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はじめに
第 10 回 全国遺伝子医療部門連絡会議 大会長 渡邉淳（日本医科大学）
第 10 回全国遺伝子医療部門連絡会議を、日本人類遺伝学会第 57 回大会（東京女子医科
大学齋藤加代子大会長）に引き続き、2012 年 10 月 27 日、28 日の 2 日間にわたり開催させ
ていただきました。ここに本大会の成果である記録集をお届け申し上げます。
全国遺伝子医療部門連絡会議は、わが国の遺伝子医療（遺伝学的検査，遺伝カウンセリ
ング等）の充実・発展のために、遺伝子医療部門の存在する高度医療機関（特定機能病院
等）等の代表者により構成し，各施設間の情報交換・意見交換を目的に、第 1 回大会が 2003
年に開催され、本年度 10 年目（第 10 回）を迎えました。2008 年度に維持機関会員制度が
発足し， 99 施設の遺伝子医療部門が維持機関会員として登録されています。今年度になり
全国 80 全ての大学（医育機関）病院（本院）が登録となり、節目となる本大会は「これか
らの遺伝子医療「現状・課題の明確化と共有」
」をテーマにいたしました。
第 10 回大会では、遺伝子医療部門への調査結果に基づいた各施設の現状、第 9 回大会に
行われた遺伝学的検査・診断のガイドラインに引き続いたファーマコゲノミクスの運用指
針の講演を企画しました。さらに、企画後の 8 月にメディア報道を契機に国民から大きな
関心が寄せられた NIPT(Non-invaive Prenatal Genetic Testing, 非侵襲的出生前遺伝学的
検査)については、情報を適確に発信するためにも，遺伝子医療部門間の情報共有が早急に
重要であることから、急遽講演をいただきました。2 日目はこれらの講演を受け、組織の構
築と診療の流れ、遺伝医学教育、遺伝学的検査、出生前診断、発症前診断、ファーマコゲ
ノミクスという 6 つのテーマによるワークショップを行いました。また、各施設間の意見
交換も重要であることから地域ブロックの代表者懇談も企画しました。本年も文部科学省
から村田善則医学教育課長、厚生労働省より山本尚子先生疾病対策課長にご臨席いただき
ましたことは特筆すべきことであります。2 日間を通し、維持機関会員施設 99 施設中 84 施
設 174 名の方々にご出席いただき、活発な討論が行われました。詳細につきましては、本
報告集をごらんいただけますと幸いです。
大会後、2013 年 1 月「医学部卒前遺伝医学教育モデルカリキュラム」が、日本医学会、
日本人類遺伝学会、日本遺伝カウンセリング学会、本連絡会議の共同で上梓されました。
また、母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査については、2013 年 3 月に日本産科婦人
科学会よりを指針が確定され、日本医師会、日本医学会、日本産科婦人科学会、日本産婦
人科医会および日本人類遺伝学会から共同声明が公表されました。これらにつきましては
本会議の成果でもあり、また遺伝子医療部門施設において共有していただくことが重要で
あることから本報告集に掲載しております。ぜひご一読いただけますと幸いです。特に、
「母
体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査に関する指針」の本報告書掲載におきましては、
日本産科婦人科学会のご快諾をいただきましたこと、感謝いたします。
2013 年、第 11 回大会は、日本人類遺伝学会第 58 回大会に引き続き、松原洋一会長のも
と仙台で行われます。ぜひみなさまご参会いただけますようお願いいたします。
最後に、本大会の開催に当たり、ご指導、ご尽力いただきました福嶋理事長はじめ、連
絡会議役員、ワークショップ座長・書記の方々、事務局であるソーテーリアのみなさま、
日本医科大学のメンバーに厚く感謝の意を表したく存じます。本報告集が遺伝医療の発展
に向けて、広く利用されることを願っております。
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ℂળ⼏㍳


全国遺伝子医療部門連絡会議 平成 24 年度 第１回理事会 議事録
日時：2012 年 10 月 28 日（日）8：00－9：00
場所：日本医科大学 大学院棟 第一会議室
出席理事：福嶋（理事長）
・渡邉（大会長）
・松原（次期大会長）
・小杉・斎藤・
野村・玉置・高田・久保田（順不同）
出席監事：後藤・大竹
欠席理事：平原・戸田
オブザーバー：関島（事務局長）
・櫻井・涌井・高澤・木村
議題
Ⅰ．報告事項
１．維持機関会員登録状況
現在大学病院 80 施設
国立高度医療機関 4 施設
その他の医療機関 14 施設
教育機関 1 施設
計 99 施設登録
全国の大学病院が登録されたことが、報告された。
２．個人参加登録 11 名が承認された。
３．2011 年度活動報告
1）第９回連絡会議のガイドラインについての講演会の録画と DVD 配布
2）アンケート調査 日本遺伝カウンセリング学会倫理委員会
3）GeneReviews Japan 実績報告
各項目について、報告された。
４．第 10 回全国遺伝子医療部門連絡会議について
①事前アンケートを使用してのワークショップおよび討論を進める事を確認した。
②連絡会議のアンケートの内容の確認と配布時間（昼食前）について確認した。
Ⅱ．協議事項
１． 会計期に関する会則が改訂された。
会則 第 5 章 会計
第 18 条 本会の会計年度は，毎年７月１日に始まり翌年６月 30 日に終わる．
２．平成 23 年度収支報告ならびに監査が報告され、承認された。
３．平成 24 年度予算案について、収入に懇親会費を加えることで、承認された。
（別紙）
また、予備費枠で、高田理事が進める遺伝医療提供体制検索システムの構築に 50 万程支出す
ることが承認された。
４．次年度（2013 年）の総会・大会について
第 11 回全国遺伝子医療部門連絡会議

松原洋一（東北大学）

期日：2013 年 11 月 23 日（土）
，24 日（日）[日本人類遺伝学会終了後]
会場：宮城県仙台市青葉区本町二丁目 3-1 江陽グランドホテル
内容については、理事を中心に進めていくことを確認した。
５．次々年度（2014 年）の総会・大会について
第 12 回全国遺伝子医療部門連絡会議

--

辻 省次（東京大学）
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߆ࠄߚߒ߁ߘޔᢎ⢒ߩ㕙ߢ߽ᄢ߈ߥᓎഀࠍߗ߭ᨐߚߒߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁߞߡࠆߣߎࠈߢߏߑ
߹ߔޕ
 ߎࠇ߆ࠄޔ࿁ߩ࠹ࡑ߇ߎࠇ߆ࠄߩㆮવሶක≮⺖⁁ޟ㗴ߩ⏕ൻߣޔߢߣߎ߁ߣޠ
⻠Ṷࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ߇ⴕࠊࠇࠆߣ߁ߎߣߢߏߑ߹ߔߩߎޔߦ․ޕㆮવሶක≮ߩ㗴ߣ߁
ߩߪޔᒰὼޔක≮ߩ߽ߘ߁ߢߔߌࠇߤ߽৻ޔᣇߢޔක≮ࠍฃߌࠆߦߣߞߡߪᧄޔᒰߦᄢ߈ߥ
㗴ࠍᛩߍដߌࠄࠇࠆ߽ߩߢߏߑ߹ߔޔߢߣߎߚߒ߁ߘޕᄢ߈ߊ␠ળߣߩធὐ߇ࠆࠊߌߢߏ
ߑ߹ߒߡߚߒ߁ߘޔᗧߢ߽ޔක≮ੱ߳ߩᢎ⢒ߣ߁ߎߣࠍవ߶ߤ↳ߒߍ߹ߒߚߌࠇߤ߽ޔ
␠ળ߳ߩ⊒ାߣ߁㕙ߢ߽ᄢ߈ߥᓎഀࠍᨐߚߒߡߚߛߊߣ߁ߎߣ߇ᦼᓙߐࠇࠆߩߢߪߥ߆
ߣ߁߁ߘޔᗧߢ߽ޔ࿁ߩળ⼏ߣ߁߽ߩ߇ታࠅࠆᚑᨐࠍࠄࠇࠆࠃ߁ߥߎߣࠍᔃ߆ࠄ
ᦼᓙࠍ↳ߒߍࠆߣߎࠈߢߏߑ߹ߔޕ
 ᦨᓟߦߥࠅ߹ߒߚߌࠇߤ߽ᧄޔᄢળ㐿ߦᒰߚࠅ߹ߒߡޔℂ㐳ߩ᎑వ↢ޔߚ߹ޔᄢળ㐳ߩ
ᷰㆺవ↢ࠍೋޔ㑐ଥߩ⊝᭽߇ᓮዧജߊߛߐ߹ߒߚߎߣߦᡷߡᓮ␞ࠍ↳ߒߍ߹ߒߡޔ࿁
ߩળ⼏ߩታࠅᄙᚑᨐࠍᔃ߆ࠄᓮᦼᓙࠍ↳ߒߍ߹ߒߡޔᓮᜦߣߐߖߡߚߛ߈߹ߔ߇ࠅޕ
ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ
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第 10 回全国遺伝子医療部門連絡会議

講演要旨
講演１

遺伝子医療部門調査報告から
（１）遺伝情報の取り扱いに関するアンケート結果の報告
日本遺伝カウンセリング学会倫理委員会

野村 文夫（千葉大学教授）

（２）全国遺伝子医療部門連絡会議
－全国遺伝子医療部門設置施設の遺伝医療提供体制検索システムの構築－
高 田 史男（北里大学教授）
（３）遺伝子医療の今後に向けて
－遺伝子医療部門連絡会議 10 年をむかえて
理事長 福嶋 義光（信州大学医学部長）
講演２

改定された「ファーマコゲノミクス検査の運用指針」

宮地 勇人（東海大学教授）

【別添資料】
別添１

ファーマコゲノミクス検査の運用指針

別添２

ＰＧｘ検査運用指針Ｑ＆Ａ

講演３

無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）

左合 治彦（国立成育医療研究センター）

⻠Ṷ㧝ㆮવሶක≮ㇱ㐷⺞ᩏႎ๔߆ࠄ
     ㆮવᖱႎߩขࠅᛒߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⚿ᨐߩႎ๔
    ㊁ᢥᄦ㧔ජ⪲ᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮ㆮવ⸻≮ㇱ
         ᣣᧄㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣቇળ୶ℂᆔຬળᆔຬ㐳㧕


 ජ⪲ᄢቇߩ㊁ߢߔ߅ߊߒࠈࠃޕ㗿ߒ߹ߔޔߪߢࠇߘޕㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣቇળߩ୶ℂ㗴
ᬌ⸛ᆔຬળߩ߶߁ߢⴕ߹ߒߚㆮવᖱႎߩขᛒߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⚿ᨐߩႎ๔ࠍߐߖߡߚߛ
߈߹ߔޕ
୶ℂ㗴ᬌ⸛ᆔຬળߪޕߔ߹ࠅ߅ߡߞ߿ߢࡃࡦࡔߩߎޔ
ᣣᧄㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣቇળ
୶ℂ㗴ᬌ⸛ᆔຬળ
ᜂᒰℂ

ዊ᧖⋿ม

ᆔຬ㧔㖸㗅㧕
ᳰᒎ↢ޔㄭ⮮㆐㇢ޔ㤥ᧁ⦟
₹⌀ℂሶޔ㊁ᢥᄦޔᐔේผ᮸
⟤ޔㆆᶈሶޔศ↰㇌ᐢ

ߎߩࠕࡦࠤ࠻ࠍ߿ߞߡߺࠃ߁ߣ߁ߎߣߦߥߞߚ⢛᥊
ߪޔㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ㑐ߔࠆᣣᧄකቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߩ⸥
タߦࠅ߹ߔޕหࠟࠗ࠼ࠗࡦߦߪㆮવቇ⊛ᬌᩏߩᬌᩏ⚿
ᨐߦ㑐ߒߡᣢߦ⊒∝ߒߡࠆᖚ⠪ߩ⸻ᢿࠍ⋡⊛ߣߒߡⴕࠊ
ࠇߚᬌᩏߩ⚿ᨐߪ⥃ߩઁޔᐥᬌᩏߩ⚿ᨐߣห᭽ߦ⸻≮㍳ߦ
⸥タߒߡ⸻≮ᓥ⠪㑆ߢߔࠆߴ߈ߢࠆߣ߁ᓥ᧪ࠃ
ࠅ߽߆ߥࠅ〯ߺㄟࠎߛ⸥タ߇ߐࠇࠆࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒߚ৻ޕ

ᣇߢޔㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߦߟߡߪߩߘޔౝኈߦߟߡࠆ߇ࠇߘ߅߁ߥ៊ࠍࠪࡃࠗࡊޔ
႐วߦߪㅢᏱߩ⸻≮㍳ߣߪಾࠅ㔌ߒߡ⸥タߔࠆࠃ߁ߦߣߞߡޔ㕖Ᏹߦߎߩ⸃㉼߇㔍ߒߣߎࠈ
߇ࠅ߹ߔޕ

 ߘߎߢޔએߩ㧞ὐߦߟߡޔฦㆮવ⸻≮ㇱ㐷߇ߤߩࠃ߁ߦታ㓙ߦ߿ߞߡࠄߞߒ߾ࠆ߆ߣ
߁ߎߣࠍ߹ߕ⺞ᩏߒߡߺࠃ߁ߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߒߚޕ᎑వ↢߇ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣቇળߘޔ
ࠇ߆ࠄߎߩㅪ⛊ળ⼏ߩਔᣇߩℂ㐳ࠍ߿ߞߡࠄߞߒ߾ࠆߣ߁ߎߣ߽ߞߡޔㆮવࠞ࠙ࡦ
ࡦࠣቇળຬߦ߁ߣ߁ࠃࠅߪޔᣉ⸳ߣߒߡߤ߁߁߰߁ߦኻᔕߐࠇߡࠆ߆ߣ߁ߎߣࠍ⍮ࠅ
ߚࠊߌߢߔ߆ࠄߩߎޔㅪ⛊ળ⼏ߩᯏ㑐ᩞߩᣇࠍ࠻ࠤࡦࠕߦޘଐ㗬ߔࠆߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߒ
ߚޕ㧥㧠ᣉ⸳ߦㅍࠅ߹ߒߡ㧤㧠ᣉ⸳⚂ޔ㧥㧜㧑ߩ࿁╵ࠍߚߛߡ߹ߔޕ
 ೋ࿁ߦ࿁╵ࠍߚߛߌߥ߆ߞߚᣉ⸳ޔᒰὼ╵߃ߡߚߛߌࠆࠃ߁ߥᣉ⸳ߦኻߒߡߪ߆ࠄߜߎޔ
ࠄߐࠄߦ߅ુߒߡޔ࿁₸߇ߎߎ߹ߢߦߥࠅ߹ߒߚޕ
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 ߹ߕޔᚲዻㇱ⟑ࠍⶄᢙ࿁╵นߢ╵߃ߡߚߛ
ߚࠎߢߔߌࠇߤ߽ⶄޔᢙ࿁╵นߢ⚿ߥ߁ࠃߩߎޔ
ᨐ㧔Ꮐ⸥ࠣࡈ㧕ߦߥࠅ߹ߒߚޕዊఽ⑼⑼↥ޔ
ߩࡄࡦ࠹ࠫ߇ૐࠃ߁ߦᗵߓࠄࠇࠆ߆߽
ߒࠇ߹ߖࠎ߇ߣ߽ߣ߽ޔዊఽ⑼ᓮりߩᣇߢޔ
ߪਥߦㆮવක≮ㇱ㐷ߩ⽿છ⠪ࠍ߿ߞߡࠄߞ
ߒ߾ࠆᣇߪޔㆮવሶ⸻≮ㇱߦߒ߆ਣࠍઃߌߡࠄ
ߞߒ߾ࠄߥᣇ߽ࠆߒޔゲ⿷߇ዊఽ⑼ߢㆮવක
≮ㇱ㐷߽ോߒߡࠆߣ߁ᣇߪਔᣇᦠߡ
ࠄߞߒ߾߹ߔⶄޔ߽ߤࠇߌߔߢࠈࠈޕᢙ࿁
╵นߢ╵߃ߡߚߛ߈߹ߔߣ⚿߁߁ߎޔᨐߢࠅ߹ߔ㧔⸥ࠣࡈ㧕ߦ⑼↥ޕ㑐ߒߡ߽ޔห
᭽ߩߎߣ߇⸒߃߹ߔޕ
 ߹ߕᦨೋߦ߅ߨߒߚߩ߇ㆮવක≮⸥㍳ߢߔ⸥ࠣࡦࡦ࠙ࠞޔߪࠇߎޕ㍳ߣᬌᩏߩ⚿ᨐޔਔ
ᣇࠍߚ⾰ߢߔߌࠇߤ߽≮⸻⥸৻ޟޔ㍳ߣಾࠅ㔌ߒ
ߡ߹ߔ߆⸳߁ߣޠߦኻߒߡߪ⚂ޔ㧟ಽߩ㧝ߕߟߩ
⚿ᨐߢࠅ߹ߒߚޕㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣ⸥㍳ߩߺಾࠅ㔌
ߒߡࠆߣ߁ߣߎࠈ߇⚂㧟ಽߩ㧝ߣߊోޕಾࠅ㔌ߒߡ
ߥߣ߁ᣉ⸳߽㧟㧜㧑ㄭߊࠅ߹ߒߚޕ
ޟㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ⚿ᨐ߇ߤߩㇱ⟑߇▤ℂߒߡ߹ߔ߆ޠ
ߣ߁⸳ߦኻߒߡߪޔㆊඨᢙ߇ฦ⸻≮⑼߇▤ℂߒߡ
ࠆߣޕਛߦߪㆮવක≮ㇱ㐷߇▤ℂߔࠆߣ߁ߣߎࠈ߽
ࠅ߹ߔߌࠇߤ߽ߩߎޔ႐ว߽▤ࠍߡߴߔޔℂߒߡ
ࠆߣ߁ࠊߌߢߪߥߊߡ∝⊒ޔ೨⸻ᢿ╬ߦ㒢ߞߡ▤ℂ
ߒߡࠆߣ߁ߣߎࠈ߽߹ࠇߡ߹ߔޔࠄ߆ࠇߘޕ
ࡈࠔࡑࠦߦߟߡߪߪࠇߎޔୟ⊛ߦ৻⥸⸻≮㍳ߣ
ߒߡߩࡦࠗࡓࡖࠫޔᖱႎߢߞߡ߽৻⥸⸻≮㍳ߣ
ߒߡᛒߞߡࠆߣ߁ߣߎࠈ߇ୟ⊛ߦᄙ߆ߞߚࠃ߁
ߢߔޕ
 એᓟߩ⸳ߪޔ㔚ሶࠞ࡞࠹ࠪࠬ࠹ࡓࠍዉߐࠇߡ
ࠆᣉ⸳ߦ㒢ߞߚ⾰ߦߥࠅ߹ߔޕ
 ޟㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣ⸥㍳ࠍ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦឝタ
ߒߡ߹ߔ߆⸳߁ߣޠߦኻߒߡߪ৻ޔㇱ߹ߚߪ
ⷐ⚂ߩߺߣ߁ߣߎࠈ߇ᄙࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔਛߦ
ߪ⸥ߩߡߴߔޔ㍳ࠍ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦឝタߒߡࠆߣ
߁߅╵߃߽ࠅ߹ߒߚޕਔᣇࠍวࠊߖ߹ߔߣ⚂ޔ
ඨಽᒙߩᣉ⸳߇ࠄ߆ߩᒻߢ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦタߖߡ
ࠆ৻ޕᣇޔឝタߒߡߥߣ߁ᣉ⸳߇㧟㨪㧠ഀߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߔޕ
 ޟㆮવቇ⊛ᬌᩏ⚿ᨐߦ㑐ߒߡ⚂ޔ߽ߤࠇߌߔߢޠඨᢙߩᣉ⸳߇㔚ሶࠞ࡞࠹ߦឝタߐࠇߡ߹
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ߔ⏕ޕቯ㒰ᄖ⸻ᢿߩ⋡⊛ߩ⚿ᨐ߇৻⇟ᄙࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔਛߦߪޔ㕖Ᏹߦዋᢙߩᣉ⸳ߢߔߌ
ࠇߤ߽∝⊒ޔ೨⸻ᢿߩ⚿ᨐ߽㔚ሶࠞ࡞࠹ߦ⸥タߒߡࠆߣ߁ᣉ⸳߽ਛߦߪߞߚࠃ߁ߢߔޕ
 ࠕࠢࠬ㒢ߦ㑐ߒߡߪࠅ߈ߞߪޔㆮવක≮⸥㍳ߦኻߔࠆࠕࠢࠬ㒢ࠍដߌߡࠆߣ߁ᣉ
⸳ߪᕁߞߚࠃࠅ߽ዋߥߊߡޔචᢙࡄࡦ࠻⇟৻ޕᄙࡄ࠲ࡦߪޔㆮવක≮ㇱ㐷ߩ㑐ଥ⠪ߩߺޔ
ࠆߪฦ⸻≮⑼ߩઍ⠪ࠍߡ߅ߡߚߛߡߩߘޔᣇߚߜߛߌ߇ࠕࠢࠬߢ߈ࠆࠃ߁ߦ
ߔࠆߣ߁ᣉ⸳߇ࠅ߹ߒߚޕ









