㻙㻜㻚㻠㻢㻥

㻜㻚㻞㻢㻞

㻜㻚㻢㻟

㻜㻚㻟㻣 䠉 㻝㻚㻜㻡

㻜㻚㻜㻣

ᡞ⏿༊

㻙㻞㻚㻠㻥㻢

㻝㻚㻜㻟㻞

㻜㻚㻜㻤

㻜㻚㻜㻝 䠉 㻜㻚㻢㻞

㻜㻚㻜㻞

ᢞධኚᩘ䠗ẕங䚸㛫㣗㛫䚸ぶṑ⛉デ䚸ᆅ༊
㻖

䠖䠍ṓ䠒䛛᭶ඣṑ⛉ᗣデᰝ䛻䚸ಖㆤ⪅䛻ᑐ䛧䛶ᐇ䛧䛯ṑ⛉ᗣデᰝ䠄ᕼᮃ⪅䛾䜏䠅

࠙⪃ᐹࠚ

ከ㔜ࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㸯ṓ㸴᭶

ศᯒࡢ⤖ᯝࠊ࠺⼃ከⓎഴྥཷ⒪⾜ືᆅᇦ᱁ᕪࡀㄆ

Ⅼ࡛ࠊᆅᇦ᱁ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊ
ࠕඵᖭᮾ༊ࠖẚ㍑ࡋ࡚ࠕඵ

ࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢ᱁ᕪࡣࠊ⏕≀Ꮫⓗせᅉࡸ⏕ά⩦័࣭⾜ື

ᖭす༊ࠖࡣ࢜ࢵࢬẚ 㸦&,㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ

せᅉ࡛ࡣ࡞࠸♫⎔ቃࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚

୍᪉ࠊ㸱ṓⅬ࡛ࡣࠊᆅᇦ᱁ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ⾲

࠸ࡿࠋᚋࡣࠊ♫⎔ቃᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ஙᗂඣࡢ࠺

㸯㸱ṓⅬ࠾ࡅࡿ࠺⼃ከⓎഴྥࢆ┠ⓗኚᩘࡋࡓከ

⼃⨯ᝈࡘ࠸࡚ࠊ⏕≀Ꮫⓗせᅉࠊ⏕ά⩦័࣭⾜ືせᅉ࠾

㔜ࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇᖐศᯒ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋ㸱ṓⅬཱྀ࡛

ࡼࡧ♫ⓗỴᐃせᅉࢆᵓ㐀ⓗᩚ⌮ࡋࠊࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒

⭍ෆ㸯ṑ௨ୖࡢᮍฎ⨨ṑࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣࠊ ே㸦㸧

ࢆゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
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㤿ሙᅬ ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧

࠙┠ⓗࠚ

⾲㸯 ་⒪ᅪู࿘⏘ᮇṚஸ⋡

 ᡃࡀᅜࡢ࿘⏘ᮇ་⒪ࡣ➨ḟୡ⏺ᡓᚋ┠ぬࡲࡋ࠸
Ⓨᒎࢆ㐙ࡆࠊẕᏊಖࡢᣦᶆ࡛࠶ࡿ࿘⏘ᮇṚஸ⋡ࡣ
ࡸୡ⏺ࡢࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㉸㧗㱋ࠊᑡᏊ♫
࠾࠸࡚ࣁࣜࢫࢡዷፎ࣭ฟ⏘ࡣቑຍࡋࠊ࿘⏘ᮇ་

࿘⏘ᮇ
Ṛஸ⋡

⒪ồࡵࡽࢀࡿỈ‽ࡀࡲࡍࡲࡍ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌧ᅾࠊ
࿘⏘ᮇ་⒪ᥦ౪యไࡢぢ┤ࡋࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋே
ཱྀ  ேࢆ㉸࠼ᅜⓗẚ㍑ⓗ་⒪㈨※ᜨࡲࢀࡓ

ᖺ௦

┴య

㻝㻥㻣㻞㻙㻝㻥㻣㻠

㻝㻣㻚㻟

㻝㻥㻣㻡㻙㻝㻥㻣㻥
㻝㻥㻤㻜㻙㻝㻥㻤㻠

⚟ᒸ

⢑ᒇ

᐀ീ

⟃⣸

㻝㻢㻚㻣

㻤㻚㻡

㻢㻚㻞

㻝㻣㻚㻜

㻝㻢㻚㻝

㻞㻜㻚㻜

㻝㻟㻚㻣
㻥㻚㻡

㻝㻞㻚㻥
㻥㻚㻞

㻝㻞㻚㻢
㻝㻜㻚㻞

㻝㻝㻚㻥
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㻝㻞㻚㻝
㻝㻜㻚㻣

㻝㻠㻚㻜
㻝㻞㻚㻠

㻝㻥㻤㻡㻙㻝㻥㻤㻥

㻢㻚㻢

㻢㻚㻟
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㻢㻚㻠

㻢㻚㻞

㻝㻥㻥㻜㻙㻝㻥㻥㻠
㻝㻥㻥㻡㻙㻝㻥㻥㻥
㻞㻜㻜㻜㻙㻞㻜㻜㻠
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㻝㻤㻚㻟

㻝㻥㻚㻞

㻝㻡㻚㻢

㻝㻣㻚㻟

㻞㻜㻚㻣

㻝㻣㻚㻤

㻞㻝㻚㻞

㻝㻟㻚㻥
㻥㻚㻡

㻝㻡㻚㻞
㻣㻚㻜

㻝㻟㻚㻤
㻝㻜㻚㻡

㻝㻠㻚㻤
㻝㻝㻚㻡

㻝㻢㻚㻣
㻝㻜㻚㻡

㻝㻠㻚㻡
㻝㻜㻚㻣

㻝㻠㻚㻟
㻤㻚㻤

㻝㻠㻚㻣
㻝㻜㻚㻜

㻣㻚㻤

㻡㻚㻤

㻢㻚㻜

㻢㻚㻠

㻣㻚㻡

㻣㻚㻜

㻣㻚㻜

㻣㻚㻜

㻣㻚㻠

㻡㻚㻞
㻣㻚㻢
㻟㻚㻣
㻠㻚㻡

㻡㻚㻟
㻢㻚㻜
㻡㻚㻢
㻟㻚㻤

㻣㻚㻜
㻡㻚㻞
㻣㻚㻜
㻠㻚㻞

㻡㻚㻣
㻢㻚㻤
㻡㻚㻢
㻠㻚㻜

㻢㻚㻜
㻢㻚㻠
㻣㻚㻜
㻟㻚㻥

㻣㻚㻥
㻢㻚㻝
㻡㻚㻡
㻢㻚㻠

㻢㻚㻝
㻡㻚㻜
㻡㻚㻝
㻟㻚㻥

㻡㻚㻜
㻢㻚㻝
㻠㻚㻥
㻠㻚㻠

㻠㻚㻤
㻡㻚㻥
㻢㻚㻝
㻡㻚㻠

⟃ᚋ

㠡ᡭ

⏣ᕝ ᕞ ி⠏

ᅗ㸯 ࿘⏘ᮇṚஸ⋡ẚࡢ᥎⛣ 

ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿ⚟ᒸ┴࡛ࡶࠊ☜ᐇ࿘⏘ᮇṚ
ஸ⋡ࠊ᪂⏕ඣṚஸ⋡ࠊஙඣṚஸ⋡ࠊዷ⏘፬Ṛஸ⋡ࡣప
ୗࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ་⒪㈨※ࡢ೫ᅾࡸ་⒪ᥦ౪యไ㛵ࡍ
ࡿᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀṔྐⓗᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⚟ᒸ┴࠾࠸࡚ᆅᇦᥦ౪ࡉࢀࡿ࿘⏘ᮇ
་⒪ཬࡧẕᏊಖỈ‽ࡢ᱁ᕪࡢ᭷↓ࢆࠊ࿘⏘ᮇṚஸ⋡
ࡼࡾ⣔ิⓗ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ◊✲┠ⓗࡋࡓࠋ

࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ
 ⚟ᒸ┴ࡢᕷ⏫ᮧࡘ࠸࡚ࠊ ᖺࡽ  ᖺࡢ 

 Ṛ⏘⋡ẚࡣ࿘⏘ᮇṚஸ⋡ẚྠᵝ ࠊ

ᖺ㛫ࢆศᯒᑐ㇟ࡋࡓࠋฟ⏕ᩘࠊฟ⏘ᩘࠊ࿘⏘ᮇṚஸ

ࠊ ᖺ࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀࠊ

ᩘࢆ  ᖺࡽ  ᖺࡣཌ⏕ປാ┬ேཱྀືែ⤫ィࢆ

 ࡽ  ᕪࡣᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ᪩

⚟ᒸ┴⾨⏕ᖺሗࠊಖ⤫ィᖺሗࡼࡾ㞟ࡋࠊ ᖺ

ᮇ᪂⏕ඣṚஸ⋡ࡣపୗࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ᪩ᮇ᪂⏕ඣṚ

ࡽ  ᖺࡣ⚟ᒸ┴ಖ⎔ቃ◊✲ᡤᆅᇦಖࢹ࣮ࢱࣂࣥ

ஸ⋡ẚࡣ ࠊࠊ ᖺ࡛᭷ព

ࢡࡼࡾ㞟ࡋࡓࠋḟࠊᕷ⏫ᮧࢆ  ᖺタᐃࡉࢀࡓ

ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊ ࡽ  ᕪࡀᣑࡋ࡚

⌧ᅾࡢḟಖ་⒪ᅪ࡛࠶ࡿ  ⩌༊ศࡋࠊྛ⩌ู

࠸ࡓ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ

 ᖺࡈࡢ࿘⏘ᮇṚஸ⋡ࠊಙ㢗༊㛫ࢆồࡵࡓࠋ࿘⏘

ᅗ㸰 ᪩ᮇ᪂⏕ඣṚஸ⋡ẚࡢ᥎⛣

ᮇṚஸ⋡ࡀప࠸ഴྥ࠶ࡗࡓ᐀ീ་⒪ᅪࢆᇶ‽ࡋࠊ
࿘⏘ᮇṚஸ⋡ẚཬࡧ ಙ㢗༊㛫ࢆồࡵࠊ࿘⏘ᮇṚஸ⋡
ࡢᆅᇦ᱁ᕪࡢ᭷↓ࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࿘⏘ᮇṚஸ
ࡢせᅉࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊዷፎ‶  㐌࣭ 㐌௨ᚋṚ⏘
᪩ᮇ᪂⏕ඣṚஸࡘ࠸࡚ࡶࠊྠᵝṚ⏘⋡ࠊṚ⏘⋡ẚࠊ
᪩ᮇ᪂⏕ඣṚஸ⋡ࠊ᪩ᮇ᪂⏕ඣṚஸ⋡ẚྛ ಙ㢗༊
㛫ࢆồࡵࠊᆅᇦ᱁ᕪࡢ᭷↓ࢆㄪࡓࠋ
࠙⤖ᯝࠚ
࿘⏘ᮇṚஸ⋡ࡣ  ᖺ㛫་⒪ᅪ࡛పୗࡋ࡚࠸ࡓ

࠙⪃ᐹࠚ

㸦⾲㸯㸧ࠋ࿘⏘ᮇṚஸ⋡ẚࡣ ࠊࠊ

ᖺ௦ࡼࡾ࿘⏘ᮇṚஸ⋡ࡣᆅᇦ᱁ᕪࡀᏑᅾࡍࡿࡇ

 ᖺ࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦㹮㸺㸧ࡀࠊ

ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ࿘⏘ᮇṚஸ⋡ࠊṚ⏘⋡ࠊ᪩ᮇ᪂

 ᖺࡣ  ࡢ㛤ࡁࡀࠊ ᖺࡣ 

⏕ඣṚஸ⋡ࡢᆅᇦ᱁ᕪཬࡧኚ㑄ࡣࠊ་⒪ᢏ⾡ࡔࡅ࡛

 ᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ㸦ᅗ㸯㸧
ࠋ

࡞ࡃ་⒪ᨻ⟇ࡸ་⒪㈨※ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽ



ࢀࡓࠋᚋࡣࠊṚ⏘⋡ࠊ᪩ᮇ᪂⏕ඣṚஸ⋡ࡘ࠸࡚ศ
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ྶඊތѠॊৃု१݅໘ଂѝмуѽྉҒӛң̴ӛહၳࠌоྶཅளѝᄫкѽ۪ࢻȹ
ࠐす  ᕦ  ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་Ꮫᑓᨷ 
๓⏣ಇᶞ  ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་Ꮫᑓᨷ 
㤿ሙᅬ ᫂ ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ 

࠙┠ⓗࠚ

࠙⤖ᯝࠚ

≉ᐃᗣデᰝሗཬࡧࣞࢭࣉࢺࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ๓

 FLI ࡀ 60 ௨ୖࡢ⩌ࡣ⏨ᛶ 125 ྡࠊዪᛶ 21 ྡࠊFLI

⢾ᒀẁ㝵ࡢᗣಖ㝤ຍධ⪅࠾ࡅࡿ㠀ࣝࢥ࣮ࣝᛶ

ࡀ 30-59 ࡢ⩌ࡣ⏨ᛶ 221 ྡࠊዪᛶ 108 ྡ࡛࠶ࡾࠊFLI

⬡⫫⫢(NAFLD)ࡀ⢾ᒀⓎ࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ

ࡀ 30 ᮍ‶࡛࠶ࡿ⩌ࡣ⏨ᛶ 143 ྡࠊዪᛶ 165 ྡ࡛࠶ࡗ

ࡍࡿࠋ

ࡓࠋ
⏨ᛶࡢ FLI ࡀ 30 ᮍ‶ࡢ⩌ࢆᇶ‽ࡋࡓ࢜ࢵࢬẚࡣࠊ

࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ

FLI30-59 : 2.78[1.11-6.99]ࠊFLIӍ60: 3.84[1.47-10.01]

 ⚟ᒸ┴ࡢ A ᗣಖ㝤⤌ྜ㟼ᒸ┴ࡢ B ᗣಖ㝤⤌ྜ

(ഴྥᛶࡢ᳨ᐃ: P=0.005)࡛࠶ࡾࠊዪᛶ࡛ࡣ FLI30-59 :

ຍධࡋ࡚࠾ࡾࠊ2008 ᖺᗘࡢ≉ᐃᗣデᰝࢆཷデࡋࡓ

2.79[0.80-9.77]ࠊFLIӍ60: 9.47[2.17-41.32](ഴྥᛶࡢ

8,569 ேࡽࠊ
㣧㓇⩦័ࡀ࡞ࡃࠊHbA1c ࡀ 5.7-6.4(NGSP

᳨ᐃ:P=0.002)࡛࠶ࡗࡓࠋ

್)ࡶࡋࡃࡣ✵⭡⾑⢾ࡀ 5.6-6.9 mmol/L ࡛࠶ࡗ࡚⢾

ࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝࠊ⏨ᛶࡢ FLI ࡀ 30

ᒀࡢ⒪ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸๓⢾ᒀẁ㝵ࡢຍධ⪅ 783

ᮍ‶ࡢ⩌ࢆᇶ‽ࡋࡓㄪᩚ࢜ࢵࢬẚࡣࠊFLI30-59 :

ྡࢆᑐ㇟ࡋࠊ3 ᖺ㛫㏣㊧ࡋࡓࠋ

2.53[0.99-6.49]ࠊFLIӍ60: 3.77[1.41-10.09] (ഴྥᛶࡢ

࡞࠾ࠊ᳨ᰝ㡯┠Ḟᦆࡢ࠶ࡿࡶࡢࠊ⬻༞୰ࠊ⾑ᛶ

᳨ ᐃ : P=0.030) ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ዪ ᛶ ࡛ ࡣ FLI30-59 :

ᚰᝈࠊ៏ᛶ⭈ࠊ㈋⾑ࡢ᪤ ࡀ࠶ࡿࡶࡢ⬡㉁㝆

3.08[0.82-11.52]ࠊFLIӍ60: 9.04[1.80-45.55](ഴྥᛶࡢ

ୗ⸆ࢆ᭹⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ㝖እࡋࡓࠋࡉࡽ 2011 ᖺᗘ

᳨ᐃ:P=0.028)࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࡢࣞࢭࣉࢺࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚៏ᛶ࢘ࣝࢫ⫢⅖
(ICD-10:B19)࡛ཷデࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ㝖እࡋࡓࠋ

࠙⤖ㄽࠚ

2011 ᖺᗘࡢ≉ᐃᗣデᰝ࠾࠸࡚ HbA1c ࡀ 6.4 ௨

๓⢾ᒀẁ㝵࡛ FLI ࡀ 60 ௨ୖ࡛࠶ࡿࡶࡢࡣࠊ
⢾ᒀ

ୖ࡛࠶ࡿ⪅ࠊ✵⭡⾑⢾ࡀ 6.9 mmol/L ௨ୖ࡛࠶ࡿ⪅ࠊ

Ⓨࣜࢫࢡࡀ᭷ព㧗ࡃࠊዪᛶ࠾࠸࡚≉㢧ⴭ࡛࠶

⢾ᒀࡢ⒪ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࢆ⢾ᒀⓎ⪅ᐃ⩏ࡋࡓࠋ

ࡗࡓࠋዪᛶ⢾ᒀᝈ⪅ࡢ᪉ࡀ⢾ᒀデ⒪ࡢ㉁ࡢྛᣦᶆ

ࢺࣜࢢࣜࢭࣜࢻࠊBMIࠊȚ-GTPࠊ⭡ᅖࡽィ⟬ࡉࢀࡓ

ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ሗ࿌ࡋࡓ᭱㏆ࡢ◊✲

Fatty liver index(FLI)ࢆ⏝࠸࡚ᑐ㇟ࢆ FLI ࡀ 60 ௨ୖࠊ

ྠᵝࠊ⬡㉁㛵ࡋ࡚ࡣ⏕⌮Ꮫⓗ࡞㐪࠸ࡼࡿ㒊ศ

30-59ࠊ30 ᮍ‶ࡢ 3 ⩌ศ㢮ࡋࡓࠋ⏨ዪᒙูࡋࡓᚋ

ࡶ࠶ࡿࡀࠊ๓⢾ᒀẁ㝵ࡢຍධ⪅ࡢ⢾ᒀⓎண㜵࠾

࢜ࢵࢬẚཬࡧࡑࡢ 95㸣ಙ㢗༊㛫ࡢ᥎ᐃഴྥᛶࡢ᳨

࠸࡚ࡶࠊᛶูࡼࡿࣜࢫࢡせᅉࡢ㐪࠸ࡢ⪃៖ࡀຠᯝⓗ

ᐃࢆ⾜࠸ࠊ3 ᖺᚋࡢ⢾ᒀⓎ⋡ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ᭱ᚋᖺ

࡞ಖᣦᑟࡢࡓࡵ᭷⏝࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

㱋༊ศ[30 ௦ࠊ40 ௦ࠊ50 ௦ࠊ60 ṓ௨ୖ]ࠊႚ↮⩦័ࡢ

ࡲࡓࠊ≉ᐃᗣデᰝࡢᚲ㡲㡯┠ࡣ⾑୰ࣥࢫࣜࣥ

᭷↓ࠊ㐠ື⩦័ࡢ᭷↓ࠊ㣗⩦័ࠊ㧗⾑ᅽࡢ᭷↓ࢆㄪᩚ

ᐃࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࢀᇶ࡙࠸ࡓ HOMA-IR ࢆ

ࡋࡓࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ᭷ពỈ

⏝࠸ࡓࣥࢫࣜࣥᢠᛶࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸

‽ࡣ P<0.05 ࡋࡓࠋ

ࡓࡵࠊFLI ࡣ๓⢾ᒀẁ㝵ࡢຍධ⪅ࡢ⢾ᒀⓎண㜵
ཬࡧಖᣦᑟࡢࡓࡵ᭷⏝࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
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ҡҒӏҳҟҩګᆏ࠽ࠖѝмуѽұ̴Ӑګᆏ̞ݲতѠҒӇӝ̴ұȹ
̹ၑకჁࣃȹ Ⴡ௮ѠҒҖҸқӐྲ݃ѪѠଖѼೌѱ̹ȹ
ࠐᯇᓥᗈ ୰ᮧ┿அ ᑎ⏣❳ᶞ ᯈᕝᖾᏊ ᇼ 㞞அ ྜྷỌᾈஅ ᒣୗṇ⟇ 㧘⏣ᫀᐇ㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧

࠙┠ⓗࠚ
་⒪ἲே⋢ᫀ࣭ຍᮌ

࡛࠶ࡿ 167 ᑐ㇟⪅ࡢࣝࣈ್࣑ࣥࡢᨵၿ㸦167 㛤ጞ
Ἠ㝔ࡣ㮵ඣᓥ┴࠶ࡿ

JG/э 㐌㛫ᚋ JG/㸧ࠊᦤ㣗ᶵ⬟⒪ἲࡢ⟬ᐃ

ᗋࡢࢣ࣑ࢵࢡࢫ་⒪ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋᙜ㝔࡛ࡣࠊ་⒪

Ⅼᩘࡢቑຍ㸦 ᭶  Ⅼэ ᭶  Ⅼ㸧
ࠊᅇᮇ

⤒Ⴀࡢ᪂ࡓ࡞⤒Ⴀᡭἲࡋ࡚ࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤྲྀࡾ

ࣜࣁࣅࣜᲷධ㝔༢౯ࡢቑຍ㸦 ᭶  э ᭶

⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋཌ⏕ປാ┬࡛ࡣࢳ࣮࣒་⒪ࡀࡶࡓࡽࡍල

 㸧ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ

యⓗ࡞ຠᯝࡋ࡚ձࡢ᪩ᮇⓎぢ࣭ᅇಁ㐍࣭㔜

࠙⪃ᐹࠚ
167 ᑐ㇟ᝈ⪅ࡢࣝࣈ್࣑ࣥࡀᨵၿࡋ࡚ࡁࡓ⫼ᬒ

ண㜵࡞་⒪࣭⏕άࡢ㉁ࡢྥୖղ་⒪ࡢຠ⋡ᛶࡢྥ
ୖࡼࡿ་⒪ᚑ⪅ࡢ㈇ᢸࡢ㍍ῶ࡞ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡣࠊከ⫋✀ࡢ୰࡛ࡶ⟶⌮ᰤ㣴ኈゝㄒ⫈ぬኈࡀᐦࡢ㐃

ᅇࠊཱྀࡽ㣗➼ࢆᦤࡿ⾜Ⅽࢆ⏕⥔ᣢ࠾ࡅࡿᰤ

ᦠࢆྲྀࡿࡇ࡛ࠊ≉ᝈ⪅ࡢ❧ሙ❧ࡗࡓ㐺ษ࡞㣗

㣴ୖࡢᴫᛕࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊேࡋ࡚ࡢ⏕ࡁࡿ႐ࡧࢆᐇ

ࡀᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊᝈ⪅ࡢ㣗ᦤྲྀ㔞ࡀⰋࡃ࡞

ឤࡍࡿ᭱㔜せ࡞⾜Ⅽࡽ࠼ࠊࡑࡢ⾜Ⅽࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍ

ࡗ࡚ࡁࡓࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓ 167 ࡢ᭩ᘧࢆኚ᭦ࡋከ

ࡿ167ࢆࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤࡢ᭱ඃඛ㡯┠⨨࡙ࡅࡓࠋ

⫋✀࡛᭩ࡁ㎸ࡴࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࡓࡇ࡛ࠊᚑ᮶ࡼࡾ

ࡑࡇ࡛ࠊࡍ࡛άືࡋ࡚࠸ࡿ167ጤဨࢆᨵࡵ࡚ぢ┤ࡋࠊ

ࡶ 167 ㈨ᩱసᡂ㛫ࡀᖜ▷⦰ࡋࠊከࡃࡢ࢝ࣥࣇ

ົᒁࡽ⌧ሙࣉ࣮ࣟࢳࡋࡓࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓຠᯝ

ࣞࣥࢫ࣭ᅇデࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ⪃࠼

ࡢ࢘ࢺ࣒࢝ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿࠋ

ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊᦤ㣗ᶵ⬟⒪ἲ⟬ᐃ௳ᩘࡸᲷ࣋ࢵࢻ༢

࠙᪉ἲࠚ

౯ࡀୖ᪼ࡋࡓ⫼ᬒࡣࠊᝈ⪅ࡢᰤ㣴≧ែࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓ

ᅇ⌧ሙ࡛άືࡋ࡚࠸ࡃ 167 ࢆ㠃ⓗࢧ࣏࣮ࢺࡋ

ࡇ࡛ࠊᝈ⪅ࡢࣜࣁࣅࣜࡢカ⦎ࢆ✚ᴟⓗཷࡅࡽࢀࡿ

࡚࠸ࡃࡓࡵࠊࡲࡎົᒁ࡛࣓ࣥࣂ࣮ࢆᣍ㞟ࡋࢳ࣮࣒

ࡼ࠺࡞ࡗࡓࡶ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ⤒⟶ᰤ㣴

་⒪࣭ㆤ࡛⾜࠺᪉ྥᛶࢆỴࡵࠊᕤ⛬⾲ࢆసᡂࡋࠊձ

ࡽ⤒ཱྀᦤྲྀྍ⬟࡞ᝈ⪅ࡀቑ࠼ࡓ⫼ᬒࡣࠊカ⦎ࡢ

ἲேົᒁ࡛ࡢ 167 ጤဨࡢάືෆᐜࡢぢ┤ࡋղ⌧ሙ

ࡶṑ⛉⾨⏕ኈࡸࢣ࣮࣮࣮࣡࢝ࡼࡿཱྀ⭍⾨⏕ࡢ⟶⌮

ࢫࢱࢵࣇࡢ⿵ճࢳ࣮࣒་⒪᥎㐍ࡢࡓࡵࡢࢫࢱࢵࣇᩍ

ࡶධࡗ࡚࠾ࡾࠊࢥ࣓ࢹ࢝ࣝࡀ㐃ᦠࢆࡾྲྀࡾ⤌ࢇࡔ

⫱մከ⫋✀࡛ 167 ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ⾜ࡗ

ࡇࡀⰋ࠸⤖ᯝ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

ࡓࠋࡲࡓࢳ࣮࣒་⒪ㆤࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡢຠᯝࢆ

࠙⤖ㄒࠚ

ホ౯ࡍࡿࡓࡵ࢘ࢺ࣒࢝ᣦᶆࢆタᐃࡋࠊ⤖ᯝࢆホ౯

ົᒁࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ࠊデ⒪άືࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏

ࡍࡿࡇࡋࡓࠋᣦᶆࡋ࡚ࡣ 167 ࡢࢳ࣮࣒་⒪࣭

ࡋࠊࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊ་⒪ࢫࢱࢵࣇࡢࣔࢳ࣋

ㆤࡢྲྀࡾ⤌ࡳᮇ㛫ࡀ▷࠸ࡓࡵࠊձ167 ᑐ㇟⪅ࡢࣝࣈ࣑

࣮ࢩࣙࣥࢆᙉࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࢫࢱࢵࣇࡢ㈇ᢸ㍍ῶࠊ

್ࣥࡢኚղධ㝔ᝈ⪅ࡢᦤ㣗ᶵ⬟⒪ἲࡢ⟬ᐃⅬᩘࡢኚ

་⒪࣭ㆤࡢ㉁ࡢྥୖࡶ⧅ࡀࡾࠊ⮫ᗋ㠃ࡶ㐠Ⴀ㠃

ճධ㝔༢౯ࡢኚࡢ㸱Ⅼࡋࡓࠋࡲࡎࠊึࡵᑐ㇟

ࡶࡼ࠸⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋ

ࡋࡓࡢࡣࠊࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ 167 ࡢᑟධ

 ⌧ᅾࠊ167 ࡢᑐ㇟⪅ࡣྲྀࡾ⤌ࢇࡔᙜึࡢᝈ⪅ࡼࡾࡶ㔜

ࢆᙜ㝔࡛ࡶࡗࡶຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿᅇᮇࣜࣁࣅࣜᲷ

⪅ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛⤥㣗ጤクᴗ⪅ࡶࢳ

࡛⾜࠺ࡇࡋࡓࠋ

࣮࣒་⒪ຍࢃࡿࡼ࠺ࡋࠊࡼࡾᝈ⪅ࡢ❧ሙ࠶ࡗࡓ

࠙⤖ᯝࠚ

㐺ษ࡞㣗ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺㣗ᙧែࡢぢ┤ࡋࢆ⾜

167 ጤဨࡢάືෆᐜࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊ࠶ࡿ୍ᐃࡢ

ࡗ࡚࠸ࡿࠋᚋࡣࡇࡢ 167 άືࢆࡉࡽ㌶㐨ࡢࡏ

ຠᯝࡀࡍ࡛ࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢫࢱࢵࣇ㛫ࡢ㐃ᦠࡀ

㝔య࡛⾜࠺ࡼ࠺ࡋࠊࡲࡓ㏥㝔ᨭࢳ࣮࣒➼ࡢࡢ

༑ศ࡛࠶ࡿࡇࡀศࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᅇົᒁࡽ

ࢳ࣮࣒ࡶ❧ୖࡆ࡚ࠊ᭱⤊ⓗࡣࡍ࡚ࡢᴗົࢆࢳ࣮࣒

ࡢࣉ࣮ࣟࢳ࡛⎔ቃࡢᩚഛࢫࢱࢵࣇࡢᩍ⫱ࢆ✚ᴟⓗ

་⒪࣭ㆤࡢ⤒Ⴀᡭἲ࡛⾜࠸ࠊከ⫋✀ࡢ㐃ᦠࡀᅗࢀࡿ

⾜࠺ࡇࡼࡾࠊࢳ࣮࣒࡛་⒪࣭ㆤࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺

యไࢆᵓ⠏ࡉࡏ࡚࠸ࡃィ⏬࡛࠶ࡿࠋ

࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࡑࢀక࠸࢘ࢺ࣒࢝ホ౯ࡢ㡯┠
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ಂࣲހವѠଖѼೌѱњݎѝіжј̹ྶۅಸരљଖѼೌѲಂࣲ̹ȹ
ࠐ▼ᕝ᫂⨾ࠊ㛗㇂ᕝ⠇ᏊࠊᯘᏊࠊኳ㔝⿱ࠊ㰻⸨㈗⏕ 㸦⏣ᕝᕷ❧㝔 ᥋㐝ጤဨ㸧

࠙ࡣࡌࡵࠚ

┠ࡘ࠸࡚ࠊ᥋㐝ጤဨࡀホ౯ࡍࡿ㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᙜ㝔ࡣᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᆅ᪉බႠᴗἲࡢ㒊㐺ᛂ

᥋㐝ᨵၿࡢຠᯝࡢุᐃࡣᝈ⪅‶㊊ᗘㄪᰝ࡛⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ

࡞ࡾࠊ㝔ᴗ⟶⌮⪅ࡀ㝔⤒Ⴀࡢ㈐௵⪅ࡋ࡚ᑵ

ᝈ⪅‶㊊ᗘㄪᰝࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊእ᮶

௵ࡋࠊᮏ᱁ⓗ࡞⤒Ⴀᨵၿࡀጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋ㝔⤒Ⴀᨵ

ཬࡧධ㝔ᝈ⪅ࢆᑐ㇟  㐌㛫⛬ᗘ࡛⾜࠸ࡲࡋࡓࠋᖹᡂ

ၿࡋ࡚୰ᮇᴗィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊᐇ⾜ࡍࡁ㔜せ᪉

 ᖺࡽࡣᖺ  ᅇࠊᝈ⪅‶㊊ᗘㄪᰝᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㔪ࡢ୍ࡘࡋ࡚ᝈ⪅୰ᚰࡢ་⒪ࡢᐇ⌧ࠊ᥋㐝ࡢྥୖࡀ

ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺࡽ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚Ẽ࡙ࡁࢩ࣮

ᣲࡆࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ௨๓ࡢ᥋㐝ጤဨࢆ

ࢺࢆᑟධࡋ᭶㛫┠ᶆࢆタᐃࡋဨࡀព㆑ࡋ࡚㛵ࢃࢀࡿ

୍᪂ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶་ᖌࢆጤဨ㛗ࡋࠊ┳ㆤᖌࠊ

ࡼ࠺ࡋࡲࡋࡓࠋ

ࢥ࣓ࢹ࢝ࣝࠊົࡽጤဨࢆ㑅ฟࡋࡓ᪂ࡓ࡞᥋㐝ጤ



ဨࡀⓎ㊊ࡋࠊ㝔ࡢ᥋㐝ᨵၿྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

࠙⤖ᯝࠚ

⫋ဨ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ  ᖺ㛫ࡢ⤖ᯝࠊ㝔ࡢ᥋㐝ᑐࡋ

ᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡢ‶㊊ᗘㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛ࡣᖹᡂ  ᖺ

࡚㧗࠸ホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㡯┠ࠊኚࡋ

⾜ࢃࢀࡓ⤖ᯝẚ࡚᥋㐝ࡢ  ཎ๎㸦ᣵᣜ࣭ゝⴥ࡙

࡞ࡗࡓ㡯┠ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᅇࠊᙜ㝔ࡢ᥋㐝ጤဨ

࠸࣭⾲࣭㌟ࡔࡋ࡞ࡳ࣭ែᗘ㸧ࡣࡢ㡯┠࠾࠸࡚

ࡢάືෆᐜࠊᝈ⪅‶㊊ᗘㄪᰝࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡉࡏ

ࡶࠊⰋ࠸ࡢᅇ⟅ࡀ 㹼㸣ቑຍࡋࠊᝏ࠸ࡢᅇ⟅ࡣ

࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ

↓ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ୍᪉ࠊෆ⾲♧࣭ࣉࣛࣂࢩ㸫࣭Ύ



₩ࡉ࣭ᚅࡕ㛫࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠

࠙᪉ἲࠚ

ࡣࠊኚࡣぢࡽࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ

᥋㐝ጤဨࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡼࡾẖ᭶ጤဨࢆ㛤ദ
ࡋࠊ ᭶ࡽࡣ⥅⥆ࡋ࡚᥋㐝ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ


࠙⥲ᣓࠚ

ࣉࣟࡢእ㒊ㅮᖌࢆ࠾ᣍࡁࡋࠊ᥋㐝ጤဨࡶཧຍࡋ࡚

ᙜ㝔ࡣࠊ᥋㐝ጤဨࢆ୰ᚰࠊ⫋ဨ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ

㡬ࡁᣦᑟࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㝔⫋ဨࢆᑐ㇟

㌶㐨ࡾࠊ⫋ဨࡢ⾜ືኚᐜࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾ

ࡋࡓ᥋㐝◊ಟࡸྛ㒊⨫ࡼࡾ㑅ฟࡉࢀࡓ᥋㐝ጤဨᑐࡍ

ࡲࡋࡓࠋᚋࡣᨵၿࡀᚲせ࡞㒊ศ┠ࢆྥࡅࠊᝈ⪅‶

ࡿ᥋㐝◊ಟࡶᐃᮇⓗᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋጤဨ࡛ࡣࠊ

㊊ᗘㄪᰝ⤖ᯝ࣭⫋ဨࡢẼ࡙ࡁࢩ࣮ࢺࢆᇶࡉࡽᝈ⪅

⮬ᕫᨵၿࢩ࣮ࢺࢆᑟධࡋࠊẖ᭶ࡢྛ㒊⨫ࡢ┠ᶆ᥋㐝

୰ᚰࡢ་⒪ྥࡅ࡚ࠊ᥋㐝ྥୖດࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃

ጤဨࡢᐇሗ࿌᭩ࡢⓎ⾲࣭ホ౯ࢆ⾜࠸㒊⨫ホ౯㸦

࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

㒊⨫ࡘ࠸࡚ࠊ᥋㐝ࡢᇶᮏࡸᝈ⪅ࡢኌࡅ࡞  㡯
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ૉय़ѠႭ࠺ګᆏ࠽ࠖѠګથޮုѠॳ૰њല੨ȹ
ۑᆏඖ┿୍ࠊᇼ㞞அࠊྜྷỌᾈஅࠊⴗཎ㝯ࠊᒣୗṇ⟇ࠊ㸦་⒪ἲே⋢ᫀ㸧

䛆⫼ᬒ䛇㻌

䛆⤖ᯝ䛇㻌

ཌ⏕ປാ┬ࡢᖹᡂᖺࡢࠕ་ᖌ࣭ṑ⛉་ᖌ࣭⸆ᖌ

ᖹᡂ  ᖺධࡾຍᮌ

Ἠ㝔࠾࠸࡚ࡣᖖ་

ㄪᰝࠖࡼࡿࠊ㮵ඣᓥ┴యࡢ་ᖌᩘࡢ᥎⛣ࡣቑຍ

ᖌ  ྡࠊ㠀ᖖ་ᖌࡶᖹᡂ  ᖺ  ᭶௨㝆  ྡࡢ᥇⏝ࡀ

ഴྥ࠶ࡾࠊேཱྀேᙜࡓࡾࡢ་ᖌᩘࡣࠊᅜᖹᆒ

ฟ᮶ࡓࠋࡑࡢ  ྡࡢ㠀ᖖ་ᖌࡢ୰ࡣ௨๓ᙜ㝔࡛ᖖ

ࡢྡࢆୖᅇࡾࠊྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ㮵ඣᓥᕷ࠾

་ࡋ࡚ົࡋ࡚࠸ࡓ་ᖌࡸࠊᙜ㝔࡛  ᖺ௨ୖ๓

࠸࡚ࡣྡ࡛ᅜᖹᆒࢆࡣࡿୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ

Ꮫࡽࡢὴ㐵࡛ົࡋ࡚࠸ࡓ་ᖌࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ

ḟ་⒪ᅪ࠾࠸࡚ࡣࠊ㮵ඣᓥᕷࢆ୰ᚰࡍࡿ㮵ඣᓥ་

ࡲࡓࠊᆅඖᏛࡢ  ࡘࡢ་ᒁࡼࡾᙜ┤་ᖌ➼ࠊ㠀ᖖ

⒪ᅪࡢࡳࡀᅜᖹᆒࢆୖᅇࡾࠊ་ᖌࡀ㮵ඣᓥᕷෆ೫

་ᖌࡢὴ㐵ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ

ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢀ௨እࡢ་⒪ᅪ

ࡇࡢ⤖ᯝࠊ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼࡢ㊊⋡ࡣ 㸣

ࡣࡍ࡚ᅜᖹᆒࢆୗᅇࡾࠊ་ᖌ㊊ၥ㢟ࡀ῝้ࡋ

࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ࡛ 㸣ࡲ࡛ୖ

࡚࠸ࡿࠋᙜἲேࡀጸⰋᕷ࡛㐠Ⴀࡍࡿຍᮌ

᪼ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࢆᐇ⾜ࡍࡿ࠶ࡓࡾ⣙  

Ἠ㝔ࡶ

་ᖌ㊊ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡓ࡞་ᖌ☜ಖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

ࡢ⤒㈝ࡀࡗࡓࠋ㻌

ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ

䛆⪃ᐹ䛇㻌

䛆᪉ἲ䛇㻌

ᙜ་⒪ᶵ㛵࠾࠸࡚ࡣࠊᖖ་ᖌࡢᖹᆒᖺ㱋ࡀᖺࠎ

 ᚑ᮶ࡲ࡛ࡢ་ᖌ☜ಖࡢྲྀ⤌ࡳࡋ࡚ࡣࠊ⚟ཌ⏕㠃

ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋࡣ  ௦㹼 ௦ࡢⱝ࠸་ᖌࡢ᥇⏝ࢆ

ࡢᐇࢆ୰ᚰᖺ  ᪥㛫ࡢ᭷⤥ఇᬤ  㛫  ᪥

┠ᣦࡋࠊᖹᆒᖺ㱋ࢆ  ᖺ๓ྠỈ‽ࡢ  ṓࢆ୰ᮇ┠ᶆ

ᑐᛂᆺ㝔ෆクඣᡤࡢタ⨨ࠊ࠾ࡼࡧἲே㈇ᢸ࡛ࡢᏛཧ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧≧ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡔ⤂♫㢗ࡽࡊࡿ

ຍ㸦ᖺ  ᅇ㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

ࢆᚓ࡞࠸≧ἣ࠶ࡿࡀࠊ་ᖌ᥇⏝ࡢࡓࡵࡢᑓᚑ⫋ဨࡢ

 ᅇ᪂ࡓ࡞་ᖌ☜ಖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊձ┤᥋ⓗ࡞

㓄⨨ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽࡢᛂເࢆቑࡸࡍ➼ࡢᗈሗάື

་ᖌ☜ಖࣉ࣮ࣟࢳࠊղ་ᖌࡢᴗົ㈇ᢸ㍍ῶࡢࡓࡵࡢ

ࡶຊࢆὀࡂࠊ⤒㈝๐ῶྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆᐇ⾜ࡋ࡚

ࣉ࣮ࣟࢳࠊճ⚟ཌ⏕ᐇࡢࣉ࣮ࣟࢳࡘ࠸࡚ḟ

࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ࡢࡼ࠺࡞  ࡢᑐ⟇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡲࡓࠊᙜἲேᆅඖᏛ་ᒁࡢ㐃ᦠᙉᑐ⟇ࡋ

ձ┤᥋ⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࢳ

࡚ࠊἲேദࡢᐃᮇㅮ₇ࡸἲேධ♫ᘧࡢ≉ูㅮ₇ࡢ

࣭་ᖌ᥇⏝ࡢࡓࡵࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺཬࡧ㹂㹔㹂సᡂ

₇⪅ࡋ࡚ᣍ⪸ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀຍ࠼㛵ಀ་ᒁࡢዡ

࣭་ᖌ⤂♫ࡢ㐃ᦠᙉ

Ꮫᐤ㝃㔠ࡸ་ᒁദࡢྠ㛛➼✚ᴟⓗཧຍࡋࠊ

࣭ᙜ┤ࡸእ᮶デ⒪ࢆ⾜࠼ࡿ㠀ᖖ་ᖌࡢ✚ᴟⓗ࡞᥇⏝

ᚋࡶ㛵ಀᙉࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊᕞ

࣭ᆅඖᏛ་ᒁࡢゼၥᅇᩘࡢቑຍ

᪂ᖿ⥺ࡢ⥺㛤㏻ࡼࡾ༤ከ㹼㮵ඣᓥ୰ኸ㛫ࡣ  㛫

࣭ᆅඖᏛ་Ꮫ㒊ᩍ⫱Ჷෆࡢࢫ࣏ࣥࢧ࣮ᗈ࿌ࡢタ⨨

 ศᖜ⦰ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ㐃ᦠࡢྍ⬟ᛶࢆᶍ⣴ࡋࡓ

ղᴗົ㈇ᢸࡢ㍍ῶ

࠸ࠋ

࣭ࢳ࣮࣒་⒪࣭ㆤࡢ᥎㐍

᭱ᚋࠊຍᮌ

Ἠ㝔ࡣ  ᖺᚋࢆ┠㏵᪂⠏⛣㌿

࣭་⒪ࢡ࣮ࣛࢡࡢ㓄⨨

ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ་⒪ᅪࡢᛴᛶᮇ㝔࠾࠸࡚ࡣ་

ճ⚟ཌ⏕ࡢᐇ

ᖌࡢ㧗㱋ࡸ་ᖌ㊊ࡢࡓࡵࠊᚋᛴᛶᮇ་⒪ࢆ⥆ࡅ

࣭┴እࡼࡾ㉱௵ࡉࢀࡿ་ᖌࡢᨭ

ࡿࡇࡀᅔ㞴࡞㝔ࡶฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ

࣭㹃㹒㹁࣮࢝ࢻࡢᨭ⤥

ࡋ࡚ᛴᛶᮇࡽᅾᏯࡲ࡛ࡢࢩ࣮࣒ࣞࢫ࡞་⒪ࡀᥦ౪࡛

࣭ᙜ┤ᐊࡢࣜࣇ࢛࣮࣒

ࡁࡿࡼ࠺ࠊᚋᙜ㝔ࡀᛴᛶᮇ་⒪ࡢ୍㒊ࢆᢸ࠺ࡇ

࣭ᙜ┤ᡭᙜࡢぢ┤ࡋ

ࡶண

࣭㣗௦ࡢ↓ᩱ

ど㔝ධࢀ࡞ࡀࡽࠊ་ᖌࡸ་⒪ᚑ⪅ࡀ㞟ࡲࡿ㨩ຊ࠶



ࡿ᪂㝔ࡋࡓ࠸ࠋ㻌
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ྶۅѝмуѽनۨҧҩҶӐѠඛȹ
ࠐすᒣ  ㅬ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
㤿ሙᅬ ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧

ᖹᡂ  ᖺᗘᖹᡂ  ᖺᗘࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࡛ࡣࠊ
ࠕᩆ

㍑ࠖ
ࠕデ⒪⛉ูᐇ⦼㔠㢠ẚ㍑ࠖࡽጞࡲࡾࠊ
ࠕデ⒪  ༊

ᛴ࣭⏘⛉࣭ᑠඣ࣭እ⛉➼ࡢ་⒪ࡢᘓࠖཬࡧࠕ㝔

ศᐇ⦼㔠㢠ẚ㍑ࠖධࡿࠋデ⒪  ༊ศࡣࠊ
ࠕᇶᮏデ⒪

ົ་ࡢ㈇ᢸࡢ㍍ῶࠖࡀᨵᐃࡢ㔜Ⅼㄢ㢟࡞ࡾࠊᛴᛶᮇ

ᩱࠖ
ࠕฎ᪉ࠖ
ࠕὀᑕࠖ
ࠕฎ⨨࣭ᡭ⾡࣭㯞㓉ࠖ
ࠕ᳨ᰝࠖ
ࠕ⏬ീࠖ

㝔᭷࡞デ⒪ሗ㓘ࡢᨵᐃࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊ$

ࠕࡑࡢ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ༊ศࡼࡗ࡚ࠊ⤒Ⴀᙳ㡪ࢆ

Ꮫ㝔ࡢ⤒Ⴀ≧ἣ࠾࠸࡚ࠊᡭ⾡௳ᩘࡢቑຍ࡞ࡢ

ཬࡰࡍデ⒪㡯┠ࢆ᫂☜࡛ࡁࡿ࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࠋ

⤒Ⴀດຊࡼࡾࠊධࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ

ࡇࢀࡼࡗ࡚ࠊヲ⣽࡞ࠕデ⒪⾜Ⅽᐇ⦼㔠㢠ẚ㍑ࠖ⾜࠺

ᨭฟࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡶ࠶ࡾࠊ⣧┈ࡣධకࡗ

ࡇࡶྍ⬟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕデ⒪⾜Ⅽᐇ⦼㔠㢠ࠖࡀⴭࡋ

࡚ቑຍࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋデ⒪⌧ሙࡣࠊධࡣព㆑ࡉࢀ࡚࠸

ࡃ㧗࠸ሙྜࡣࠊ
ࠕデ⒪⛉ูᐇ⦼㔠㢠ẚ㍑ࠖ࠾࠸࡚ᙳ

ࡿࡀࠊᨭฟ㛵ࡋ࡚ࡣ᫂☜ᢕᥱࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ୍

㡪ࡢࡁࡉࡢᐃ㔞ࢆ⾜࠺ࡇࡶྍ⬟ࡋࡓࠋ

⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ┈ࡀቑຍࡋ࡚࠸࡞࠸ཎᅉ

ᨭฟ࠾࠸࡚ࡣࠊデ⒪⛉ࡈࡢデ⒪ᐇ⦼㢠ᑐࡋ࡚ࠊ

ࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࡢࢥࢫࢺ๐ῶࡸຠ⋡㛵ࡍࡿሗ

་⸆ရᮦᩱ࡛ࡢᨭฟ㔠㢠ࢆᢳฟࠊศᯒࠊ⤒㈝⋡ࡢఙ

ࢆデ⒪⌧ሙᥦ౪ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝ

ࡧࡢィ

ࢸࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ་⸆ရ་⒪ᮦᩱ㈝࡛ᵓᡂࡍ

㢠ࡢቑຍせᅉࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ

ࡿデ⒪⤒㈝⋡㛵ࡍࡿᨭᨵၿࡢࡓࡵࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋

ࡓࠋ

ࢫࡢᵓ⠏ࠊศᯒࠊྍどࡢ᪉ἲ㛵ࡍࡿ࣐ࢽࣗࣝࢆ

ࢆ⾜࠺ࡇࡶྍ⬟ࡋࠊ㠀ಖ㝤ㄳồᮦᩱᐇ⦼

ࠕ㝔㛗ࣄࣜࣥࢢ࡛ࠖࡣࠊ'3& ࢹ࣮ࢱศᯒࡍࡿ㝿

సᡂࡍࡿࡇࢆ◊✲┠ⓗࡋࡓࠋ

ࠕᅾ㝔᪥ᩘࠖࠕデ⒪⾜Ⅽヲ⣽ศᯒࠖࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ

࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ

ࢹ࣮ࢱࡀ࢚ࣅࢹࣥࢫࡋ࡚ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⤒Ⴀᡓ␎࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕධ࠾ࡅࡿᡓ␎ࠖࠕᨭฟ