 ජ⪲ᄢቇ∛㒮ߢߪߤ߁ߒߡࠆ߆ߣ⸒߹ߔߣޔߛ߹ޔᚒࠈࠈ߽ޘᮨ⚝ߒߡࠆߣߎࠈߢ
ߔ߇ޔㆮવቇ⊛ᬌᩏߩߘߩ⚿ᨐߦߟߡߪ⏕ߩ↱⚻⑼≮⸻ޔቯ⸻ᢿߩᬌᩏߦߟߡߪޔඞฬൻߩ
ᬺߪోㇱᬌᩏㇱߢޔណⴊቶߢⴕ߹ߔ߇⚿ޔᨐߪฦ⸻≮⑼߇▤ℂߔࠆޔࠄ߆ࠇߘޕㆮવሶ⸻≮
ㇱࠍ⚻↱ߒߡߩ⏕ቯ⸻ᢿߪޔේᧄߪㆮવሶ⸻≮ㇱߢ▤ℂߒߡ⚿ޔᨐߪ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦឝタߒߡ
߹ߔ৻ޕᣇ∝⊒ޔ೨⸻ᢿ╬ߦߟߡߪޔㆮવሶ⸻≮ㇱߢሽߣ߁߰߁ߦߒߡ߹ߔޕㆮવࠞ
࠙ࡦࡦࠣ⸥㍳ߦߟߡߪߢ↱⚻⑼≮⸻ޔㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩଐ㗬߇ߞߚ႐วߪߕ߹ޔฃ
⸻⸥㍳ߣߒߡᢙⴕߩౝኈࠍߘߩᣣߩ߁ߜߦᣧߦ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦ⸥タߒߡޔႎ๔ᦠߪㅜࠨࡑ
ߣ߁ᒻߢᚑߒߡⷫߦ⑼≮⸻ޔዷߩᒻߢㅍࠆࠃ߁ߦߒߡ߹ߔ߇ߢ࠽ࡖࠠࠬࠍࠇߘޔ㔚ሶ
ࠞ࡞࠹ߦขࠅㄟࠎߢឝタߒߡࠆ⸻≮⑼߽ࠆࠃ߁ߢߔޔߦࠄߐޕ㕖Ᏹߦ⚦ㇱߦࠊߚߞߚㇱ㐷ߦ
ߟߡߪߢࠬࡌ࠹࡞ࠞ⚕ޔㆮવሶ⸻≮ㇱߢ▤ߔࠆࠃ߁ߦߒߡ߹ߔࠄߎߎޕㄝߪޔᓟޔජ
⪲ᄢߢ߽ߤߩࠃ߁ߦߒߡߊ߆ߣ߁ߎߣߪޔޔౝㇱߢ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦߒߡࠆߣߎࠈߢߔޕ

 ߅ᚻరߩ⾗ᢱߦߪタߖߡࠅ߹ߖࠎ߇ߩ࠻ࡦࡔࠦࡈޔߦ߈ߣߩ࠻ࠤࡦࠕ߁߁ߎޔਛߦ
⾆㊀ߥᓮᗧ߇ᄙߊ߹ࠇߡࠆߩߢߪߡߴߔޔᓮ⚫ߢ߈߹ߖࠎ߇ޔᐞߟ߆ࠬࠗ࠼㧞ᨎߢᓮ
⚫ߒߚߣᕁ߹ߔޕ








䊐䊥䊷䉮䊜䊮䊃䉋䉍䋨㪉䋩

䊐䊥䊷䉮䊜䊮䊃䉋䉍䋨䋱䋩

ٟㆮવቇ⊛ᬌᩏߪోߡหߓࡌ࡞ߢᛒ߃ߥߩߢޔขᛒߩ
㓏ጀൻ߇ᔅⷐߣ⠨߃ޔ㔚ሶࠞ࡞࠹ߢታᣉߒߡࠆޕㆇ↪ߪ
ߣߡ߽߁߹ߊߞߡࠆޕ
ٟㆮવቇ⊛ᬌᩏࠍಽ㘃ߒߡߢ߹࡞ࡌߩߤޔタߖࠆ߆タߖߥ
߆ࠍࠆߩߪ࿎㔍ߢࠅޔᷙੂࠍߊߩߢߪߥ߆ޕ
ㆮવሶᬌᩏࠃࠅ߽␠ળ⊛ᓇ㗀ߩᄢ߈ߥᖱႎ㧔߃߫*+8㓁ᕈޔ
㈩⠪߇⍮ࠄߥᅧᆼਛ⛘㧕߇ᣢߦࠞ࡞࠹ߦ⸥タߐࠇߡ
ࠆߩߛ߆ࠄޕ
ٟࠟࠗ࠼ࠗࡦߩᢥ⸒ߦ߹ߥὐ߇ࠅޔ㔚ሶࠞ࡞࠹
ߢㆮવᖱႎߦኻߒߡߤߩࠃ߁ߥࠕࠢࠬ㒢ࠍ߆ߌࠆ
ߴ߈߆ޔቇળߥߤ߆ࠄၮḰࠍ␜ߒߡ᰼ߒޕ
ٟߔߴߡߩ∛㒮ࠬ࠲࠶ࡈߩㆮવᖱႎߦኻߔࠆ⼂߿ᗧ⼂ࠍ
⛔৻ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߦࡈ࠶࠲ࠬޕኻߔࠆᖱႎ▤ℂ߿ㆮવ
ᖱႎߦ㑐ߔࠆᢎ⢒߇ᔅⷐޕ
ٟ᧪⊛ߦ␠ળක≮߇ᚑᾫߒߚࠄޔㆮવᖱႎ߽ઁߩ⸻≮㍳ߣ
หߓᛒߦߥߞߡ߶ߒ

ٟ࿁╵ࠍㆮવක≮ㇱ㐷ߣߒߡߩ┙႐ߢߔࠆߩ߆ߩ⑼≮⸻ޔ
┙႐ߢߔࠆߩ߆ߪࠆޔᣉ⸳ోߩ┙႐ߢߔࠆߩ߆ޔ
ߦࠃߞߡ╵߃߇⇣ߥࠆ႐ว߇ᄙߩߢࠍߎߘޔ
ߒߡ⾰ߒߡ᰼ߒޕ
ٟㆮવሶ⸻≮⑼ߩࠞ࡞࠹ߪㆮવሶ⸻≮⑼ߩࠬ࠲࠶ࡈ߅ࠃ߮
ฦ⑼㧝㨪㧞ฬߩකᏧ㧔ㆮવᖱႎ▤ℂ⠪㧕߇ࠕࠢࠬߢ߈ࠆޕ
ٟ࠴ࡓක≮ߣ߁ὐ߆ࠄߪࠞ࠙ࡦࡦࠣౝኈ߽ࠬ࠲࠶ࡈ
㑆ߢߔߴ߈․ޕቯߩੱ߇ᛴ߃ࠆߎߣߪታ⊛ߢߥޕ
ٟㆮવᖱႎߪⶄᢙߩઍߦ߹ߚ߇ࠅߦᤨޔᐕ೨ߩ⚿ᨐߩ
วࠊߖ߽ߞߚ৻ޕర▤ℂ߇ᦸ߹ߒޕ
ٟోߡ㔚ሶࠞ࡞࠹ߣߥࠆᣇะߦࠆ߇࠹࡞ࠞޔᖱႎࠍᖡ↪
ߔࠆ߭ߣߚߜ߇ࠆ႐วߦ⸥࠹࡞ࠞޔタ⠪߇ᴺ⊛ߦ
ㅊ᳞ߐࠇࠆߎߣ߇ߥࠃ߁ߦᢛߔࠆߎߣࠍᦸߺ߹ߔޕ




 ߘߩㆮવක≮ㇱ㐷ߣߒߡߩ┙႐ߢ࿁╵ߔࠆߩ߆┙ߩ⑼≮⸻ޔ႐ߢߔࠆߩ߆ߦࠃߞߡ╵߃߇⇣ߥ
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ࠆ႐ว߇ࠆߩߢޔߒߡ⾰ߒߡ߶ߒߣ߁ߣߞࠂߜޔ㕖Ᏹߦ෩ߒᓮᗧߢߔߌࠇߤ߽ޕ
ߘࠇ߆ࠄޔઍ⊛ߥࠕࠢࠬ㒢ࠍ⸳ߌߡࠆᣉ⸳ߦߟߡߪޔㆮવሶ⸻≮⑼ߩࠬ࠲࠶ࡈ߮ฦ
⑼ߩ㒢ࠄࠇߚ࠼ࠢ࠲߇ࠕࠢࠬߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߡࠆߣ߁ߣߎࠈ߽ࠅ߹ߒߚ৻ޕᣇ࠴ޔ
ࡓක≮ߣ߁ὐ߆ࠄߪޔౝኈߪ․ቯߩੱ߇ᛴ߃ࠆߎߣߪታ⊛ߢߥߣ߁ᗧ߽ࠅ߹ߒߚޕ

 ߎߩ㧠⇟⋡ߪ㕖Ᏹߦ⾆㊀ߥᓮᗧߢߔߌࠇߤ߽ⶄޔᢙߩઍߦ߹ߚ߇ࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ⚿ᨐߢ
ߔ߆ࠄ▤ߩ⑼≮⸻ޔℂߦߒߡࠆߣޔᢎߩઍ߇ᄌࠊߞߚࠅߔࠆߥߤ▤߆ߥ߆ߥޔℂ߇㔍ߒ႐
ว߽ࠆߣ߁߁ߘޕᗧߢޔᬌᩏ⚿ᨐߪਛᄩ⸻≮ㇱ㐷ߢ৻ర▤ℂ߇ᦸ߹ߒߩߢߪߥ߆ߣ
߁⾆㊀ߥᓮᗧ߽ߚߛ߈߹ߒߚ৻ޕᣇޔ㔚ሶࠞ࡞࠹ߣߥࠆ⸥タߔࠆᣇะߦࠆߌࠇߤ߽࡞ࠞޔ
࠹ᖱႎࠍᖡ↪ߔࠆੱߚߜ߇ࠆ႐วߦ⸥ޔタ⠪߇ᴺ⊛ߦㅊ᳞ߐࠇࠆߎߣ߇ߥࠃ߁ߦᦸߣ߁
ᓮᗧ߽ࠅ߹ߒߚޕ
 ㆮવቇ⊛ᬌᩏࠍ㓏ጀൻߒߡ㔚ሶࠞ࡞࠹ߢขᛒࠍಽߌߡޔㆇ↪߽㕖Ᏹߦ߁߹ߊߞߡࠆߣ
߁ᣉ⸳߇ࠆ৻ᣇߢߥࠎߎޔᓮᗧ߽ࠅ߹ߒߚߢ߹࡞ࡌߩߤޕタߖࠆ߆タߖߥ߆ࠍ
ࠆߩߪ࿎㔍ߢࠅߡߞ߃߆ޔᷙੂࠍߊߩߢߪߥ߆ޕㆮવቇ⊛ᬌᩏࠃࠅ߽ߐࠄߦ␠ળ⊛ᓇ㗀ߩ
ᄢ߈ᖱႎ߇ᣢߦ⚕ࠞ࡞࠹ߦ⸥タߐࠇߡࠆߩߛ߆ࠄ߁߁ߎޔ㓏ጀൻߣ߁ߩߪߡߞ߃߆ޔᷙ
ੂߔࠆߩߢߪߥ߆ߣ߁ᓮᗧ߽ߚߛߡ߹ߔޕ
 ߘࠇ߆ࠄޔᐞߟ߆ߎ߁߁ᓮᗧ߇ࠅ߹ߒߚ߇ᦨޔೋߦ⚫ߒ߹ߒߚࠃ߁ߦࠟࠗ࠼ࠗࡦߩ
ᢥ⸒ߦᦌᤒߥὐ߇ࠆߩߢޔቇળ╬߆ࠄၮḰࠍ␜ߒߡ߶ߒߣ߁ᓮᗧ߽ࠅ߹ߒߚߩߎޕੑ
ߟߪ᧪ߦะߌߡߩᓮᗧߢߔߌࠇߤ߽∛ߩߡߴߔޔ㒮ࠬ࠲࠶ࡈ߇ㆮવᖱႎߦኻߔࠆ⼂ޔᱜߒ
⼂ᗧ⼂ࠍᜬߟߣ߁ߎߣ߇ᔅⷐߛࠈ߁ߣޕ᧪⊛ߦߘ߁߁߰߁ߦᚑᾫߔࠇ߫ޔㆮવᖱႎࠍ
ઁߩ⸻≮㍳ߣหߓᛒߦߢ߈ࠆߩߢߪߥ߆ߣ߁߁߁ߘޔᓮᗧ߽ߚߛߡ߹ߔޕ
 ߹ߣߦࠅ߹ߔ߇≮⸻ޔ㍳ߦ߅ߌࠆㆮવᖱႎߩขࠅᛒߦ㑐ߒߡߪ⚂㧥㧜㧑ߩ࿁╵ࠍᓧ߹ߒ
ߚޕㆮવක≮⸥㍳ࠍ৻⥸⸻≮㍳߆ࠄಾࠅ㔌ߒߡߥᣉ⸳ߣࠞ࠙ࡦࡦࠣ⸥㍳ߩߺಾࠅ㔌ߒޔ
ߘߒߡߔߴߡಾࠅ㔌ߒ߇⚂㧟ಽߩ㧝ޕ
 㔚ሶࠞ࡞࠹ࠍߒߡࠆᣉ⸳ߦ߅ߡߪ⚂ޔඨᢙߩᣉ⸳߇ㆮવቇ⊛ᬌᩏ⚿ᨐ߮㧰㧯⸥㍳ߩߔߴ
ߡ߹ߚߪ৻ㇱࠍ⸥タߒߡ߹ߔࠬࠢࠕޕ㒢ߪචᢙࡄࡦ࠻ߩᣉ⸳ޕ
 㧼㧳㨤ߦ㑐ߒߡߪߩߤࠎߣ߶ޔ߁߽ޔᣉ⸳߇৻⥸⸻≮㍳ᛒߣ߁⚿ᨐߢߒߚޕቇળ߹ߚߪㅪ
⛊ળ⼏ߦ߅ߡᜰ㊎ߩᚑࠍ᳞ࠆᗧ߇ᐞߟ߆ࠅ߹ߒߚޕ
 ᓟޔ౨㗡ߦߒ߹ߒߚᆔຬળߢߐࠄߦ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍߒߚߣᕁߞߡ߹ߔޕᓮදജ
ߚߛߚᣉ⸳ߦᓮ␞↳ߒߍ߹ߔޕએߢߔޕ㧔ᜉᚻ㧕
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⻠Ṷ㧝ㆮવሶක≮ㇱ㐷⺞ᩏႎ๔߆ࠄ
      ో࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏
      㧙ో࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ળ⼏ߩㆮવක≮ߩឭଏᬌ⚝ࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽㧙
    㜞↰ผ↵㧔ർ㉿ᄢቇ∛㒮ㆮવ⸻≮ㇱ㧕
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ࠆࡎࡓࡍࠫ߇ࠇ߫ߥߣ߁ߎߣߢޔ᎑ℂ㐳߆ࠄߘߩᚑࠍߒޔㆊߦ㧞࿁߶
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ⷐߣߔࠆㆮવᕈ∔ᖚޔᏗዋ∔ᖚޔ㔍ᴦᕈ∔ᖚ╬ߩࠊࠁࠆ㔍∛ߦߟߡޔᴦ≮น⢻ߥߒ⸻≮น
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⚿ว❱∔ᖚ∔╭⚻ޔᖚ╬ߩޘಽ㘃ࠍ⸳ቯߒߩࠇߙࠇߘߩߘޔਛߦߐࠄߥࠆಽ㘃ߣߒߡઍ⊛
ߥࠞ࠹ࠧߣߒߡߩ㨬ዊ㗄⋡㨭ࠍߩߘߦࠄߐޔਛߦෳ⠨ታߣߒߡઍ⊛ߥౕ⊛∔ᖚฬࠍߏޔ
ߊࠊߕ߆ߕߟߢߔ߇ಽ߆ࠅ߿ߔߐࠍᗧ⼂ߒߡ⸥タߒߡߺ߹ߒߚ∔╭⚻߫߃ޕᖚ㧔ᄢ㗄⋡㧕
ߢߒߚࠄޔవߕ⚻㔍∛ߩ⚻ᄌᕈ∔ᖚߩ߁ߜߩ OQPQIGPKE ߥ߽ߩ㧔ዊ㗄⋡㧕
࡞࠺ࡦࡔޔㆮવᒻᑼ
ࠍߣࠆ⣄㜑ዊ⣖ᄌᕈ∝ߣ߆ޔኅᣖᕈࠕࡒࡠࠗ࠼ࡐ࠾ࡘࡠࡄ࠴ߣ߆߁߁ߘޔታࠍߍࠆޔ
ᰴߦ╭ࠫࠬ࠻ࡠࡈࠖ㧔ዊ㗄⋡㧕ߣߒߡ࠺ࡘࠪࠚࡦဳ╬ဳࠞ࠶ࡌޔ㧔ታ㧕
ߩߘޔᰴߦߪࡒࠝ
ࡄ࠴㧔ዊ㗄⋡㧕ߣߒߡޘ㨯㨯㨯ߚߞߣޔᒻߢޟᄢ㗄⋡ޠ
ޟޔዊ㗄⋡ޠ
ޟߡߒߘޔታ߁ߣޠ
߿ߔᒻࠍ⋡ᜰߒ߹ߒߚޕ
 ᰴߦߘࠇࠄߩฝ㓞⇟৻ߩߜࠊߥߔޔߩࡔ࠾ࡘⴕࠍߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔ߇㧘ኻᔕ
㗄⋡ߣߒߡޟኾ㐷කߦࠃࠆ⥃ᐥ⸻ᢿޠ
ޟޔㆮવකቇ⊛ᬌᩏߦࠃࠆ⏕ቯ⸻ᢿޠ
ޔ
ޟ࿃⠪⸻ᢿޔޠ
∝⊒ޟ
೨⸻ᢿޠ
ޔ
ޟ↢೨⸻ᢿޠ
ޔ
ޟㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣޠ
ޔ
ޟක≮▤ℂ㧔ࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊ㧕
ߩޠ㧣㗄⋡ࠍ⸳ቯ
ߒ߹ߒߚޟߦࠇߙࠇߘߡߒߘޕታ㓙ߦ⚻㛎߇ߞߡኻᔕ߇น⢻ߢࠆޠ
⚻ޟޔ㛎߇ߥߌࠇߤ߽ኻ
ᔕߢ߈ࠆޠ
߽ߤࠇߌߥߡߞ߿ߪޟޔ೨ะ߈ߦᬌ⸛ਛޠ
ޟޔኻᔕਇนߩޠㆬᛯ⢇ࠍ⸳ቯߒࠇߘޔ
ࠄߩ⸥ภࠍฦޟޘ٧٤ٌޕߚߒ߹ߒߣޠਛߩࠣߩ✂߆ߌㇱಽߪ৻ޔᔕࡢࠠࡦࠣࠣ࡞
ࡊߩਛߢㆡᔕᄖߢࠈ߁ߣ߁ߎߣߢޔ㗄⋡ࠍᄖߒߚߣ߁ᗧߢ✂߆ߌࠍߒ߹ߒߚ߇ޔᄙߊߩ
ᯏ㑐߇ߎߎߦ߽⸥ࠍߒߡߒߡਅߐߞߡ߹ߒߚޕ
 એࠄࠇߎޔ㓸ᖱႎߪ৻⥸㐿ߔࠆߣ
߁೨ឭߢࠕࡦࠤ࠻ࠍขࠄߖߡߚߛ
߈߹ߒߚޕ
 ߘߩࡠ࠺࠲߇ߎߩᰴߩࡍࠫޔ㧭㧟
ߩߎߩᄢ߈ߥ㧔Ꮐ࿑㧕ߦߥࠅ߹ߔࡦࠕޕ
ࠤ࠻ߪో࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߩ
ోᣉ⸳ߦ㈩Ꮣߒోޔㇱߢ㧥㧢ߥߒ㧥㧤ᣉ
⸳ߛߞߚ߆ߣᕁ߹ߔ߇ޔታ㓙ߦߞߡ߈
ߚߩߪ㧣㧤ㅢߢߒߚߩߘޔߪߦߎߎޕߒ
ߡߊߛߐߞߚᣉ⸳ߩߺࠍߍߡ߹ߔޕዊ
㗄⋡ߏߣߦ࿁╵߇ߥ߆ߞߚ▎ᚲߪޟਇޠ
ߣ⸥タޔኻᔕ㗄⋡ߏߣߦή⸥タߩ▎ᚲߪⓨᰣߦߒߡ
߹ߔޕ
 ᰴߦᦨޔೋߩᖱႎ㐿␜ߣߒߡߪޔᖚ⠪ߐࠎߩ⥸৻ޔ
߆ߚ߇ߚะߌߦߔߦ㓙ߒޔ٧ߢࠆ߆٤ߢࠆ߆ߦ
ߟߡ࿁ߪࠊߥߣ߁ߎߣߢోޔㇱ٤ߦ⛔৻ߐ
ߖߡ߽ࠄ߹ߒߚߩޠٌޟߣޠޟࠄ߆ࠇߘޕ࿁╵ߦ
ߟߡ߽ߌߥߡߞ߿ߢ⁁ߦࠆߔⷐޔߒ৻⛔ߦޔ
ࠇ߫߫ࠇߡߞ߿ޔ٤ߣ߁ߛߌߦߐߖߡߚߛ
ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
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 એਅߩࠫࡍࡓࡎޔ࿑㧔Ꮐ࿑㧕ࠍ߅␜ߒߒߥ߇ࠄ⺑
ߒ߹ߔ߇ࠇߎޕᬌ⚝ࠪࠬ࠹ࡓߢᧄߛ߹ޔᒰߦ᧪┙ߡ
ߩ߶߿߶߿ߢ߿ࠬࠢ࠶ࠖࡈࠣࡃࠄ߆ࠇߎޔᐞߟ߆ߩࠪࠬ
࠹ࡓୃᱜࠍߔࠆ੍ቯߢߔ߇ޔᣢㅀߩㅢࠅ⹜ ߇ߢ߈ߚ
ߣ߁ߎߣߢ߅␜ߒߒ߹ߔ∔╭⚻߫߃ޕᖚߣ߁
ᄢ㗄⋡ޟߩࠄߜߎޔ㧗ޔߣࠆߔࠢ࠶ࠢࠍࠢࡑޠవ߶
ߤߩዊ㗄⋡߇ߡ߈߹ߔ⚻ޔߡߒߘޕᄌᕈ∔ᖚߩߣߎ
ࠈߦࠞ࠰࡞ࠍᜬߞߡߊߣౕޔߣߒߡ⣄㜑ዊ⣖ᄌ
ᕈ∝*ޔWPVKPIVQP ∛ߥߤߩ∛ฬࠬ࠻߇ߡ߈߹ߔޕ
ߘߒߡߘߩ߹߹ࠢ࠶ࠢࠍߔࠆߣޔർߩർᶏ߆ࠄߎߩ
ࠃ߁ߦᰴߣޘᣉ⸳ߩࠬ࠻߇ߡ߈ߡޔኻᔕᖱႎ߇⏕ߢ߈߹ߔޕਛߩ⇛⺆ߢߔ߇ޔㆮવߩޟㆮޠ
ߦࠞ࠲ࠞ࠽ߩޔߪߩࠆߡᦠߣޠࠞޟ
ޟㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩޠᗧߢߩߎޔᰣ߇ㆮવࠞ࠙ࡦ
ࡦࠣߩኻᔕ߇น⢻ߢࠆ߆ߥ߆ߦߟߡߩ␜ᰣߣ߁ᗧߢߔޕห᭽ߦޟኾ⸻ߡᦠߣޠ
ࠆߩߪޟኾ㐷කߦࠃࠆ⥃ᐥ⸻ᢿ߁ߣޠᗧߢ∔╭⚻߫߃ޔᖚߢࠇ߫⚻ౝ⑼ߣ߆ዊ
ఽ⚻ߩኾ㐷කߦࠃࠆ⥃ᐥ⸻ᢿߩኻᔕ߇ࠆ߆ߥ߆ޟࠄ߆ࠇߘޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁ߣޔㆮᬌޠ
ߣ߁ߩߪޔㆮવቇ⊛ᬌᩏߦࠃࠆ⏕ቯ⸻ᢿߩታᣉนุޔ
ޟක▤ߪߩ߁ߣޠක≮▤ℂߔߥࠊߜᴦ≮
߿ᄖ᧪ࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊߥߤߩߦࠆߔⷐޔਥᴦකߦࠃࠆ⸻≮ోࠍᜰߒ߹ߔޕએߩ㗄⋡ߦಽߌߡޔ
٤ߣߛߌߢࠪࡦࡊ࡞ߥߦߒ߹ߒߚޔߢߎߎߡߒߘޕ㑐᧲ߛߞߚࠄ㑐᧲ࠍࠢ࠶ࠢߒߡߚߛ
ߊߣޔ㑐᧲ౝߩᣉ⸳߇వ㗡ߦߡ᧪ߡ㑛ⷩߢ߈߹ߔޔߡߒߘޕฦᣉ⸳߇ߦኻᔕߒߡࠆ߆ޔ
ߒߡߥ߆ߣ߁ߎߣ߇ߡߊࠆߣ߁ᒻߢߔޕ
 ߘࠇ߆ࠄ࠻࠶ࡊߦᚯߞߡޔᐲߪၞߢߔ߫߃ޕ
ᄹᎹࠍࠢ࠶ࠢߒߡߚߛߊߣ⊓ߦߎߎޔ㍳ߒߡࠆ
ࠬ࠻ߪޔᄹᎹߩ㧠ᄢቇ∛㒮ߣᄹᎹ⋵┙ߎߤ߽ක≮
ࡦ࠲߇⊓㍳ߐࠇߡ߹ߔ߫߃ޕർ㉿ᄢቇ∛㒮ࠍࠢ
࠶ࠢߔࠆߣޔኅᣖᕈ⣲≌߆ࠄߩ࠻ࠬޔ㗅⇟ߢߡ߈
߹ߔߦࠅ߅ߣߩߩߎޕߦኻᔕߒߡࠆޔߦኻᔕߒ
ߡߥߣ߁ᖱႎ߇ߎߩࠃ߁ߦߡߊࠆࠊߌߢߔߘޕ
ߩઁߩᖱႎߣߒߡߪޔฦᣉ⸳ߩᚲߣࡎࡓࡍࠫߘޔ
ࠇ߆ࠄࡈࠔ࠶ࠢࠬޔ㔚⇟ภߣߞߚᖱႎ߽ឝタߒߡ
߹ߔޕ
 ᣉ⸳ฬߩߣߎࠈࠍࠢ࠶ࠢߔࠆߣޔฦᣉ⸳ߩࡎࡓࡍ
ࠫߦ㘧ࠎߢⴕ߆ࠇࠆࡦࠢࠍᒛߞߡ߹ߔޕ
 ᓟߩ⸘↹ߢߔ߇ࠍࠇߎޔታ㓙ߦㆇ↪ߔࠆߩߪࠇߎޔ
߆ࠄ⚦߆ߣߎࠈࠍࡈࠖ࠶ࠢࠬߔࠆߩߣߩߎߦࠎߐ⊝ޔ
ࡎࡓࡍࠫߩߏ⥄ಽߩᣉ⸳ߩᰣࠍߡࠕ࠶ࡊ࠺࠻߅
ࠃ߮ୃᱜࠍߒߡߚߛߊߎߣ߇ᔅⷐߦߥࠅ߹ߔޕㄭᣣਛ
ߦౣᐲᬌ⸛ߒߡࠍࠫࡍࡓࡎߩߎޔળຬߩవ↢ᣇߦߛ
ߌ߅ࠍࠬ࠼ࠕߢ࡞ࡔޔㅍࠅߒߡ࠴ࠚ࠶ࠢߚߛߡޔ
ᓟߢߘߩᖱႎࠍߒߡߚߛ߈ߚୃޕᱜ▎ᚲ߇ߞߚ
ࠄోㇱ⑳ߩߣߎࠈߦㅍߞߡߊߛߐߩߘޕㅪ⛊ߩߚߩ
↪⚕ࠍᧄޔᣣߎߩ⾗ᢱߩᦨᓟߩࡍࠫߦ↪ᗧߒߡࠅ߹
ߔోޕ࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ࡎࡓࡍࠫ⊓ޔ㍳ᯏ
㑐ㆮવ⸻≮ᖱႎᬌ⚝ឭଏࠪࠬ࠹ࡓ᭴▽⛽ᜬ▤ℂ
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↪ޔㅪ⛊వᖱႎ⸥↪⚕ߣ߁ߩࠍᷝઃߒߡࠅ߹ߔߩ
ߢࠍࠇߎޔ߇ߒߡ⊝ޔ᭽ߩᣉ⸳ฬޔㇱ⟑ฬߩߎޔ㧝ߣ
㧞ߪࡎࡓࡍࠫߦ߹ߔߩߢޔᱜᑼฬࠍ⇛ߒߚࠅߖߕ
߈ߜࠎߣᦨᓟ߹ߢ㑆㆑ߥߊ߅ᦠ߈ߊߛߐ⸥ޕタߐࠇ
ߚߘߩ߹߹ࠍឝタߒ߹ߔޔࠄ߆ࠇߘޕ㧟એ㒠ߪߪࠇߎޔ
ㅪ⛊↪ߦߎߜࠄߩ߶߁ߢ▤ℂߔࠆߚߦᔅⷐߥᖱႎߢߔ
ߩߢᔅߕ߅ᦠ߈ߊߛߐޕ
ߎࠇߪᏫࠅߦ࿁ߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕญߩߣߎࠈߩ
▫ߦᛩವߒߡ߅Ꮻࠅߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔޕᣣ߽ޔ
߽ߒᣣ᧪ߥ߆ߞߚᣉ⸳ߩᣇ߇߅ࠄࠇߚࠄߘࠇࠍ߅ᷰߒߒ߹ߔࡃ⚳ᦨߚࠇߐࠬࠢ࠶ࠖࡈ߇ߡోޕ
࡚ࠫࡦ߇ߢ߈߹ߒߚࠄ㐿ߒ߹ߔᧄޕઙߪࠍ࠻ࠤࡦࠕޔขࠆߣ߈ࠤࡦࠕߩࠬࠗࡃߡߒߘޔ
࠻ࠍขࠆߣ߈ߦ߽߅વ߃ᷣߺߩߣ߅ࠅޔ㐿ߔࠆߎߣࠍ೨ឭߦ㓸ߐߖߡߚߛߚᖱႎߢߔ
ߩߢ߁߽ޔᓮੌᛚᷣߺߣ߁ߎߣߢ߅ߊߒࠈࠃޔ㗿ߒ߹ߔޕ
 ߎߩࠬ࠻ߩㅪ⛊వޔ㔚⇟ภ╬ߪޔㆮવሶ⸻≮ㇱ㐷ߦߟߥ߇ࠆ㔚⇟ภߣߩߘޔㇱ⟑ฬ⧯ޔ
ߒߊߪᜂᒰ⠪߇ࠆ㔚⇟ภߣߘߩᚲዻㇱ⟑ฬࠍ⸥タߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔߢ߹ߊߪࠇߎޕ
ㅪ⛊↪ߢߔߩߢޔ㐿ߐࠇࠆߪࠅ߹ߖࠎߩߘޕᰴߩࡍࠫߦタߞߡࠆࠬ࠻߇ߔߴߡઍ
⇟ภߦߥߞߡ߅ࠅޔ㐿ߐࠇ߹ߔޔࠄ߆ࠇߘޕㆮવሶ⸻≮ㇱ㐷ߩవ↢߇ࠄࠇࠆࡈࠔ࠶ࠢࠬޔㆮ
વሶ⸻≮ㇱ㐷ߩࡎࡓࡍࠫ߇ࠆᣉ⸳ߪ ߩߘޔ74. ߽ోㇱㅍߞߡߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔᧄޕ
ᣣᦠߊߩ߇ਇน⢻ߢࠆ႐วߦߪޔᓟᣣࡔ࡞ߢㅍߞߡߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔࡔࠄ߆ࠄߜߎޕ
࡞ࠍవ↢ᣇߦޔᣉ⸳⛽ᜬᯏ㑐ળຬߩవ↢ᣇߦㅍࠆߦ߽ޔ㨑ࡔ࡞ߩᖱႎᦨޔᣂ

ߩࡔ࡞߇ᔅ

ⷐߢߔߩߢࠍࠇߘޔᣣ߅ᦠ߈ߊߛߐޕ
 ৻ᔕߎߩࠃ߁ߥᗵߓߢߚߞ߁ߎޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅߪߢ࡞ࡊࡦࠪߛ߹ޔㆮવሶ⸻≮ޔㆮવක
≮ࠍⴕߞߡࠆᣉ⸳ߩᖱႎ߇ࠕ࠶ࡊ࠺࠻ߐࠇߡࠆᬌ⚝ࠪࠬ࠹ࡓߣ߁ߩߪޔታߪ߹ߛ߈ߜࠎ
ߣߒߚ߽ߩ߇ߥߩߢߩߘ߇ࠇߎޔᓎ⋡ࠍᨐߚߒߡߊߎߣߦߥࠆߣᕁ߹ߔߩߢߤޔࠎߐ⊝ޔ
߁ߙࠃࠈߒߊ߅㗿↳ߒߍ߹ߔߡߒߘޕ᧪⊛ߦߪߦߎߎޔടࠊߞߡߥᣉ⸳ߢ߽⊓㍳↳⺧
߇᧪ߚࠄฃߌઃߌࠆࠃ߁ߥᒻࠍขߞߡߞߡߣ߫ࠇࠇ߆ߡߒߦࠬࡌ࠲࠺ߥ⊛⟜✂ޔ⠨߃ߡ
߅ࠅ߹ߔޕએߢߔޕ
㧔ᜉᚻ㧕

ޣᷰㆺޤ㜞↰వ↢ߩޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅ߽߁ߤޔਛߢߩ߽ߡߒ߁ߤޔᲑ㓏ߢ߅⡞߈ߦ
    ߥࠅߚࠃ߁ߥߎߣ߇ޕፒవ↢ޕߙ߁ߤޔ
ޣፒ㧔࿖┙ᓴⅣེ∛⎇ⓥࡦ࠲㧕
ޤ
ㅪ⛊ߩߚߦߩࡓ࠹ࠬࠪߩߎޔㅪ⛊ߩߚߦ߃ޔ
߫⋥ធ㔚߇߆߆ࠆߣ߁ℂ⸃ߢߢߔ߆ࠆߔⷐޕ߽ߡߟߦࠬࠢ࠶ࠔࡈߪࠆޕ
ߦࠍࡃࡦ࠽ࠬࠢ࠶ࠔࡈޔߡ⋥߹ޔធㅪ⛊߇ߢ߈ࠆߣ߁ߩߪଢߥࠃ߁ߢߘޔ
ࠇ߇㐿ߐࠇࠆߣ߆ߥ߆ߥޔᄢᄌߥߎߣ߽ࠆߩߢߩߘޔㄝߪߤ߁߁߰߁ߦᛒࠊࠇࠆ
ࠎߢߒࠂ߁߆ޕ
ޣ㜞↰ޔߢࠅ߅ߣࠆ߾ߒߞ߅ޕߪޤ㧝ޔ㧞ߛߌ߇㐿ᖱႎߢߔޕ㧟߆ࠄ㧣ߪߣࠄߜߎߡߴߔޔ
    ߩㅪ⛊ߩߚߛߌߩᖱႎߢߔޕ㐿ߔࠆᖱႎߦ㑐ߒߡߪޔᡷߡߚߛߚߩߎޔᖱႎ
    ߩ㨑ࡔ࡞ߩࠕ࠼ࠬߦ৻ᢧߦᖱႎ㓸ߩࡔ࡞ࠍㅍࠄߖߡߚߛ߈߹ߔߩߢࠄߜߘޔ
    ߦ㐿ߒߡࡈࠔ࠶ࠢࠬޔ㔚╬ߩᖱႎࠍ߹ߚ㓸ߐߖߡߚߛߊߣ߁ߎߣߢࠃࠈ
    ߒߊ߅㗿ߒ߹ߔޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅߡᦠ߽ߦߎߎޕ㧝ޔ㧞ߦߟߡߪ㐿↪ࠍᦠ
    ߡߊߛߐߣ߁ߎߣߪޔ㧟߆ࠄ㧣ߪ㐿ߒߥߣ߁ߎߣߢࠃࠈߒ߆ߣᕁ߹ߔޕ
ޣᷰㆺޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤญߩߣߎࠈߦ▫ࠍ⟎ߡ߅߈߹ߔߩߢ߅ޔᏫࠅߦߥࠆߣ߈
    ߦ߅ߒߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ
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⻠Ṷ㧝ㆮવሶක≮ㇱ㐷⺞ᩏႎ๔߆ࠄ
      ㆮવሶක≮ߩᓟߦะߌߡ㧙ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏  ᐕࠍ߆߃ߡ
    ᎑⟵శ㧔ାᎺᄢቇකቇㇱ ㆮવකቇ੍㒐⻠ᐳ
          ାᎺᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮 ㆮવ⸻≮ㇱ㧕

 
 ో࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߩℂ㐳ࠍോߐߖߡߚߛߡ߅ࠅ߹ߔାᎺᄢቇߩ᎑ߢߔޕ
ᣣᧄੱ㘃ㆮવቇળ߇⚳ࠊߞߡᣧ߅ߦᦼᤨߩࠇ∋߅ߩޘ㓸߹ࠅߚߛ߈߹ߒߡ⺈ߦࠅ߇ߣ߁ߏߑ
߹ߔޕ㧞㧜㧜㧟ᐕߦࠬ࠲࠻ߚߒ߹ߒߚߎߩㅪ⛊ળ⼏߽ᧄᐕߢ㧝㧜࿁⋡ࠍㄫ߃߹ߔޔߢߎߘޕ
㧝㧜ᐕࠍᝄࠅߞߡߣ߁ߎߣߣ߽ߣߎߥ߁ࠃ߁ߣ߆߈ߴߔߦ߁ࠃߩߤࠄ߆ࠇߎޔ߹ߒߡ
߅ߒߐߖߡߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ
 ߎࠇ߇╙㧝࿁⋡ߩߣ߈ߩႎ๔ᦠߢߔߪ࡞ࠗ࠲ࠬޕหߓ
ߢߔޕᐔᚑ㧝㧠ᐕߦෘ↢ഭ⋭ሶߤ߽ኅᐸ✚ว⎇ⓥᬺ
ޟㆮવሶක≮ߩၮ⋚ᢛߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޠ㧔⎇ⓥઍ⠪㧦
ฎጊ㗅৻㧕߇㐿ᆎߐࠇ߹ߒߚ⎇ߪ⑳ޕⓥಽᜂ⠪ߣߒߡޔ
ㆮવሶක≮ߩታᘒߦߟߡޔฦᄢቇࠍਛᔃߦ⺞ᩏࠍߚ
ߒ߹ߒߚ⚿ߩߘޕᨐ㧘ᣢߦ㧟㧢ߩᣉ⸳ߦ߅ߡㆮવሶක
≮ㇱ㐷߇⸳┙ߐࠇߡࠆߣ߁ߎߣ߇ಽ߆ࠅ߹ߒߚ߹ޕ
ߚޔᣉ⸳ࠍวࠊߖࠆߣ㧢㧠ᣉ⸳ߦߥࠆߣ߁ߣߎࠈ߆
ࠄߩࠄࠇߎޔᣉ⸳㑆ߢߥࠈࠈޔᖱႎࠍߔࠆߎߣ
ߦߪᗧ߇ࠆߛࠈ߁ߣ߁ߎߣߢޔ㧞㧜㧜㧟ᐕ㧝㧝㧞㧥ᣣߦ߮ដߌ߹ߒߡޔ㧠㧟ᣉ⸳߆ࠄ
㧢㧝ฬߩᣇߩᓮෳടࠍߚߛߚߣ߁ߩ߇ోޔ࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߩࠬ࠲࠻ߢߔޕ
 ߘߩᓟޔᲤᐕ⑺ߦળวࠍⴕ߹ߒߡޔ㧝࿁߆ࠄ㧡࿁߹ߢߪ⎇ߩߎޔⓥ⾌ߩࠨࡐ࠻߇ߞߚ߽
ߩߢߔ߆ࠄߢ▚੍ߩߘޔ㐿ߒޔ㧠㧥ᣉ⸳⚂ޔ㧝㧜㧜ฬ⒟ᐲߩᣇߦޘᓮෳടߚߛߡ߅ࠅ߹ߒ
ߚ⎇ޕⓥ⾌߇ಾࠇߚߣޔࠍߣߎ߁ߣ߆߁ࠃߒ߁ߤޔ㧟࿁⋡ޔ㧠࿁⋡ߋࠄ߆ࠄᬌ⸛ߚߒ߹
ߒߡޔᯏ㑐ળຬᐲߣߒߡ⛮⛯ߒߡታᣉߔࠆߩ߇ࠃߩߢߪߥ߆ߩߎߡߒߣ❱⚵ޕㇱ㐷߇ᄢ
ߛߣ߁ߎߣࠍߡߚߛߊߦߪ∛ޔ㒮㐳ߦߎߩᐕળ⾌ࠍ߅ᡰᛄߚߛߊߩ߇ߩߢߪߥ
߆ߣ߁ߎߣࠍડ↹ߚߒ߹ߒߡ╙ޔ㧢࿁⋡߆ࠄߪ⛽ߩߎޔᜬᯏ㑐ળຬᐲߣ߁ߎߣߢߩߎޔ
ળࠍ㐿ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕᄢቇ∛㒮߇ᒰೋ㧢㧟ᣉ⸳ߛߞߚ߽ߩ߇╙ߩߎޔ㧝㧜࿁⋡ߦߔߴߡߩᄢቇ
∛㒮ߩᧄ㒮߇ട⋖ߔࠆߣ߁ߎߣߦߥࠅߩ߆߶ߩߘޔߚ߹ޔ㜞ᐲක≮ᯏ㑐߇㧝㧥ߣ߁ߎߣߢޔ
㧥㧥ߩᣉ⸳ߦࠃߞߡߎߩㅪ⛊ળ⼏߇ᚑࠅ┙ߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ળೣߣߚߒ߹ߒߡ╙ޔ㧢࿁߆ࠄߎߩળೣߦೣߞߡㆇ
༡ߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔߌࠇߤ߽╙ޔ㧟᧦ߦᧄޔળߪᄢቇ∛㒮
߮ߘߩઁߩක≮ᯏ㑐ߩㆮવሶක≮ㇱ㐷ߩㅪ៤ࠍߜޔ
ቇⴚ⊛␠ળ⊛ᨩߦ㑐ߔࠆᖱႎ឵ޔਗ߮ߦ᭴ᚑຬ⋧
ߩᗧ឵ࠍ࿑ࠅߡߞ߽ޔㆮવሶක≮㧔ㆮવࠞ࠙ࡦ
ࡦࠣޔㆮવቇ⊛ᬌᩏ╬㧕ߩ⊒ዷߦነਈߔࠆߎߣࠍ⋡⊛
ߣߔࠆߣ߁߰߁ߦߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߚߩߘޕᬺߣ
ߚߒ߹ߒߡߪޔᐕ㧝࿁એߩ✚ળ߮ᄢળߩ㐿ޔળ
ߩ⊒ⴕᧄઁߩߘޔળߩ⋡⊛ࠍ㆐ᚑߔࠆߚߦᔅⷐߥᬺ
ߣ߁ߎߣߢޔળೣߦቯߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߩߎޔㅪ⛊ળ⼏ߢⴕߞߡ߅ࠅ߹ߔᵴേߣ߁ߩߪ⛽ޔᜬᯏ㑐ળຬ⋧ߩᖱႎߣ߁ߎ
ߣߢޔᐕ㧝࿁ߩߎߩ✚ળࠍ㐿ߊߣ߁ߎߣߣޔᣣ㐿߆ࠇ߹ߔߌࠇߤ߽ࠇߙࠇߘޔㆮવሶක≮ߦ
ߪࠈࠈߥ㗴ࠍᛴ߃ߡ߅ࠅ߹ߔߩߢߩࠇߙࠇߘޔ㗴ߦߟߡߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍ㐿ߊߘޕ
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ߒߡ✚ࠍ⺰⼏ߩߘޔว⸛⺰ߩ႐ߢߒࠍࠇߘޔߟ߆ޔႎ๔ᦠߣߒߡᱷߔߣ߁ᵴേࠍߒߡ߅ࠅ
߹ߔޕ
 ߐࠄߦࠍࠅ߹ߣ߹߁߁ߎޔ࿖ߦߤߩࠃ߁ߦ߈ដߌߚࠄ⦟߆ੱޕ㘃ㆮવቇળߢߔߣ߆ޔㆮ
વࠞ࠙ࡦࡦࠣቇળߦ߈ដߌࠆߎߣߪߥ߆ߣ߁ߎߣ߽ߩߢࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢߩࠇߙࠇߘޔ
⚿ᨐߢߥ߹ߑ߹ߐޔ߈ដߌ߽ታ㓙ߦⴕߟߟࠆߣߎࠈߢߔޕ
 ߘࠇߣࠍࠫࡍࡓࡎޔㅢߓߡߩᖱႎ⊒ାߣ߁ߎߣߢޔᐞߟ߆ߩขࠅ⚵ߺࠍⴕߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
ࡎࡓࡍࠫߦߪޔవ߶ߤᓮ⚫߇ࠅ߹ߒߚߣ߅ࠅޔ㧝࿁⋡߆ࠄ㧥࿁⋡ߩႎ๔ᦠ߇ߔߴߡタߞ
ߡ߅ࠅ߹ߒߡߪࠇߎޔ㧟㧣/D ߢߔ߆ࠄࠅߥ߆ޔᄢ߈ߥࡈࠔࠗ࡞ߢߔ߇ߡߴߔޔ㐿ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ
߹ߚ․ᓽߩ৻ߟߣߒߡޔ㧞ᐕ߶ߤ೨㧔㧕ߦᣣᧄੱ㘃ㆮવቇળߦ߅ߡޔㆮવකቇߩ♽⛔⻠⟵ޔ
ࠪ࠭ߣ߁ߩࠍⴕ߹ߒߚޕਥߦੱ㘃ㆮવቇળߩℂ
ߩᣇߦޘ㧝ࠦࡑ㧠㧡ಽߩᬺࠍ㧝㧤⒳㘃߿ߞߡߚ
ߛ߈ࠍࠇߘޔ㧰㨂㧰㍳↹ࠍߒߡߦࡃࠨߩߎޔタߖߡ
߹ߔޕήᢱߢ⊓㍳ߢ߈߽ߢߚߥߤޔฃ⻠ߢ߈߹ߔޕㆮ
વකቇߣ߁ߩߪ⚦ಾࠇߢߪߥߊߡ♽⛔⊛ߦቇ߱ᔅⷐ
߇ࠅ߹ߔ߇߆ߥ߆ߥޔත೨ᢎ⢒ߦ߅ߡ♽⛔⊛ߥㆮવ
කቇߩᬺࠍⴕߞߡࠆᄢቇߪߘࠇ߶ߤᄙߊࠅ߹ߖ
ࠎߩߢࠍߩ߽߁߁ߎޔ㐿ߒߡޔᐢߊޔකቇᢎ⢒ߦ
㒢ࠄߕᓮ↪ߚߛߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߘࠇߣޔᤓᐕ߆ࠄߢߔߌࠇߤ߽ޔ᭽ߥޘ⒘ߥ∛᳇ޔ㔍
ᴦᕈ∔ᖚޔㆮવᕈ∔ᖚߩㆮવሶක≮ࠍⴕ߁㓙ߦᔅⷐߥᖱ
ႎࠍṳࠇߥߊឝタߒߡࠆ☨ޔ࿖ߩ )GPG4GXKGYU ߣ߁㕖Ᏹߦఝࠇߚࠨࠗ࠻߇ࠅ߹ߔ߇ࠇߘޔ
ࠍᣣᧄߢ߽↪ߒ߿ߔࠃ߁ߦޔᣣᧄ⺆⸶ࠍߒߡࠍࠇߘޔ㐿ߒߡ߹ߔޕ