࠙⪃ᐹࠚ

࠾ࡅࡿᡓ␎ࠖࡢどⅬࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕධ࠾ࡅࡿᡓ

ᅇࡢ࣐ࢽࣗࣝࡢ≉ᚩࡣࠊデ⒪⤒㈝⋡ࢆᢕᥱࡋࠊ

␎ࠖࡢෆᐜࡣࠊձᅾ㝔᪥ᩘࡢ▷⦰ࠊղᗋ✌ാ⋡ࡢྥ

ࡑࡢሗࢆデ⒪⌧ሙࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇࡀྍ⬟

ୖࠊճᡭ⾡௳ᩘࡢቑຍࠊմデ⒪࠾ࡅࡿ≉ᚩࡢᙉࠊ

࡞ࡗࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࣐ࢽࣗࣝࡼࡾᡭ㡰ࡶ

յᑓ㛛እ᮶ࡢᑐ⟇ࡋࡓࠋ
ࠕᨭฟ࠾ࡅࡿᡓ␎ࠖࡢෆᐜ

☜❧ࡉࢀࡓࡓࡵࠊసᴗຠ⋡ࡶᨵၿࡋࡓࠋᏛ㝔࠾

ࡣࠊձ་⸆ရࡸ་⒪ᮦᩱ࡛ࡢ㐺ṇ⏝ࡢ┘どࠊղࢪ࢙

࠸࡚ࡶࠊデ⒪⛉༢࡛ศᯒࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ'3& ࡢᝈ

ࢿࣜࢵࢡࢩࣇࢺࡢಁ㐍ࠊճ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡ࠾ࡅࡿ౯᱁

ࡈ࡛ศᯒࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࠕデ⒪⾜Ⅽヲ⣽ศᯒࠖ

పῶࠊմྠࡌຠᯝᮦᩱࡢ⤫୍ࡢᑐ⟇ࡋࡓࠋ࣐ࢽࣗ

 '3& ูศᯒࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡛ࠊ⤒Ⴀᨵၿࡘ࡞

࡛ࣝࡣศᯒసᴗ㛵ࡋ࡚ࡣࠊձࢦ࣮ࣝ࡞ࡿࠕ࠶ࡿ

ࡀࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ

ࡁጼࠖࡢ᫂☜ࠊղࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ࠊճ⤒Ⴀศ

ఱࡼࡾデ⒪⌧ሙࢫࢱࢵࣇᑐ➼ࡢពぢࡀᐇ⌧ࡋࠊ

ᯒᴗົࡢ᪉ἲࠊմศᯒ⤖ᯝࡢデ⒪⌧ሙࡢࣇ࣮ࢻࣂ

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ✚ᴟⓗ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡗ

ࢵࢡࠊյྛデ⒪⛉ࡢデ⒪⾜Ⅽࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡘ࠸࡚

ࡓࠋពᚿࡢ㏻ࡀᅗࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࡇࡣᐇ࡛࠶ࡿࠋ

㔜Ⅼⓗグ㍕ࡋࡓࠋ

ࡑࡋ࡚ࠊࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊデ⒪⛉ෆࡢ࿘

࠙⤖ᯝࠚ ࣐ࢽࣗࣝࡣභ㒊ࡢᵓᡂࡽ࡞ࡿࠋձ$ Ꮫ

▱ࢆࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓᐇឤࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ

㝔ࡢண⟬ᵓ㐀ղධ㛵ࡍࡿศᯒ᪉ἲճᨭฟ㛵ࡍ

ᚋ࠾࠸࡚ࠊሗࢆデ⒪⌧ሙබ㛤ࡋࡘࡘࠊศᯒ

ࡿศᯒ᪉ἲմศᯒࢶ࣮ࣝյከ㠃ⓗ࡞ศᯒ᪉ἲն᪩ぢ୍

⪅デ⒪⌧ሙࡢ᪉ࡼࡿࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉࡀᚲせ

ぴ⾲࡛࠶ࡿࠋ

⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⥅⥆ࡋ࡚࣐ࢽࣗࣝࢆ᭦᪂ࡍࡿᚲせ

≉ᚩⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜࡢ୍ࡘࠕධ㛵ࡍࡿࢻࣜ
ࣝࢲ࢘ࣥศᯒࠖࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
ࠕධ㝔యᐇ⦼㔠㢠ẚ

ࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ㐺ษ࡞᭦᪂ࣉࣛࣥࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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໘ۅѠॄҒӛӆӏӣඍоছ࠺৶ᆺଂণᎋ༑Ѡ໘ۅ໖఼̚ȹ
໘ګۅᆏ྇ѝᄫкѽ۪ࢻѝࠖыѽड़ࢂȹ
ۑబ⸨᫂ᏹ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
㤿ሙᅬ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧

࠙┠ⓗࠚ
ㄗᄟᛶ⫵⅖ࡣࠊ⣽⳦ࡀၚᾮࡸ⫶ᾮඹ⫵ὶࢀ
㎸ࢇ࡛⏕ࡌࡿ⫵⅖࡛ࠊᚋᮇ㧗㱋⪅ࡣ⏕⌮ᶵ⬟ࡀపୗࡋ
࡚࠸ࡿࡇࡀከࡃࠊపᰤ㣴≧ែ࡛࠶ࡿࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࡓ
ࡵࠊ⨯ᝈࡋࡸࡍ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ≉㧗㱋⪅ࡢపᰤ㣴≧
ែࡣ㝔ෆឤᰁࡢ⨯ᝈࠊ㞴ࡼࡿධ㝔᪥ᩘࡢ㛗ᮇࠊ
ධ㝔་⒪㈝ࡢቑຍ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲ࡣᚋᮇ㧗㱋⪅ࡢㄗᄟᛶ⫵⅖ᝈ⪅ࢆ◊✲
ᑐ㇟ࡋࠊపᰤ㣴ࢆᢕᥱࡍࡿᣦᶆࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿ⾑Ύ
ࣝࣈ್࣑ࣥ㸦௨ୗ ALB ್㸧ࢆ⏝࠸࡚ධ㝔᪥ᩘධ㝔་
⒪㈝࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋ
࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ
㸿㝔ࡢ DPC ࢹ࣮ࢱཬࡧ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࢹ࣮ࢱࢆ⏝

⾲㸰ධ㝔་⒪㈝ᑐࡍࡿྛኚᩘࡢᙳ㡪ᗘࢆ㔜ᅇᖐศ

ࡋ 2012 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥௨㝆ධ㝔ࠊ2013 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥㎾

ᯒ᳨࡛ウࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋධ㝔་⒪㈝࠾࠸࡚ࡣධ

㏥㝔ࡋࡓ 75 ṓ௨ୖ࡛ࠊධ㝔ࡢዎᶵཬࡧ᭱ࡶከࡃࡢ་⒪

㝔 ALB ್ 2.4g/dl ௨ୗࠊᩆᛴᦙ㏦᭷ࠊධ㝔๓ࡢᡤᅾ

㈨※ࢆᢞධࡋࡓയྡࡀㄗᄟᛶ⫵⅖㸦ICD10 ࢥ࣮ࢻ

ࡀタ࡛ࡣᑐ↷ẚ㍑ࡋ᭷ព㧗ࡃࠊデ⒪⛉ࡀ྾

J690㸧ࡢᝈ⪅ࢆᢳฟࡋࡓࠋࡲࡎࠊධ㝔 ALB ್ධ㝔

ჾෆ⛉ࡢሙྜ࡛ࡣᑐ↷ẚ㍑ࡋ᭷ពపࡃ࡞ࡿࡇࡀ

᪥ᩘཬࡧධ㝔་⒪㈝ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵ

᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

Kruskal-Wallis ᳨ᐃࢆ⾜࠸ࠊḟࠊධ㝔᪥ᩘࠊධ㝔་
⒪㈝ࢆ┠ⓗኚᩘࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊධ㝔 ALB ್ࠊᩆᛴ
ᦙ㏦ࠊධ㝔๓ࡢᡤᅾࠊධ㝔ព㆑㞀ᐖࠊデ⒪⛉ࢆㄝ
᫂ኚᩘࡋ࡚ࠊ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⏝࠸࡚ゎᯒࡋࡓࠋ
࠙⤖ᯝࠚ
ヱᙜ௳ᩘࡣ 105 ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ⏨ᛶ 70 ௳(66.7%)ࠊዪ
ᛶ 35 ௳(33.3%)࡛ࠊᖺ௦ู࡛ࡣ 70 ṓ௦ࡀ 24 ௳㸦22.9%㸧ࠊ
80 ṓ௦ࡀ 59 ௳㸦56.2㸣㸧ࠊ90 ṓ௦௨ୖࡀ 22 ௳㸦20.9㸣㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋධ㝔᪥ᩘࡢᖹᆒ್ࡣ 15.4 ᪥ࠊ୰ኸ್ࡣ 13
᪥࡛ࠊධ㝔་⒪㈝ࡢᖹᆒ್ࡣ 871,734 ࠊ୰ኸ್ࡣ
801,790 ࡛࠶ࡗࡓࠋKruskal-Wallis ᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊධ
㝔 ALB ್ධ㝔᪥ᩘཬࡧධ㝔་⒪㈝࠾࠸࡚᭷ព
࡞㛵㐃ࢆㄆࡵࡓࠋḟධ㝔᪥ᩘᑐࡍࡿྛኚᩘࡢᙳ㡪

࠙⪃ᐹࠚ

ᗘࢆ㔜ᅇᖐศᯒ᳨࡛ウࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲㸯♧ࡋࡓࠋධ㝔

ᅇࡢ◊✲ࡼࡾධ㝔๓ࡢᰤ㣴≧ែࡀ⤡せᅉࢆ⪃

 ALB ್ 2.4g/dl ௨ୗࠊᩆᛴᦙ㏦᭷࡛ࡣᑐ↷ẚ㍑ࡋ

៖ࡋ࡚ࡶࠊධ㝔᪥ᩘධ㝔་⒪㈝ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇ

᭷ព㛗ࡃ࡞ࡾࠊධ㝔๓ࡢᡤᅾࡀタࡢሙྜ࡛ࡣᑐ↷

ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋᚋᮇ㧗㱋⪅ᑐࡍࡿㄗᄟᛶ⫵⅖ண

ẚ㍑ࡋ᭷ព㛗ࡃࠊ㏫་⒪ᶵ㛵࡛ࡣ᭷ព▷࠸ࡇ

㜵ࡢಁ㐍ᐃᮇⓗ࡞ᰤ㣴ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡀ᳨ウࡉࢀࡿ

ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊデ⒪⛉ࡀ྾ჾෆ⛉ࡢሙྜ

ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࡣᑐ↷ẚ㍑ࡋ᭷ព▷࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
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ු৶ᆺݳѝмуѽੑࠅত҄кѽకᅈӇӝҠәӐѠඛѝујȹ
ۑすᒣࡺࡾ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫᑓᨷ㸧
㤿ሙᅬ᫂ 㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ㺃⟶⌮Ꮫㅮᗙ㸧

࠙ࡣࡌࡵࠚ
 ࢃࡀᅜࡣࠊୡ⏺㢮ࢆࡳ࡞࠸ᛴ⃭࡞㧗㱋ࡢ㐍ᒎ
ࡼࡾࠊಖ་⒪⚟♴ᨻ⟇࠾ࡅࡿࡁ࡞㌿Ⅼ❧ࡓ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ┳ㆤࢆᚲせࡋ࡚࠸ࡿேࠎࡢᛴቑᑐࡋ
࡚ࡣࠊ᪤Ꮡࡢ┳ㆤᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒ࠊࡍ࡞ࢃࡕᲷ࠶ࡿ࠸
ࡣእ᮶ࡔࡅ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ᝈ⪅ࡢ⮬Ꮿࠊ┳ㆤ࣭ㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿゼၥ┳ㆤ
ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡛┳ㆤ⫋ࡀᚲせࡉࢀࡿ┳ㆤࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆᒆࡅࡿ࠸ࡗࡓ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆᯝࡓࡏࡿࡼ࠺ࠊ㉸㧗
㱋♫ᑐᛂࡍࡿࡃ┳ㆤࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ
⠏ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡣႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᅾᏯ┳ㆤࡢᩍ
⫱㛵ಀࡍࡿࠕᅾᏯ┳ㆤㄽࠖࡣタෆࡔࡅ࡛࡞ࡃᆅᇦ
࡛ࡶά㌍࡛ࡁࡿ┳ㆤ⫋ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࢆ≺࠸ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ♫ಖ㞀ไᗘࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࠊࡑࡢᆅᇦ
ࡢ㈨※ࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᅾᏯ┳ㆤࡢᑐ㇟⪅㐺ษ
࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᒆࡅ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ
㝔㝃ᒓࡢ┳ㆤᖌ㣴ᡂᡤ㌟ࢆ࠾࠸࡚࠸ࡿ❧ሙࡽࠊ
ᝈ⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࠊᝈ⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃࠊṧᏑᶵ
⬟ࡢά⏝ࠊᝈ⪅ࡢ⏕άࡢ⥅⥆ᛶࢆᨭࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿ┳ㆤᖌࡢேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࡇࢆ◊
✲┠ⓗࡍࡿࠋ
࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ
 ศ┴ูᗓᕷᡤᅾࡍࡿ $ 㝔ົࡍࡿᅾᏯ┳ㆤ
ㄽࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸┳ㆤᖌ  ྡ
◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⏬
 $ ᰯ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿᅾᏯ┳ㆤㄽࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡶ
ࠊᐇ⩦タᥦᦠࡋ࡚◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࠋㄢ
㢟ᢳฟ࡛ 6:27 ศᯒࢆ⏝࠸ࡓ
㻌
㻿䠖ᙉ䜏㻌
㼃䠖ᙅ䜏㻌

ෆ㻌
㻌
㒊㻌
㻌
⎔㻌
㻌
ቃ㻌

㻌

䞉㝔㝃ᒓ䛾㣴ᡂᡤ䛷䛒
䜚䚸⮫ᗋ䛾༠ຊ䛜ᚓ䜔
䛩䛔㻌
䞉ᆅᇦ㐃ᦠᐊ┳ㆤᖌ䜔ᑓ
ᚑ䛾ㄆᐃ┳ㆤᖌ䛾㓄⨨
䛜䛥䜜䛶䛔䜛㻌
䞉ྠ❆⤌⧊䛜䛒䜛㻌
䞉᪤Ꮡ䛾┳ㆤᖌᩍ⫱䜹䝸
䜻䝳䝷䝮䛜䛒䜛㻌
䞉ᩍᮦ䚸ᐇ⩦⎔ቃ䛜ᩚ䛳
䛶䛔䜛㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻻䠖ᶵ㻌

䞉⌧ᅾ䚸䝸䜹䝺䞁䝖ᩍ⫱䜢
⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
䞉ົ㛫እ䛾◊ಟ䛻䛺
䜛䛸䚸⏬⪅䛻㈇Ⲵ䛜䛛
䛛䜛㻌
䞉㻭 㝔┳ㆤᖌ䛾䠍㻛䠐䛜
ᅾᏯ┳ㆤㄽ䜢Ꮫ䜣䛷䛔
䛺䛔㻌
䞉ᅾ㝔᪥ᩘ 㻥㻜 ᪥㉺䛘䛾
ᝈ⪅䛾㏥㝔ᨭ䛜༑
ศ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㼀䠖⬣ጾ㻌

䞉㛵㐃ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ䛜䛸䜚 䞉ᅾ㝔᪥ᩘ䛜㛗䛟䛺䜛䛸デ
䜔䛩䛔䠄㝔䞉ゼၥ┳ㆤ
⒪ሗ㓘䛜ୗ䛢䜙䜜䛶䛔
እ㻌
䝇䝔䞊䝅䝵䞁䞉ಖ䝉䞁
䜛䚹㻌
㒊㻌
䝍䞊䠅㻌
䞉ᗋ✌ാ⋡䛜ୗ䛜䜛ྍ
⎔㻌
䞉䠎䠌䠍䠎デ⒪ሗ㓘䞉ㆤሗ
⬟ᛶ䛜䛒䜛㻌
ቃ㻌
㓘ᨵᐃ䛷ゼၥ┳ㆤ䛜ホ 㻌
౯䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㸬ࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ
 ࢫࢸࢵࣉ㸯ࠊࢫࢸࢵࣉ㸰ࡢ  ࢥ࣮ࢫࢆタᐃࡋࡓࠋ 
ࢫࢸࢵࣉ㸯ࡣࠊᲷ┳ㆤᖌࡀࠊᅾᏯ࡛㐣ࡈࡍᝈ⪅ࡀ
ᑛཝࡢ࠶ࡿ⮬❧ࡋࡓ⏕άࢆࠊ⥅⥆ᛶࢆᣢࡗ࡚⏕ά࡛ࡁ
ࡿࡇࢆ࣓࣮ࢪࡋࠊ♫㈨※ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ᪩ᮇ
ࡽ㏥㝔ᨭ࣭ㄪᩚࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ┳ㆤᖌࡢ▱㆑ྥୖ
ࢆᅗࡿ◊ಟࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋᏛࡪෆᐜࡣࠊ᭱㏆ࡢ་
⒪ࠊ┳ㆤࡢືྥࠊ$ ᰯᅾᏯ┳ㆤㄽᴫせࠊ㧗㱋⪅┳ㆤᚲ
せ࡞♫㈨※ࡢά⏝ࡸᆅᇦ㐃ᦠ࣭⥅⥆┳ㆤࠊ㏥㝔ᨭ
㛵ࢃࡿデ⒪ሗ㓘ࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ≉ᛶࡸᴗ
ົෆᐜࠊពぢࡋࡓ
 ࢫࢸࢵࣉ㸰ࡣࠊᅾᏯ⒪㣴ᚲせ࡞┳ㆤࡢどⅬࢆ㌟
ࡘࡅࠊᥦ౪ࡍࡿ┳ㆤࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢྠ⾜ゼၥ
ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ⏕ά⪅ࡢどⅬ࡛ຓࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࠊᐇ㝿Ჷ࡛┳ㆤࢆᥦ౪ࡋࡓࡇࡢ࠶ࡿᑐ㇟⪅ࡸ
ࡑࡢᐙ᪘ࡢᨭࢆ⾜࠸ࠊሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇࡼ
ࡾࠊ㏥㝔ᣦᑟࡀᙺࡓࡗࡓࡢࢆホ౯ࡍࡿࠋࡲࡓࠊゼ
ၥ┳ㆤᖌᅾᏯ┳ㆤࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿពぢࢆ⾜࠺ࠋ
࡞࠾ࠊࡀࢇ⒪ࡸ≉Ṧ࡞ฎ⨨ࢆᚲせࡍࡿᑐ㇟⪅ࡣ
ㄆᐃ┳ㆤᖌࡀྠ⾜ࡍࡿࠋ
࠙⪃ᐹࠚ ࡇࡢ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏬ࠊᐇࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊ㝔࣭Ꮫᰯ࣭㛵㐃タࡢ㐃ᦠࡀ῝ࡲࡾࠊ┳ㆤ
ேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ゼၥ┳ㆤࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡾࠊᝈ⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭ࠼ࡿ㏥㝔ᨭ
ࡀ࡛ࡁࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋேཱྀᵓ㐀ࡢኚ
కࡗ࡚⏕ࡌࡿ་⒪ᥦ౪యไࡢᙳ㡪ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ┳
ㆤᖌࡢᙺࡢ୰࡛ࡶࠊ≉་⒪ᶵ⬟ࡢศక࠺㏥㝔
ㄪᩚᶵ⬟ࡢᙉࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ㝔ࡢ㏥㝔ㄪᩚ㒊㛛ࢆ
୰ᚰࡋࡓㄪᩚࡽࠊᆅᇦయ࡛ㄪᩚࡍࡿ᪉ྥࡁ
ࡃ㌿ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᛴᛶᮇ㝔࡛ࡣࠊ
ධ㝔ࡍࡿ $'/ ࡀⴭࡋࡃపୗࡋࠊ≧ࡶⴠࡕ╔࠸࡚࠸
࡞࠸ࡢࠊ㏥㝔ࢆ࿌ࡆࡽࢀᝈ⪅ࡸᐙ᪘ࡶᏳࡀࡁࡃࠊ
㏥㝔ㄪᩚࡶᅔ㞴ࡉࢆឤࡌࡿࡇࡀከ࠸ࠋᚋࠊ㹎㹂㹁
㸿ࢧࢡࣝࢆᅇࡋ࡞ࡀࡽࠊᅾᏯ┳ㆤࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊᝈ
⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭ࠼ࠊ⮬ᕫỴᐃࠊṧᏑᶵ⬟ࡢά⏝ࠊ⏕άࡢ
⥅⥆ᛶࢆᨭ࡛ࡁࡿ┳ㆤᖌ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏ࢆᅗ
ࡾࡓ࠸ࠋ
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୍⯡ཱྀ㢌Ⓨ⾲㹁

ॻݮતѝмуѽёќඏڮ၃߇ҡҒҧҩҶӐ̞৶ᆺଂॊৃңӏӕһҶғѠ૰ॳ҄ცનщјȹ
ࠐᏳ㒊⏣ඃ 㔝ᮏ┿⌮Ꮚ ᴬဴ ❑⏣ᫀ⾜ ἼከᩗᏊ 㸦ᰴᘧ♫ࣉࣛࢫࢿࢵࢺ㸧

【背景】
 ᪥ᮏࡢ㧗㱋ࡢ㐍⾜ࡣᛴ㏿࡛࠶ࡾࠊ≉ࡸ㞀ᐖ

‶ࡓࡍࠖࡶࡢࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㸰㸬」ྜタࣁ࣐࣮ࢺ᱓ࡢᐇࡢ⌧≧ㄢ㢟

ࡢࣜࢫࢡࡢ㧗࠸  ṓ௨ୖࡢᚋᮇ㧗㱋⪅ࡀᛴቑࡋࠊࡑࢀ
ࢆᨭ࠼ࡿ⏕⏘⪅ேཱྀࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࠋ᪥ᮏయ࡛ࡣࠊ

㸦㸯㸧ࣁ࣐࣮ࢺ᱓ࡢᐇࡘ࠸࡚

 ᖺࡽ  ᖺᚋᮇ㧗㱋⪅ࡣ  ேࡽ

ࣁ࣐࣮ࢺ᱓ࡢᐇࡣ -5 ྂ㈡㥐ࡽᚐṌ  ศࡢ⨨

 ே  ேቑຍࡋࠊ ಸ࡞ࡿࠋࣁ࣐࣮

࠶ࡿఫᏯᆺ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࡛࣍࠶ࡾࠊ 㝵㏻ᡤㆤࠊᆅ

ࢺ᱓ࡢᐇࡀ࠶ࡿྂ㈡ᕷࡣேཱྀ  ேࠊ㧗㱋⋡

ᇦὶࢭࣥࢱ࣮ࠊ 㝵  ᐊࡢᒃᐊ㸦 ᐊࡣኵ፬㒊ᒇ㸧
ࠊ

㸣ࠊᚋᮇ㧗㱋⪅ࡣࠊ ே㸦 ᖺ㸧ࡽ 

 㝵  ᐊ㸦ᐊಶᐊ㸧ࢆࡶࡘ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍ࢆ᰾

ே㸦 ᖺ㸧  ேቑຍࡋ  ಸ࡞ࡿࠋᨻᗓࡣ

ࡋࡓ」ྜタ࡛࠶ࡿࠋ⏝ᩱ㔠ࡣẖ᭶  㸦ᐙ㈤

ࡇࡢᛴ㏿࡞㧗㱋ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊྍ⬟࡞㝈ࡾఫࡳ័

 ࠊ㣗㈝  ࠊ⟶⌮㈝  㸧ࠊධᒃ୍㔠

ࢀࡓᆅᇦ࡛⏕άࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ໟᣓⓗ࡞ᨭ࣭ࢧ࣮ࣅ

 ࡛ࠊㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫࢆά⏝ࡋ⏕άࡍࡿࠋ

ࢫᥦ౪యไࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࠕᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࠖ

㸦㸰㸧ධᒃ≧ἣ

ࢆᬑཬࡋ࡚࠸ࡃ᪉㔪࡛࠶ࡾࠊㆤಖ㝤࡛᫂グࡉࢀࡓࠋ

 ᱓ࡢᐇࡣ  ᖺ  ᭶㛤ᴗࡋࠊ ᖺ  ᭶࡛  ᖺ

୍᪉ࠊḢ⡿࡛ࡣ㧗㱋ᑐ⟇ᑐࡋ࡚ࠊඛ㐍ⓗヨࡳࡀᬑ

༙ࡀ⤒ࡗࡓࠋ ᭶ᮎ⌧ᅾ࡛ࠊධᒃ⪅ࡣ  ྡ㸦ධᒃ⋡

ཬࡋࠊ⡿ᅜࡢ &&5& ᪥ᮏྡࢆ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸ

㸣㸧࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾ᱓ࡢᐇ࡛ࡣࠊ 㝵ࢆㆤᗘࡢ㧗࠸᪉

ࡍࡿ㸧ࡣ⥅⥆ࡋࡓࢣࡢᥦ౪࠸࠺⌮ᛕ࡛ከࡃࡢᐇ⦼

୰ᚰ࡛ᖹᆒせㆤ ࠊ 㝵ࡣㆤࢽ࣮ࢬࡢప࠸᪉୰ᚰ

ࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊྂ㈡ᕷᖺ  ᭶࣮࢜ࣉ

࡛ᖹᆒㆤ  ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ&&5& ࡢᨭᆺఫᏯࠊ

ࣥࡋࡓ」ྜタࠕࣁ࣐࣮ࢺ᱓ࡢᐇࠖࡢᐇ⦼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ

ㆤᆺఫᏯࡢ⪃࠼᪉ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏨ዪẚࡣࠊዪᛶࡀ

ྂ㈡ᕷ࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸᵓ⠏ࡢྍ⬟ᛶ

 ྡ㸦㸣㸧ࠊ⏨ᛶࡀ  ྡ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᖹ

ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᆒᖺ㱋ࡣ  ṓ࡛࠶ࡗࡓࠋ

【方法】

㸦㸱㸧་⒪ࡢ㐃ᦠࠊ┳ྲྀࡾࡘ࠸࡚

ᮏ◊✲࡛ࡣࠊఫᏯᆺ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍ࢆ᰾ࡋࡓ」ྜ

 ධᒃ⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ  ṓ࡛」ᩘࡢࢆᣢࡕࠊࡑࢀ

タࣁ࣐࣮ࢺ᱓ࡢᐇࡢ㸯ᖺ༙ࡢ㐠Ⴀᐇ⦼ࠊࡑࡢ୰

క࠸ከ✀࣭ከࡢ᪉ࡀࢇ࡛࠶ࡿࠋ་⒪ⓗ࡞ᛴ

࡛ྠᐃ࡛ࡁࡓㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ᪂

ኚࡣࠊ㇏㈨ࢢ࣮ࣝࣉࡢຍ㔝ࢡࣜࢽࢵࢡࠊゼၥ┳ㆤ

ࡓ࡞ᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒࠸࠼ࡿ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗ

ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸࡲࡧࡇ㐃ᦠࢆࡾࠊᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢽࢸࢆྂ㈡ᕷ࡛ᵓ⠏ࠊᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࡇࢀࡽ

ኪ㛫῝ኪࡣࠊ 㝵ࠊ 㝵ࡢኪㆤ⫋ဨࡣࠊ࢜ࣥࢥ࣮ࣝ

ࡢㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ

యไࢆࡗ࡚࠸ࡿゼ┳ࡸࡲࡧࡇ㐃⤡ࢆྲྀࡾࠊ་ᖌࠊ

【結果・考察】

┳ㆤᖌࡢᣦ♧ࢆ௮ࡂᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ  ᖺ༙࡛ࠊ

㸯㸬㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟

ྡࡢ᪉ࡀ࠾ஸࡃ࡞ࡾ࡞ࡾࠊࡇࡢ࠺ࡕ  ྡࡣᐙ᪘ࡢᕼ

 &&5& ࡣࠊ
ࠕ⥅⥆ࡋࡓࢣࠖ࠸࠺⌮ᛕᇶ࡙࠸࡚ࠊ

ᮃ࡛᱓ࡢᐇ࡛┳ྲྀࡾࢆ⾜࡞࠸ࠊ ྡࡣ㝔࡛Ṛஸࡉࢀࡓࠋ

ఫẸࡀ⪁ࡍࡿࡘࢀ࡚ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࢽ࣮ࢬᛂࡌ࡚

┳ྲྀࡾࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊࢡࣜࢽࢵࢡࠊゼ┳ࡢᐦ࡞㐃ᦠ

㸱ࡘ㧗㱋⪅ఫᏯ㸦⮬❧ᆺࠊᨭᆺࠊㆤᆺ㸧ࠊ⏕άࢧ

ᐙ᪘ࡢ⌮ゎࡀ࠶ࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋ

࣮ࣅࢫࠊㆤࠊ┳ㆤࠊ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࢆ୍⟠ᡤ࡛⥲

【これからの課題】

ྜⓗᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜࡢᅵᆅࡢ

 ᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊᆅᇦ࡛

ᗈࡉࠊࢥࢫࢺࢆ⪃࠼ࡿࠊつᶍ࡞ &&5& ࢆ୍ࡘࡢ࢟ࣕ

ά⏝࡛ࡁࡿ་⒪࣭ㆤ㈨※㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࣥࣃࢫ࡛ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢᐇ

᱓ࡢᐇ࡛ࡣࠊྂ㈡ᕷࡢᐇ㇏㈨ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㈨※ࢆ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࡣࠊࠕ⏕άᨭ࣭

ά⏝ࡋࠊᐃᮇᕠᅇ࣭㝶ᑐᛂᆺゼၥㆤ┳ㆤᴗࡢᒎ

ᗣᨭ࣭ㆤ࣭་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ」ྜタ

㛤ࡶど㔝ධࢀࠊྂ㈡ᕷ࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽ

⮬❧ᆺࠊᨭᆺࠊㆤᆺ㧗㱋⪅ఫᏯཬࡧ㧗㱋⪅⮬Ꮿࢆ

ࢸࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡃィ⏬࡛࠶ࡿࠋ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛⤖ࡧࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ࢆ
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୍⯡ཱྀ㢌Ⓨ⾲㹁


ҷҔҥ̴Ӄҩ͎ѻѻѻ͏ѝмуѽॊӚҿӃӚҶ̴ҧӗӣњݲতᄩၹѠଖѼೌѱȹ
ۑ㮵Ꮚ⏕ᐶᏊࠊᮏᯇὒ୍ࠊ▼ὠ⿱❶ࠊᒸᨻ㝯ࠊ㮵Ꮚ⏕୍㸦་⒪ἲேᡂ㸧
ࠊ❑⏣ᫀ⾜㸦&&5& ◊✲ᡤ㸧

࠙⫼ᬒࠚ

⮬❧ᨭᫎࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ་⒪ἲேᡂ㮵Ꮚ⏕ᩚᙧእ⛉་㝔ࡣࠊ  ᖺࠊ

㸬⬻ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ኴᐓᗓᕷ᭷ᗋデ⒪ᡤࡋ࡚㛤ᴗࡋࠊᆅᇦࡢᩚᙧእ⛉

 ᙜἲேࡣࠊㆤಖ㝤ไᗘ㛤ጞ௨๓ࡢᥐ⨨ࡢ௦ࡽ

ⓗࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺࡣࠊࢹࢣ

 ᖺ㛫ரࡿヨ⾜㘒ㄗࡢ୰࡛ࠊ⬻ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙ

ᴗࠊᖹᡂ  ᖺࡽࡣㆤಖ㝤ᴗ࡛࠶ࡿ㏻ᡤࣜࣁࣅ

ࣥࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣձస

ࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᴗྲྀࡾ⤌ࡳࠊ㧗㱋⪅ࡢ㌿ಽࠊ㦵ᢡண

άື㸦ቨ㠃ᵓᡂࠊࣟࣥࣅ࣮ࢬࠊࣔࢨࢥࠊ่ࡋᏊࠊ

㜵ࡽࠊ⒪ࠊධ㝔ࠊධ㝔ᚋࡢࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞

᭩㐨ࠊᆺᰁࡵ➼ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡞㞟ᅋసᴗಶேసᴗ㸧ࠊ

ࡢ⥅⥆ᨭࢆྵࡴከᵝ࡞ᆅᇦఫẸࡢࢽ࣮ࢬ୍㈏ࡋ

ղ⏕άືస࡞ࡢ㐠ືჾࣜࣁ⣔㸦ᬒయ᧯㹼྾ἲࢆ

࡚ᑐᛂࡋ࡚ࡁࡓࠋ

ࡋࡓయ᧯ࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝࣟࢥࣔయ᧯➼㸧ճ࣓ࣥࢱ

୍᪉ࠊ㏻ᡤࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⏝ࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢ

ࣝࢣ⣔㸦㡢ᴦ⒪ἲࠊ₇ⱁཧຍࠊసရᒎ➼㸧࡛࠶ࡿࠋ

ࢽ࣮ࢬࡢከᵝࠊቑࡼࡾࠊ᭷ᗋデ⒪ᡤࡢ  㝵ࡢ

 ≉ࠊቨ㠃㸦㹫㹫㸧ࡢ༠ྠ〇స࡛ࡣࠊ ྡ௨

ࡳ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑ

ୖࡢ⏝⪅ࡀࠕᚰࠖࠕຊࠖࢆྜࢃࡏ࡚㛵ࢃࡾࠊฟ᮶

ࡇ࡛ࠊ┴ᡤ᭷ࡢᅵᆅࢆ㉎ධࡋࠊࡲ࡛ࡢ⬻ࣜࣁࣅࣜ

ୖࡀࡗࡓࡢ㐩ᡂឤࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㧗㱋⪅

ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊධᾎᶵ⬟ࠊࣞ

ࡢṧᏑᶵ⬟ࢆά⏝ࡍࡿࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊ⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆࡶ

ࢫࣃࢺᶵ⬟ࢆຍ࠼ࡓࢹࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࠕࡽࡽࡽࠖ

㧗ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࢆᖹᡂ  ᖺ  ᭶࣮࢜ࣉࣥࡋࡓࠋ

㸬ࢹࢧ࣮ࣅࢫࠕࡽࡽࡽࠖࡢ⌧≧ㄢ㢟

࠙ᑐ㇟᪉ἲࠚ

ࢹࢧ࣮ࣅࢫࠕࡽࡽࡽࠖࡣࠊ⬻ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙ

ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣࢹࢧ࣮ࣅࢫࠕࡽࡽࡽࠖࡢ⏝⪅

ࣥ࠸࠺ᴫᛕ࣭ᡭἲࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓࢸ࣮࣐ࠕ㌟ᚰᏳ

࡛࠶ࡿࠋᅇࡢⓎ⾲࡛ࡣࠊ་⒪ἲேᡂࡀྲྀࡾ⤌ࢇ

ᴦࠖࢆල⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᣐⅬ࡛࠶ࡿࠋᩚᙧእ⛉ࡢ㏻ᡤ

࡛ࡁࡓࠕ⬻ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࢆ⤂ࡍࡿࡶ

ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡋ࡚ຊࢆὀ࠸࡛ࡁࡓ㐠ືᶵ⬟ᅇ

ࠊ᪥ᮏᩚᙧእ⛉Ꮫࡀᅜⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠕࣟ

カ⦎ຍ࠼ࠊసάືࠊᅬⱁࠊ㡢ᴦ⒪ἲ࡞㇏ᐩ࡞

ࢥ࣮ࣔࢸࣈࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟ㸦㐠ືჾೃ⩌㸧
ࠖᑐࡍࡿ

ࢡࢸࣅࢸࣂࢫࣁࢡࠊほࠊࢩࣙࢵࣆࣥࢢ

ࣟࢥࢺࣞࠊ࠾ࡼࡧࣟࢥࣔࡢ⛬ᗘࡀ

ࢀࡿࠕࣟࢥࣔᗘࢸ

࠸ࡗࡓ㠀᪥ᖖⓗ࡞࣋ࣥࢺࡸⰼぢࠊኟ⚍ࡾࠊ㣰ࡘࡁ࡞

ࢫࢺࠖࡢᡭἲࢆ⼥ྜࡉࡏࡓࠊ᪂ࡋ࠸ㆤண㜵᪉ἲࡘ

ࡢከᙬ࡞Ꮨ⠇⾜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⏝⪅ࡢ⢭⚄ⓗ࡞ᐇ

࠸࡚⤂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ឤࠊ႐ࡧࠊᏳࡽࡂࠊᴦࡋࡉࡀឤࡌࡽࢀࡿࠕ㧗㱋⪅ࡢᒃ

࠙⤖ᯝࠚ

ሙᡤࠖࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸯㸬⬻ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣ

 ࢹࢧ࣮ࣅࢫࠕࡽࡽࡽࠖࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ࡛ࡣࠊ

 ⬻ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ
ࠕᩚᙧእ⛉ⓗ࡞㐠ືᶵ

Ⓩ㘓⪅ᩘ  ྡࠊᖹᆒ  ᪥⏝ேᩘ  ྡࠊᘏேᩘ

⬟カ⦎ࡔࡅࢆ⾜࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㧗㱋⪅୍ேࡦࡾࡢே

 ྡ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢ⏝Ⓩ㘓⪅ࡣ 

⏕࣭⏕άࡢ⫼ᬒࢆᅇἲࡼࡾ⪃៖ࡋࠊṧᏑᶵ⬟ࢆά

ྡࠊᖹᆒ  ᪥⏝ேᩘ  ྡࠊᘏ⏝ேᩘࡣ  ྡ

⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㐩ᡂឤࡸ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡀᣢ࡚ࡿேⓗ࡞⏕

⏝⪅ࡀቑຍࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

άࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖᐃ⩏ࡍࡿࠋ

࠙ᚋࡢㄢ㢟ࠚ

 㧗㱋ᮇࡢண㜵ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡞ࡢࡣ㐠ືᶵ⬟ࠊឤ

ཌປ┬ࡣࠊせᨭ⪅ᑐࡍࡿண㜵⤥ࢆᗫṆࡋࠊᖹ

ぬᶵ⬟ࡑࡋ࡚⬻ᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋ⬻ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙ

ᡂ  ᖺᗘࡲ࡛᪂ࡋ࠸ᆅᇦᨭᴗ⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡃ᪉

ࣥࡣࠊࡇࡢ୕ࡘࡢᶵ⬟ࡢ⥔ᣢᅇࠊண㜵ࣉ࣮ࣟ

㔪࡛࠶ࡿࠋࢹࢧ࣮ࣅࢫࠕࡽࡽࡽࠖࡢ⏝⪅ࡢ⣙ 㸣

ࢳࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊண㜵ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ

ࡀせᨭ⪅࡛࠶ࡿࡀࠊ⬻ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥண㜵ࣉ

ලయⓗ࡞࢚ࣅࢹࣥࢫࢆࡶࡘ᪥ᮏᩚᙧእ⛉Ꮫࡢࣟࢥࢺ

ࣟࢢ࣒ࣛࢆᆅᇦᨭᴗࡋ࡚ᵓ⠏ࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢ⮬❧

ࣞࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇࡼࡾࠊ⬻ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ

ࡋࡓ⏕άࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ࡢࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࠊศᯒࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࠊ㧗㱋⪅ࡢண㜵ࠊ
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ࢸ࣮࣐㸸

་⒪࠾ࡅࡿ➇தᡓ␎

᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㸸㹼㸸
 ሙ㸸ᕞᏛࢥࣛ࣎ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㝵 ど⫈ぬ࣮࣍ࣝ

㸸㹼㸸 㛤ᣵᣜ 
㛗㸸㰻⸨ ㈗⏕ 
⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅࣭ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ≉ูᩍဨ㸦ඖ㸧
㸸㹼㸸 ⌮ㄽ㠃ࡽϨ 
ᗙ㛗㸸㤿ሙᅬ᫂㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔 ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ ᑓᨷ㛗࣭ᩍᤵ㸧

ࠕ་⒪ᡓ␎ࡢᮏ㉁㹼㝔ࡢྲྀࡿࡁᡓ␎ࠖ
  ㅮᖌ㸸ᒣᮏ㞝ኈ ࢯࢽ࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢧ࢚ࣥࢫ◊✲ᡤࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕ
㸸㹼㸸 ᐇ㊶㠃ࡽϨ ᗙ㛗బከ ➉Ⰻ㸦⏘ᴗ་⛉Ꮫⱝᯇ㝔㛗㸧 

ࠕ⊂ἲࡼࡿ⮬య㝔ࡢኚ㠉㹼ᆅᇦ་⒪ᨻ⟇ⓗ་⒪ᒎ㛤ࡢ୰࡛㹼ࠖ
     ㅮᖌ㸸➉୰㈼㸦⚟ᒸᕷ❧㝔ᶵᵓ⚟ᒸᕷẸ㝔㝔㛗㸧
㸸㹼㸸 ᐇ㊶㠃ࡽϩ ᗙ 㛗 ྜྷ⏣ ṇ ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⟃ᚋᕷ❧㝔⌮㛗࣭㝔㛗 

ࠕᕞཌ⏕ᖺ㔠㝔 ⌧≧ࡇࢀࡽࠖ
ㅮᖌ㸸ከぢྖ㸦ཌ⏕ᖺ㔠ᴗ⯆ᅋᕞཌ⏕ᖺ㔠㝔㛗㸧

㸸㹼㸸

 ఇ  ᠁

㸸㹼㸸

ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ 

ᗙ㛗㸸㤿ሙᅬ ᫂ 㰻⸨ ㈗⏕

ࣃࢿࣜࢫࢺ ᒣᮏ㞝ኈ ከぢྖ ➉୰㈼ ྜྷ⏣ ṇ
⚟⏣ ஂ㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔 ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ ᩍᤵ㸧


㸸㹼㸸 㛢ᣵᣜ ຍ㔝 ㈨㸦་⒪ἲே㇏㈨⌮㛗㸧


㸸㹼㸸 ᠓ぶ
  ሙᡤ㸸ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔 ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ ₇⩦ᐊ
  ㈝㸸 
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ࠕ⊂ἲࡼࡿ⮬య㝔ࡢኚ㠉 㹼ᆅᇦ་⒪ᨻ⟇ⓗ་⒪ᒎ㛤ࡢ୰࡛㹼ࠖ
⚟ᒸᕷ❧㝔ᶵᵓ ⚟ᒸᕷẸ㝔 㝔㛗 ➉୰㈼

 ᙜ㝔ࡣᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேἲᇶ࡙ࡁࠊ⚟ᒸ

ࢭࣥࢱ࣮ࢆ❧ࡕୖࡆάື㛤ጞࡋࡓࠋ࠸ࡲࡔᆅ

ᕷࡀ 100㸣ฟ㈨ࡋ࡚タ❧ࡋࡓᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲ

ᇦ་⒪㐃ᦠయไࡢᵓ⠏ࡶ࡞࠸௦࡛࠶ࡗࡓࠋ

ே㸦⊂ἲ㸧㝔࡛࠶ࡿࠋ⚟ᒸᕷࡀᥦ♧ࡍࡿ୰

ࡋࡋࡑࡢᚋ⚟ᒸᕷ་ᖌࡢᑟࡢࡶ⬻༞

ᮇ┠ᶆࡢồࡵࡽࢀࡿ་⒪⟇ࡋ࡚ࠊᩆᛴ་

୰ᆅᇦ㐃ᦠࣃࢫࡀసᡂ࣭㐠⏝ࡉࢀࠊᙜ㝔ࡶࡑ

⒪࣭㧗ᗘᑓ㛛་⒪➼ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ

ࡢ୍ဨࡋ࡚ཧຍࡋ࡚࠸ࡁࠊ⌧ᅾࠊᆅᇦࡢ୰

ᕷෆࡢ་⒪Ỉ‽ࡢྥୖࢆᅗࡾࠊࡶࡗ࡚ᕷẸࡢ

࡛ࡑࡢᛴᛶᮇ㝔ࡢᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿᡤ࡛

ᗣࡢ⥔ᣢቑ㐍ᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚

࠶ࡿࠋࡑࡢ⤒⦋ࢆሗ࿌ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓᆅᇦࡢ୰

࠸ࡿࠋ

࡛ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔ࡋ࡚ࡶάືࡋ࡚࠸ࡿࡢ

 ➨㸯ᮇ୰ᮇィ⏬ࡢ㸱ᖺ㛫㸦ᖹᡂ 22㹼24 ᖺ

࡛ࠊࡑࡢάື≧ἣࡘ࠸࡚ࡶሗ࿌ࡋࡓ࠸ࠋ

ᗘ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊ⊂ἲࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ᭱㝈
άࡋࠊồࡵࡽࢀࡿ་⒪ᥦ౪యไࡢᙉࡸ┠
ᶆ್タᐃࡢୗᝈ⪅ࢧ࣮ࣅࢫࡸ་⒪ࡢ㉁ྥୖ
ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇࡼࡾࠊ⤒Ⴀᨵၿࡘ࠸࡚
ࡶࡁ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ
ࡣࡇࢀࡽ⊂ἲࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚⤂ࡋࡓ࠸ࠋ
 㝔㛗ᑵ௵㸦ᖹᡂ 12 ᖺ㸧ᙜࠊᙜ㝔ồࡵࡽ
ࢀࡿ་⒪ࡣఱࠊᆅᇦ࠸ࡲࡔ㊊ࡋ࡚࠸ࡿ
་⒪ࡣఱࢆ⚟ᒸᕷᙜᒁᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿ
ୖࡀࡗ࡚᮶ࡓࡢࡀࠊ⬻༞୰ᑐࡍࡿ་⒪ᥦ౪
యไࡢᵓ⠏࡛࠶ࡗࡓࠋ᪩㏿ᖹᡂ 15 ᖺ⬻༞୰
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ᕞཌ⏕ᖺ㔠㝔ࡢ⌧≧ࡇࢀࡽ
                       ᕞཌ⏕ᖺ㔠㝔 ከぢ ྖ

 ཌ⏕ᖺ㔠ࡢ᪩ᮇ┈㑏ඖࢆ┠ⓗタ❧ࡉࢀ

ࡿࡶࡢ࡞ࡾࠊពᚿỴᐃࠊデ⒪ᨵၿࡘ࡞ࡆ

ࡓᙜ㝔ࡣࠊ❧ 59 ᖺࢆ㏄࠼ࡿࠊ⊂❧⾜ᨻ

ࡿࡇࡀฟ᮶ࡓࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡼࡗ࡚⫋ဨࡢ

ἲே࣭ᆅᇦ་⒪ᶵ⬟᥎㐍ᶵᵓ⛣⟶ࡉࢀࠊྡ

ព㆑ࡀࡁࡃኚࢃࡗࡓࡇࡶ᭷ࡾ㞴࠸ຠᯝ࡛

๓ࡶࠕᆅᇦ་⒪ᶵ⬟᥎㐍ᶵᵓ࣭ᕞ㝔ࠖ

࠶ࡿࠋᙜ㝔࡛ࡣࡑࡢࠊࢡࣜࢽ࢝ࣝࣃࢫࠊTQMࠊ

ኚࢃࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⛣⟶ࢆ┠๓ࠊ᪂

㸳S ➼ࡢᵝࠎ࡞άືࢆᑟධࡋࠊᴗົᨵၿࡢᶵ

ᶵᵓࡢ୰࡛ᚋ࠸♫㈉⊩ࡀฟ᮶ࡿࡢࠊ

㐠ࢆ┒ࡾୖࡆࠊດຊࡋࡓࡇࡶࠊDPCϩ⩌

⌧≧ࢆศᯒࡋࠊࡇࢀࡽࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓࠋ

㝔ࡢᣦᐃࡘ࡞ࡀࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔࠊ
デ⒪ࡣ 10 ᖺ๓ࡢಸ௨ୖࡢᛁࡋࡉ࡞ࡾࠊデ⒪