ାᎺᄢቇߦߘߩോዪࠍ⟎ߡ߿ߞߡ߹ߒߚ߇ߩ⾌⚻ޔᚲ߇ߥߩߢోߩߎޔ࿖ㆮવሶක≮
ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߦ߅㗿ߚߒ߹ߒߡ৻ࠍ↪⾌ߩߘޔㇱ⽶ᜂߒߡߚߛߡ߹ߔోޕ࿖ㆮવක≮
ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏߇ࠨࡐ࠻ߒߡࠆߎߩขࠅ⚵ߺ߇ )GPG4GXKGYU,CRCP ߢߔޕ
 㧝㧞㧠ߩ∔ᖚߦߟߡឝタߒߡ߅ࠅ߹ߔߌࠇߤ߽ޔᲤᣣ⚂㧝㧜㧜㧜ੱߩᣇߦߏ↪ߚߛ
ߡ߅ࠅ߹ߔࡘࡆࠫࡍޕᢙᦐޔᣣߩ㧝ᣣᒰߚࠅߩࡍࠫࡆࡘᢙ߇⚂㧝㧜㧜㧜ߣ߁ߎߣ
ߢࠅߥ߆ޔᐢߊ↪ߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ㊄ᦐᣣޔᦐᣣߪ⧯ᐓᷫࠅ߹ߔ߇ߩ߆߶ߩߘޔᣣߪᄢ㧝
㧜㧜㧜ࠍ߃ߡࠆߣ߁ߎߣߢߪࠇߎޔኾ㐷ኅߩᣇ߇ᓮⷩߦߥࠆߎߣ߽ࠆߣᕁ߹ߔߒޔᖚ
⠪ߐࠎޔᓮኅᣖޔᒰ⠪ߩᣇ߽ᓮⷩߦߥࠆߣ߁ߎߣ߇ࠆߣᕁ߹ߔޕ⒘ߥ∛᳇ߢߔߩߢࠣޔ
ࠣ࡞ߢߔߣ߆ࡗࡈߢߔߣ߆∛ޔฬࠍࠇࠆߣޔඨಽએߩ∛ฬ߇╙㧝⇟⋡ᦨޔೋߦߡߊࠆ
ߣ߁ߎߣߢࠅߥ߆ޔ↪⠪߇ᄙ⁁ᴫߦߥߞߡ߹ߔޕ
 ߹ߚޔㅪ⛊ળ⼏ߩࠕࠢ࠹ࠖࡆ࠹ࠖߣߒߡ߽․ߩߟ৻ޔᓽߣ߁ߩߪޔᣣߩඦ೨ਛߦⴕࠊࠇ߹
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ߔޔઍ⠪ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢߔߩ❱⚵ޕ᭴▽ߣ⸻≮ߩᵹࠇޔㆮવකቇᢎ⢒ޔㆮવቇ⊛ᬌᩏࠍߋ
ࠆ⻉㗴ޔ↢೨⸻ᢿ߳ߩኻᔕ∝⊒ޔ೨⸻ᢿ߳ߩኻᔕߩ߳ࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޔኻᔕߣ߁ߎ
ߣߢޔ࿁ߪᷰㆺᄢળ㐳ߩᓮ⊒᩺ߦࠃࠅ߹ߒߡߩߟߩߎޔ㗴ߦߟߡߒวߞߡ࡞ࡕࠬޔ
ࠣ࡞ࡊߢߒวߞߡߚߛߊߛߚߪࠇߎޕනߥࠆวߢߪߥߊߡ⺖ޔ㗴⸃ߩߚߩឭ⸒᩺
ࠍᚑߒߡߚߛߊߣ߁⏕ߥ⋡⊛ࠍᜬߞߚળวߣߒߡ߿ߞߡߚߛߊࠍࠇߘޕඦᓟߩ✚ว⸛
⺰ߩ႐ߢߒߡߊޔߡߒߘޕ࿖߳ߩⷐᦸޔቇળ߳ߩⷐᦸߣ߁߽ߩ߇ࠇౕ߫ࠍࠇߘޔ⊛
ߦ߹ߣߡߎ߁ߣ߁ߎߣߢ߁߁ߎޔઍ⠪ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߣ߁߽ߩ߇㐿ߐࠇߡ߅ࠅ߹
ߔޕ
 వ߶ߤޔㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߩᵴേߣߒߡޔᖱႎޔ߈ដߌޔᖱႎ⊒ାߣ߁ߎߣࠍ
↳ߒߍ߹ߒߚ߇ޔࠄ߆ࠇߎޔ㧝㧜ᐕࠍㄫ߃߹ߒߡߡߒߣ❱⚵ߚߒࠅ߆ߞߒߌߛࠇߎޔ⢒ߞߡ߹
ࠅ߹ߒߚߩߢࠍߣߎߩࠄ߆ࠇߎޔ⠨߃߹ߔߣߩߎޔ߽ߣ߭ߗޔㅪ⛊ળ⼏ࠍ᭴ᚑߒߡࠆ⛽ᜬᯏ
㑐ߦ߅߆ࠇ߹ߒߡߪోޔߡߒߣࠢࡢ࠻࠶ࡀߩߎޔ࿖⊛ߥㆮવሶක≮ߩ⊒ዷߚߦᓮዧജߚߛ
߈ߚߣ߁߰߁ߦ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ࿁߅ޔ㗿ߏߣ߇ਃߟ߶ߤߏߑ߹ߔ⎇ޔߪߟ৻ޕ
ⓥ⠪⢒ᚑߩߚߩⴕേⷙ▸ᢎ⢒ߩᮡḰൻߣᢎ⢒ࠪࠬ࠹
ࡓߩో࿖ዷ㐿ޕੑߟ⋡ߪෘഭ⋭ߩ⎇ⓥߣࠇߘޕਃߟ⋡߇ޔ
ᧄᣣ߅ߢߢߔߌࠇߤ߽ޔᏗዋ㔍∛ᖚ⠪ᡰេോዪ㧔㧿
㧻㧾㧰㧕߆ࠄߩ߅㗿ߢߔޕ
 ᓟ߶ߤޔ㧿㧻㧾㧰ߩዊᴰઍ߆ࠄౕ⊛ߥ߅㗿ߩౝ
ኈߪ⊒ߒߡߚߛ߈߹ߔ߇㧘⑳߆ࠄߪᦨޔೋߩੑߟߦ
ߟߡ߅㗿ࠍ↳ߒߍ߹ߔޕ
ߎߩߚ߮ޔାᎺᄢቇ߇ਛᔃߣߥߞߡ᧲ޔ੩ක⑼ᱤ⑼ᄢ
ቇޔፉ⋵┙ක⑼ᄢቇޔᴒ✽⑼ቇᛛⴚᄢቇ㒮ᄢቇޔർ㉿ᄢቇޔᥓᄢቇ߇ㅪ៤ߒߡ⎇ޔⓥ⠪ߩਇ
ᱜ㒐ᱛߦᓎ┙ߟࠃ߁ߥ㨑࠾ࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓࠍࠈ߁ߣ߁ᬺ߇ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩᬺߣߒߡណᛯ
ߐࠇ߹ߒߚ⎇ߥࠈࠈޕⓥ⠪ߦࠃࠆਇᱜⴕὑ߇ࠆࠊߌߢߔߌࠇߤ߽☨ޔ࿖ߦ߅ߡߪޔขࠅ
✦߹ࠅ߆ࠄᢎ⢒߳ߣ߁߰߁ߦ㊀ὐ߇⒖ߞߡ߅ࠅ߹ߔߩߢ☨ޔ࿖ߢࠊࠇߡࠆ㧯㧵㨀㧵ࡊࡠࠣ
ࡓߣ߁ࠪࠬ࠹ࡓࠍᚒ߇࿖ߦዉߒࠃ߁ߣ߁߽ߩߢߔ☨ޕ࿖ߩ㧯㧵㨀㧵ߩࡊࡠࠣࡓߩ┙ߜ
ߍߦ߽㑐ਈߐࠇߚᏒᎹኅవ↢ߪ߽ࡧࠔࡦ࠳ࡆ࡞࠻ᄢቇߩᢎࠍછߐࠇߡ߹ߔߌࠇ
ߤ߽ޔᐘߥߎߣߦߩߎޔ㧠߆ࠄାᎺᄢቇߩ․છᢎߣߒߡછߒߡߚߛߊߎߣ߇ߢ߈߹ߒ
ߚޕᏒᎹవ↢߇ਛᔃߣߥߞߡᣣᧄ⺆ߩᢎ⢒ࠦࡦ࠹ࡦ࠷ࠍᚑߒోࠍࠇߘޔ࿖ߩᄢቇߦ↪ߒߡ
ߚߛߎ߁ߣ߁ขࠅ⚵ߺߢߔޕ
 వㅳⴕࠊࠇ߹ߒߚ࿖┙ᄢቇකቇㇱ㐳ળ⼏ߢߩߎߪ⑳ޔ
ⷐߦߟߡ⺑ߒߡޔฦᄢቇߢᄢቇ㒮ᢎ⢒ߦ↪ߒߡ
ߚߛ߈ߚߣ߁ߎߣࠍ߅㗿ߒߡ߹ࠅ߹ߒߚోޕ
࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߩᣣ߅㓸߹ࠅߩవ↢ᣇߦ
߅߆ࠇ߹ߒߡߪޔฦᄢቇߢߎߩࠃ߁ߥ߅߇ߞߚߣ߈
ߦߪࠇߘޔ߭ߗޔขࠅ⚵ߺߥߩߢ᥉ߐߖ߹ߒࠂ߁
ߣ߁ߎߣࠍߘࠇߙࠇߩᄢቇߢߏ⊒⸒ߚߛ߈ߚߣ
߁߅㗿ߢߏߑ߹ߔޕ
 ߎࠇ߇ %+6+,CRCPࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ⚵❱࿑ߢߔౕޕ
⊛ߥߎߣߦߟߡ߅ߦޘ㗿ߔࠆߣ߁ߎߣߢߪߥ
ߩߢߔ߇♖⊛ߥࡃ࠶ࠢࡏࡦߣ߹ߔ߆߁߁ߘޔ㕙ߢߩߏᡰេࠍ߅㗿ߒߚߣᕁ߹
ߔޕᐢႎߦߟߡㅪ៤ࠍߒߡߚߛߊߣ߁ߎߣߢޔㅪ៤ᯏ㑐ߣߒߡో࿖කቇㇱ㐳∛㒮㐳ળ⼏ޔ
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ᣣᧄකቇળޔ㧶㧭㨄㧭ోޔߟ৻߁߽ߣߎߘޔ࿖ㆮવሶක
≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߣߒߡ߽ߩߎޔᐢႎߦදജߔࠆߣ߁ᒻ
ߢߦߎߎޔㅪ៤ળຬߣߒߡ⸥タߐߖߡߚߛߡ߅ࠅ߹
ߔޕ
 ߎߩขࠅ⚵ߺࠍౝ㑑ᐭޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭ޔ㧶
㧿㨀ޔ㧶㧿㧼㧿ߥߤࠚࠫࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈࠆࠁࠊޔ
ࡦࠪߦ߅ߦુ߹ߒߚߣߎࠈޔ㕖Ᏹߦ㜞ߊ⹏ଔߒߡ
ߚߛ߈߹ߒߚ⑼ߥࠈࠈޔߪࠇߕޕቇ⎇ⓥ⾌ࠍ↳
⺧ߔࠆߣ߈ߦฦ⎇ⓥ⠪⺧↳ޔ⠪ߦߪߩߎޔ㨑࠾ࡦࠣ
ࠍฃ⻠ߔࠆߎߣࠍ⟵ോઃߌࠃ߁ߣ߁ࠃ߁ߥߎߣߦߥ
ࠆߣᕁ߹ߔޕ࿁ߩขࠅ⚵ߺߪ㧡ᐕ㑆ߢߔ߇ޔ㧡ᐕ㑆߇⚳ࠊߞߚᓟߪޔฦᄢቇߦᢙචਁߩ⾌
↪⽶ᜂࠍߒߡߚߛ߈߹ߒߡޔᕡᏱ⊛ߦߎࠇ߇⛮⛯ߔࠆࠃ߁ߦߣ߁ࠃ߁ߥࡊࡦߢേ߈ᆎ
ߡ߅ࠅ߹ߔోޕߦࠊߚࠅ߹ߒߡᓮදജߩ߶ߤ߅ޔ㗿↳ߒߍ߹ߔޕ
 ੑߟ⋡ߩ߅㗿ߪޔᐕߩෘഭ⑼⎇ߩ㔍ᴦᕈ∔ᖚస⎇ⓥᬺߢޔᏗዋ㔍∛ᖚ⠪ᡰេോዪ㧔㧿
㧻㧾㧰㧕ߣߩหߢ∛∔ޟޔਛᔃ߆ࠄᖚ⠪ਛᔃߩᏗዋ㔍ᴦᕈ∔ᖚ⎇ⓥࠍน⢻ߣߔࠆᖚ⠪ᡰេ࿅
ߣኾ㐷ኅ㓸࿅ߣߩࡀ࠶࠻ࡢࠢ᭴▽ߚߒߣ⊛⋡ࠍޠขࠅ⚵ߺࠍోޔ࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߩ
ℂߩᣇࠍਛᔃߦห⎇ⓥߣߒߡ↳⺧ߒޔណᛯߐࠇ߹ߒߚޕᏗዋ㔍∛ᖚ⠪ޔේ࿃ਇߢᴦ≮ᴺ߇
ߥߊߡޔᓟㆮ∝ࠍᱷߔ߅ߘࠇ߇ߞߡޔᖚ⠪ߐࠎ߇ዋߥߣ߁Ꮧዋ㔍ᴦᕈ∔ᖚߦߟߡޔ㧞㧟
ᐕᐲߦᰴઍࠪࠢࠛࡦࠨࠍ↪ߡ∛ᘒ⸃ࠍߔࠆߣ߁ᄢဳߩ⎇ⓥ⃰߇┙ߜ߇ߞߡޔޔ
ᐕ㑆㧞ంߩ੍▚ࠍ㧡ߟߩ⎇ⓥὐߦᛩ⾗ߔࠆߣ߁ᄢ߈ߥ⎇ⓥ࠴ࡓ߇ߢ߈ߡ߹ߔ৻ޕᣇߢ
ߪޔ㔍∛ߩᖚ⠪ߐࠎޔᓮኅᣖޔਥᴦක߇ߘࠇߙࠇߩᣣߩޘක≮ࠍฃߌߡ߹ߔ߇㧘Ꮧዋ㔍∛ᖚ⠪
ߣ⎇ⓥ࠴ࡓࠍߤߩࠃ߁ߦߟߥߍࠆ߆ߣ߁ߩ߇⺖㗴ߦߥࠅ߹ߔޕ
 ߘߩߚߦߪޔ㔍∛ߣ߁ߩߪ⸻ᢿ߇㔍ߒࠊߌߢߔߩߢ⥃ޔᐥ⸻ᢿᡰេߣ߁ߎߣ߇ᔅⷐߦ
ߥࠅ߹ߔߒޔ႐วߦࠃߞߡߪޔㆮવቇ⊛ᬌᩏߩឭଏ߽ᔅⷐߦߥࠅ߹ߔߒޔㆮવߩᖱႎࠍᛒ߹ߔ
ߩߢޔㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣ߇ᔅⷐߦߥࠅ߹ߔޕᖚ⠪ߐࠎޔᓮኅᣖޔਥᴦකߣ߁ߩߪో࿖ߦᢔࠄ
߫ߞߡ߹ߔࠍࠄࠇߎޕߣ߆߇ߣߎ߁ߣ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߍߥߟޔ࿁ߩ⎇ⓥߢߔޕᏗዋ
㔍∛ᖚ⠪ᡰេോዪ㧿㧻㧾㧰ߩᓮഥജࠍߚߛ߈߹ߒߡޔᖚ⠪ᖱႎࠍ㓸ߒ㧘ᖱႎ▤ℂࠍߒߡ
ߚߛߊߡߒߘޕੱᖱႎᛮ߈ߩᒻߢ∔∛ᖱႎࠍߚߛߡߩߎޔᬌᩏࠍฃߌࠆߣ߆߽ߒࠇߥ
߇ࠇߎޔᰴઍࠪࠢࠛࡦࠨߢ⸃ᨆߔࠆߣේ࿃߇ಽ߆ࠆ߆߽ߒࠇߥߣ߁ࠃ߁ߥߣߎࠈߦ
ߟߡ⎇ߩߜߚ⑳ޔⓥ⃰߇ᜂߞߡ߿ߞߡߎ߁ߣ߁ߎߣߢ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 㧿㧻㧾㧰ߦᖚ⠪ߐࠎߩ⊓㍳ࠍߒߡߚߛߡޔ᭽ޘ
ߥᖱႎ∔ޔᖚߦ㑐ߔࠆᖱႎࠍߚߛߡ⸻ޔᢿᡰេࠣ
࡞ࡊ߇⠨߃ߡߥࠈࠈޔᬌᩏ߇ᔅⷐߣ߁ߎߣߦ
ߥࠅ߹ߔߣޔฦၞߩਥᴦකߣࠇߘޔฦၞߩㆮવሶ
ක≮ㇱ㐷ߩవ↢ᣇߦᓮදജࠍߚߛߡߩߎޔᵹࠇࠍ
Ṗߦㅴߡ߈ߚߣ߁ߎߣߢߔ߁ߤߦߎߤޕ
߁ᖚ⠪ߐࠎ߇ࠆ߆ߣ߁ߎߣߪ߹ߛಽ߆ࠅ߹ߖࠎߩ
ߢߩߢࠈߎߣߩߎޔᓮදജࠍ߅㗿ߔࠆᰴ╙ߢߔߣޕ
߁ߎߣߢޔᰴߪߢࠇߘޔ㧿㧻㧾㧰ߩዊᴰߐࠎߩ߶߁
߆ࠄޔᏗዋ㔍∛ᖚ⠪ᡰេോዪߩᓮ⚫ߣߣޔἴኂ߇߈ߚߣ߈ߦోߩߎߦ․ޔ࿖ㆮવሶක≮
ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߦട⋖ߒߡࠆਛᩭ∛㒮ߦ߅㗿ߒߚߣ߁ߎߣ߇ࠆࠃ߁ߢߔߩߢߊߒࠈࠃޔ
߅㗿ߚߒ߹ߔޕ
Ꮧዋ㔍∛ᖚ⠪ᡰេോዪઍߩዊᴰߢߏߑ߹ߔޕᣣߪޔ᎑వ↢ߩᓮ⻠Ṷߦߎߩࠃ߁ߥᒻ
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ߢഀࠅㄟ߹ߖߡߚߛ߈߹ߒߡߩߎޔ႐ࠍ߅୫ࠅߒ߹ߒߡ⊝ޔ᭽ߩᓮදജߦᷓߊᗵ⻢ߒߚߣᕁ
ߞߡ߅ࠅ߹ߔߚ߹ޕ᎑వ↢ޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅ߽߁ߤޔ
 ᣣ߅ߒߐߖߡߚߛ߈ߚߎߣߪ㧶㧰㧾㧰ߩߎߣߣ㧿㧻㧾㧰ߩߎޔੑߟߩ࿅ࠍ߹ߕ⍮ߞ
ߡߚߛ߈ߣߒ߶ߡߒࠍߣߎߚߞ߁ߤޔߚ߹ޔᕁߞߡࠆߩ߆ߣ߁ౝኈࠍ⊝᭽ߦᓮℂ⸃
ߚߛߌࠇ߫ߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߹ ߕ  ޟ㧿 㧻 㧾 㧰  ޠThe Supporting Organization for Patients with Rare Diseases 㧨
JVVRYYYUQTFLR㧪ߣ⸒߹ߔߩߪޔ࿖ߩ㔍∛ኻ╷ࠆࠁࠊޔ㔍ᴦᕈ∔ᖚస⎇ⓥᬺߩኻ⽎
ߣߥࠄߥᖚ⠪ߐࠎߚߜࠍਛᔃߦᡰេࠍߒߡࠆ࿅ߢߔޕෘ↢ഭ⋭ߩ⊒ߢߪ㧡㧜㧜㧜߆ࠄ
㧣㧜㧜㧜ߣ߁߰߁ߦ⸒ࠊࠇߡ߅ࠅ߹ߔ߇ޔޔኻ⽎∔ᖚߣߥߞߡࠆߩߪ㧠㧜㧜∔ᖚᒙߣޔ
㧢㧡㧜㧜∔ᖚએ߇㧿㧻㧾㧰ߩᡰេኻ⽎ߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߔ⁁߁߁ߎޔߚ߹ޕᴫߩਛߢޔޔ
ᖚ⠪ߐࠎߚߜߩਛߢߤࠎߥߎߣ߇ߎߞߡࠆߩ߆ߣ⸒߹ߔߣߩߎ߇ࠇߎޔ㧟㧝㧝ߢ৻ߟ⏕
ߦߥߞߚ㗴ߦߥߞߡߊࠆߣ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߇ߞߚߩ߆◲ޕනߦᓮ⺑ߐߖߡߚߛ߈߹ߔߣ⽎ޔᓽ⊛ߥੑߟߩჿߣ⑳ߪ↳ߒߍߡ
ࠆࠎߢߔ߇ޟߪߟ৻ޔჿߦߥࠄߥჿޟߪߟ৻߁߽ޠჿߦߢ߈ߥჿޕޠ
 ৻ߟ⋡ߩޟჿߦߥࠄߥჿߪߩ߁ߣޠᢙ߇ዋߥߚߞ߁ߘޔᏗዋ㔍∛ߩᖚ⠪ߐࠎߚߜ߇৻
ߟߩ∔ᖚߦኻߔࠆߘߩ∝߇㕖Ᏹߦዋߥޔߢߣߎ߁ߣߥ߇ࠬࡌ࠲࠺ߚߞ߁ߘޔߚ߹ޔ
ᐞࠄჿࠍߍߡ߽ߥ߆ߥ߆ක≮⠪ⴕߩߚ߹ޔߦ߽વࠊߞߡ߆ߥ߆ߞߚࠎߢߔޕ
 ߽߁৻ߟ߇ࠄߜߎޔవ↢ᣇߦ․ߦ߅㗿ߒߚߎߣߢ߽ࠆߩߢߔ߇ޟޔჿߦߢ߈ߥჿޕޠ
ߎߜࠄߪ㧱㨁ߩ⺞ߴߦࠃࠅ߹ߔߣޔᏗዋ∔ᖚߩ߁ߜߩ㧤㧜㧑߇ㆮવሶߦ࿃ߔࠆߣ⊒ߐࠇߡ
ࠆࠊߌߢߔ߇ߌߛࠇߎޔㆮવ∛߇ᄙਛߢޔᣣᧄߦߒߞ߆ࠅߣߒߚߘߩᢎ⢒߇ߥߐࠇߡߥ߇
߫߆ࠅߦޔᖚ⠪ߐࠎ⥄りߚ߹ޔࠅߩᣇߩߘޔ߇ޘㆮવሶ∔ᖚߦ㑐ߒߡ㕖Ᏹߦ⺋⸃ࠍߐࠇߡࠆޕ
⥄ಽߩ∛᳇ߩߎߣࠍኅᣖߦ߽⸒߃ߥߚߞ߁ߘޔᣇ߇㕖Ᏹߦᄙ߆ߞߚࠎߢߔޕ
 ߹ߚߩߎޔ㗴ߩ৻ߟߦߪ⑳ޔ㔍∛ᡰេࡦ࠲ߩߘߩᵴ↪߽߁߹ߊߢ߈ߡߥߣ߁߰߁
ߦ⠨߃ߡ߹ߔ߇ޔ㔍∛ᡰេࡦ࠲ߪޔ࿖╷ߣߒߡฦ⋵ߦ㈩⟎ߐࠇߡࠆ߽ߩ߆ߣᕁߞߡ߅ࠅ
߹ߔߩߘޔߦߎߎޔߛߚޕㆮવߩኾ㐷ኅߩవ↢ᣇ߇ࠄߞߒ߾ࠆߩ߆ߣ߹ߔߣ৻ޔㇱߩ∛㒮
ࠍ㒰ߡ߶ߣࠎߤࠄߞߒ߾ࠄߥࠊߌߢߔޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦޕ㔍∛ᡰេࡦ࠲ߣ߁ฬ೨ߦ
ߥߞߡ߅ࠅ߹ߒߡޔታ㓙ߪࠇߎޔ㧿㧻㧾㧰ߩ߶߁ߦޔ㔍∛ᡰេࡦ࠲ߩ߶߁߆ࠄ߁ߎޔޔ
ߞߚ∛᳇ߩᖚ⠪ߐࠎ߇᧪ࠄࠇߡࠆࠎߢߔ߇ޔ߆ᖱႎ߇ߥߢߒࠂ߁߆ߣ߁ࠃ߁ߥวࠊ
ߖ߇ᄙోޕ࿖߆ࠄߩߜߚ⑳ޔ࿅ߩ߶߁ߦ᧪ߡ߅ࠅ߹ߔ߿ޔߣߔ߹߃߹〯ࠍ⁁ߚߞ߁ߎޕ
ߪࠅㆮવࠞ࠙ࡦߩᣇޔߚ߹ޔޘㆮવߩኾ㐷ኅߩవ↢ᣇߩߎߩ߅ജᛮ߈ߦߒߡߎߩᏗዋ㔍∛
㗴ߩᩮᧄ⸃ߣ߁ߩߪ㔍ߒߛࠈ߁ߣ߁ߣߎࠈߢޔ᎑వ↢ߦ߅㗿ࠍߚߒ߹ߒߡޔ
ࠈࠈߣᓮេഥߚߛߡࠆߣߎࠈߢߔޕ
 ߎߩ㧶㧰㧾㧰 Japan Disaster Relief and Countermeasure Association for Rare Disease

Patients 㧨JVVRYYYLFTFLR㧪ߦ㑐ߒ߹ߒߡߥࠎߢߔ߇߅ߟ৻ޔ㗿ߣ߹ߔߩߪޔ㧟㧝
㧝ߩߎߩⵍἴߩߣ߈⑳߇৻ߟᗵߓ߹ߒߚߩߪߚߞ߁ߎޔࠅߪ߿ޔ߇ਇޔ߇߈ߜߞߣ
ߢ߈ߡߥߣ߁ߣߎࠈ߇৻⇟ߩ㗴ߛߣߪᕁ߁ࠎߢߔ߇ߩߎޔߡߞߣࠄ߆ߛޔߛߚޔ
ࠍ࿖ߦߔߋߞߡ߶ߒߣ⸒߹ߒߡ߽◲߁ߘޔනߦ࿖߇േߊߣ⑳ߪᕁ߹ߖࠎ߫ࠇߢޕ࿖߇
േߊࠃ߁ߦ߈ដߌࠇ߫ߣ߁߰߁ߦ߅ߞߒ߾ࠆᣇ߽߅ࠄࠇ߹ߔߌࠇߤ߽⥄ߕ߹ޔಽߚߜߢ
ߘߩࠬ࠲ࠗ࡞ࠍߞߡߺࠃ߁ߣ߁ߎߣߢߩߎޔ㧶㧰㧾㧰ߣ߁ߩࠍߪࠇߎޔᏗዋ㔍∛ߩᖚ⠪ߐ
ࠎߚߜߦኻߒߡޔᏗዋ㔍∛ߩᖚ⠪ߐࠎߦ․ൻߒߚἴኂᡰេኻ╷ࠍߔࠆ࿅ߢߔ߇ࠇߎޕ㧿㧻㧾㧰
߇ਥߣߥߞߡࠆ࿅ߦߥࠅ߹ߔޕ
 ߹ߕߩߎޔਛߢߒ߽ޔᓟߚ߹ޔ㧟㧝㧝ߩࠃ߁ߥᄢⷙᮨἴኂ߇ߎߞߚ㓙ߦޔㆡಾߥኻᔕ߇ߢ
߈ࠆࠃ߁ߥⅣႺࠍ᭴▽ߒߚߣ߁ᕁߢߩߎޔ㧶㧰㧾㧰ࠍ⸳┙ߒߚࠎߢߔߌࠇߤ߽ߩߎޔᄢⷙ
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ᮨἴኂ߇ᐲߤߎߢ߈ࠆ߆ಽ߆ࠅ߹ߖࠎߩߘޕਛߢޔ࿁㧟㧝㧝ߢቅ⁛ߦㆱ㔍↢ᵴࠍㅍࠄࠇߡ
߈ߚߊⴕޔᒰߡߩߥ߆ߞߚᖚ⠪ߐࠎߚߜߩ⼔ߚ߹ޔᖱႎ⥄ޔಽߩࠞ࡞࠹ߥߤ߇ᵹߐࠇߡߒ߹ߞ
ߚߣޔߚ߹ޕਥᴦකߣ߽ߥ߆ߥ߆ㅪ⛊߇ขࠇߥ߆ߞߚߣ߁ࠤ߽ࠬᄙ߆ߞߚߢߔߚߞ߁ߎޕ
⥄ಽߩᖱႎ߇ߥޔߚ߹ޕਥᴦකߣㅪ⛊߇ขࠇߥߣ߁႐วߦޔߣ߆ㆮવߩኾ㐷ኅߢ߅ࠄࠇ
ࠆవ↢ᣇߦᓮදജࠍߚߛߌߥ߆ߣ߁ߩ߇ᄢ߈ߥ৻ߟߩ߅㗿ߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߔޕ
 ߽ᖱႎ߇ߥߩߦࠍߔࠆߩ߆ߣ߁ߎߣߦߥߞߡߊࠆ߆ߣᕁ߹ߔ߇ߩߎޔ㧶㧰㧾㧰ߦߪޔ
೨ߦ⥄ഥദജߣߒߡޔᖚ⠪ߐࠎ߇⥄ಽߩᖱႎࠍ⊓㍳ߒߡߚߛߡ߹ߔߩߘޔߚ߹ޕౝኈߦ
ߟ߈߹ߒߡߪࠍࠫࡍࡓࡎޔᓮⷩߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔߩߘޕᖱႎࠍၮߦవ↢ᣇߦ߅ᚻવ
ࠍߚߛ߈ߚߣ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߽߁৻ߟ߅㗿߇ߏߑ߹ߔޕߔߢ࠲ࠬࡐߪࠇߎޕ
ߦߎ߿߆ߦ╉ߞߡࠆゞሶߦਸ਼ߞߡࠆᅚᕈߪߢߔ
ߨޔ㧿㧻㧾㧰ߩઍߩਛጟᏗߢߔޕᓮሽߓߩᣇ߽
ࠄߞߒ߾ࠆ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎ߇ޔታߪߎߩࡐࠬ࠲ࠍ
ߔࠆߩߦඨᐕដ߆ࠅ߹ߒߚߩߎޔߣߔ߹⸒ߣ߆ߗߥޕ
ࡐࠬ࠲ߩᢥሼߩ৻⇟ਅߢߔߨޔਛጟᏗߣ߁ታฬ߇
ᦠ߆ࠇߡ߹ߔޔޕవ߶ߤ↳ߒߍߚߣ߅ࠅߩߎޔㆮ
વᕈ∔ᖚޔᓐᅚߪ㆙ဳࡒࠝࡄ࠴ߢߔޕㆮવᕈ∔ᖚߩ
႐ว⥄ߩߘޔಽߩ∛᳇ࠍߦߔߣ߁ߩߪ㕖Ᏹߦാ᳇
ߩࠆߎߣߢߔߩޕᣣᧄߩ␠ળߢߪߚߞ߁ߘޕਛߢޔ
⥄ಽ⥄り߇߿ߪࠅ㗻ࠍߒޔฬ೨ࠍߔ߆ࠇߎ߇ࠇߘޕ
ࠄߩߘޔᖚ⠪ߐࠎߚߜ߇ߦߤࠎߤࠎޔẜߐࠇߡࠆ
ᖚ⠪ߐࠎߚߜ߇ߦߡߊࠆ৻ߟߩ߈ߞ߆ߌߦߥࠆߩ
ߢߪߥ߆ߣ߁ߎߣߢޔᓮኅᣖࠍ⺑ᓧߒޔᓮⷫᚘࠍ⺑
ᓧߒ⺑ߩߘޔᓧߔࠆᤨ㑆ߦඨᐕ߶ߤដ߆ࠅ߹ߒߚޕ
 ߒ߆ߒߣ߆දജߒࠃ߁ߣ߁ߎߣߢࡐߚߞ߁ߎޔ
ࠬ࠲߇᧪߇ߞߚᰴ╙ߢߔޔࠍ࠲ࠬࡐߩߎޕవᣣ߆ࠄ᎑వ↢⟎₹ޔవ↢ߦ߽߅㗿ߒ߹
ߒߡޔක≮ᯏ㑐ߦߪ㈩Ꮣߒߡߚߛߡ߅ࠅ߹ߔࠍ࠲ࠬࡐߩߎޕᓮឝ␜ߚߛߌࠆࠃ߁ߥ∛㒮ޔ
⧯ߒߊߪ∛㒮એᄖߩᣉ⸳ߢ߽⚿᭴ߢߔޔߣߙᓮදജߚߛߌࠇ߫ߣ߁߰߁ߦ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
㧿㧻㧾㧰ߩ߶߁ߦᓮㅪ⛊ߚߛ߈߹ߒߚࠄߪࠄߜߎޔήᢱߢ㈩Ꮣߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ
 ⑳߆ࠄߩ߅㗿ߣ߁ߩߪߎߩੑߟߢߔޕᄢᄌ㐳ᤨ㑆ߦߥࠅ߹ߒߚ߇ޔవ↢ᣇߦߔߴߡࠍ߅
㗿ߒࠃ߁ߣ߁ߎߣߢߪࠅ߹ߖࠎᦨޕᓟߦߥࠅ߹ߒߚߌߤߩߟ৻߁߽ߩ࠲ࠬࡐߩߎޔᗧ
วߪޔߡߞࠃߦߣߎࠆ߇࠲ࠬࡐߩߎޔᖚ⠪ߐࠎߚߜ߇㧿㧻㧾㧰ߣߟߥ߇ࠆߣ⇟৻߇ࠇߎޔ
ᄢ߈ߥ⋡⊛ߣߥߞߡ߅ࠅ߹ߔߡࠍ࠲ࠬࡐߩߎޕ㧿㧻㧾㧰ߦߟߥ߇ࠇ߫ޔᐲߪޔవ↢ᣇߦ߽
߅ߟߥ߉ߒߡߌࠆߩߢߪߥ߆ߣ⎇ߚ߹ޕⓥߥߤߦ߽ᵴ↪ߒߡߚߛߌࠆߣ⏕ାߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ
ߢߔ߆ࠄޔߣߙࡐࠬ࠲ߩ߶߁ߩߘߩᓮឝ␜ޔᖚ⠪ߣ㧿㧻㧾㧰ࠍߟߥߋߢߤߥޔ㧿㧻㧾㧰߇߹
ߚవ↢ᣇߣߟߥߋߣ߁ࠃ߁ߥขࠅ⚵ߺࠍߒߡ߈ߚߣ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔߩߢޔᓮදജߚߛߌ
ࠇ߫ߣ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔߣ߁ߎߡߞ߿߽ࠄ߆ࠇߎޔ᧰৻♖ࠍߣߎࠆ߈ߢߩߜߚ⑳ߪߜߚ⑳ޕᕁ
߹ߔ߅ߊߒࠈࠃߙ߁ߤޕ㗿ߚߒ߹ߔޕ㧔ᜉᚻ㧕

એߩࠄ߆ࠇߎޔ㧝㧜ᐕ㑆ߩᱠߺࠍᝄࠅࠆߣߣ߽ߦߩࠄ߆ࠇߎޔㅪ⛊ળ⼏ߩࠅᣇߦߟߡޔ
߅ߐߖߡߚߛ߈߹ߒߚࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀߩߎޔ߽ߣ߭ߗޕലߦ↪ߒߡోޔ࿖ߢᏗዋ㔍∛ޔ
․ߦㆮવ∔ᖚߢ⧰ߒࠎߢࠆᣇߦޘචಽߥᖱႎࠍવ߃ߚߣ߁ߎߣߢࠅ߹ߔޕએߢߔޕ
㧔ᜉ
ᚻ㧕
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⻠Ṷ㧞ᡷቯߐࠇߚࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޟᬌᩏߩㆇ↪ᜰ㊎ޠ
    ችാੱ㧔᧲ᶏᄢቇකቇㇱၮ⋚⸻≮ቇ♽⥃ᐥᬌᩏቇ㧕

 ችാੱవ↢ߪᣣᧄ⥃ᐥᬌᩏකቇળㆮવሶᆔຬળߩᆔຬ㐳ࠍߐࠇߡ߅ࠄࠇ߹ߒߡࠦࡑࠔࡈޔ
ࠥࡁࡒࠢࠬߩㆇ↪ᜰ㊎ߦߟߡޔ㨁㧳㨀㧝㧭㧝ᬌᩏ߇㒾タߐࠇߚᜰ㊎╷ቯߩᒰೋ߆ࠄ߆߆ࠊ
ߞߡߚߛߡ߹ߔޕ࿁ߩㆇ↪ᜰ㊎߇ᡷቯߐࠇࠆߦᒰߚࠅ߹ߒߡߩࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޔ
ᬌᩏߩㆇ↪ߣߣ߽ߦޔㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ㕙ߦߟߡ߽߅ࠍߚߛ߈߹ߔߪߢࠇߘޕችవ↢ޔ
ࠃࠈߒߊ߅㗿ߚߒ߹ߔޕ