 10 ᖺ๓ࠊᙜ㝔ࡣ⮬ࡽࡢពᚿ↓㛵ಀࠊ

ሗ㓘ᨵᐃࡢᗘࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨࡢ㈇

ཌ⏕ᖺ㔠ᇶ㔠ࡢ⚈ࠊ㈈ᨻ㞴➃ࢆⓎࡋࠊ

ᢸࡣቑࡍࡤࡾ࡛ࠊዴఱ↓㥏ࢆ๐࠸࡛వ⿱

㝔༷࠸࠺ၥ㢟ࡢ

୰࠾ࢀ࡚ࡋࡲࡗ

ࢆྲྀࡾᡠࡍඹࠊ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡘࡘࠊຠ⋡

ࡓࠋࡇࡢᏳᐃ࡞ᮇࠊᡃࠎࡣ๓㝔㛗ࡢᑟ

ᛶ᥇⟬ᛶࢆಖࡘࠊᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡃࠊㄢ㢟ࡣ

ࡢୗࠊ
ࠕ࠸࡞ࡿ≧ἣ࠾࠸࡚ࡶ⮬❧ࡋࠊⰋ

ᑾࡁ࡞࠸ࠋ

㉁ࡢ་⒪ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᥦ౪࡛ࡁࡿ㝔ࠖࢆ┠ᣦ
ࡍࡇࢆᙜ㠃ࡢ┠ᶆᥖࡆࠊ⫋ဨࡢືᦂࢆᢚ

᪂ࡋ࠸ᶵᵓࡢࡣᆅᇦ་⒪ࡢ୍ᒙࡢྲྀ

࠼ࠊデ⒪ࡢ㉁ྥୖࢆࡣࡗ࡚ࡁࡓࠋᖾ࠸ࠊ

ࡾ⤌ࡳࠊ་⒪㐣ᆅᇦᑐ⟇ࡢ㈉⊩࡞せ

ᘓ≀ࡀ᪂ࡋࡃ࡞ࡾ⒪㣴⎔ቃࡀᨵၿࡉࢀࡓࡇࠊ

⣙ࡉࢀࡿࠋ㔜ഛ࡞ࡗࡓᙜ㝔࡛ࡣᚑ᮶ࡢ㧗

ྍ⬟࡞㝈ࡾࡢㅖᣦᐃࢆཷࡅࡿດຊࡀᐇࡗࡓࡇ

ᗘᛴᛶᮇ㔜どࡢ᪉㔪ࢆኚ࠼ࡿࡇࡣฟ᮶࡞࠸

࡞ࡢᖾ㐠ඹࠊࡇࡢᮇ㛫ࡀ DPC ไᗘࡢ

ࡀࠊࡶ࡚ࡿᶵ⬟ࢆ᭱㝈ά⏝ࡍࡿ࡛ᆅᇦ

ᑟධᮇࡶ㔜࡞ࡾࠊ௨๓ࡽࡢᙜ㝔ࡢデ⒪

་⒪ᙺ❧ࡕࠊ⥲ྜデ⒪་ࡢ⫱ᡂ࡞࡛་⒪

᪉㔪㸦ᛴᛶᮇ་⒪ࡢᐇࠊධ㝔デ⒪ࡢ㔜どࠊ

㐣ᆅᑐ⟇ࡢ㈉⊩ࢆࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

㐃ᦠࡢ᥎㐍➼㸧ࡀᨻᗓࡢ┠ᣦࡍ᪉ྥྜ⮴ࡋ

ࡑࡢࡓࡵࡶࠊࡳ࡞ࡋබົဨ࡞ࡿ⫋ဨࡢࣔ

࡚࠸ࡓࡇࡶ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢデ⒪ᐇ⦼ࢆ

ࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⥔ᣢࡣࠊᚋࡢ᭱㔜せㄢ㢟࡛

✚ࡳ࠶ࡆࠊ⤒Ⴀᨵၿࡶฟ᮶ࠊ┠ᣦࡍ┠ᶆᑡ

࠶ࡾࠊᵝࠎ࡞ไ⣙ࡢ୰࡛ᕤኵࡀᚲせ⪃࠼࡚

ࡋࡣ㏆࡙࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ

࠸ࡿࠋ

 
⮬ࡽࡢศᯒࡣ DPC ไᗘࡀ࠸ᙺ❧ࡗ

 ᅇࡢ◊ಟ࡛ࡣᙜ㝔ࡢ㛗ᡤ▷ᡤࢆࠊ

࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛⮬ࡽࡢ≉ᚩࠊ❧ࡕ⨨ࡘ

DPC ࢹ࣮ࢱࢆࡶ⌧≧ศᯒࡋࠊࡑࢀᇶ࡙

࠸࡚ࡣࠊ₍↛ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡋ࡞ࡗࡓࡀࠊ

ࡃᚋࡢ᪉ྥࡘ࠸࡚ࡶᥦ♧ࡋࠊࡈពぢࢆ௮

DPC ࢹ࣮ࢱࡢศᯒࡼࡾࡣࡗࡁࡾ║ぢ࠼

ࡂࡓ࠸ࠋ
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ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢸ࣮࣐㸸
ࠕ㝔⤒Ⴀᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࠖ

㛤           㸸㹼㸸 
㛗ᣵᣜ   ⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅ࠊᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ≉ูᩍဨ㸦ඖ㸧  
㰻⸨ ㈗⏕ 

                                         
ㅮ ₇          㸸㹼㸸 
Ϩ㸬⌮ㄽ  
ᗙ㛗㸸ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙᑓᨷ㛗࣭ᩍᤵ 㤿ሙᅬ ᫂ 

ࠕᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢ┠ᣦࡍࡶࡢࠥ་⒪ㆤࡢ㌿ࠖ
₇ ⪅㸸ᅜ㝿་⒪⚟♴ᏛᏛ㝔་⒪⚟♴㐃ᦠᏛศ㔝ᩍᤵ 㧘ᶫ ⣫ኈ
ϩ㸬ᐇ㊶  
ᗙ㛗㸸⚟ᒸᕷ❧㝔ᶵᵓ⌮㛗࣭⚟ᒸᕷẸ㝔㝔㛗 ➉୰ ㈼ 

ࠕ῭⏕၈ὠ㝔ࢆ᰾ࡋࡓ་⒪⚟♴」ྜయࡢ㐠Ⴀࠖ
₇

⪅㸸῭⏕၈ὠ㝔㝔㛗 ᅬ⏣ Ꮥᚿ


ఇ ᠁     㸸㹼㸸

ᗙ㛗㸸ᅜ❧㝔ᶵᵓ⚟ᒸᮾ་⒪ࢭࣥࢱ࣮㝔㛗 ୖ㔝 㐨㞝

ࠕ㝔⤒Ⴀᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒㹼බ❧ࡳࡘࡂ⥲ྜ㝔ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㹼ࠖ
₇ ⪅㸸බ❧ࡳࡘࡂ⥲ྜ㝔ྡ㝔㛗࣭≉ู㢳ၥ ᒣཱྀ ᪼

ᑐヰᙧᘧࡢウ㆟      㸸㹼㸸  
ྖ㸸 ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙᑓᨷ㛗࣭ᩍᤵ 㤿ሙᅬ ᫂
             ⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅ 㰻⸨ ㈗⏕
   ᑐヰཧຍ⪅ 
ㅮ₇⪅ࠊᗙ㛗
      ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⟃ᚋᕷ❧㝔⌮㛗࣭㝔㛗 ྜྷ⏣ ṇ
་⒪ἲே㇏㈨⌮㛗 ຍ㔝 ㈨


㛤ࡢᣵᣜ        㸸㹼㸸         
   

ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙᩍᤵ ⚟⏣ ஂ
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ࠕ㝔⤒Ⴀᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࠖ
㹼බ❧ࡳࡘࡂ⥲ྜ㝔ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㹼
බ❧ࡳࡘࡂ⥲ྜ㝔ྡ㝔㛗࣭≉ู㢳ၥ
㸦ᗈᓥ┴ᆅᇦໟᣓࢣ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㛗㸧
 ᒣ ཱྀ  ᪼
ᑡᏊ࣭㧗㱋ࡀ㐍ࡳࠊ་⒪ࡶㆤࡶࡁࡃ

ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋᡃࠎࡣᅜࡢ⪁ேゼၥ┳ㆤ

ኚࢃࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅋሢࡢୡ௦ࡀᚋᮇ㧗㱋

ไᗘࡀタࡉࢀࠊデ⒪ሗ㓘ࡀࡘࡅࡽࢀࡿࡲ࡛ࠊ

⪅࡞ࡿ 2025 ᖺࡣࠊࡇࢀࡽࡢ㧗㱋⪅ࢆᨭ

10 ᩘᖺ㛫ࡣ↓ᩱ࡛ゼၥ┳ㆤࠊゼၥࣜࣁࣅࣜࢆ

࠼ࡿⱝ⪅ࡀ⃭ῶࡋࠊ⌧⾜ࡢ♫ಖ㞀ไᗘ࡛ࡣ

⥆ࡅࡓࠋ⤒Ⴀⓗࡣ᥇⟬࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ

ࡇࢀࡽࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀྍ⬟ྰ༴

ᚋሗ㓘ࡀࡘࡁࠊࡇࡢᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿ 2025 ᖺၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ

㝔⤒Ⴀୖࡽࡶࣉࣛࢫ࡞ࡿࡇࡀศࡗ

ࡑࡢࡓࡵᅜ࡛ࡣࠊ♫ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ᅜẸ

࡚᮶ࡓࠋ

㆟ࡢሗ࿌᭩ࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊ་⒪ㆤ⥲ྜ☜ಖ᥎

ᙜ㝔ࡢ⌮ᛕࡣࠕᆅᇦໟᣓ་⒪࣭ࢣࡢᐇ

㐍ἲࢆᖹᡂ 26 ᖺࡢ㏻ᖖᅜᥦฟࡋࠊἲᨵ

㊶ᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ཬࡧఫẸࡢ

ṇࠊไᗘᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢ୰࡛ὀ┠ࡍ

ࡓࡵࡢ㝔࡙ࡃࡾ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ᛴᛶᮇ་

ࡁࡇࡣࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢᚲせ

⒪ࡶࠊࡲࡓࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ⦆ࢣࠊ

ᛶᅾᏯ་⒪ཬࡧ་⒪ㆤ㐃ᦠࢆᙉㄪࡋ࡚࠸

᭦ᅾᏯࢣࡶㆤࡶ⾜࠺ࠋᅜࡢ᪉㔪࡛ࡶࠊ

ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒

་⒪ㆤ㐃ᦠࢆᙉࡃ࠺ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋබ❧㝔

ࡘ࠸࡚ࠊ་⒪ἲࡢ୰࡛ࡑࡢᵓ⠏ࢆ࠺ࡓࡗࡓࡢ

ࡢᙺࡣఱࠊ㏥㝔ᚋࡢཷࡅ─ࡀ࡞࠸ᡤ࡛ࡣ

ࡣᅇࡢ➨㸴ḟ་⒪ἲᨵṇࡀࡣࡌࡵ࡚࡛࠶ࡾࠊ

㝔ࡀࡑࡢᙺࢆᢸ࠸ࠊࡿໟᣓࢣࡢᐇ

ࡇࡢࡇࡣᚋࡢ㉸㧗㱋♫ࢆ⪃࠼ࢀࡤᙜ↛

㊶ࡇࡑࠊᚋࡢ㝔ᶵ⬟ࡣྍḞᛮࢃࢀ

ࡢࡇᛮࢃࢀࡿࠋ

ࡿࠋ་⒪ࡣ⒪ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩆᚋࡢࢣ

 ⚾ࡀᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒࠸࠺ࢿ࣮࣑ࣥ

ࡀ࡞࠸ᅾᏯ࡛ࡢ⒪㣴ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

ࢢࢆࡣࡌࡵ࡚⏝ࡋࡓࡢࡣࠊࡽ 30 ᖺ๓ࡢ

ᪧᚚㄪ⏫࠾࠸࡚ᆅᇦໟᣓࢣࢆᐇ㊶ࡋ࡚

 59 ᖺࡢࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊໟᣓࢣࡢ୍⎔

ࡽ 10 ᖺᚋࡣᐷࡓࡁࡾࡀ 1/3 ࡞ࡾࠊ᭦

ࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚ゼၥデ⒪ࠊゼၥ┳ㆤࢆࡣࡌࡵࡓ

་⒪㈝ࡢࢲ࢘ࣥࠊᆅᇦࡢάᛶ➼ࡢᡂᯝࡀࡳ

ࡢࡣ 49 ᖺࠊ
ࡽ 40 ᖺ๓ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋண㜵࢟ࣗࡢᚋ

ࡇࢀࡣᡭ⾡➼ࡼࡾᩆࡋࡓᚋ㏥㝔ࡋࡓᝈ⪅

ࡢཷࡅ─࡙ࡃࡾࡋ࡚ࡢᅾᏯࢣࡀຠࢆዌࡋ

ࡀࠊࡑࡢᚋ㸯㹼㸰ᖺ࡛ᐷࡓࡁࡾ࡞ࡗ࡚ධ

࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᚋࡣᑓ㛛⫋㛫ࡢࠕⅬࠖ

㝔ࡋ࡚ࡃࡿࢣ࣮ࢫࡀቑ࠼ࡓࡇࡽࠊࡇࢀࡽ

ࠕⅬࠖࢆ⤖ࢇࡔࠕ⥺ࠖࡢ㐃ᦠࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ

ࢆఱ㜵ࡈ࠺࠸࠺Ⓨࡽࡣࡌࡵࡓࡶࡢ

⾜ᨻࡸఫẸࡶᕳࡁ㎸ࢇ࡛ࡢࢩ࣮࣒ࣞࢫ࡞ࠕ㠃ࠖ

࡛ࠊࡇࢀࡀᙜ㝔࠾ࡅࡿᆅᇦໟᣓࢣࡢࡁ

ࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋཪᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ

ࡗࡅ࡞ࡗࡓࠋᙜࡣ⌧⾜ࡢࡼ࠺࡞ㆤಖ

࣒ࡢᵓ⠏ࡣᆅᇦ࡙ࡃࡾࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࡶࡘ࡞

㝤ࡸไᗘࡶ࡞ࡗࡓ௦࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡣࡇࢀࢆ

ࡀࡿࠋᅇࡣࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏

ᙜᐷࡓࡁࡾࢮࣟసᡓࢇࡔࡀࠊࡇࢀࡀࡑ

ࡀ㝔㐠Ⴀࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࠊࡲ

ࡢᚋᅜࡢࢦ࣮ࣝࢻࣉࣛࣥ࠾ࡅࡿࠕᐷࡓࡁࡾ

ࡓࡑࡢၥ㢟Ⅼࠊ᭦ᚋࡢᒎᮃ➼ࡘ࠸࡚ࡶ

⪁ேࢮࣟసᡓࠖ࡞ࡾࠊ⌧ᅾࡢㆤண㜵

ࡩࢀ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
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࠙ᐃ◊✲ሗ࿌ࠚ
ᖹᡂ 25 ᖺ 10 ᭶ 10 ᪥
་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ ᒣ㷂ဴ⏨

➨ᅇ◊✲ሗ࿌ ་⒪ಖ㞀ࡢἲⓗᵓ㐀㹼ΰྜデ⒪ಖ㝤⤥እࢆཎ๎ࡍࡿゎ㔘ࡢἲⓗ᰿ᣐ
 ᗣಖ㝤ἲࡣࠊἲ 86 ᮲ࢆ᰿ᣐࡋ࡚ΰྜデ⒪ཎ๎⚗Ṇࢆᑟࡃࠕಖ㝤እే⏝⒪㣴㈝ไᗘ(ᪧ≉ᐃ⒪㣴㈝ไᗘ)ࠖ ࢆᐃࡵ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕไᗘࡢἲⓗᵓ㐀ࠖࢆ◊✲ࡍࡿୖ࡛ࠊࠕᗣಖ㝤ཷ⤥ᶒ☜ㄆㄳồ௳ࠖࢆุ◊✲ࡢ⣲ᮦࡋࡓࠋࡇࡢ
௳ࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀ 2001 ᖺᙜࠊ㧗ᗘඛ㐍་⒪ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ LAK ⒪ἲࡼࡿ⒪ࢆཷࡅࡓ㝿ࠊᗣಖ㝤ἲ 63 ᮲㸯
㡯ᐃࡵࡿࠕ⒪㣴ࡢ⤥ࠖᙜࡓࡿ⒪㣴ࠊᙜࡓࡽ࡞࠸⒪㣴ࢆྠే⏝ࡉࢀࡓሙྜࠊయࡋ࡚ࠕ⒪㣴ࡢ⤥ࠖᙜ
ࡓࡽࡎࠊࡇࢀࡣࠕΰྜデ⒪ཎ๎⚗Ṇࠖࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ಖ㝤⤥ࢆཷࡅࡽࢀ࡞ࡗࡓࡇࢆதⅬࡋ࡚ッゴࢆ㉳ࡇࡋ
ࡓ௳࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ 19 ᖺ 11 ᭶ 7 ᪥ࠊᮾிᆅࡣࠊ
ࠕไᗘࡢෆᐜࠊไᐃ⤒⦋ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶࠊಶูⓗࡳࢀࡤࠊే⏝ࡉࢀࡓሙྜࡇࢀ
ࡽࡢデ⒪⾜Ⅽࡢయࡀಖ㝤⤥ࡢᑐ㇟እ࡞ࡿ࠸࠺⿕࿌(ཌ⏕ປാ┬)ࡢᙇࡣ⌮⏤ࡀ࡞࠸ࡋ࡚ࠊཎ࿌(⿕ಖ㝤⪅)ࡢㄳ
ồࢆㄆᐜࡍࡿุࠖ♧ࡋࡓࠋᮾி㧗ࡣࠊᖹᡂ 21 ᖺ 9 ᭶ 29 ᪥ࠊ
ࠕཎุỴࢆྲྀࡾᾘࡍࠋ⿕᥍ッேࡢㄳồࢆᲠ༷ࡍࡿࠖ
ࡋࠊᖹᡂ 23 ᖺ 10 ᭶ 25 ᪥᭱㧗(ୖ࿌ᑂ)ࡣࠊ
ࠕཎᑂࡢุỴࢆㄆࡍࡿࠋㄽ᪨ࡣ᥇⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠋᮏ௳ୖ࿌ࢆᲠ༷ࡍࡿࠖ
ุỴࢆୗࡋࡓࠋ᭱ࡘ๓ᥦ࡞ࡿᮏ௳ࡢ↔Ⅼࡣࠊࠕಖ㝤⤥ࢆ࠺ࡅࡿᶒࠖࢆᕠࡿࠊྛ⣭ุᡤุ࣭ᐁཬࡧ⿕࿌ࡢ
ཌ⏕ປാ┬ࡢᙇぢࡽࢀࡿㄽⅬࡢ┦㐪࡛࠶ࡿࠋᮾிᆅࡢㄽ᪨ࡣࠊᮏ௳ࡢ᰾ᚰࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺᩿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࠸
࡞ࡿἲᚊୖࡢ᰿ᣐࡼࡗ࡚㸺ཷࡅࡿᶒ㸼ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࡇ࡞ࡿゎ㔘ࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࠊ࠸࠺Ⅼ࠶ࡿࠋ
ࠖ
ࠕἲ
ゎ㔘ᕪ㢠ᚩไᗘࡼࡿᘢᐖࡢᑐᛂࡸΰྜデ⒪యࡢ࠶ࡾ᪉ࡢၥ㢟ࡣࠊḟඖࡢ␗࡞ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛
ࡶ࡞࠸ࠖࡋ࡚ࠊἲㄽ⌮ࡽࡢㄽⅬᨻ⟇ไᗘㄽࡽࡃࡿㄽⅬࢆΰྠࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㸺ಖ㝤⤥
ࢆཷࡅࡿᶒ㸼ࡣἲᚊୖ᫂ᩥࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࠋᶒࢆእࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤἲᚊୖ᫂ᩥࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࡇࠋ㐺ṇ࡞ἲᚊࠊ㐺ṇ࡞ᡭ⥆ࡁࡢୗ࡞ࡉࢀࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ⮬↛ἲཎ⌮ࡘࡲࡾ㸺⏕Ꮡᶒཎ⌮㸼ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ ୍᪉ࠊᮾி㧗ㄽ᪨ࡣࠊಖ㝤ཷ⤥ᶒࡣ㸺タࡉࢀࡓᶒ㸼࡛࠶ࡿࡋ࡚⏕Ꮡᶒㄽ࡛ࡣ࡞ࡃࠕไᗘಖ㞀ㄽࠖࢆᒎ㛤
ࡋࡓࠋཌ⏕ປാ┬ࡣࠊ⮬↛ᶒࡋ࡚ಶேㄆࡵࡽࢀࡓᶒ࡛࡞ࡃࠊ❧ἲᗓࡢ㔞ࡼࡿ㸺タࡉࢀࡓᶒ㸼ㄽࢆᒎ㛤ࡋ
ࡓࠋ
 ࠸ࡎࢀࡶࡢពぢ࠾࠸࡚ࡶ᫂☜࡛࡞ࡃࠊ࠶࠸ࡲ࠸࡞ㄽ᪨ࡀࡘ࡙ࡃࡢࡣࠊ㸺ಖ㝤⤥ࢆཷࡅࡿᶒ㸼ࡀ⮬↛ἲཎ⌮ࡢ⏕
Ꮡᶒᛮࡢୗ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀ᰿ᗏᗙࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇࢁࡽࡃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋゎ㔘ㄽ࡛ྑ ᕥ ࡋࠊ❧ἲᗓ
ࡢ㔞࡛᭕ࡢࡲࡲ࡛ࡸࡾ㐣ࡈࡍࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࠕἲࡢつᐃࡣ᫂☜ᐃࡵࡽࢀࡿࡁ࡛ࠖ࠶ࡿ(⏣ཎุᐁ)ࠋ ࡇࡢࡼ
࠺ࡋ࡚ࠊ᭱㧗ุᡤࡢุᐁࡢ㌋㌉ࡣࠊ㞴ࡋ࠸ࠕἲ⌮ㄽ᧯సࠖࡋ࡚࠶ࡽࢃࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ୍ᑂᮾிᆅࡼࡿ
ㄽⅬࡣࠊୖ⣭ᑂ࠾࠸࡚ḟࠎኚࢃࡗ࡚࠸ࡁࠊุࡾࡃ࠸᭕࡞⾲⌧ഴಽࡋ࡚࠸ࡗࡓࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
⿕ಖ㝤⪅ࡢཷ⤥ᶒࡣࠊಖ㝤་⒪ᶵ㛵ࡢつไἲࡢᑐゎ㔘ࡋ࡚₇⧢ⓗᑟࡁฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠋࡑࡢᇶ‽ࡣࡦ࠼
ࠕཌ⏕ປാ⮧ࡢᐃࡵ࡛ࠖ㐺ᐅุ᩿ࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇࠋࡣࡓࡋ࡚ࡑࢀ࡛Ⰻ࠸ࡢࠋࡇ࠺ࡋࡓἲⓗᵓ㐀ࡢ≉ᚩࡣࠊ1936
ᖺᗣಖ㝤ἲࡀࡶࡘタ௨᮶ࡢࠕಖ㝤⪅୰ᚰ⩏ࠖࡢᛶ᱁⏤᮶ࡍࡿࡶࡢப࠼ࡿࠋᗣಖ㝤ἲࡣࠊ་⒪ࡢᢸ࠸ᡭ་
⒪ࢆཷࡅࡿ⪅ࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰࡋࡓබⓗ་⒪ಖ㝤㛵ࡍࡿ♫ಖ㞀ἲࠊ་⒪ಖ㞀ἲ࡛࠶ࡿࡁ࠸࠺❧ἲㄽⓗ⪃ᐹࡀ
ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
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࠙ᐃ◊✲ሗ࿌ࠚ
ᖹᡂ 25 ᖺ 12 ᭶ 5 ᪥
㹁㹁㹐㹁◊✲ᡤᡤ㛗 ❑⏣ᫀ⾜

➨ 37 ᅇ◊✲ሗ࿌ ᪥ᮏᆺ㹁㹁㹐㹁ࠕ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࠖࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚
᪥ᮏࡢ㧗㱋ࡢࢫࣆ࣮ࢻࡣඛ㐍ᅜ୰᭱ࡶ᪩ࡃࠊ ᖺࡣ㧗㱋⋡ࡀ 㸣ࢆ㉸࠼ࡿࡇࡀணࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ
ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢࠕᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࠖᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢ⟇ࡀ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊ㧗㱋⪅ࡀᐷࡓࡁࡾ࡞ࡗࡓᚋࡸࠊ
ㄆ▱ࡀ㔜ᗘ࡞ࡗ࡚ࡽㆤタ࡛ᑐᛂࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬❧ࡋ࡚⏕ά࡛ࡁࡿẁ㝵ࡽࠊᨭࢆཷࡅࡽࢀࠊண
㜵ࠊㄆ▱ண㜵ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ୍ࠊㆤࡀᚲせ࡞ẁ㝵࡞ࡗ࡚ࡶࠊྠࡌሙᡤ࡛⏕άࡢㆤࣞ
࣋ࣝᛂࡌ࡚ࠊ┳ྲྀࡾࡢẁ㝵ࡲ࡛ᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡸఫࡲ࠸ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⡿ᅜࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢ⮬❧ᑛཝࢆᏲࡿࡇࢆ㔜せ࡞㐠Ⴀ᪉㔪ࡋ࡚ࠊಖ࣭་⒪࣭ㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆ⤫ྜࡋࡓໟᣓⓗࢧ
࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࠊᴦࡋࡃࠊᛌ㐺࡛ࡁࡿ㝈ࡾᗣᬽࡽࡏࡿ㹁㹁㹐㹁㸦&RQWLQXLQJ&DUH5HWLUHPHQW&RPPXQLW\㸧࠸
࠺⮬❧ᆺఫࡲ࠸ࢆ୰ᚰࡋࡓ⥲ྜⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠶ࡿࠋ㹁㹁㹐㹁ࢆ┤ヂࡍࡿࠕ⥅⥆ࡋࡓࢣ࣭ࢧ
࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢ⏕άඹྠయࠖ࡞ࡿࠋ㹁㹁㹐㹁ࢆᨭ࠼ࡿせ࡞ᵓᡂせ⣲ࡋ࡚ࠊ ✀㢮ࡢఫࡲ࠸㸦⮬❧ᆺࠊ
ᨭᆺࠊㆤᆺ㸧ࡑࢀࡽࢆᨭ࠼ࡿ  ✀㢮ࡢᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡿࠋ ✀㢮ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ ✀㢮ࡢఫࡲ࠸࡛᭱ᮇࡲ
࡛⮬❧ࢆᨭࡍࡿࣉࣟࢢ࣒࣓࣮ࣛࣔࣜࢣ㸦ㄆ▱ᨭ㸧ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ
⡿ᅜ㈈ົ┬ࡢ  ᖺࡢࢹ࣮ࢱࡼࢀࡤ㹁㹁㹐㹁ࡢᩚഛᩘࡣ  ᖺⅬ࡛ࠊ⡿  ⟠ᡤ࠶ࡾࠊ࠾ࡼࡑ 
ேࡀࡑࡇ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹁㹁㹐㹁ࡢᖹᆒつᶍࡣࠊ⮬❧ᆺఫࡲ࠸ࡀ  ᐊࠊᨭᆺࡀ  ᐊࠊㆤᆺࡀ  ᐊࠊྜィ 
ᐊ࡛࠶ࡿࠋධᒃ⪅ࡢ≉ᚩࡋ࡚ዪᛶࡀ⣙ ࠊ⏨ᛶࡀ ࡛࠶ࡾࠊᖹᆒᖺ㱋ࡣ⮬❧ᆺࡀ  ṓࠊᨭᆺࡀ  ṓࠊㆤᆺ
ࡀ  ṓ࡛࠶ࡾࠊ㹁㹁㹐㹁ࡣ࠾࠾ࡴࡡ  ṓࡽ  ṓࡲ࡛ࢆᬽࡽࡍఫࡲ࠸࠸࠼ࡿࠋ㹁㹁㹐㹁࡛ᬽࡽࡍࡓࡵࡣධᒃ୍
㔠᭶⏝ᩱࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣከᵝ࡛ࠊ≉ධᒃ୍㔠ࡘ࠸࡚㏉㑏ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀ☜❧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊᒃᐊ㠃✚ࡀ  ੍ࡢ⮬❧ᆺఫࡲ࠸ࡀධᒃ୍㔠  ࡛᭶ࠎ ࡛࠶ࡾࠊ㏥ཤࡣ୍㔠ࡢ 㹼
㸣ࡀ㏉㑏ࡉࢀࡿ㹁㹁㹐㹁ࡀ࠶ࡾࠊ⡿ᅜ࡛㹁㹁㹐㹁ࡣ୰㛫ᒙࢆᑐ㇟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊከࡃࡢ㧗㱋⪅ࡀ⏝࡛ࡁࡿࠋ
୍᪉ࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣ㧗㱋⪅ࡀ⮬❧ࡋࡓẁ㝵ࡽ᭱ᚋࡲ࡛⥅⥆ࡋࡓࢣࢆᥦ౪ࡍࡿ࠸࠺ᴫᛕࡀ࡞ࡃࠊࠕ⮬❧ᆺఫࡲ࠸ࠖ
ࡀࢇᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋཌປ┬ࡢࢹ࣮ࢱࡼࢀࡤࠊㆤᆺఫࡲ࠸ࡣ⣙  ᐊ࠶ࡿࡀࠊ⮬❧ᆺఫࡲ࠸ࡣ⣙  ᐊ
ࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⮬❧ᆺࡽㆤᆺ⛣⾜ࡍࡿ୰࡛ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ⮬❧ᨭࡍࡿᨭᆺఫࡲ࠸ࡑࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡣ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᅵᆅࡢࢥࢫࢺᗈࡉࢆ⪃࠼ࡿࠊ⡿ᅜࡢࡼ࠺  ✀㢮ࡢఫࡲ࠸ࢆ୍ࡘࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫసࡿ
ࡢࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡇ࡛ࠊ㧗㱋⪅ఫᏯࢆ୰ᚰࡋ࡚⏕άᨭࠊ་⒪ࠊㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ」ྜタࢆ᰾ࡋࠊ」
ᩘࡢ㧗㱋⪅ఫᏯࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ᨭࡍࡿ᪥ᮏᆺ㹁㹁㹐㹁ࡀ୍ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡞ࡿࠋ
⚾ࡓࡕࡣ᪥ᮏᆺ㹁㹁㹐㹁ࢆࠕ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࠖࡋࠊࡑࡢ୕ཎ๎ࢆࠊࠕᮏேࡢពᛮࡢᑛ㔜ࠖࠊࠕṧᏑᶵ⬟ࢆ
ά⏝ࡋࡓ⮬❧ᨭࠖ
ࠊ
ࠕ⏕άࢣࡢ㐃⥆ᛶࡢ⥔ᣢࠖࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᐃ⩏ࢆࠕ⏕άᨭ࣭ᗣᨭ࣭ㆤ࣭་⒪ࢧ
࣮ࣅࢫࢆᥦ౪」ྜタ⮬❧ᆺࠊᨭᆺࠊㆤᆺ㧗㱋⪅ఫᏯ㧗㱋⪅⮬Ꮿࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛⤖ࡧࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ
࣒ࡢᶵ⬟ࢆ‶ࡓࡍࢥ࣑ࣗࢽࢸࠖࡋࡓࠋ 
᪥ᮏᆺ㹁㹁㹐㹁ࠕ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࠖࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ ࡘࡢ᮲௳ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸸ձ⥅⥆ࡋࡓࢣࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࡇࠊղ ✀㢮ࡢఫࡲ࠸ࠊճ ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊմ⤒Ⴀ࣭㛤Ⓨࠋ㐠Ⴀࡢศ㞳ࠊյබṇ୰❧࡞ᴗయࠊն୍
㔠ࡢ㏉㑏ࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿ⤒῭ⓗ㈇ᢸࡢ㍍ῶࠋ࠸ࡲ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ ᖺࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋ
࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏᆺ㹁㹁㹐㹁ࠕ㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࠖࡣࡑࡢ᭷ຠ࡞㑅ᢥ⫥࡞ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
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➨ 38 ᅇ◊✲ሗ࿌ ࢜ࣂ࣐ࢣࡢᡂᯝ

 ᖺࠊࣂࣛࢡ࣭࢜ࣂ࣐ࡣ་⒪ไᗘᨵ㠉ࢆᥖࡆ࡚⤫㡿ᡓࢆᡓ࠸ࠊࡋࡓࠋ࢜ࣂ࣐⤫㡿ࡣ་⒪ᨵ㠉ࡢ┠ᶆࡣࠊ
ࢡࢭࢫࢆᨵၿࡍࡿࡇࠊ་⒪ࡢຠ⋡ࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ་⒪ᨵ㠉ࡣࠊ᪤Ꮡࡢ㸦㞠⏝ࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㸧Ẹ㛫ಖ㝤୰ᚰࡢ་⒪ไᗘ౫ᣐࡋࡘࡘࠊ↓ಖ㝤⪅ࢆ๐ῶ
ࡋᅜẸⓙಖ㝤㸦㏆࠸≧ἣ㸧ࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௨ୗࡢⅬࡲࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋձಖ㝤ຍධࡢ⩏ົ
ࡅ LQGLYLGXDOPDQGDWH ⡿ᅜᕷẸ࠾ࡼࡧྜἲⓗᒃఫ⪅ࡣࠊẸ㛫ಖ㝤ࣉ࡛ࣛࣥ࠶ࢀබⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࢀࠊఱࡽࡢ
ಖ㝤ຍධࡍࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀࡿࠋຍධࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊ࣌ࢼࣝࢸ SHQDOW\ ࡀㄢࡉࢀࡿࠋղࠕ་⒪ಖ㝤ྲྀᘬᡤ
KHDOWKLQVXUDQFH H[FKDQJH Ẹ㛫ಖ㝤ࢆ㉎㈙ࡍࡿࡓࡵࡢᕷሙ㸦࣐࣮ࢣࢵࢺ㸧ࢆタࡋࠊಶே࠾ࡼࡧ୰ᑠᴗࡀᨭᡶ
࠸ྍ⬟࡞್ẁ࡛ࠊࡲࡓ⮬ࡽࡢ⮬⏤࡞㑅ᢥࢆ㏻ࡌ࡚ࠊಖ㝤ࢆ㉎㈙࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋճప࣭୰ᡤᚓ⪅ᒙࢆᑐ㇟ࡍࡿ㈈ᨻ
ⓗᨭࡢᥦ౪ࠕ་⒪ಖ㝤ྲྀᘬᡤࠖࢆ㏻ࡌ࡚ಖ㝤ຍධࡍࡿప࣭୰ᡤᚓ⪅ࢆࠊ㈈ᨻⓗᨭࡍࡿࡓࡵࡢࠊ⛯㢠᥍㝖 WD[
FUHGLW ࠊ⿵ຓ㔠ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋմබⓗ་⒪ᢇຓไᗘ࡛࠶ࡿ࣓ࢹࢣࢻࡢᣑᙇ㐃㑥ࡢ㈋ᅔࣞ࣋ࣝ  ࡢࡕ 
ಟṇࡉࢀࡓ㸧௨ୗࡢࡍ࡚ࡢᅜẸࠊཷ⤥㈨᱁ࡀࡉࢀࡿࠋյẸ㛫ಖ㝤ࡢつไṔࡸᗣ≧ែࡼࡗ࡚ࠊಖ㝤ຍධ
ࢆᣄ⤯ࡋࡓࡾࠊಖ㝤ຍධࢆᡴࡕษࡿࡇ࡞ࢆ⚗Ṇࡍࡿࠋն࡞㈈※㈈※ࡣࠊ㧗㢠ಖ㝤ࣉࣛࣥᑐࡍࡿㄢ⛯ࠊ࣓ࢹ
ࢣ♫ಖ㞀⛯ࡢᘬࡁୖࡆࠊ〇⸆⏘ᴗࠊẸ㛫ಖ㝤ᴗ⏺ᑐࡍࡿ㈨㔠ᣐฟࡢ⩏ົࡅࡸ་⒪ᶵჾᑐࡍࡿㄢ⛯ࠊ࣓ࢹࢣ
ண⟬ࡢ๐ῶࠊ࡞ࡼࡗ࡚㈥࠺ࠋ
 ୍᪉ࠊ་⒪ࡢຠ⋡ࡢᨵၿ⟇㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡀྲྀ㎸ࡲࢀࡓࠋձࣂࣥࢻࣜࣥࢢ EXQGOLQJ ࣓ࢹࢣ
࠾࠸࡚ࠊ㸯ேࡢᝈ⪅ࡢ⒪యᑐࡋ࡚ࠊ୍ᣓࡋࡓ࠶ࡽࡌࡵᐃࡵࡽࢀࡓᨭᡶ࠸ࢆ⾜࠺ࠋղ㈐௵་⒪⤌⧊ $FFRXQWDEOH
&DUH2UJDQL]DWLRQV$&2V㸧$&2 ࡣࠊ୍㐃ࡢᝈ⪅ࢢ࣮ࣝࣉᑐࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿయⓗࡘ⥅⥆ⓗ࡞་⒪ࡢࠊࢥࢫࢺ
࠾ࡼࡧࢡ࢜ࣜࢸ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿࠊ་ᖌࡑࡢࡢ౪⤥⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࡉࡍࠋ ᖺࡢ  ᭶ࡽࠊ࣓ࢹࢣཷ⤥
⪅ࡢᗣࢆᨵၿࡍࡿࡶࠊࢥࢫࢺࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢⅬࡘ࠸࡚ᡂຌࡍࢀࡤࠊᖺ㛫࣮࣎ࢼࢫᨭᡶ࠸ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋճࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᛂࡌࡓᨭᡶ 3D\IRU3HUIRUPDQFH33㸧33 ࡣࠊࢡ࢜ࣜࢸࠊຠ⋡ᛶࠊࡑࡋ࡚་⒪ࡢయ
ⓗ࡞౯್ࢆᨵၿࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㝔ࠊ་ᖌࠊࡑࡢࡢ་⒪౪⤥⪅ᑐࡋ࡚ࠊᝈ⪅ᑐࡋ࡚᭱ၿࡢ⤖
ᯝ ࢆ ᐇ ⌧ ࡍ ࡿ ࡼ ࠺ ࠊ ㈈ ᨻ ⓗ ࡞  ࣥ ࢭ ࣥ ࢸ  ࣈ ࢆ  ࠼ ࡿ ࡇ  ࢆ ┠ ⓗ  ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ մ ẚ ㍑ ຠ ᯝ ศ ᯒ FRPSDUDWLYH
HIIHFWLYHQHVVUHVHDUFK ẚ㍑ຠᯝศᯒࡣࠊ⒪ἲࠊデ᩿ࢸࢫࢺࠊබ⾗⾨⏕ᡓ␎࡞ࡢຠᯝࢆẚ㍑ࡋࠊࡼࡾ㈝⏝ᑐ
ຠᯝࡢ㧗࠸ࡶࡢࢆ≉ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
 ࢜ࣂ࣐ࡢᨵ㠉ἲࡣ་⒪ࡢࢡࢭࢫࢆᨵၿࡋࠊ་⒪ࡢຠ⋡ࢆ㧗ࡵࡿࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡓࠋ་⒪ࡢ㉁ࢆᅜẸ㐺ṇ࡞་⒪
ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡢ⛬ᗘᤊ࠼ࢀࡤࠊಶࠎࡢ་⒪ᶵ㛵ࡢຊࡔࡅ࡛ࡣ་⒪ࡢ㉁ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᅜࣞ࣋ࣝࡢࢡ
ࢭࢫࡢᨵၿࡸࢥࢫࢺࡢ⟶⌮࠸ࡗࡓᑐ⟇ࡀࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡣᚲ↛࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㈨※ࡀ㝈ࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇ
ࢆ๓ᥦࡍࢀࡤࠊ㔞ᑐࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ౯್㸦⏕⏘ᛶ㸧ᑐࡋ࡚ᨭᡶ࠸ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞ࡿࡇࡣᙜ↛࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢃࡀᅜ
࡛ࡶ་⒪ሗࢆ㏱᫂ࡋࠊ་⒪ࡢ㉁ࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃᨻ⟇ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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➨ 39 ᅇ◊✲ሗ࿌ ࢻࢶࡢ་⒪ၥ㢟ࡑࡢᑐ⟇
ࢻࢶ࡛ࡣࠊ ᖺ㔜せ࡞ྜពⅬࡔࡅࢆࡲࡵࡓἲᚊࠕබⓗ་⒪ಖ㝤➇தᙉἲࠖࡀᡂࡋࠊ ᖺ  ᭶ࡽ㡰
ḟ⾜ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢἲᚊࡼࡾࣜࢫࢡᵓ㐀ㄪᩚࢆᘬࡁ⥅ࡄ་⒪ᇶ㔠ࡸࠊᅜẸⓙಖ㝤ࡶࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋ≉ᚩ
ࡋ࡚ࡣḟࡢࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋձᅜẸⓙಖ㝤ղබⓗಖ㝤ࡢ⤥ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ⠊ᅖࡢᣑ㐣࡞་⒪㈝ࡢ๐ῶ⟇ճ་
⒪ᇶ㔠ࡢタմẸ㛫ಖ㝤♫ࡢᇶᮏࢱࣜࣇ⩏ົࡅ㸦ᇶᮏᩱ㔠ไ㸹➇தಁ㐍⿕ಖ㝤⪅ཷࡅධࢀᣄྰࡢᢚไࡀ┠ⓗ㸧
ࠋ  
 ᖺ㸯᭶ࡼࡾᅜẸⓙಖ㝤ࡀ⩏ົࡅࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶᐁẸ࠸ࡎࢀࡢ་⒪ಖ㝤ᅜẸࡢࢇࡀຍධࡋ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊ⮬Ⴀᴗ⪅ࡣຍධ⩏ົࡀ࡞ࡃࠊධ➼ࡢཎᅉ࡛⌧ᅾࡣຍධࡋ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ேࡶ୍㒊Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋ ᖺ㸵᭶
Ⅼ࡛  ேࡢ↓ಖ㝤⪅ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ ᖺ  ᭶ࡣࡑࡢᩘࡣ༙ศ࡞ࡗࡓࠋ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⠊ᅖࡢᣑࡋ࡚ࡣࠊ⤊ᮎᮇ⒪㣴ࢳ࣮࣒ࡼࡿእ᮶ࡢ⤊ᮎᮇ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡀᑐ㇟ຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ་
⒪㈝ࡢຠ⋡⟇ࡋ࡚ࡣࠊಖ㝤་ࡀ㧗ࢥࢫࢺ㧗ࣜࢫࢡ་⸆ရࢆฎ᪉ࡍࡿ㝿ᑓ㛛་ࡢࢭ࢝ࣥࢻ࣭࢜ࣆࢽ࢜ࣥࢆ⤒ࡿ⤌
ࡳࡢタࠊධ㝔デ⒪ಀࡿデ⒪ሗ㓘ࡢᢚไ⟇ࠊ་Ꮫⓗせ࡞ᥐ⨨ࡢุ᩿ࡼࡿಖ㝤⤥ࡢ⠊ᅖࡢไ㝈ࠊ㔠ᗜࡢ
✀㢮ᶓ᩿ⓗ࡞ྜే➼ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡀࢇࠊ࢚ࢬ࡞ᑐࡍࡿ㧗ᗘ࡛ᑓ㛛ⓗ࡞་⒪ࢆࠊ㝔ࡢእ᮶࡛ࡶᥦ౪࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ
 ᖺᨵ㠉ࡲ࡛ࡢࣜࢫࢡㄪᩚࡢࣇࢡࢱ࣮㸦せ⣲㸧ࡣࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊ⿕ᢇ㣴⪅ᩘࠊධࠊࡑࡋ࡚✌ᚓ⬟ಖ㝤ࡢཷ⤥
⪅ᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋࣜࢫࢡㄪᩚࡼࡗ࡚࠶ࡿ⛬ᗘ㔠ᗜ㛫ࡢ᱁ᕪࡣ⦰ᑠࡋࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ㔠ᗜ㛫ࡢಖ㝤ᩱ࡛᭱ 㸣
ࡢᕪࡀࡲࡔṧࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㔠ᗜࡗ࡚ࡣࠊࡼࡾᗣ࡛ධࡢ㧗࠸ேࢆ㞟ࡵࡿ࠸࠺ࣥࢭࣥࢸࣈࡀⓎ
⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᨵ㠉ࡢᚲせᛶࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀᑐࡋ  ᖺ㸯᭶௨㝆ࡣࠊಖ㝤ᩱ⋡ࡀᅜయ୍࡛ᚊ㸦ࢫ
ࢱ࣮ࢺⅬ࡛⏝⪅ ࠊ⿕ಖ㝤⪅ ࡢィ ࠊಶูࡢ㔠ᗜࡼࡿ 㸣ࢆୖ㝈ࡍࡿ㊊ศࡢ㏣ຍᚩไᗘࡶ
࠶ࡾ㸧ᅛᐃࡉࢀࡿࡶࠊ୍ᗘࠊಖ㝤ᩱࡣ་⒪ᇶ㔠㞟ࡵࡽࢀࠊ་⒪ᇶ㔠ࡽࣜࢫࢡᵓ㐀ㄪᩚࢆ⾜࡞ࡗࡓ࠺࠼࡛ྛ
㔠ᗜᨭᡶࢃࢀࡿᙧኚࢃࡗࡓࠋ ᖺ㸯᭶ࡽẸ㛫ಖ㝤♫ࡣᇶᮏࢱࣜࣇ㸦ᇶᮏᩱ㔠ไ㸧๎ࡗࡓಖ㝤ࢆᥦ౪ࡋࠊ
ຍධᕼᮃ⪅ࢆ࡚ཷࡅධࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣ㧗㢠࡞ಖ㝤ᩱ➼ࡼࡾᐇୖẸ㛫ಖ㝤♫ࡀ་⒪㈝ࡢ
ከࡃࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢຍධࢆไ㝈ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊᚋࡣࠊ㔠ᗜࡢ➇த᮲௳ࡀ᥋㏆ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ᖺᨵ㠉ࡢ୍⎔࡛ᚑ᮶ࡢᐙᗞ་ࣔࢹࣝᴗࢆᨵࡵࠊᐙᗞ་୰ᚰ་⒪ࢆไᗘࡋࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢ௵ព㑅ᢥ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⿕ಖ㝤
⪅ࡀ≉ᐃࡢᐙᗞ་ࡲࡎཷデࡍࡿ⤌ࡳࢆタᐃࡋࡓࠋ㔠ᗜࡣᆅᇦࡢᐙᗞ་ᅋయᐙᗞ་୰ᚰ་⒪ࢆ⾜࡞࠺ዎ⣙ࢆࡍ
ࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿࠋⓏ㘓ࡢᐙᗞ་ࡀࠊᕼᮃࡍࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢࡓࡵデ⒪ࡢࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣃ࣮ࡋ࡚ࡢᙺࢆᢸ࠸ࠊᑓ㛛་ࡸ㝔
ࡢ⤂ࢆ⾜࡞࠺ዎ⣙ࢆࢃࡍ⩏ົࡀ࠶ࡿࠋデ⒪ሗ㓘ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤་༠ࡼࡿ୍⯡ⓗ࡞㓄ศࡣ୍ูᐃࡢሗ㓘ࡀ
ᨭᡶࢃࢀࡿࠋ㔠ᗜࡣᆅᇦࡢಖ㝤་༠⟶⌮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㹂㹋㹎ࡢዎ⣙ࢆ⾜࡞࠺⩏ົࡀ࠶ࡿࠋ᭷ᗘࣜࢫࢡᵓ㐀
ㄪᩚࡢ⾜క࠸ࠊᑐ㇟ᝈ≉ࡋࡓࣜࢫࢡᵓ㐀ㄪᩚୖࡢඃ㐝ᢅ࠸ࡣཎ๎ࡋ࡚ᗫṆࡉࢀࠊ㈝⏝㠃࡛ࡢ㹂㹋㹎ಁ㐍⟇
ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡀࠊ⌮ᛕࢆࡶᬑཬࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ⟶⌮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㹂㹋㹎ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᝈࡣ  ᖺ
㸰᭶⌧ᅾࠊ㸰ᆺ⢾ᒀࠊஙࡀࢇࠊෙື⬦ᚰᝈࠊ㸯ᆺ⢾ᒀࠊႍᜥࠊ៏ᛶ㛢ሰᛶ⫵ᝈ㸦㹁㹍㹎㹂㸧ࡢ㸴ᝈ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜẸ࠸ࢃࢀࡿ៏ᛶᝈࡢᝏ㜵Ṇᑐ⟇ࡋ࡚ࠊᝈẖձ᰿ᣐᇶ࡙ࡃ་⒪ࠊղရ㉁☜ಖࠊճ⿕ಖ㝤⪅ࡢⓏ㘓ཧ
ຍࠊմ◊ಟࠊյデ⒪グ㘓㸦సᡂ㸧ࠊնホ౯ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋయ⣔ⓗ࡞ᐇࠊሗࡢඹ᭷ຠᯝࡢホ౯ࠊࢹ࣮ࢱࢆࡶศ
ᯒホ౯ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ་⒪ࡢ㉁ࡢ☜ಖ⟇࡛࠶ࡾࠊ་⒪㈝ࡢ⦰ῶࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
᪥ᮏࡣ་⒪ไᗘࡶ་ᖌᩍ⫱ไᗘࡶࢻࢶࢆᶍೌࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊඹ㏻Ⅼࡣከ࠸ࠋಖ㝤⪅㛫࡛ࡣࣜࢫࢡㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊಖ㝤ᩱࡢ᱁ᕪࡣᏑᅾࡋ࡞࠸Ⅼࠊ㉁ࢆᢸಖࡋࡓୖ࡛ࡢᐙᗞ་ไᗘࡢᑟධࡸ⟶⌮ࡢ⩏ົࡣࢃࡀᅜࡢ་⒪ไᗘᨵ㠉
࠾࠸࡚ࡶཧ⪃࡞ࡿࠋ
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࠙ᐃ◊✲ሗ࿌ࠚ
ᖹᡂ 26 ᖺ 6 ᭶ 5 ᪥
་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲⌮㛗 㤿ሙᅬ᫂