 ᷰㆺవ↢ޔᓮ⚫ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߔޕ᎑ℂ㐳ࠍᆎޔ㑐ଥߔࠆ⊝᭽ᣇߦߪ߁ࠃߩߎޔ
ߥᯏળࠍߚߛ߈ෘߊᓮ␞↳ߒߍ߹ߔ߹ߛߚޕᓮ⚫ߚߛ߈߹ߒߚ᧲ᶏᄢቇߩችߢߔޕ
⑳ߪޔᣣᧄ⥃ᐥᬌᩏකቇળߩㆮવሶᆔຬળᆔຬ㐳ߣߣ߽ߦ⥃ࠆࠁࠊޔᐥᬌᩏߩᮡḰൻߣ߁ᵴ
േ߇ᣣᧄ⥃ᐥᬌᩏᮡḰද⼏ળޔ㧶㧯㧯㧸㧿ߢㅴࠄࠇߡ߅ࠅ߹ߔ߇ޔᣣᧄߩߤߎߩᣉ⸳ߢ߽หߓ
ࠃ߁ߦ⾰ߩ㜞ᬌᩏ߇ߢ߈ࠆߎߣࠍ⋡ᜰߒߚ㧶㧯㧯㧸㧿ㆮવሶ㑐ㅪᬌᩏᮡḰൻኾ㐷ᆔຬળߩᆔຬ
㐳ࠍߐߖߡߚߛߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ㆮવቇ⊛ᬌᩏߪޔ࿖㓙⊛ߥขᒁߩኻ⽎ߣߥߞߡ߅ࠅޔ࿖㓙⊛ߥᨒ⚵ߺߢᮡḰൻߩขࠅ⚵ߺ߇
ᔅⷐߣߩ⼂ߩ߽ߣ⥃ޔᐥᬌᩏߣᄖᬌᩏ⸻ᢿࠪࠬ࠹ࡓࠍᛒ߁㧵㧿㧻㧛㨀㧯㧞㧝㧞ኾ㐷ᆔຬળߢ
߽⼏⺰ߒߡࠆߣߎࠈߢߔ߇ޔ㧵㧿㧻㧛㨀㧯㧞㧝㧞࿖ౝᬌ⸛ᆔຬળߩਛߢ⥃ޔᐥᬌᩏቶߩ⾰ߣ⢻
ജߦ㑐ߔࠆⷐ᳞㗄ࠍ⼏⺰ߔࠆࡢࠠࡦࠣࠣ࡞ࡊ㧝ߩ࿖ౝઍࠄ߆ࠇߘޔㆮવሶಽᨆ⑼ቇቯ
჻ᐲᆔຬળߩ⹜㛎ᆔຬ㐳┙߁߁ߎޔ႐ߢ߽ᧄޔᣣ߅ࠍߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ
 ᣣߩ߅ߩⷐߪࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޔᬌᩏߩㆇ↪ᜰ㊎ߩⷐߣᡷቯࡈޕߔߢ✲⚻ߩߘޔ
ࠔࡑࠦࠥࡁࡒࠢࠬᬌᩏߦ߽᭽ߥޘᬌᩏ߇ࠅ߹ߔߩߢߩߘޔㆇ↪⺖㗴ߦߟߡ߅ߒߐߖߡ
ߚߛ߈߹ߔޕ
 ⮎‛ᴦ≮ߦ߅ߌࠆࡃࠗࠝࡑࠞߩ↪ߩ⋡⊛ߪ⮎ߩ‛⮎ߩߎޔℂቇ㧔ࡈࠔࡑࠦࡠࠫ㧕ߩ
ℂ⸃ޔലᨐߣోᕈߣᴦ≮ㆬᛯߩߘࠄ߆ࠇߘޔᛩਈ㊂ޔ
߹ߚߩߘޔലᨐߩ੍᷹╬ޔ᭽ޕߔߢޘ
 ࠬࠗ࠼ߪㆮવሶ㑐ㅪᬌᩏߩ↪ߦ㑐ߒߡ❑ゲߦ∔
ᖚߩ∝⁁ߩ▤ℂޔᮮゲߦ⚻ㆊࠍ␜ߒ߹ߒߚޕஜᐽߥ⁁ᘒޔ
∔ᖚ߇ẜߒߡࠆ⁁ᘒ߇⁁∝ޔߡࠆ⁁ᘒߣޔᓢޘ
ߦ∛᳇߇ㅴዷߒ⸻ޔᢿ੍ޔᓟޔᴦ≮ޔࠣࡦ࠲࠾ࡕޔᴦ
≮ലᨐ್ቯߦ㑐ߔࠆᖱႎߣߒߡߢ߹ޔㆮવሶ㑐ㅪᬌᩏ
ߪᄢ߈ߥ⽸₂ࠍߒߡ߈߹ߒߚߪߦࠄߐޕᴦ≮ㆬᛯޔᴦ≮
ലᨐ੍᷹‛⮎ޔᛩਈ㊂ߩ⺞▵ࡁࠥࠦࡑࠔࡈࠆࠁࠊޔ
ࡒࠢࠬᬌᩏ߳ߩ⥃ᐥᔕ↪߇ᐢ߇ߞߡ߅ࠅߩߢߎߘޔㆮવ
ቇ⊛ᬌᩏߣߩ߆߆ࠊࠅߦ㑐ߔࠆ㗴ὐࠍᢛℂߐߖߡ
ߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ
 ࠬࠗ࠼ߪޔ㧞㧜㧜㧢ᐕ߆ࠄ㧡ᐕ㑆ߦࠊߚࠅߩߎޔᜰ
㊎߇ᚑߐࠇߚ⚻✲ߦ㑐ߔࠆേะߢߔᦨޕೋߦ‛⮎ޔઍ
⻢㉂⚛ㆮવሶ %;2 ߩᄙဳࠍ⺞ߴࠆ #ORNK%JKR ߩᬌᩏ⸻ᢿ
⹜⮎߇㐿⊒ߐࠇߡࠍࠇߎޔ㧞㧜㧜㧢ᐕߦޟක≮࠾࠭ߩ
㜞ක≮ᯏེ╬ߦ㑐ߔࠆⷐᦸ⺞ᩏߦޠᣣᧄ⥃ᐥᬌᩏකቇ
ળ߆ࠄ↳⺧ࠍߐߖߡߚߛ߈߹ߒߚޕታ㓙ߦࠊࠇᆎ
ߚߣ߈ߦㆡᱜߥㆇ↪ࠍ⊒ߔࠆᜰ㊎߇᰼ߒߣ߁ฦᣇ㕙߆ࠄߩⷐᦸߦၮߠ߈ࠥࠦࡑࠔࡈޔ
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ࡁࡒࠢࠬᬌᩏߩㆇ↪ᜰ㊎᩺ࠍቇળߣߒߡᚑߒ߹ߒߚޕᣣᧄ⥃ᐥᬌᩏᮡḰද⼏ળ㧶㧯㧯㧸㧿ߩᆔ
ຬળߢ⼏⺰ࠍߐߖߡߚߛ߈ߩߘޔਛߢޔ㑐ଥߔࠆቇળߣߒߡᣣᧄੱ㘃ㆮવቇળߣㅪ៤ߔࠆߎߣ
ߣߥࠅޔ㧟࿅ߢߎߩᜰ㊎ࠍቢᚑߐߖ߹ߒߚޕ#ORNK%JKR ߢ↳⺧ࠍߒ߹ߒߚ߇ޔߣߩߘޔ㨁

㧳㨀㧝㧭㧝ߩᬌᩏ⸻ᢿ⮎߇వⴕߒߡ⮎ᤨ↳⺧ᛚߐࠇ߹ߒߡޔవߦ㒾⸻≮ߦ߽タߐࠇޔᬌ
ᩏ⸻ᢿ⮎߇⊒ᄁߐࠇߡ߹ߔޕᚒ߇ޘ㧞㧜㧜㧢ᐕߦ↳⺧ߒߚ #ORNK%JKR ߩᣇߪޔ㧞㧜㧜㧥ᐕߦ⮎
ᛚߐࠇ߹ߒߚߌࠇߤޔᱷᔨߥ߇ࠄߛ߹ޔ㒾タߐࠇߡ߹ߖࠎޕ
 ߐࠄߦࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈߩߎޔᬌᩏߩㆇ↪ᜰ㊎ߩ㐿ࠍ〯߹߃ߡ⥃ޔᐥ⎇ⓥ߽ߚ㗔ၞ
ߢࠍࡦࠗ࠼ࠗࠟޔࠈ߁ߣ߁ߎߣߢޔᣣᧄ⥃ᐥ⮎ℂቇળߣᣣᧄ㨀㧰㧹ቇળ߽ട߃ߚ㧡࿅ߢޔ
ࠥࡁࡓ⮎ℂቇࠍㆇ↪ߔࠆ⥃ᐥ⎇ⓥߣᬌᩏߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦࠍ╷ቯߒޔ㧞㧜㧝㧝ᐕߦߐߖ
ߡߚߛ߈߹ߒߚޕ
 ߎߩࡈࠔࡑࠦࠥࡁࡒࠢࠬᬌᩏࠍ↪ߔࠆಽ㊁ߪ⥃ޔ
ᐥ⎇ⓥ⥃ޔᐥ⹜㛎⽼ࠄ߆ࠇߘޔᄁᓟ⥃ᐥ⹜㛎ޔ↪⺞
ᩏߣ৻⥸⸻≮߿వㅴක≮߇ࠆߩߢߔ߇↢ࠄࠇߎޔᱺ⚦
⢩♽ߢߩข⚵ߺߣޔߟ৻߁߽ޔ⚦⢩ㆮવሶᄌ⇣߹ޔ
ߚߪ⊒ߢߩข⚵ߺ߇ࠅ߹ߔⷙࠍࠄࠇߘޕቯߔࠆࠟࠗ
࠼ࠗࡦޔᜰ㊎ߪߤࠎߥ߽ߩ߇ࠆ߆ߣ߁ߣࠁࠊޔ
ࠆࠥࡁࡓᜰ㊎ࠄ߆ࠇߘޔㆮવකቇ㑐ㅪ㧝㧜ቇળߩㆮવቇ
⊛ᬌᩏߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦ⥃ޔᐥ⎇ⓥᜰ㊎ޔ㧳㧯㧼⋭
ߣޔ࿁ߩ㧼)Z ᬌᩏߩㆇ↪ᜰ㊎ߢߔ⥃ࠄ߆ࠇߘޕᐥ⎇ⓥ⥃ޔᐥᴦ㛎߽ߚ⥃ᐥ⎇ⓥߦ߽↪
ߢ߈ࠆవ߶ߤߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߣߩ㑐ଥࠍ␜ߒߚ߽ߩߢߔߢ࠼ࠗࠬߩߎޕಽ߆ࠆࠃ߁ߦ⸻⥸৻ޔ
≮߹ߚߪవㅴක≮ߦ߃ࠆ↢ᱺ⚦⢩♽ࠍኻ⽎ߣߒߚࠟࠗ࠼ࠗࡦ߇ᬌᩏ⸻ᢿ⮎ߩታ↪ൻᒰೋ
ࠅ߹ߖࠎߢߒߚߥ߁ࠃߩߎޕᖱߢㆇ↪ᜰ㊎ߪᤨઍߩⷐ⺧߆ࠄᕆㆰࠄߖߡߚߛ߈߹ߒߚޕ
ㆇ↪ᜰ㊎ࠍ〯߹߃ߡࠄࠇߚ⥃ᐥ⎇ⓥߣᬌᩏߦ㑐ߔ
ࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦߪ⠉ᐕߦߒ߹ߒߚ߇ޔਔ⠪ߣ߽ߦၮ
ᧄ⊛ߥ㗄⋡ߪ߶߷หߓߢߔࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޕᬌᩏ
ߩㆇ↪ᜰ㊎ߪ㧞㧜㧜㧥ᐕߦࠄࠇߚ㓙ߦߪޔᬌᩏ೨ᓟߩ
⺑ޔ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗޔੱㆮવᖱႎߩ⼔ޔ
↢⹜ᢱ߹ߚߪᬌߩขᛒߩ㧠㗄⋡߆ࠄᚑࠅޔㆮવቇ
⊛ᬌᩏߩ⹏ଔࡕ࠺࡞ߣߒߡ↪ࠄࠇࠆߎߩ㧭㧯㧯㧱ߦ
ᒰߡߪࠆߣ⥃ޔᐥ⎇ⓥߣᬌᩏߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦߪ
ᄙዋߩ㗅ᐨࠇᦧ߃ߪࠅ߹ߔ߇ޔၮᧄ⊛ߥ㛽ᩰߪหߓ
ߣ߁ߎߣ߇ಽ߆ࠅ߹ߔޕ
 ᜰ㊎ߩⷐߢߔ߇ޔෳ⠨ߣߒߡ߅ޔᚻరߦᬌᩏߩㆇ↪ᜰ㊎ߩోᢥߩ⾗ᢱ߇ࠅ߹ߔࡊࠦࠬޕ
߇↢ᱺ⚦⢩♽ߩㆮવቇ⊛ᬌᩏߢࠆߣ⸥ㅀߐࠇߡ
߹ߔߟߦ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗޟޔߡ⛯ޕ
ߡޟޔޠᬌᩏ೨ᓟߩ⺑ߦߟߡޟޔޠੱᖱႎ⼔
ߦߟߡޟࠄ߆ࠇߘޔޠᬌᩏߦ↪ߚ⹜ᢱߦޠ㑐ߔࠆ
㗄⋡┙ߡߢߔޕ
 ࠗࡦࡈࠜࡓ࠼ࠦࡦࡦ࠻ߦߟߡߪߕ߹ޔਥᴦ
කޔᔅⷐߦᔕߓߡᜂᒰ⠪⮎ߜࠊߥߔޔᏧ⋴⼔Ꮷ╬
߇⺑ߔࠆߣ߁⸥ㅀߢߒߚޕᬌᩏߩ೨ᓟߩ⺑߽ห
᭽ߢߔޕੱㆮવᖱႎߩ⼔ߦߟߡߪޔන৻ㆮવሶ
∔ᖚ߇⠨߃ࠄࠇࠆ႐วޔੱᖱႎߪඞฬൻޕᬌᩏߦ↪
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ߚ⹜ᢱߦߟߡߪޔ⏕ߥ৻ቯᦼ㑆ߩᓟ⹜ޔᢱࠍᑄ᫈ߔࠆߣ߁⸥ㅀߦߥߞߡ߹ߔޕ
 ߎߎߪᧄޔᣣᒝ⺞ߐߖߡߚߛ߈ߚὐߢޔන৻ㆮવሶ∔ᖚ߇⠨߃ࠄࠇࠆ႐วߦඞฬൻߔࠆߣ
߁ᢥ⸒ߢߩ߆߶ߩߘޕߔ߹ࠅߥߦ⺰⼏ߊ⦟߇ࠇߎޔ႐วߪޔㆮવቇ⊛ᬌᩏߣߒߡ⟎ઃߌࠄࠇ
߹ߔ߇ߩઁޔㆮવቇ⊛ᖱႎߣ⇣ߥࠆὐߣߒߡࠍဳޔㆱߌࠆߎߣ߇น⢻ߢࠆ⮎ޔߜࠊߥߔޕ
ࠍࠊߥߌࠇ߫ဳࠍㆱߌࠄࠇࠆޔߚ߹ޕᶐㅘ₸߇ૐߊ੍ߩဳޔ᷹ജߪᒙߣ߁ߎߣߢ
ߔࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޕᬌᩏߩㆇ↪ߦᒰߚߞߡߪ↢ޔᱺ⚦⢩♽ߩㆮવቇ⊛ᖱႎߩ୶ℂ㗴ߦ
㑐ߔࠆੑߟߩਥᒛ߇ਔᣇᤋߒߡ߈߹ߔ࠻ࡅߩࠦࠬࡀ࡙ޔߪߟ৻ޕㆮવᖱႎߦ㑐ߔࠆ࿖㓙ት⸒ߦ
ᔕߒߚት⸒߿ࠟࠗ࠼ࠗࡦ߫߃ޔ㧞㧜㧜㧟ᐕߩㆮવකቇ㑐ㅪ  ቇળߩㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ㑐ߔࠆ
ࠟࠗ࠼ࠗࡦߢߔޕㆮવᖱႎߪ․ޔߥࠍᜬߟߚ․ߥขᛒࠍߔߴ߈ߣ߁ߎߣߢޔ
ࠊࠁࠆㆮવሶᄖਥ⟵ߣ߁߇ࠃߊߐࠇ߹ߔ߇ߪࠇߎޔන৻ㆮવሶ∔ᖚߩㆮવቇ⊛ᖱႎߦὶ
ὐࠍᒰߡߚ߽ߩߢߔޔߪߟ৻߁߽ޕ࿖㓙ක⑼ቇද⼏ળߜࠊߥߔޔ㧯㧵㧻㧹㧿ߩ൘๔ߢࡑࠔࡈޔ
ࠦࠥࡁࡒࠢࠬ⮎ޔℂㆮવቇ⊛ߥᖱႎߪޔᐢᗧߢߩකቇ⊛࠺࠲ߩ৻ㇱߣߒߡޔߦಽ㘃ߒߥ
ߣ߁൘๔ߢ⮎ࡓࡁࠥߪࠇߎޔℂቇߦὶὐࠍ⟎ߡ߹ߔߩߎޕੑߟߩⷐ⚛߇ࠆߣ߁ߎߣ
ߢߔޕ
 ᧄㆇ↪ᜰ㊎ߪޔ㧞㧜㧜㧥ᐕߦᓟޔ࿁ߢ㧟࿁⋡ߩᡷቯߢߔߩߘޕ⢛᥊ߣߒߡߪߕ߹ޔ㑐ㅪ
ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦ߿ᜰ㊎ߩ⊒ⴕ߇ࠅߦࠇߘޔวࠊߖߚߩᢛวᕈࠍᜬߚߖࠆᔅⷐᕈ߇ࠅߔޕ
߽߁৻ߟߪ≮⸻ޔ႐ߩℂ⸃ߩ⁁ߦวࠊߖࠆᔅⷐᕈߢߔᧄޕㆇ↪ᜰ㊎ߪታ㓙ߦ↪㐿ᆎߚߛ
ߚߩߢߔ߇ޔฦᣉ⸳ߢߩㆇ↪ߩᷙੂ߇ߞߡߩߎޔ⢛᥊ߦߪ↪⠪ߩℂ⸃ᐲߩᏅ߇ࠆߎߣ
߇್ߒ߹ߒߚ߁߽ޕዋߒৼካߦ⺑ߒߡ߶ߒߣߩᓮᗧ߇ነߖࠄࠇ߹ߒߚޔߦࠄߐޕ࿁ߩ
╙㧟࿁⋡ߩᡷቯ߇ᐕ㧣ߦⴕࠊࠇ߹ߒߚ߇ߦࠇߎޔ⊒ߣଢᕈࠍ⠨߃ߡṖߦዉߔࠆ
ߚߩࡅࡦ࠻߿⸃ᣇᴺࠍ⋡⊛ߦᔕߓߡ⺑ߔࠆ㧽㧒㧭ࠍࠄߖߡߚߛ߈߹ߒߚޕ㧽㧒㧭ߪޔ
ᣣมળࠍߚߛߡࠆᣣᧄੱ㘃ㆮવቇળߩᆔຬળߣߒߡᷰㆺవ↢ߩᓮ⊒᩺߇ᄾᯏߣߥࠅޔ
ࠄߖߡߚߛߚ߽ߩߢߔޕ
 ╙㧝࿁⋡ߩᡷቯߦ߅ߡߪޔᬌᩏߦ㑐ߔࠆ⺑ࠍ
ߔࠆ⠪߇ޔਥᴦක߹ߚߪᔅⷐߦᔕߓߡᜂᒰ⠪㧔⮎
Ꮷ⋴⼔Ꮷ╬㧕ߦߥߞߡߚ⡯⒳ߦ⥃ޔᐥᬌᩏᛛᏧ
ࠍㅊടߒ߹ߒߚޔࠄ߆ࠇߘޕන৻ㆮવሶ∔ᖚߦ㑐ߔ
ࠆ⸥ㅀߩᦨᓟߦޔੱᖱႎߩඞฬൻߦ㑐ߒߡޔන৻
ㆮવሶ∔ᖚ߇⠨߃ࠄࠇࠆ႐วߢ߽ޔේೣߣߒߡஜᐽ
㓚ኂࠍ߽ߚࠄߐߥ႐วߪߘߩ㒢ࠅߢߥߣߒ߹ߒ
ߚޔߪࠇߎޕవ߶ߤߩ㨁㧳㨀㧝㧭㧝ߩᬌᩏ߇න৻ㆮ
વሶ∔ᖚߢࠆࠫ࡞ࡌ࡞∝⟲ߩㆮવᖱႎ߽ឭଏ
ߒᓧࠆߣ߁ߎߣࠍ〯߹߃ߡࠍߩߎޔട߃߹ߒ
ߚޕ
 ߎߩ㨁㧳㨀㧝㧭㧝ߪߩࡦࠞ࠹ࡁࠗޔᵴᕈઍ⻢‛ࠍ
ਇᵴൻߔࠆ㉂⚛ߢߔ߇ߩߎޔਇᵴൻߔࠆ㨁㧰㧼㧙ࠣ࡞
ࠢࡠࡦ㉄ォ⒖㉂⚛ಽሶ⒳㨁㧳㨀㧝㧭㧝ߩᛴวઍ⻢ߦ
ੱᏅ߇ࠅߩߎޔᵴᕈઍ⻢‛ߩਇᵴൻߩੱᏅ߇᛫
߇ࠎߩࠗࡁ࠹ࠞࡦߩᲕ⚦⢩ലᨐߦᓇ㗀ߔࠆߣห
ᤨߦޔ↪ߣߒߡߩ⊕ⴊᷫዋ߿㊀◊ߥਅ∯∝⁁ߩ
㗫ᐲߦᓇ㗀ߒߡ߈߹ߔޕ
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ታ㓙ߦߎߩ᛫⣲≌ࠗࡁ࠹ࠞࡦߩᷝઃᢥᦠߦߪ
ല⢻ലᨐߣߒߡޔ᭽߇ࠎ߇ߥޘߍࠄࠇޔലᨐ߇
ᦼᓙߐࠇ߹ߔ߇ޔหᤨߦߎߩᷝઃᢥᦠߦߪޔ㨁㧳㨀

㧝㧭㧝ߩㆮવሶᄙဳߦࠃߞߡޔઍ⻢ޔᵴᕈൻߐࠇߚ
ઍ⻢↥‛㧿㧺㧙㧟㧤ߩઍ⻢߇ㆃᑧߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ
㊀◊ߥ↪㧔․ߦᅢਛᷫዋ㧕ߩ⊒ߩน⢻ᕈ߇
㜞ߊߥࠆߚචಽᵈᗧߔࠆߎߣߣߩ⸥ㅀ߇ࠅ߹
ߔߩߘޔߦࠄߐޕᷝઃᢥᦠߩ⸥ㅀߦߪ࡞ࡌ࡞ࠫޔ
㧔)KNDGTV㧕∝⟲ߩࠃ߁ߥࠣ࡞ࠢࡠࡦ㉄ᛴว⇣Ᏹߩ
ᖚ⠪ߦ߅ߡߪᧄޔߩઍ⻢߇ㆃᑧߔࠆߎߣߦࠃࠅ
㛽㜑ᯏ⢻ᛥ╬ߩ㊀◊ߥ↪߇⊒ߔࠆน⢻ᕈ߇㜞ߚචಽᵈᗧߔࠆߎߣߣߩ⸥タ߇ߥߐ
ࠇޔන৻ㆮવሶ∔ᖚߩㆮવᖱႎߦߥࠅᓧࠆߎߣ߇␜ߐࠇߡ߹ߔ∝࡞ࡌ࡞ࠫޕ⟲ߪหߓ㨁㧰
㧼㧙ࠣ࡞ࠢࡠࡦ㉄ォ⒖㉂⚛㧔7&2INWEWTQPQU[NVTCPUHGTCUG㧕ߩᵴᕈߩૐਅࠬࡊߦࠄߐޔǩߩㆮ
વሶ⇣Ᏹ߇ടࠊߞߡ߈ߡߊࠆਥߦᏱᨴ⦡ഠᕈߩ∔ᖚߢߔ߇ߩࡦࠞ࠹ࡁࠗޔᴦ≮ߩ㓙ߦޔ
↪ߩߚߦ⺞ߴࠆ㨁㧳㨀㧝㧭㧝ߩ㧖㧔ࠬ࠲㧕㧞㧤ߣ߆㧢ߥߤߩㆮવሶᄙဳߩᖱႎ߇න৻ㆮવ
ሶ∔ᖚߩࠫ࡞ࡌ࡞∝⟲ߩㆮવᖱႎߦߥࠅᓧࠆߣ߁ߎߣ߇⺖ߢߎߎޔ㗴ߦߥࠅ߹ߔޕ
 ታ㓙ߦޔㆮવሶ㧔ࠕ࡞㧕ဳߩ᭽ߺ⚵ߥޘวߖߢߣࡠ࠹ࡋߣੱߩࡕࡎߜࠊߥߔޔᱜᏱߥੱߢޔ
ࡎࡕߩᣇ߇⊕ⴊᷫዋߪߚ߹ޔ㊀◊ߥਅ∯∝⁁ࠍߎߔࠬࠢ߇㜞ߊߥࠅ߹ߔ߇∝࡞ࡌ࡞ࠫޔ
⟲ߩ⸻ᢿᖱႎߦ߽ߥࠅᓧࠆߩߢߔޔߚߩߎޕᬌᩏᖱႎߩขᛒ߇ታോߩ㗴ߦߥߞߡ߈߹
ߔ∝࡞ࡌ࡞ࠫޔߢߎߘޕ⟲ߪޔၮᧄ⊛ߦஜᐽⵍኂࠍ߽ߚࠄߐߥߣ߁೨ឭߩਅߦޔஜᐽ㓚
ኂࠍ᧪ߐߥ႐วߪන৻ㆮવሶ∔ᖚߩᖱႎߢߞߡ߽ඞฬൻߩ㒢ࠅߢߪߥߣ߁ᗧߢޔᣂߚ
ߥ⸥ㅀࠍ⸳ߌ߹ߒߚޕ
 ߘߩᓟ╙ޔ㧞࿁⋡ߩᡷቯ߇㧞㧜㧝㧜ᐕ㧝㧞ߦⴕࠊࠇ
߹ߒߚߩࡊࠦࠬߩࡦࠗ࠼ࠗࠟߩߎޕኻ⽎ߦ⺋⸃ࠍ↢
ߓࠆ႐ว߇ࠆߣ߁ߎߣߢߩࡊࠦࠬޔኻ⽎ߛߌߢߥ
ߊޔㅒߦኻ⽎ߣߒߥ߽ߩޔࠅ߹ߟޔ⚦⢩ㆮવሶᬌᩏ
߹ߚߪࡅ࠻ࠥࡁࡓㆮવሶ⸃ᨆ⎇ⓥ߮⮎ᴺߦᓥታ
ᣉߐࠇࠆᴦ㛎ߪኻ⽎ᄖߣߔࠆߣ߁ࠍ߃ߡട߃
߹ߒߚ⺑ޕ⠪ߦ㑐ߒߡޟޔ㧼㧳㨤ᬌᩏߦ㑐ߔࠆኾ㐷⊛
⍮⼂ࠍߔࠆකᏧ⥃ޔᐥㆮવኾ㐷ක߿⥃ᐥᬌᩏኾ㐷ක߅
ࠃ߮⸥߁ߣޠㅀߣߒޔකᏧߦ㑐ߒߡㅊട⺑ߒ߹ߒߚޕ
ᬌᩏߦ㑐ߔࠆ⺑ߩౝኈߣߒߡޔක≮ᯏ㑐߇⥄ᣉ⸳ౝߢⴕ߁ޔJQOGDTGYOGVJQF ߦߡⴕ߁႐วߦ
ߟߡ߽ޔห᭽ߦᬌᩏߩ․ᕈߦߟߡᖱႎឭଏࠍⴕ߁ᔅⷐ߇ࠆߣ߁ߎߣࠍㅊടߒ߹ߒߚ߹ޕ
ߚޔవ߶ߤߩන৻ㆮવሶ∔ᖚ߇⠨߃ࠄࠇࠆ႐วߢ߽ߩߘޔ㒢ࠅߢߪߥߣ߁ᢥ⸒߇ಽ߆ࠅߠࠄ
ߣᗧ߇ࠅ߹ߒߚߩߢޟޔඞฬൻߩᔅⷐᕈ߿㔚ሶࠞ࡞࠹ࠆߪ⚕ࠞ࡞࠹ߢߩขᛒᣇߪߘ
ߩ㒢ࠅߢߪߥ߁ߣޠᒻߢㅊട⺑ࠍߒ߹ߒߚޕ
 ࿁ߩ㧟࿁⋡ߩᡷቯౝኈߪ⺑ޔߣหᗧߦ㑐ߒߡޔ
వ߶ߤ߽⚫ߒߚᣣᧄකቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߢߪޔਥ
ᴦකߦࠃࠆ⺑ߣหᗧࠍᒝ⺞ߒߡࠅ߹ߔߩߢࠇߘޔ
ߦᢛวᕈࠍᜬߚߖࠆᗧߢޔේೣߣߒߡਥᴦක߇ⵍ㛎
⠪ߦචಽߥ⺑ߩޔหᗧขᓧࠍⴕ߁ߣ߁ߎߣޕᔅ
ⷐߦᔕߓߡ⺑ߪޔవ߶ߤߩኾ㐷⊛⍮⼂ࠍߔࠆකᏧ
߮ᜂᒰ⠪߆ࠄฃߌࠆߣ߁ᒻߦߒ߹ߒߚޔߟ৻߁߽ޕ
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ᬌߩ⹜ᢱߩขᛒߦߟ߈߹ߒߡߪޔవ߶ߤߩᣣᧄ⥃ᐥᬌᩏᮡḰද⼏ળ㧶㧯㧯㧸㧿߇ᚑߒߚㆮ
વሶ㑐ㅪᬌᩏᬌຠ⾰▤ℂࡑ࠾ࡘࠕ࡞㧔㧞㧜㧝㧝ᐕ㧝㧞㧕ߩᛚᢥᦠ߇ߐࠇߚ߫߆ࠅߢߒ
ߚߩߢߦࠇߘޔᓥ߁ߣ߁ᢥ⸒ࠍㅊടߒ߹ߒߚޕ
 ߏሽ⍮ߩࠃ߁ߦㆮવሶ㑐ㅪᬌᩏߦߪਃߟߩಽ㘃߇ߞߡޔ㧔㧝㧕∛ේߩᩭ㉄ᬌᩏޔ㧔㧞㧕
⚦⢩ㆮવሶᬌᩏޔ㧔㧟㧕↢ᱺ⚦⢩♽ߩㆮવቇ⊛ᬌᩏߢߔ߇ߩࠄࠇߎޔታᣉߣ↪ߦ㑐ㅪߔࠆࠟ
ࠗ࠼ࠗࡦ߇ߎߩᢙᐕ㑆ߦᢙޘߡ߹ߔޕవ߶ߤߪᣣᧄකቇળߩක≮ߦ߅ߌࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏ⸻
ᢿߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦޕ㧶㧯㧯㧸㧿ߩㆮવሶ㑐ㅪᬌᩏᣣᧄ ࡌࠬ࠻ࡊࠢ࠹ࠖࠬࠟࠗ࠼ࠗࡦޕ
ߘࠇ߆ࠄޔవ߶ߤߩㆮવሶ㑐ㅪᬌᩏߩᬌຠ⾰▤ℂࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠄ߆ࠇߘޕ㧞㧜㧜㧥ᐕߦޔᣣᧄ⥃
ᐥᬌᩏකቇળ߇ߒ߹ߒߚ⥃ᐥᬌᩏࠍ⚳ੌߒߚᬌߩᬺോޔᢎ⢒⎇ޔⓥߩߚߩ↪ߦߟߡ
ߩ⸃߇ߐࠇ߹ߒߚߩߎޕᜰ㊎߇㧞㧜㧜㧥ᐕߐࠇߚᓟޔ㧟࿁ߩᡷቯߩ㓙ߦߩߘޔ㑆ߦਗ
ⴕߒߡᚑߐࠇߚߩߣࡦࠗ࠼ࠗࠟߚࠇߐߪߚ߹ޔ㑐ଥߢޔᢛวᕈࠍᜬߚߖࠆᒻࠍขࠅ߹ߒ
ߚޕ
 ․ߦޔ᎑వ↢߇ਛᔃߦࠄࠇߚᣣᧄකቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߢߪ߽⑳ޔᚑߦෳടߐߖߡߚ
ߛ߈߹ߒߚ߇ޔ㧞㧜㧜㧟ᐕߩㆮવකቇ㑐ㅪ㧝㧜ቇળߩㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦߣᲧセ
ߒߡޔਥߛߞߚ㆑ࠍᧄㆇ↪ᜰ㊎ߦᤋߐߖ߹ߒߚޕ㧝㧜ቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߢߪޔㆮવቇ⊛ᬌ
ᩏߩ․ᓽ߆ࠄᣂߚߥ↢୶ℂⷙ▸ߩᔅⷐᕈࠍᒝ⺞ߒߡ߹ߔ৻ޕᣇޔᣣᧄකቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦ
ߢߪߩ࠻ࡅޔᄙ᭽ᕈߣߒߡℂ⸃ߔࠆߩߘޕᄙ᭽ᕈߣ⁛⥄ᕈࠍዅ㊀ߔࠆޕవ߶ߤߩ⮎ℂㆮવቇ⊛ᬌ
ᩏࠍߡޔක≮ߩᵹࠇߩਛߢㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ⟎ઃߌࠍ⏕ൻߒߚߣ߁ߣߎࠈߦ㊀ⷐߥ㆑
߇৻ߟࠅ߹ߔޕ
 వ߶ߤߩࠗࡦࡈࠜࡓ࠼ࠦࡦࡦ࠻ߦߟߡߪޔ㧝㧜ቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߪޔ೨ߦᜂᒰකᏧ
߇ⵍ㛎⠪߆ࠄᒰㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ㑐ߔࠆࠗࡦࡈࠜࡓ࠼ࠦࡦࡦ࠻ࠍᓧࠆߣ߁ߎߣߢߒߚ߇ޔ
ᣣᧄකቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߢߪޔේೣߣߒߡਥᴦක߇ⴕ߁ߣ߁ߎߣߦߥߞߡ߹ߔޕ㧝㧜ቇળ
ࠟࠗ࠼ࠗࡦߢߪㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߦߟߡߪޔᬌᩏࠍⴕ߁೨ߦࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍⴕߥߐ
ߣ߁ߎߣߢߒߚ߇ޔᣣᧄකቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߢߪߩߘޔታᣉߪᔅⷐߦᔕߓߡㆡಾߥᤨᦼߢޔ
ᔅߕߒ߽ᬌᩏߩ೨ߢߥߊߡ߽ޔߒߛߚޕᬌᩏߩ೨ߦⴕ߁ߴ߈ߥߩߪޔ࿃⠪⸻ᢿ∝⊒ޔ೨⸻
ᢿޔ↢೨⸻ᢿߩ⋡⊛ߩ႐วߣ߁ߎߣߢޔᬌᩏߦ⊛⋡ޔᔕߓߡⴕߞߡޔㆡಾߥᤨᦼߦⴕߞߡ
ߚߛ߈ߚߣߩߡߴߔޕකᏧ߇ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛⍮⼂ᛛ⢻ࠍ⠌ᓧߒߡ߅ߊߎ
ߣ߇ᦸ߹ߒߊޔᔅⷐߦᔕߓߡޔኾ㐷ኅߦࠃࠆㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩឭଏ߹ߚߪ⚫ߔࠆࠍᢛ
߃ߡ߅ߊߣ߁ߎߣߢޔක≮ߩᵹࠇߩਛߢ㕖Ᏹߦታ⊛ߥ⸥ㅀౝኈߦߥߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ᬌᩏ⚿ᨐߩᖱႎߩ▤ℂߦߟߡ߽ޔవ߶ߤ㊁వ↢㧔ජ⪲ᄢቇ㧕߇߅ߒߐࠇ߹ߒߚ߇ޔੱ
ߦㅪ⚿ߐࠇߚㆮવቇ⊛ᖱႎߪޔේೣߣߒߡ৻⥸ක≮ᖱႎߣߒߡ෩㊀ߦ▤ߔࠆߣ߁ߩߎޔ
ᢥ⸒ߦኻߒߡ⊒∝⠪ߩ⏕ቯ⸻ᢿࠍ⋡⊛ߣߒߡⴕߞߚ႐วߪޔᖚ⠪ߩ⸻≮ߦ㑐ଥߔࠆක≮⠪߇
ߔࠆᖱႎߣߒߡ⸻≮㍳ߦ⸥タߔࠆ⮎ޔߚ߹ޕℂㆮવቇ⊛ᬌᩏߪㅢᏱߩ⸻≮ᖱႎߣห᭽ߦᛒ߁ߎߣ
߇ߢ߈ࠆߣᣣᧄකቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߦ⸥ㅀߒߡߚߛ߈߹ߒߚޕ㧼㧳㨤ᬌᩏߩㆇ↪ᜰ㊎ߦ߽ߎ
ࠇࠍᤋߐߖߚߣ߁ߎߣߢߔޕหᤨߦޔᣣᧄකቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߢ߽⚦ߪ㧼㧳㨤ᬌᩏߩㆇ
↪ᜰ㊎ࠍෳᾖߔࠆࠃ߁⸥ㅀߚߛ߈߹ߒߚޕ
 ⥃ᐥᬌᩏࠍ⚳ੌߒߚߣߩᬌߩ↪ߦߟߡޔᣣ
ᧄ⥃ᐥᬌᩏකቇળ߆ࠄ⸃߇ߐࠇߡ߹ߔޕ㧞㧜㧜
㧞ᐕߩ╙㧝࿁⋡ߩ⸃ߣ㧞㧜㧜㧥ᐕߩᡷቯߣߩ㆑ࠍޔ
వ߶ߤߩ∛ේㆮવሶᩭ㉄ᬌᩏޔ⚦⢩ㆮવሶᬌᩏޔ
ㆮવቇ⊛ᬌᩏߦಽߌߡᢛℂߒ߹ߔߣޔ㧞㧜㧜㧞ᐕ ߦߪ
ㆮવሶ㑐ㅪᬌᩏߦ㑐ߒߡ⸥ㅀ߇ోߊࠅ߹ߖࠎߢߒߚޕ
㧞㧜㧜㧥ᐕߩᡷቯ ߦ߅ߡߪޔಽ㔌⩶ߪኻ⽎ᄖߢޔㆮ
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વቇ⊛ᬌᩏߪ㧝㧜ቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߦᓥ߁ߣߐࠇߩ߆߶ߩߘߚ߹ޔᬺോ↪ߣ߁ቯ⟵ࠍࠄ
߆ߦߒ⥃ޔᐥ⊛↪ᕈ߇ࠄ߆ߥ߽ߩߦ㑐ߒߡ⥃ޔᐥᬌᩏߣߒߡⴕߥ߁႐วߦߪ࡞ࡊޔൻ߿ㅪ
⚿ਇน⢻ඞฬൻࠍⴕߞߡᬺോߦ߁ߎߣߣߒ߹ߒߚޔߪߦߎߎޕᬌߩਛߦ↢⹜ᢱߣ߁
ࠍ↪ߡޔㆮવሶ㧔㑐ㅪ㧕ᬌᩏ߽⺒ߺㄟࠆࠃ߁ߥᒻߦߒߡ߹ߔޕ
 ᬌߩขᛒߩ⸥ㅀߦߟߡ߽ㅊടࠍⴕ߹ߒߚ⥃ޕᐥᬌߩᬌᩏߪޔᬌߩណข߆ࠄᬌߩ
ሽ៝ޔㅍޔ೨ಣℂ߹ߢߩㆊ⒟߇᷹ቯ߮⚿ᨐࠍᏀฝߒ߹ߔߩߘޕㆡᱜߥᣇᴺߦ㑐ߒߡޔవ߶ߤ
ߩਃߟߩಽ㘃ߦߟߡᬌຠ⾰▤ℂࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍᣣᧄ⥃ᐥᬌᩏᮡḰද⼏ળߢߒߡ߹ߔᧄޕ
ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߢߪޔㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ․ޔᄖㇱᆔ⸤ߦ߅ߌࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏߩታᣉߦߟߡޔណขޔ
ሽߣㆇ៝ࠄ߆ࠇߘޔ೨ಣℂߦߟߡ⸥タߐࠇߡࠆߩߢࠍࠇߎޔෳᾖߔࠆߎߣࠍޔᜰ㊎ߩᡷቯ
ߦㅊട⸥ㅀߒ߹ߒߚޕ
 એޔ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗޔੱᖱႎ⼔ޔᬌขᛒࠍਛᔃߦޔᜰ㊎ߩᤨߣ㧟࿁
ߩᡷቯߦ߅ߌࠆ⿰ᣦߣ⸥ㅀࠍ߹ߣߐߖߡߚߛ߈߹ߒߚޕ
 ․ߦᣣᒝ⺞ߒߚߩߪޔੱߩㆮવᖱႎ⼔ߦ㑐ߔࠆㆇ↪ߢߔޕㆮવቇ⊛ᖱႎߩ⼔ߪޔඞ
ฬൻߦߡขᛒ߁ߎߣࠍන৻ㆮવሶ∔ᖚߦߟߡᒰೋㅀߴߡߚߣߎࠈߢߔ߇╙ޔ㧝࿁⋡ߩᡷቯߢ
ߪޔߒߛߚޟஜᐽ㓚ኂࠍ߽ߚࠄߐߥ႐วߪߘߩ㒢ࠅߢߥࠍޠޕㅊടߒ╙ޔߦࠄߐޔ㧞࿁⋡ߩ
ᡷቯߢߪޟޔඞฬൻ߿㔚ሶࠞ࡞࠹ߩ࠹࡞ࠞ⚕ߪࠆޔขᛒᣇߦߟߡߪߩߘޔ㒢ࠅߢߪߥޠ
ߣ߁ౕ⊛ߥࠍណ↪ߒ߹ߒߚߦࠄߐޕℂ⸃ߩഥߌ߇ᔅⷐߣ߁ߎߣߢޔᷰㆺవ↢ᣇ߆ࠄߩ
ⷐᦸ߇ᄾᯏߣߥࠅޔ㧽㧒㧭ߦ߹ߣߐߖߡߚߛ߈߹ߒߚޕ
 ㆇ↪ᜰ㊎ߦ߅ߌࠆ㗫࿁ߥᡷቯߪᄢᄌ↳ߒ⸶ࠅ߹ߖࠎߢߒߚ߇߁ߣߚߞߢ✲⚻߁߁ߎޔ
ߎߣߢᓮੌᛚߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ㧽㧒㧭ߩ⾰ߣ࿁╵ߦߟߡߪ߅ޔᚻరߩේᢥߩ⾗ᢱߩ
ߣ߅ࠅߢߔޕ
 ߘࠇߢߪޔታ㓙ߦฦᣉ⸳ߢߤ߁ኻᔕߔࠇ߫߆ߣ
߁ߎߣߢߦ࠼ࠗࠬޔᬌ⸛ߔߴ߈⺖㗴ߣᵹࠇࠍ߅␜ߒߒ
߹ߔ↢ޔߕ߹ޕᱺ⚦⢩♽ߩㆮવቇ⊛ᬌᩏ߆⚦⢩ㆮવ
ሶᬌᩏߥߩ߆ࠍߒ߹ߔޕන৻ㆮવሶ∔ᖚߩㆮવᖱႎ
ࠍࠄ߆ߦߔࠆ↢ޔᱺ⚦⢩♽ߩㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ⋧ᒰߔ
ࠆߩߢࠇ߫ޔන৻ㆮવሶ∔ᖚߩᖱႎ⸻ޔᢿᖱႎࠍឭଏ
ߔࠆ߆ߤ߁߆ޕ
 ࠗࡦࡈࠜࡓ࠼ࠦࡦࡦ࠻ߪᢥᦠߦࠃࠅⴕ߁߆ߤ߁
߆ޕ㒮ౝࠝ࠳ࡦࠣߦឝタߔࠆ߆ࠄ߆ࠇߘޕᄖㇱᆔ⸤
ߦ߅ߡߪඞฬൻߔࠆ߆ޕ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦ⚿ᨐࠍタߖࠆ߆ޔࡓ࠹ࠬࠪࠢࡦ࠳ࠝޕ㔚ሶࠞ࡞࠹߳
ߩࠕࠢࠬ㒢ࠍដߌࠆ߆୶ޔߪߚ߹ޕℂክᩏᆔຬળߦࠃࠆክᩏ߇ᔅⷐ߆ޕ㒮ౝࠝ࠳ࡦࠣޔ
㔚ሶࠞ࡞࠹ߥߤߩᖱߪޔฦᣉ⸳ߢ⇣ߥࠅ߹ߔߩߢޔߡ߃߹〯ࠍࠇߘޔฦᣉ⸳ߢ⼏⺰ࠍߒߡߚ
ߛߊߎߣߦߥࠅ߹ߔޕ
 ߎߩᵹࠇߩ೨ඨߩᣇߪࠆޔ⒟ᐲߩේೣߢ್ᢿߢ߈
ࠆߣᕁ߹ߔߩߢޔ⠨߃ᣇࠍ߅␜ߒ߹ߔޕㆮવሶ㑐ㅪ
ᬌᩏߪవ߶ߤߩਃߟߩᬌᩏ߇ࠅ߹ߔ߇ޔࠎ߇ޔᖡᕈ
⣲≌ߩ႐วߦޔ⚦⢩ߩㆮવሶᬌᩏ߇⊕ⴊ∛ޔᖡᕈ
ࡦࡄ⣲ޔ࿕ᒻ⣲≌╬ߢⴕࠊࠇ߹ߔ৻ޕᣇ‛⮎ޔᔕ╵ᕈ
ߦߟߡߪ↢ޔᱺ⚦⢩♽ߩㆮવቇ⊛ᬌᩏ߽↪ࠄࠇ
߹ߔߩߎޕਔ⠪߇㧼㧳㨤ᬌᩏ߹ߚߪࡈࠔࡑࠦࠥࡁࡒ
ࠢࠬᬌᩏߢᦨޔߚ߹ޔㄭߩᔨߢߪක⮎ߣߩ⚵วߖߢ
ࠦࡦࡄ࠾ࠝࡦᬌᩏ⸻ᢿߣ߁ߢᛒࠇ߹ߔ߇ߎߎޕ
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ᕟࠄߊᷙੂߒᤃේ࿃ߩ㧝ߟߢߔ৻ޔߜࠊߥߔޕᣇߪ⚦⢩ㆮવሶᬌᩏઁޔᣇߪㆮવቇ⊛ᬌᩏߢ
ߔߩߎޕ㆑ߩℂ⸃߇චಽߦᶐㅘߒߡߥࠃ߁ߢߔޕ
ߎߩࠬࠗ࠼ߪᖡᕈ⣲≌ߦ߅ߌࠆࠦࡦࡄ࠾ࠝࡦ⸻
ᢿ⮎ߩᯏ⢻ߣኻ⽎ࠍਗߴߚ߽ߩߢߔ߇ߩߘޔᯏ⢻ߣ
ߒߡߪޔലᨐߣోᕈߩᄢ߈ߊੑߟߦಽ߆ࠇ߹ߔޕ
ᖡᕈ⣲≌ߩ႐วߪޔലᨐࠍࠆ႐วߪਥߦ⚦⢩ޔ
ోᕈࠍࠆ႐วߪਥߦ↢ᱺ⚦⢩♽ߢߔߒߛߚޕ
৻ㇱ↢ޔᱺ⚦⢩♽ߩ &0# ࠴࠶ࡊߩᬌᩏ߇ലᨐࠍ
ࠆ႐วߦࠊࠇࠆ႐ว߽ࠅ߹ߔߩߢߪߢߡߴߔޔ
ߥߊޔේೣߢߔߚ߈ߡߒ⺰⼏ߢ߹ޕ㨁㧳㨀㧝㧭㧝
ߪߡߒߣࡊࠗ࠲ߩࠎ߇ޔᄢ⣺߇ࠎߩᴦ≮⮎ߢߔߘޕ
ࠇ߆ࠄ㨀㧼㧹㨀ޔ㧰㧼㧰ߣ㧳㧢㧼㧰ߩ߽ߥ߁ࠃߩߎޕ
߇ᬌ࠲ࠥ࠶࠻ޕߔ߹ߡࠇࠊߡߒߣࠞࡑޔ
ߎߩਛߢࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޔޔᬌᩏ߇⚦⢩ߣ
↢ᱺ⚦⢩♽ߦಽ߆ࠇࠆߣ߁߅ࠍߐߖߡߚߛ
߈߹ߒߚ߇ౕߪߢ࠼ࠗࠬߩߎޔ⊛ߦࡑࠞߦ
ᬌኻ⽎ߣ⋡⊛ࠍ␜ߒ߹ߒߚߩޔߣࠆߔ߁ߘޕඨ
ಽߩ $%4#$.()'ޔ4ޔ%-ޔ1PEQV[RG&: ߩࡑࠞߘࠇ
ߙࠇߩኻ⽎ߩ߇ࠎߪ⊕ⴊ∛߿⢖߇ࠎޔ߇ߔߢࠎ߇ޔ
ߎࠇࠄߪ⚦⢩ㆮવሶᬌᩏߢߔߩޕਅඨಽߪ↢ᱺ⚦
⢩♽ߢޔ㨁㧳㨀㧝㧭㧝ޔ㧰㧼㧰ޔ㧳㧢㧼㧰ߥߤઍ⻢㉂⚛㑐ଥ߇ࠅ߹ߔޕઍ⻢㉂⚛એᄖߦߪ㧴