➨ 40 ᅇ◊✲ሗ࿌ 2014 ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ
ᨵᐃࡣࠊᖺ  ᭶ࡢ♫ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ᅜẸ㆟ ௨ୗࠊᅜẸ㆟ ࡢሗ࿌᭩ࢆᇶ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋᅜẸ㆟ࡀᨵ㠉ࡢ᪉
ྥᛶࡋ࡚♧ࡋࡓࡢࡣࠊᗋࡢᶵ⬟ศࢆಁࡋࠊᝈ⪅ࡢ᪩ᮇࡢᐙᗞᖐࢆᐇ⌧ࡍࡿయไࡢᩚഛ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ
᭱ࡢࢸ࣮࣐࡞ࡗࡓࡢࡀࠊ㐣࡞  ᑐ  ᗋࡢ⤠ࡾ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋᅜࡣࠊ ᑐ  ᗋࡀ⌧ᅾ  ᗋ࠶ࡿ࣡ࣥࢢࣛࢫࡢ
ࡼ࠺࡞࠸ࡧࡘ࡞ᙧࡢᗋᵓᡂࢆ͆◙ᙎᆺ͇ṇࡋࡓ࠸⪃࠼࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢලయ⟇ࡀࠊ  㔜ᗘࠊ་⒪㺃┳ㆤᚲせᗘᇶ‽ࡢཝ᱁ࠊ  ≉ᐃ㝖እไᗘࡢᗫṆ㸦㞴࡞ࡢᝈ⪅ࢆᖹᆒᅾ㝔᪥
ᩘࡢ⟬ᐃࡽ㝖እࡍࡿࡇ㸧
ࠊ
㸦㸧ᝈ⪅ࡢ⮬Ꮿ࡞ࡢ㏥㝔ྜ㺀㸣௨ୖ㺁ࡢせ௳ࡢᑟධࠊ  ▷ᮇᅾᡭ⾡➼ᇶᮏᩱ 
ࡢ⟬ᐃᝈ⪅ࡢᖹᆒᅾ㝔᪥ᩘࡽࡢ㝖እࢆ⾜࠸ࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢ≧ែ࡞㛵ࡍࡿ」ᩘࡢせ௳ࢆ୍Ẽཝ᱁ࡋࠊẚ㍑ⓗ㍍
࡞ᝈ⪅ࢆከࡃᢪ࠼ࡿ  ᑐ  㝔ࢆࡩࡿ࠸ࡅࡿࡇࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᚑ᮶ࡢளᛴᛶᮇධ㝔་⒪⟶⌮⛉ࢆᗫṆࡋࠊᆅᇦໟᣓࢣᲷධ㝔ᩱ㺃ධ㝔་⒪⟶⌮⛉ࢆタࡋࡓࠋᆅᇦໟᣓࢣ
Ჷࡣࠊᛴᛶᮇᚋࡢᝈ⪅ࢆཷࡅධࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅾᏯᝈ⪅ࡀᛴᛶቑᝏࡋࡓ㝿ࡢ୍ධ㝔タࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍ
ࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᐇࡼࡾᅾᏯᖐࡶᢸ࠼ࡿࡼ࠺ࠋ㝔ᶵ⬟ࡢᨵ㠉㛵ࡍࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ≉ᚩࡣࠊᮇᅾ
Ꮿᖐせ௳ࡀタࡅࡽࢀࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣளᛴᛶᮇᅇᮇࡋᅾᏯᖐᶵ⬟ࢆồࡵࡿ⤌ࡳࡀ࡞ࡗࡓࡀࠊ
ࡇࡢᲷධ㝔ࡋ࡚ࡶ᭱ᚋࡣᚲࡎᝈ⪅ࡀ⮬Ꮿ➼ᡠࢀࡿᙧࡀᩚ࠼ࡽࢀࡓࠋ ᑐ  ୍⯡Ჷධ㝔ᇶᮏ⛉ࡢせ௳ᝈ⪅ࡢ
⮬Ꮿ࡞ࡢ㏥㝔ྜࢆຍ࠼ࡓࠊᆅᇦໟᣓࢣᗋ࡛ࡣᅾᏯᖐ⋡ 㸣௨ୖࢆ㐩ᡂࡍࢀࡤࠊୖࣛࣥࢡࡢሗ㓘ࡢ⟬
ᐃࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ⒪㣴Ჷධ㝔ᇶᮏᩱ  ࡶᅾᏯᖐᶵ⬟ᙉຍ⟬ࢆ᪂タࡋࠊ㺀ᅾᏯ㏥㝔ࡋࡓ  ࣧ᭶௨ୖ
ࡢධ㝔ᝈ⪅ࡢྜࡀ 㸣௨ୖ㺁࠸ࡗࡓせ௳ࢆ‶ࡓࡏࡤ⟬ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊᑐ㇟ࡣࠊ⮬Ꮿࠊᅇᮇࣜࣁࣅ
ࣜᲷࠊᆅᇦໟᣓࢣᲷࠊᅾᏯᖐᶵ⬟ᙉຍ⟬ࢆ⟬ᐃࡍࡿ⒪㣴Ჷ࡞㏥㝔ࡋࡓሙྜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
 ᑐ  ࢆ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞࠸㝔ࡀᆅᇦໟᣓࢣ㝔࡞⛣⾜ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ ᑐ  㝔ࡽࡢᝈ⪅⤂ࢆཷࡅࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ
ᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛៏ᛶᮇ㝔ࡶࠊᅾᏯᖐᶵ⬟ᙉຍ⟬ࡢᒆࡅฟࢆ࡛ࡁ࡞࠸ࠊྠࡌ≧ἣ㝗ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㧗⾑ᅽࠊ⢾ᒀࠊ⬡㉁␗ᖖࠊㄆ▱ࡢ  ࡢ࠺ࡕࡘ௨ୖࢆ᭷ࡍࡿᝈ⪅ࡢ᭹⸆ሗ࡞ࢆ୍ඖ⟶⌮ࡍࡿ་
ྥࡅᆅᇦໟᣓデ⒪ᩱ㺃ຍ⟬ࢆ᪂タࡋࠊᅾᏯ་⒪ࡢᥦ౪  㛫ᑐᛂࢆồࡵࡓࠋ
ᅾᏯ㛵㐃࡛ࡣࠊ⥭ᛴ デࡸᅾᏯ࡛ࡢ┳ྲྀࡾ࡞ࢆಁࡍࡓࡵࠊᶵ⬟ᙉᆺࡢᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤ ᅾᨭデ 㺃ᅾᏯ⒪㣴ᨭ
㝔 ᅾᨭ ࡢせ௳ࢆཝ᱁ࡋࡓࠋ㏫ࠊ㺀ᖖ་ᖌ  ே௨ୖ㺁ࡢせ௳ࡀ‶ࡓࡏࡎᶵ⬟ᙉᆺ࡞ࢀ࡞࠸ࡀࠊ⥭ᛴ デ
ࡸ┳ྲྀࡾࡢ௳ᩘࡢከ࠸ᅾᨭデ㺃ᅾᨭࢆホ౯ࡍࡿᅾᏯ⒪㣴ᐇ⦼ຍ⟬ࢆ᪂タࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ㧗ⅬᩘࡢᅾᏯ་Ꮫ⥲ྜ⟶⌮ᩱ
ᅾ་⥲⟶ ≉ᐃタධᒃ➼་Ꮫ⥲ྜ⟶⌮ᩱ ≉་⥲⟶ ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠ୍ᘓ≀࠾ࡅࡿ」ᩘゼၥࡢⅬᩘࢆ᪂タࡋࠊ
ᚑ᮶ࡢ⣙  ศࡢ  ࡢሗ㓘ῶ㢠ࡋࠊゼၥデ⒪ᩱࡶ༙ศᘬࡁୗࡆࡓࠋゼၥ┳ㆤ࡛ࡣࠊᶵ⬟ᙉᆺゼၥ┳ㆤ⟶⌮⒪㣴㈝ࡀ
᪂タࡉࢀࡓࠋᖖ┳ㆤ⫋ဨࢆከࡃ㓄⨨ࡋࠊ 㛫ᑐᛂ࡞ࢆ⾜࠺ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᡭཌࡃホ౯ࡋࡓࠋ࡞࠾ゼၥデ
⒪ࡣࠊྠ୍ᘓ≀㺃ྠ୍᪥⟬ᐃࡍࡿᝈ⪅ᩘࡢྜ⟬ࡀ་ᖌ༢࡞ࡗࡓࡀࠊゼၥ┳ㆤࡣࡲ࡛㏻ࡾࠊ་⒪ᶵ㛵㺃ᴗᡤ༢
࡛ィ⟬ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࠊゼၥ┳ㆤ⏝⪅ࡢ〟⒔ࣜࢫࢡホ౯ࡢᐇࡀゼၥ┳ㆤ⟶⌮⒪㣴㈝ࡢせ௳ຍ࠼
ࡽࢀࡓࠋẖᖺ  ᭶㸯᪥〟⒔ᝈ⪅ᩘ࡞ࡢሗ࿌ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
 ᖺࡢ་⒪ไᗘᨵ㠉⥘࡛♧ࡉࢀࡓࠕᛴᛶᮇᲷࡢ㑅ᢥ㞟୰ࠖ
ࠊ
ࠕ៏ᛶᮇࢣࡢᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢ⛣⾜ࠖ
ࡢ⤌ࡳࡣࠊᅇࡢデ⒪ሗ㓘ไᗘᨵᐃ࡛ࡰᡂࡋࡓࡳࡿࠋ᪉ἲࡣࠊ㸸 ࡢタᇶ‽࡛ࡳࢀࡤ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊ
ࠕ㔜ᗘ࣭┳ㆤᚲせᗘࠖࡢྡ⛠ࢆ㺀㔜ᗘࠊ་⒪㺃┳ㆤᚲせᗘ㺁ኚ࠼ࠊ་⒪ᚲせᗘࢆඃඛࡍࡿࡇࡋࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᅾᏯᖐ⋡ࡀ 㸣௨ୖࡋࡓࡢࡀࠊࡶ࠺୍ࡘࡢ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ
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࠙ᐃ◊✲ሗ࿌ࠚ

ᖹᡂ 26 ᖺ 8 ᭶ 7 ᪥
NPO ἲே㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸ ❑⏣ᫀ⾜

➨ 41 ᅇ◊✲ሗ࿌ ᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㄽ

 ᨻᗓࡣ 2025 ᖺࢆ┠ᶆࠊ㧗㱋⪅ࡀ㔜ᗘ࡞せㆤ≧ែ࡞ࡗ࡚ࡶࠊఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛⮬ศࡽࡋ࠸⏕άࢆே⏕ࡢ᭱ᮇࡲ
࡛⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᶆࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏὠࠎᾆࠎ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ㐺
ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡣࠊ་⒪㺃ㆤ㛵㐃㒊㛛ࡢ⤌⧊ࢆ㐃ᦠࠊㄪᩚࡋ࡚࠸ࡃ⟶⌮⪅ࡀ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ
ࡋ࡚࠸ࡃᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ⤌⧊ࡢ┒⾶ࡀࡑࡢ㛗࡞ࡿࡶࡢࡢຊࡁࡃ౫ᏑࡍࡿࡇࡣṔྐࡀド᫂ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠼ࡤ᪥⏘ࢆᨵ㠉ࡋࠊᡂຌᑟ࠸
ࡓ࢝ࣝࣟࢫࢦ࣮ࣥẶࠊ᭱㏆࡛ࡣࠊ㹈㸿㹊ࢆ▷ᮇ㛫࡛⏕ࡋࡓிࢭࣛࡢ✄┒ኵẶࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣ࿘▱ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
⤒Ⴀࡢ⚄ᵝ࠸ࢃࢀࡿᯇୗᖾஅຓẶࡣḟࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋࠕ⤌⧊ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡦࡾ୍ேࡀᖹซ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢຊ
ࡸ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ᭱㝈Ⓨࡉࡏࠊ୍ᐃࡢ᪉ྥ⤖㞟ࡉࡏࡿேᙜࢆᚓࢀࡤࠊ⤌⧊ࡣⓎᒎࡋ࡚࠸ࡃࠋᑐⰋࡁᣦᑟ⪅
ᜨࡲࢀ࡞ࡅࢀࡤࠊ⤌⧊ࡣΰࡋ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡃࠋ⤌⧊㐠Ⴀࡢᡂྰࡣࡘࡲࡿࡇࢁࠊᣦᑟ⪅ࡼࡿࡇࢁࡀࡁ࠸ࠋ
ࠖ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣࢇ࡞⬟ຊࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᚲせ࡞ࡢࠊࡲࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣ࠸ࡋ࡚Ꮫࡪ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊḢ⡿ࠊ᪥ᮏࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ◊✲ࢆ⤂ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ᅇࡣࠊ࢛࣮࢘ࣞࣥ࣋ࢽ
ࢫࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㄽ↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓࠋ࢛࣮࣭࢘ࣞࣥ࣋ࢽࢫࡣࠊ1980 ᖺ௦ࡢ⡿ᅜ࠾࠸࡚ࠊࡁࡃࣃࣛࢲ࣒ࡀ㌿
ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊࡑࡢ௦ࢆࡼࡃ⌮ゎࡋ࡚⏕ࡁᢤ࠸࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡇࡑࠊ㐍Ṍࢆ㐀ࡋࠊ⤌⧊ࢆⓎᒎࠊᏑ
⥆ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ୰ᚰⓗせᅉ⪃࠼ࡓࠋࡑࡢせᅉࢆ◊✲ࡍࡿࡓࡵࠊᡂຌࡋࡓᴗ⤒Ⴀ⪅ 60 ேࠊ♫ⓗࢭࢡࢱ࣮ࡢ༟㉺
ࡋࡓ࣮ࣜࢲ࣮30 ேࡢྜィ 90 ேࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᮏ㉁ࢆ᥈✲ࡋࡓࠋ
 ࣋ࢽࢫࡣࡇࡢ◊✲ࡽࠊ㸲ࡘࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⬟ຊࠊᡭ㡰ࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձࣅࢪࣙࣥࡼࡾ⤖᮰ࡍࡿࡇࠊ
ղ࠶ࡽࡺࡿ᪉ἲ࡛ࠕࣅࢪࣙࣥࠖࢆఏ࠼ࡿࡇࠊճ᪉ྥ࡙ࡅࡼࡾಙ㢗ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇࠊմ⮬ᕫ㛤Ⓨࢆᖖ⾜࠸ࠊᚰࢆ㧗
ࡵࡿࡇࠊ࡛࠶ࡗࡓࠋ≉ࣅࢪࣙࣥࢆࡿࡇࡀ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ㉳Ⅼ࡛࠶ࡿࡇࢆᙉㄪࡋࠊ
ࠕ࣮ࣜࢲ࣮ࡣࡲࡎ➨୍ࠊ
⤌⧊ࡢᐇ⌧ྍ⬟࡞ᮃࡲࡋ࠸ᮍ᮶ീࢆࡘࡃࡾ࠶ࡆࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࣓࣮ࢪࢆᡃࠎࡣ͆ࣅࢪ͇ࣙࣥࢇ࡛࠸ࡿ
ࡀࠊࡇࢀࡣክࡢࡼ࠺࡞࠶࠸ࡲ࠸࡞ࡇࡶ࠶ࢀࡤࠊ┠ᶆࡸࡢࡼ࠺ࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
ࠖゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊ᪥ᮏேࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㄽࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᡭ㡰࠸࠺ࡼࡾࡶࠊಶேࡢ㈨㉁ࠊ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀ
㔜せࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤ᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿ⤒Ⴀ⪅ࡢ୰ࠊἑᰤ୍ࠊᯇୗᖾஅຓࠊ✄┒ኵẶࡀ࠶ࡾࠊἑᰤ୍Ặࡣࠊ
⤒Ⴀ࠶ࡓࡾࠊㄽㄒࢆᏛࡧㄽㄒࡢ⪃࠼᪉ࢆ⤒Ⴀࡢࡶࡢࡉࡋࡋࠊ᪥ᮏࡢ⌧௦⏘ᴗࡢከࡃࢆ⠏࠸ࡓࠋᯇୗᖾஅຓẶࡣࠊ୰
ᅜࡢྂࠕᅄ᭩⤒ࠖ
ࠊṔྐࡽ⤒Ⴀ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᅾࡾ᪉ࢆᏛࡧࠊ
ࠕᣦᑟ⪅ࡢ᮲௳ࠖࡋ࡚ 102 ࣨ᮲ࢆࡲࡵࠊከ
ࡃࡢ⤒Ⴀ⪅ࡀᗙྑࡢ㖭ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹈㸿㹊ࢆ⏕ࡋࡓ✄┒ኵẶࡶከࡃࡢྂࠊ≉Ụᡞ௦ࡢⴭྡ࡞൲ᩍᐙబ⸨୍ᩪ
ࡢࠕゝᚿᅄ㘓ࠖ
ࠊ࠾ࡼࡧす㒓㝯┒ࡽᏛࡧࠊ
ࠕᩗኳឡேࠖࠊ
ࠕࡢᚰࠖࢆࡶࠊࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎࡋࡓࠋⱝᡭࡢ⤒Ⴀ
⪅ࡋ࡚ⴭྡ࡞Ꮮṇ⩏Ặࡣࠊ୰ᅜࡢྂࠕᏞᏊࠖࡽ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆᏛࢇࡔࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ᪥⡿࡛ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᏛࡧ᪉㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡀࠊᗂᑡᮇࡢ∗ẕࡢᩍ࠼ࠊኻᩋࠊ⤒㦂ࡽ๓ྥࡁᏛࡧࡇ
ࡣୡ⏺ࡢඹ㏻Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࠊ⤒ႠᏛࡢ♽ࣆ࣮ࢱ࣮࣭ࢻࣛࢵ࣮࢝Ặࡣࠕ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࠊே㛫ࡢᚰࠊࡍ
࡞ࢃࡕࠊࡼࢀᝏࡋࢀࠊே㛫ࡢᮏ㉁㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࡲࡉఏ⤫ⓗ࡞ព࠾ࡅ
ࡿ୍⯡ᩍ㣴࡛࠶ࡿࠋ▱㆑ࠊⱥ▱ࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㛵ࢃࡾࢆࡶࡘࡀࡺ࠼ே᱁㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠖ┳◚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊᴗ⦼ࢆୖࡆࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࡣࠊṔྐࠊ⤒㦂ࠊኻᩋࡽㅬᏛࡪࡇࡼࡗ࡚ே᱁ࢆྥୖࡉࡏࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵ
ࣉࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡿࠋ
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事務局便り

昨年度より、研究会ホームページの保守・更新と研究会誌の発行準備等の事務を担当させて頂いている西と申します。本
年度も皆様の温かいご支援を頂き、無事研究会誌第9巻を発刊することが出来ましたことを感謝いたします。
さて、私はレセプトデータ及び特定健康診査等の情報を用いた研究を馬場園教授指導の下で行っている。昨年度から本年
度にかけて、保険者はこれらの情報に関して、データヘルス計画の策定・実施が義務づけられるという大きな動きがあった。
データヘルス計画は、医療福祉経営の観点からも重要であると考えたために、この取組について整理し、今後の展望について
考察したいと考える。
データヘルス計画とは、各種医療保険者は、被保険者のレセプトや特定健診・特定保健指導の結果のデータを収集・分析し、
データ分析に基づき、一人一人に効果的な保健指導を行うものであり、本年度より策定し、来年度以降に計画を実施すること
が義務付けられることとなった。これは、健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針及び国民健康保険法に基づく
保健事業の実施等に関する指針が改定されたことを根拠としている。
特定健康診査・特定保健指導は、疾病の早期発見・早期介入に重点をおいており、すでに医療機関で治療中の者に関して
は保健指導の対象外としているが、データヘルス計画ではレセプトデータとの突合分析を行うことで、有病者の重症化予防
のための取り組みも期待されている。一方、保険者機能については、健康保険組合団体連合会の健康保険組合論の構築に関す
る調査研究報告書では、事務的保険者機能、付加的保険者機能、戦略的保険者機能に大別されており、
「保健事業・保養事業
の実施」と「広報活動による医療・保険情報の提供」は付加的保険者機能に、
「適切な医療サービスの提供の確保」と「医療費
の適正化・効率化による保険料負担の抑制」は戦略的保険者機能に分類されている。データヘルス計画における重症化予防事
業の例として特定健康診査で血糖コントロールが不良であった者のレセプトデータから得られた受診状況を突合し、未受診
者に対しては初回受診を、受診中断者に対しては定期的受診を勧奨するという例が挙げられている。しかしながら、このよう
なこれまでの保健事業の延長線上にある分析に基づいた事業の実施だけでなく、被保険者が適切な医療サービスを受けるこ
とを保証するために、戦略的保険者機能を強化することが将来的に重要になると考えられる。
医療に関する情報の提供等に関しては、医療法第6条の2項1号から3号において、「国及び地方公共団体」、
「医療提供施設の
開設者及び管理者」、そして、本年度の医療法改正で加えられたものであるが、
「国民」に対して努めなければならない義務が
規定されている。「国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の
連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう
努めなければならない。
」とされているが、国民が実際にこの適切な医療の選択を行うために、保険者は国に代わって公的医
療保険を提供する「国の代行機関」としての役割から、被保険者と医療提供者間の情報の非対称性を解消する「被保険者の代
理人」へ転換する必要がある。これは、レセプトデータを用いた医療の質評価やその分析結果を被保険者に提供することで達
成可能であると考えられる。
また、データヘルス計画の策定・実施・見直しを行うことは長期的な医療費適正化につながると考えられるが、これだけ
で十分な成果を達成できるかは疑問の余地が残る。これには高齢者医療・介護の評価も必要不可欠であり、保険者・行政・
研究機関が共同して地域住民
（被保険者）のニーズに合った医療提供体制構築に努める必要がある。私個人としても被保険者
の健康及び生活の質の向上・医療費適正化に資する研究に尽力したいと考えており、その成果を本誌や学術集会で発表でき
れば幸いと考えている。
（医療福祉経営マーケティング研究会事務局
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➨  ᅇ ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ Ꮫ⾡㞟ࡢ࠾▱ࡽࡏ
ࢸ࣮࣐㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ⌮ᛕᐇ㊶
1㸬 ᮇ㸸ᖹᡂ 27 ᖺ 2 ᭶ 28 ᪥㸦ᅵ㸧 13㸸00-17㸸30
2㸬 ሙ㸸ᕞᏛ་Ꮫ㒊 ⥲ྜ◊✲Ჷ 102 ྕᐊ㸦ᕞᏛ㝔ᆅ༊࢟ࣕࣥࣃࢫෆ㸧
3㸬Ꮫ⾡㞟ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࠙1㸬≉ูㅮ₇ 13:00㹼13:40ࠚ
 ࢸ࣮࣐㸸㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚
 ₇⪅㸸❑⏣ᫀ⾜㸦NPO ἲே㧗㱋⪅ᗣࢥ࣑ࣗࢽࢸ㸧
࠙2㸬ᩍ⫱ㅮ₇ 13:45㹼14:25ࠚ
 ࢸ࣮࣐㸸་⒪ㆤࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
 㤿ሙᅬ ᫂(ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ)
࠙3㸬୍⯡Ⓨ⾲ 14:35㹼17:30ࠚ
࠙4㸬᠓ぶ ࠚ㸨₇㢟Ⓨ⾲ᚋࠊ᠓ぶࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋከᩘࡢࡈཧຍࢆ࠾ᚅࡕࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
4㸬Ꮫ⾡㞟࣭ົᒁ
ࠛ812-8582  ⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷᮾ༊㤿ฟ 3 ┠ 1 ␒ 1 ྕ ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔ෆ
་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ ົᒁ ❧▼ ♸ᕸᏊ
TEL: 092-642-6960

FAX: 092-642-6961

E-mail㸸y-tate@hcam.med.kyushu-u.ac.jp
5㸬Ꮫ⾡㞟ཧຍ࠾ࡼࡧ◊✲Ⓨ⾲⏦㎸
1㸧◊✲Ⓨ⾲⏦㎸⥾ࡵษࡾᮇ᪥㸸ᖹᡂ 27 ᖺ 1 ᭶ 31 ᪥㸦ᅵ㸧ᚲ╔
◊✲࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠕ⏦ࡋ㎸ࡳࣇ࢛࣮࣒࡚ࠖ࠾⏦ࡋ㎸ࡳ࠸ࡓࡔࡃࠊࡲࡓࡣྠᑒࡢࠕᏛ⾡㞟ཧຍ࣭◊✲Ⓨ⾲
⏦㎸᭩ࠖᚲせ㡯ࢆグධࡋࠊ4 ࡢົᒁࡲ࡛㒑㏦࠶ࡿ࠸ࡣ FAX ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊⓎ⾲ෆᐜࡢ⌮ㄽⓗ◊✲࣭ᐇ㊶ⓗ◊✲ࡢ༊ู࠾ࡼࡧ◊✲ࢪࣕࣥࣝࠊⓎ⾲ᙧែࡶᛀࢀࡎࠊグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
2㸧Ⓨ⾲ᢒ㘓⥾ࡵษࡾᮇ᪥㸸ᖹᡂ 27 ᖺ 1 ᭶ 31 ᪥㸦ᅵ㸧ᚲ╔
y-tate@hcam.med.kyushu-u.ac.jp ࠊୗグࡢᢒ㘓ཎ✏᭩ᘧྜࢃࡏ࡚ῧࣇ࡛ࣝ㏦ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᮇ㝈ཝᏲ
࡛ᚚ㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸺ᢒ㘓ཎ✏᭩ᘧ㸼
⏝ ⣬㸸A4 ࢧࢬ
㡫 ᩘ㸸1 㡫
వ ⓑ㸸ୖ 20mmࠊୗ 20mmࠊᕥ 15mmࠊྑ 15mm
ẁ ⤌㸸2 ẁ⤌ࠊẁ㛫 8mm
ᩥᏐᩘ㸸24 Ꮠ 42 ⾜
ࣇ࢛ࣥࢺ㸸ࢱࢺࣝ㸹ᖹᡂゅࢦࢩࢵࢡ 12ࠊⴭ⪅࣭ᡤᒓ࣭ᮏᩥ㸹㹋㹑᫂ᮅ 10
ᅗ ⾲㸸ྜࢃࡏ࡚ 1 ࡘࡲ࡛
3㸧Ꮫ⾡㞟ཧຍ㈝࣭⏦㎸
㸨ཧຍ㈝ࡣ↓ᩱ࡛ࡍࠋ
㸦᠓ぶ㈝ 3,000 㸧
㸨ཧຍ⏦㎸ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠕ⏦ࡋ㎸ࡳࣇ࢛࣮࣒࡚ࠖ࠾⏦ࡋ㎸ࡳ࠸ࡓࡔࡃࠊࡲࡓࡣྠᑒࡢࠕᏛ⾡
㞟ཧຍ࣭◊✲Ⓨ⾲⏦㎸᭩ࠖᚲせ㡯ࢆグධࡋࠊ4 ࡢົᒁࡲ࡛㒑㏦࠶ࡿ࠸ࡣ FAX ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ つ⣙
➨ 㸯 ❶  ⥲

๎

➨  ᮲ ᮏࡣࠊ
ࠕ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ࠖ
㸦7KH6RFLHW\RI+HDOWK&DUH0DQDJHPHQWDQG0DUNHWLQJ㸧
⛠ࡍࡿࠋ
➨  ᮲ ᮏࡣࠊ㉸㧗㱋♫࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢ₯ᅾⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࠊ᪂ࡋ࠸ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ་⒪࣭ಖ࣭⚟♴ࢆ㐃
ᦠࠊ⤫ྜࡋࡓࠊࡼࡾຠᯝⓗࠊຠ⋡ⓗ࡞࣊ࣝࢫࢣࢩࢫࢸ࣒ࢆ◊✲㛤Ⓨࠊ㐀ࡋࠊᆅᇦ♫㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ
┠ⓗࡍࡿࠋ
➨  ᮲ ᮏ◊✲ࡢົᒁࢆ⚟ᒸᕷᮾ༊㤿ฟ  ┠  ␒  ྕ
ᕞᏛ་Ꮫ㒊ࢥ࣭ࣛ࣎ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥϩ 
ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ ᩍᤵ 㤿ሙᅬ᫂ ◊✲ᐊෆ⨨ࡃࠋ

➨ 㸰 ❶  

ᴗ

➨  ᮲ ᮏࡣࠊࡑࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵḟࡢᴗࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸧

་⒪⚟♴⤒Ⴀ⟶⌮㛵ࡍࡿ◊✲ᴗົ

㸦㸧

ࡑࡢ་⒪⚟♴㛵㐃ศ㔝࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⯡ࡢ◊✲ᴗົ

㸦㸧

་⒪⚟♴㛵ࡍࡿ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ⏬ࠊ㛤ദ

㸦㸧

◊✲ᶵ㛵ㄅࠕ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ࠖ
࣭◊✲ࢽ࣮ࣗࢫ➼ࡢⓎ⾜

㸦㸧

㛵ಀㅖᏛࠊ༠ࠊᅋయࡢ㐃⤡ཬࡧ༠ຊάື

㸦㸧

ဨ┦ࡢぶ╬ࠊὶࡢ᥎㐍

㸦㸧

ࡑࡢࠊᮏࡢ┠ⓗ㈨ࡍࡿᴗࡢ㛤ദ

➨ 㸱 ❶  

ဨ

➨  ᮲ ᮏࡣࠊṇဨ㈶ຓဨࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸧ṇဨࡣࠊ་⒪⚟♴⤒Ⴀࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢཬࡧࠊ་⒪⚟♴ᨻ⟇➼㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛ࠊ⌮ࡢᢎㄆࢆᚓࠊᡤᐃࡢ
㈝ࢆ⣡ධࡋࡓಶேࡍࡿࠋ
㸦㸧㈶ຓဨࡣࠊᮏࡢ┠ⓗ㈶ྠࡋ⌮࡛ᢎㄆࡉࢀࡓᅋయࡲࡓࡣಶேࡍࡿࠋ
➨  ᮲ ဨࡣࠊᮏࡀⓎ⾜ࡍࡿ◊✲ᶵ㛵ㄅࠊࢽ࣮ࣗࢫ➼ࡢ㓄ࢆཷࡅࠊᮏࡢຓゝࠊࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࢆཷࡅࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨  ᮲ ṇဨࡣࠊḟ♧ࡍᡤᐃࡢᖺ㈝ࢆ⣡ධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦㸧ṇဨ

 

㸦ణࡋࠊᕞᏛ⫋ဨࡣ  ࠊᏛ㝔⏕ࡣ  ࡍࡿ㸧
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➨  ᮲ ㈶ຓဨࡣࠊᮏ◊✲ࡢ㊃᪨ྠពࡋࠊ㐠Ⴀࢆᨭࡍࡿᅋయࠊಶே୍ཱྀ࡛  ௨ୖ㸦ఱཱྀ࡛ࡶྍ㸧ࡢ㈝ࢆ⣡
ධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨  ᮲ ㏥ࡘ࠸࡚ᮏேࡽࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ⌮࡛ᑂ㆟ࡋࠊ㏥ࢆㄆࡵࡿࠋࡲࡓࠊဨࡋ࡚㈝ࡢ⣡ධࢆ
 ᖺ㛫ᛰࡗࡓ⪅ࡣࠊ㏥ࡋࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ
➨  ᮲ ᮏࡢྡࢆയࡘࡅࡓࡾࠊࡲࡓࡣᮏࡢ┠ⓗࡍࡿ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ⌮ࡢ㆟Ỵࢆ⤒࡚ࡇࢀࢆ㝖ྡࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨ 㸲 ❶  ᙺ

ဨ

➨  ᮲ ᮏࡢᴗࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵࠊṇဨࡢ୰ࡽࡢᙺဨࢆ㑅ฟࡍࡿࠋ
㸦㸧⌮㛗

 ྡ

㸦㸧⌮㛗

 ྡ

㸦㸧⌮

ⱝᖸྡ

㸦㸧ົᒁ㛗

㸯ྡ

㸦㸧┘

 ྡ

➨  ᮲ᙺဨࡢ௵ົࡣࠊḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
㸦㸧⌮㛗ࡣࠊᮏࢆ௦⾲ࡋົࢆ⥲ᣓࡍࡿࠋ
㸦㸧⌮㛗ࡣࠊ⌮㛗ࢆຓࡅ࡚ົࢆศᤸࡋࠊᇳ⾜ࡍࡿࠋ
㸦㸧ົᒁ㛗ࡣࠊᮏࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸧┘ࡣࠊົᒁ⌮ࡢ㐠Ⴀࢆ┘ᰝࡍࡿࠋ
➨  ᮲ ⌮㛗ࡢ௵ᮇࡣ㸯ᮇ୍ᖺࡍࡿࠋ
ࡢᙺဨࡢ௵ᮇࡣ  ᖺࡋࠊ௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
➨  ᮲ ᙺဨࡢ㑅ฟࡣࠊḟࡢ㏻ࡾࡍࡿࠋ
㸦㸧⌮㛗ࠊ⌮㛗ࡣࠊ⌮ࡢ୰ࡽ㑅ࡼࡾỴᐃࡍࡿࠋ
㸦㸧⌮ࡣࠊṇဨࡢ୰ࡽ㑅ࡼࡾỴᐃࡍࡿࠋ


➨ 㸳 ❶  

㆟

➨  ᮲ ᮏࡢ㆟ࡣࠊ⥲ཬࡧ⌮ࡍࡿࠋ
㸦㸧⥲ࡣࠊẖᖺ  ᅇ㛤ദࡋࠊᙺဨࡢ㑅ฟཬࡧᮏࡢ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㡯ࢆᑂ㆟࣭Ỵᐃࡍࡿࠋ
㸦㸧⥲ࡣࠊ⌮㛗ࡀྊ㞟ࡋࠊฟᖍဨࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡍࡿࠋ
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㸦㸧⥲࠾ࡅࡿ㆟ࡣࠊฟᖍဨࡢ㐣༙ᩘࢆࡶࡗ࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ
㸦㸧⮫⥲ࡣࠊ⌮ࡀᚲせㄆࡵࡓሙྜࠊࡶࡋࡃࡣဨࡢ  ศࡢ㸯௨ୖࡢせồࡀ࠶ࡿሙྜ㛤ࡃࠋ
㸦㸧⌮ࡣࠊᖺ  ᅇ௨ୖ㛤ࡁࠊᮏࡢᴗィ⏬୪ࡧࡇࢀక࠺ண⟬ィ⏬ࢆྵࡴ㐠Ⴀࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࠊ㆟Ỵࡍࡿࠋ

➨ 㸴 ❶  

ィ

➨  ᮲ ᮏࡢ⤒㈝ࡣࠊ㈝ࠊᐤ㔠ཬࡧࡑࡢࡢධࢆࡶࡗ࡚ᨭฟࡍࡿࠋ
➨  ᮲ ᮏࡢィᖺᗘࡣࠊẖᖺ  ᭶  ᪥ጞࡲࡾࠊ⩣ᖺ  ᭶  ᪥⤊ࢃࡿࠋ
➨  ᮲ ᮏࡢỴ⟬ሗ࿌ཬࡧண⟬ࡣࠊ⥲࠾࠸࡚ᑂ㆟Ỵᐃࡍࡿࠋ



๎

㸦㸧ᮏ๎ࡣࠊ⥲࠾࠸࡚ฟᖍဨࡢ  ศࡢ  ௨ୖࢆᚓࡓỴ㆟ࡼࡾኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸧ᮏ๎ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ





ᙺ ဨ
⌮



㛗㸸 㤿ሙᅬ ᫂

ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔ᩍᤵ

 ⌮  㛗㸸 ⚟⏣ ஂ

ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔ᩍᤵ



ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔ᩍᤵ

⌮

ⴗཎ ᫂ே
㸸 ὠ⏣ ᩄ⚽

ᒸᒣᏛᏛ㝔⎔ቃᏛ◊✲⛉ᩍᤵ

 ົ ᒁ 㛗㸸 ᒣ㷂 ဴ⏨

⚟ᒸᏛᏛ㝔ἲᏛ◊✲⛉

ᖍ◊✲ဨ㸸 ❑⏣ ᫀ⾜

་Ꮫ༤ኈࠊ࣌ࣥࢩࣝࣂࢽᏛࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝ་Ꮫ⤒Ⴀ⟶⌮Ꮫࢥ࣮ࢫ 0%$

┘

බㄆィኈ

㸸 ྜྷ⏣ ᶞኵ
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ࠕ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ࠖᢞ✏つᐃ

㸯ࠊᢞ✏ㄽᩥࡣ་⒪⚟♴⤒Ⴀ㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ㞧ㄅᮎⓎ⾲ࡢࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰ࠊᢞ✏ࡢ✀㢮ࡣཎⴭࠊ⥲ㄝࠊ▷ሗࠊᐇ㊶άືሗ࿌ࠊࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹࠊ㈨ᩱ࡞ࡍࡿࠋ
㸱ࠊேࢆᑐ㇟ࡍࡿ◊✲ሗ࿌ࡣ࣊ࣝࢩࣥ࢟ᐉゝࡢ⢭⚄ἢࡗࡓࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸲ࠊㄽᩥࡣࠕᇳ➹せ㡿ࠖᚑ࠸ࠊᩥࡲࡓࡣⱥᩥ࡛グࡋࠊู⣬ⱥᩥࡢᢒ㘓࡞ࡽࡧⱥ࣭㸦ⱥᩥㄽᩥ࡛ࡣⱥࡢࡳ㸧ࡑࢀ
ࡒࢀ  ㄒ๓ᚋࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆࡅࠊࡑࢀࡽࡢࢥࣆ࣮ 㒊㸦ᅗ⾲ࢆྵࡴ㸧ࢆࡑ࠼࡚ᥦฟࡍࡿࠋࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹࠊ㈨ᩱ
㛵ࡋ࡚ࡣࠊᢒ㘓ࡣ┬␎࡛ࡁࡿࡇࡍࡿࠋ
㸳ࠊᰝㄞ⤊ᚋࠊ᭱⤊ཎ✏ᥦฟࡣࣇࣟࢵࣆ࣮ࢹࢫࢡࢆῧࡍࡿࠋ
㸴ࠊཎ✏ࡢྲྀᤞ㑅ᢥࠊຍ㝖ゞṇࡢせồࠊᥖ㍕㡰ᗎࡢᣦᐃࠊᰯṇ㸦ึᰯࡣⴭ⪅㸧࡞ࡣ⦅㞟ጤဨࡀ⾜࠸ࠊ⦅㞟ጤဨ㛗ࡢྡ
࡛ⴭ⪅㐃⤡ࡍࡿࠋ
㸵ࠊᮏㄅᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥ➼ࡢⴭసᶒࡣ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ᒓࡍࡿࠋ
㸶ࠊཎ✏ࡣ᭩␃౽࡛ᑒ⟄ࡢ⾲ࠕ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ࠖᮒ᭩ࡋࠊ᭩␃౽࡛ୗグᐄ㏦ࡿࡇࠋ

ࠛ ⚟ᒸᕷᮾ༊㤿ฟ  ┠  ␒  ྕ
ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ
㤿ሙᅬ ᫂



ᇳ➹せ㡿
㸯ࠊཎ✏ࡢ⾲⣬ࡣ⾲㢟ࠊⴭ⪅ྡࠊᡤᒓᶵ㛵ྡࠊ௦⾲ⴭ⪅ࡢ㏻ಙඛ㸦௨ୖⱥ୧ᩥ㸧
ࠊㄽᩥࡢ✀㢮ࠊ⾲࠾ࡼࡧᅗࡢᩘࠊู
ๅㄳồ㒊ᩘࢆ᭩ࡃࠋ࡞࠾ูๅ  㒊ࡣ↓ᩱࡍࡿࡀࠊࡑࢀ௨ୖࡢ㏣ຍࡘ࠸࡚ࡣ  㒊ࡈ㈝⏝ࡀ  ࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
㸰ࠊᩥཎ✏ࡣ࣮࣡ࢻࣉࣟࢭࢵࢧ࣮ࢆ⏝࠸ $ ุ⏝⣬  Ꮠ [ ⾜㸦 Ꮠ㸧ᶓ᭩ࡁࡍࡿࠋㄽᩥࡣࠊⱥᩥᢒ㘓㸦 ㄒ
௨ෆ㸧࠾ࡼࡧࡑࡢヂᩥࢆࡘࡅࡿࠋⱥᩥᢒ㘓ࡣࠊ3XUSRVH0HWKRG5HVXOWV'LVFXVVLRQ ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᵓ㐀
ࣈࢫࢺࣛࢡࢺࡍࡿࠋ
㸱ࠊⱥᩥཎ✏ࡣ $ ุ⏝⣬ࢲࣈࣝࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࢱࣉࡍࡿࠋㄽᩥࡣࠊⱥᩥᢒ㘓㸦 ㄒ௨ෆ㸧࠾ࡼࡧᩥせ᪨㸦ࠊ
Ꮠ௨ෆ㸧ࢆࡘࡅࡿࠋ
㸲ࠊཎⴭࠊ⥲ㄝࡢཎ✏ᯛᩘࡣᅗ⾲ࢆྵࡵ࡚࠾ࡼࡑ  ᯛ௨ෆࠊ▷ሗࠊᐇ㊶άືሗ࿌ࠊࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹࠊ㈨ᩱࡢཎ✏ᯛᩘ
ࡣᅗ⾲ࢆྵࡵ࡚࠾ࡼࡑ  ᯛ௨ෆࡍࡿࠋ
㸳ࠊᅗࠊ⾲ࡣⱥᩥཎ✏㛵ࡋ࡚ࡣⱥᩥࡋࠊᩥཎ✏㛵ࡋ࡚ࡣᩥࡶࡋࡃࡣⱥᩥࡋࠊᅗࡢ⾲㢟ࡣู $ ุ⏝⣬ࢲ
ࣈࣝࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࢱࣉࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮏᩥ୰ᅗ⾲ࡀᤄධࡉࢀࡿࡁ⨨ࢆ᫂☜ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
㸴ࠊᘬ⏝ᩥ⊩ࡣᘬ⏝㡰␒ྕࢆࡘࡅ࡚᭱ᚋ୍ᣓࡋࠊୗグࡢグ㍕ᚑ࠺ࡇࠋᮏᩥ୰ࡶࠊ
ࠕ࣭࣭࣭࣭ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸧
ࠋ
࣭࣭࣭࣭▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ  ࠋ
࣭࣭࣭࣭ࡢ◊✲ࢆཧ↷ࡋࡓ  ࠋࠖࡢࡼ࠺ᩥ⊩␒ྕࢆࡘࡅࡿࠋⴭ⪅ࡀ  ྡ௨ୖࡢ
ሙྜࡣ᭱ึࡢ  ྡࢆグࡋࠊ࠶ࡣࠕࠖ
㸦ⱥᩥ࡛ࡣ HWDO ࡍࡿࠋ

㸺Ꮫ⾡㞧ㄅ㸼 ⴭ⪅ྡࠊ⾲㢟ࠊ㞧ㄅྡࠊⓎ⾜ᖺ㸦すᬺ㸧㸹ᕳ㸸㡫ࠋ
 すᇉ༓ࠊከ⏣⨶ᾈ୕ࠊ⪁ேࡢධ㝔་⒪㛵ࡍࡿ་⒪ಖ㝤ࡢ✀㢮ูẚ㍑ศᯒࠊ᪥ᮏ⾨⏕Ꮫ㞧ㄅࠊ㸹㸸
 0FFXVNHU-DQG6WRGGDUG$0(IIHFWVRIDQH[SDQGLQJKRPHFDUHSURJUDPIRUWKHWHUPLQDOO\LOO0HG&DUH
 㺎 
㸺༢⾜ᮏ㸼ⴭ⪅ྡࠊ⾲㢟ࠊ⦅⪅ྡࠊ᭩ྡࠊⓎ⾜ᡤᅾᆅ㸸Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾜ᖺ㸦すᬺ㸧㸹ᘬ⏝㡫ࠋ
㸧㤿ሙᅬ᫂ࠊᏛࠊᒣ⏣⿱❶⦅ࠊ⌧௦ᗣᏛࠊ⚟ᒸ㸸ᕞᏛฟ∧ࠊ㸹
 -RKQVHQ$56LHJOHU0:LQVODGH:-3UHIHUHQFHVRI3DWLHQWV&OLQLFDO(WKLFV1HZ<RUN0F*UDZ+LOO
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⦅㞟ᚋグ
㏆ᖺࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊᩆᛴฟືࡸᩆᛴᦙ㏦ࡢ㟂せࡀᖜቑຍࡋࠊᦙ㏦⬟ຊࡢ㝈⏺㏆࡙ࡁࡘࡘ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋᚋࡢᩆᛴᦙ㏦㟂せࢆண ࡋࡓࡇࢁࠊ㟂せࡣᖺࡈࢁࡲ࡛ቑ࠼⥆ࡅࡿࡇࡀศࡾࡲࡋࡓࠋᚋ
ࡢᩆᛴ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ㟂せࡢቑຍᑐฎࡍࡿࡓࡵࡣࠊᩆᛴ་⒪ࢩࢫࢸ࣒యࢆ୍㈏ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚
ᤊ࠼ࠊ࡚ࡢᒁ㠃࡛ຠ⋡ࢆࡣࡾࠊ᪉࡛ࠊຠ⋡ᛶࢆ㐣ᗘ㏣ồࡋ࡚ᝏᙳ㡪ࡀฟࡿሙྜࡣຠ⋡୍
ᐃࡢṑṆࡵࢆࡅ࡞ࡀࡽᑐᛂࡍࡿࡋ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡇᩘᖺࠊࢃࡀᅜࡢᩆᛴ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿࢸ࣮࣐ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸࡚Ẽ࡙࠸ࡓࡇࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊ㧗㱋♫࠾ࡅࡿᩆᛴ་⒪ࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿෆእࡢ◊✲≧ἣࢆከゅⓗ⢭ᰝࡋࡓ
ࡇࢁࠊᙜ↛࡞ࡀࡽࠊྛ◊✲⪅ࡀ⊂⮬ศᯒࡸ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡋࡶࠊᶓࡢ㐃ᦠࡣ࡞
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