㧸㧭ޔ㧯㧯㧾㧡ߥߤ߇ࠅ߹ߔ৻ߩߘޕㇱ߇න৻ㆮવሶ∔ᖚߩㆮવᖱႎࠍឭଏߒᓧࠆߎߣߦߥࠅ
߹ߔޕ
 ߐࠄߦޔ㧔㧝㧜㧕ೋߩᤨὐߢ㧲㧰㧭ߩࠨࠗ࠻ߦࠕ࠶ࡊ࠺࠻ߐࠇߚ߽ߩࠍ⺞ߴߡߺ߹
ߔߣޔ㨁㧳㨀㧝㧭㧝ޔ㧳㧢㧼㧰ޔ㧰㧼㧰ޔ㨁㧯㧰╬߇⮎‛ࠍᛩਈߔࠆߣ߈ߩࡑࠞߣߥࠆ৻ᣇޔ
ታߪ∔ᖚㆮવሶޔන৻ㆮવሶ∔ᖚߩㆮવᖱႎߦߥࠅᓧࠆߎߣ߇␜ߐࠇߡ߹ߔޕታ㓙ߦ㧲㧰㧭ߣ
ߒߡߪޔߡߒߣࠣࡦࡌޔᵈᗧ༐ߢߞߚࠅޔᔊߢߞߚࠅ‛⮎ޔᛩਈߣߒߡߩᖱႎߣߒ
ߡ↪ߢߔ৻ޕᣇޔหߓࡑࠞ߇ᖚ⠪ߐࠎߩන৻ㆮવ
ሶ∔ᖚߩ⸻≮ᖱႎߦ߽ߥࠅᓧࠆߣ߁ߎߣߢߔޕ
 ߽߁৻ߟޔᣂߚߥዷ㐿ߣߒߡߪޔหߓ⮎ߢࠅߥ߇
ࠄޔ⚦⢩ㆮવሶࠆߪ∛ේᩭ㉄ߩᖱႎߣ↢ᱺ⚦⢩
♽ߩᖱႎߩ⚵วߖ߇∔ߩߟ৻ޔᖚᴦ≮ߦ߅ߡหᤨߦ
↪ߐࠇᆎߚߣߎࠈ߇ⶄ㔀ൻߩᣂߚߥⷐ⚛ߣߥߞߡ
߹ߔޕᣣޔᘟᕈ㛽㜑ᕈ⊕ⴊ∛㧔㧯㧹㧸㧕ߩᴦ≮ߢࠗࡑ
࠴࠾ࡉߣ߁㧮㧯㧾㧙㧭㧮㧸ߩ࠴ࡠࠪࡦࠠ࠽㒖ኂ
߇ࠊࠇߡ߹ߔ╙ޕ㧞ઍߩ㒖ኂߢࠆ࠾ࡠ࠴࠾ࡉ
ߪᴦ≮ലᨐߩࡑࠞߣߒߡࡈࠖ࠺࡞ࡈࠖࠕߩᨴ⦡߇ߍࠄࠇ৻ޔᣇ↪ߩᜰᮡߣߒߡޔ
ߎߩ࠾ࡠ࠴࠾ࡉߩઍ⻢ߦ㑐ਈߔࠆ㨁㧳㨀㧝㧭㧝߇ߍࠄࠇߡ߹ߔࡦࠗࠣࡍޔߪߩߟ৻߁߽ޕ
࠲ࡈࠚࡠࡦߢߔޕ㧯ဳ⢄Ἳߩᴦ≮ߪޔᓥ᧪߆ࠄ࠙ࠗ࡞ࠬߩ㧾㧺㧭ߣ࠙ࠗ࡞ࠬߩㆮવሶဳ߇ᴦ≮
ߩᜰᮡߣߒߡ↪ࠄࠇߡ߈߹ߒߚޕᣂߚߦ↢ᱺ⚦⢩♽ߩ㧵㧸㧞㧤㧮߇ࡑࠞߣߒߡടࠊࠅޔ
࠙ࠗ࡞ࠬߩᗵᨴ∝ߩᬌᩏߪޔᗵᨴ∝∛ේߩᩭ㉄ᬌᩏߣߣ߽ߦ↢ᱺ⚦⢩♽ߩਔ⠪߇↪ߐࠇᆎ
ߡ߹ߔߪࠄࠇߎޕኻ⽎߇ⴊᶧ∔ᖚߢߞߚࠅᶖൻེ∔ᖚߢߞߚࠅ⥸৻ޔක≮ߩਛߢߩߎޔ
ࠃ߁ߥ↢ᱺ⚦⢩♽ߩㆮવቇ⊛ᬌᩏߣઁߩㆮવሶᩭ㉄ᬌᩏߩ⚵วߖࠍ↪ߔࠆ⁁ᴫ߇ᐢ߇ߞߡ
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߈ߡ߹ߔޕ
ߎࠇࠄߩㆮવቇ⊛ᬌᩏߩಽ㘃ࠍන৻ㆮવሶ∔ᖚ
ߣࡈࠔࡑࠦࠥࡁࡒࠢࠬᬌᩏߣᄙ࿃ሶ∔ᖚߚ߹ޔ
ߪ∔ᖚ⟕ᖚᕈߩᬌᩏޔ⾰ᬌᩏߦಽߌߡޔవ߶ߤ
ߩᣣᧄකቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߪޔࠄ߆ߦࡈࠔ
ࡑࠦࠥࡁࡒࠢࠬᬌᩏߣ⊒∝⠪ߩ⏕ቯ⸻ᢿᬌᩏߪ
ઁߩㆮવቇ⊛ᬌᩏߣಽߌߡขᛒ߁ߣ߁ේೣ߇
⸥ㅀߐࠇߡ߹ߔޔߦ․ޕᬌᩏ೨ߩࠞ࠙ࡦࡦ
ࠣ߿⸻≮㍳߳ߩ⸥タߦ㑐ߒߡߢߔޕ㧝㧜ቇળߩㆮ
વቇ⊛ᬌᩏߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦߢ৻ᓞߦㅀߴ
ߡߚ߽ߩࠍᣣᧄකቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦ߿ࡈࠔ
ࡑࠦࠥࡁࡒࠢࠬᬌᩏߩㆇ↪ᜰ㊎߿ࠟࠗ࠼ࠗ
ࡦߪ⏕ߦಾࠅಽߌࠍߒߡ߈ߡࠆߩࠄࠇߎޔߦࠄߐޕᬌᩏ߇ታ㓙ߦⴕࠊࠇࠆߦߪޔㆡಾߥᬌ
ߩㆬᛯޔᬌᩏߩ⺑࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗޔ㧔㧵㧯㧕߇ㆡಾߦⴕࠊࠇࠆᔅⷐ߇ࠆޕㆡಾߥ
ᬌࠍ⏕ߒߡߢࠇߘޔᱜ⏕ߥᬌᩏࠍታᣉߒߡ⚿ޔᨐߩ⸃㉼⺑ޔޔ߇ߔߢ╬ࠣࡦࡦ࠙ࠞޔ
ߎࠇࠄᬌᩏߩోࡊࡠࠬ߇ㆡᱜߦⴕࠊࠇߡޔೋߡ⦟ᬌᩏߦၮߠߊ⦟ක≮߇ⴕ߃ࠆߣ߁ߎ
ߣߢޔᣣᧄ⥃ᐥᬌᩏᮡḰද⼏ળ㧶㧯㧯㧸㧿ߩᣣᧄ ࡌࠬ࠻ࡊࠢ࠹ࠖࠬࠟࠗ࠼ࠗࡦ߮ߘࠇ
ߦၮߠߊⅣႺᢛ߇ޔਅᡰ߃ߒߡㆮવቇ⊛ᬌᩏ߇ㆡᱜߦ↪ߐࠇࠆߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ࠄ
ࠇ߹ߔޕ
 ߎߩᣣᧄ ࡌࠬ࠻ࡊࠢ࠹ࠖࠬࠟࠗ࠼ࠗࡦߪޔᬌ
ᩏᯏ㑐ߩᬌᩏࠨࡆࠬࠅ߹ߟޔᬌᩏߩ⾰ࠍ⸽ߒ߹ߒࠂ
߁ߣ߁ߎߣߢߩߘޔᩇߦߪޔᄢ߈ߊ྾ߟ㗄⋡߇ࠅ߹
ߔޔߪࠇߘޕᬌᩏᯏ㑐ߩ⾰⸽ࠪࠬ࠹ࡓߣᛛ⢻⹜㛎⚿ޔ
ᨐߩႎ๔ߩ⾰ߣᣉ⸳ⷐຬߩᢎ⢒ߣ⸠✵ߣ߁ߎߣߢࠬޔ
ࠗ࠼ߪߘࠇߙࠇਥߥౝኈࠍ␜ߒߚ߽ߩߢߔߦࠄࠇߎޕ
㑐ߒߡޔᣣᧄߢ߽৻ߟ৻ߟข⚵ߺ߇ㅴࠎߢࠆߣߎࠈߢ
ߔ⚿ޕᨐߣߒߡޔᬌᩏߩ♖ᐲ⸽߇ߥߐࠇߡߊߣ߁
ߎߣߢߔࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޔߟ৻ߩߘޕᬌᩏߦ㑐ଥߒ߹ߒߡߩߤޔᣉ⸳߇ߤࠇߛߌߩ᷹ቯࠍ
ᱜߒߊߒߡࠆ߆ߣ߁ᛛ⢻⹜㛎ߩ㧝ߟߦᄢⷙᮨᄖㇱ♖ᐲ⺞ᩏ߇ࠅ߹ߔ☨ߪࠇߎޕ࿖∛ℂක
දળ㧯㧭㧼ߣ߁⇇ߢ㧞ਁᣉ⸳એ߇ෳടߔࠆᄖㇱ♖ᐲ⺞ᩏߢߔ⚦ޕ⢩⹜ᢱߥࠅᩭ㉄⹜ᢱߥࠅ
ࠍฦᬌᩏᣉ⸳ߦㅍߞߡޔᱜߒ⚿ᨐ߇ࠆ߆ߣ߁ߎߣࠍᐕ࿁߆ࡕ࠾࠲ߔࠆ♖ᐲ⺞ᩏߢߎޔ
ࠇߦ㧼㧳㨤㧔ࡈࠔࡑࠦࠥࡁࡒࠢࠬ㧕ߣ߁㗄⋡߇ࠅ߹ߔޔߊߣߏߩ࠼ࠗࠬޕㆮવᕈ∔ᖚߩ
ߚߩㆮવቇ⊛ᬌᩏࠄ߆ࠇߘޔหߓࡈࠔࡑࠦࠥࡁࡒࠢࠬᬌᩏߢ߽⚦⢩ㆮવሶᬌᩏߣㆮવቇ⊛
ᬌᩏߥߤߦ߁ࠃߩߎޔᄙߊߩ㗄⋡߇ࠅ߹ߔޕᐕ㧔 ᐕ㧕߆ࠄᣣᧄߩ৻⥸ᣉ⸳ߢ↪น⢻ߥ
ࠃ߁ߦᧄ⺞ᩏࠍዉߒ߹ߒߚ߇ޔᱷᔨߥ߇ࠄᤨޔὐߢࡈࠔࡑࠦࠥࡁࡒࠢࠬᬌᩏࠍߚㆮવ
ቇ⊛ᬌᩏߩ⺞ᩏߦෳടߒߚ৻⥸ᣉ⸳ߪᣣᧄߢߪ㧝ᣉ⸳߽ࠅ߹ߖࠎޔߡߞ߇ߚߒޕᤚ㕖ߢߎߎޔ
⊝᭽ߦߪ⍮ߞߡߚߛ߈ߚߩߢߔ߇ޔ⇇ߢߪᏱ⼂ߦߥߞߡࠆߩߎߤޔᣉ⸳ߢ߽หߓ࠺࠲
߇ࠆߣ߁ข⚵ߺߪޔᣣᧄߢߪ߹ߛ߹ߛ⍮ࠄࠇߡߥ⁁ᴫߢޔㆮવቇ⊛ᬌᩏ߇ⴕࠊࠇ↪ߐ
ࠇߡࠆ⁁ᴫߢࠅޔዋߒߢ߽ᡷༀߒߥߊߡߪߌߥߣ߁⼂ࠍ߽ߞߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁ
߹ߔޕ
 㧞㧜㧜㧤ᐕߦࡈࠔࡑࠦࡇ㧔2JCTOCEQVJGTCR[㧕ߣ߁㔀ߦ⊒ߐࠇߚ⺰ᢥߦࠃࠅ߹ߔ
ߣޔᣢߦᄖ᧪ᖚ⠪ߐࠎߩ㧠ੱߦ㧝ੱߪޔ㧲㧰㧭ߢߩࡌ࡞ߢޔ㧼㧳㨤ᬌᩏታᣉ߇ផᅑߐࠇߡࠆ
⮎ࠍ↪ߒߡ߹ߔߩߎޕᢙ୯ߪ㧠ᐕ೨ߩ߽ߩߢߔ߆ࠄߣߞ߽ߪޔᄙߊߩᖚ⠪ߐࠎ߇ߘ߁߁
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߅⮎ࠍ㘶ࠎߢࠄߞߒ߾ࠆࠊߌߢߔ߁߁ߘޕᗧߢߛ߹ߛ߹ޔㆮવቇ⊛ᬌᩏ߹ߚߪࡈࠔࡑࠦ
ࠥࡁࡒࠢࠬᬌᩏߩㆡᱜൻߦߟߡචಽߦᶐㅘߒߡߥਛߢߩߎޔㆇ↪ᜰ㊎ߦߪ⻠ޔ⠌ળ߹ߚߪ
ߘࠇߦḰߕࠆᢎ⢒ߩᯏળ߳ߩෳടࠍផᅑߔࠆߣ⸥ㅀߒ߹ߒߚ߁߁ߘޕᯏળ߇ታ㓙ߦߥߩߢ
ߞߡ߶ߒߣᷰㄝవ↢߆ࠄߪ⸒ࠊࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ᧄᣣߩ߹ߣߢߔࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޕᬌᩏߩㆇ↪ᜰ㊎ߪ↢ޔᱺ⚦⢩♽ߩㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ
ߟߡ≮⸻ޔ႐ߩ⁁ߦහߒߚㆇ↪⋡⊛ߦᷝ߁ࠃ߁ᚑߐࠇߡ߹ߔߩߘޕᡷቯߪ㑐ㅪࠟࠗ࠼
ࠗࡦߩߣߩᢛวᕈޔක≮႐ߢߩㆇ↪ߩ⺖㗴ࠍ〯߹߃ߡⴕ߹ߒߚ⮎ࡓࡁࠥޕℂቇߩᖱ
ႎߪߩઁޔㆮવቇ⊛ᬌᩏߣ⇣ߥࠆ৻ᣇޔන৻ㆮવሶ∔ᖚߩ⸻ᢿᖱႎߣߥࠅᓧࠆߣߩ⼂ߩਅޔㆡ
ᱜㆇ↪߇ᦸ߹ࠇ߹ߔᧄޕᜰ㊎ࠍṖߦዉߔࠆߚߩࡅࡦ࠻߿⸃ᣇᴺࠍ⋡⊛ߦᔕߓߡ⺑ߔࠆ
㧽㧒㧭߇࿁ᚑߐࠇ߹ߒߚޕ
 ᣣᧄකቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߢߪޔㆮવቇ⊛ᬌᩏࠍ⊒∝⠪ߣ⊒∝೨߹ߚߪ࿃⠪ߣߦಽߌߡㆇ↪
ߔࠆࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈࠄ߆ࠇߘޔᬌᩏߪߦขᛒ߁ߣ⸥ޔㅀߒߡߚߛߚߩߢߔ߇ޔవ߶
ߤޔ㊁వ↢߆ࠄߩࠕࡦࠤ࠻⚿ᨐߦ߽ࠄࠇࠆߣ߅ࠅޔߛ߹ߛ߹ޔᣉ⸳ߦࠃߞߡ⠨߃ᣇ߇⇣ߥ
ࠅ߹ߔޕታ㓙ߦࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޔᬌᩏߪߤ߁ߒߚࠄ߆ߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߔ᧲ޕᶏᄢ
ቇ∛㒮ߢߪᓟߎߩࠃ߁ߦㆇ↪ߒߡߎ߁ߣᨴ⦡ߩᬌᩏ߆ࠄ߹ߕᢛࠍᆎߡ߹ߔޕᬌᩏߩ
⋡⊛ߦ߅ߡޔవᄤᕈ∔ᖚߢᧂ⊒∝ߩ࿃⠪⸻ᢿߣ⊒∝⠪ߩ⏕ቯ⸻ᢿ߮ᓟᄤᕈ∔ᖚޔਥߦⴊᶧ
∔ᖚߩ⏕ቯ⸻ᢿߦಽߌߡޔᬌᩏଐ㗬ࠍવߢⴕ߁ߩ߆ߡߒࠣࡦ࠳ࠝޔጁᱧࠍᱷߔߩ߆ߒߘޕ
ߡ⚿ᨐࠍ〯߹߃ߡޔਥᴦකߦⷫዷႎ๔ࠍⴕ߁ߩ߆ޔหᗧߩߢ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦ⚿ᨐࠍタߖࠆߩ߆ޕ
ߎߎߢߪ⊒∝⠪ߩ⏕ቯ⸻ᢿߦ߅ߡ߽⇣ޔᏱߩ႐วߪหᗧߩߢޔ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦタߖࠆߣ߁
⚵ߺࠍขࠅ߹ߒߚߦ⊛⚳ᦨޕႎ๔ᦠߩේᧄ▤ℂ߇㊀ⷐߢߪࠇߎޔ㒾⸻≮ޔේᧄࠍਛᄩ▤ℂߒ
ߥߣߌ߹ߖࠎޕ㒾⸻≮㆑ߣ್ᢿߐࠇࠇ߫ޔ㒾⸻≮ߩหᜰዉߢ෩ߒߊᜰዉࠍฃߌޔ
ᄢ߈ߊㆶࠍ᳞ࠄࠇࠆߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߔޔߢߎߘޕㆮવሶ⸻≮⑼ߦⷫዷߢႎ๔ߐࠇߚᖱႎ
એᄖߪߔߴߡ⥃ᐥᬌᩏ⑼ߩਛߢ▤ℂࠍߔࠆ∛ޕ㒮ߣߒߡߪޔਛᄩߦ⚌ઃߌߐࠇߚᒻߢੑߟߦಽߌ
ߡޔਥᴦකߣ߆ฦ⸻≮⑼ߢේᧄ▤ℂߒߥࠃ߁ߥࠍ㧥߆ࠄ㐿ᆎߒߚߣߎࠈߢߔޕ
 ᓟᄤᕈ∔ᖚߩᨴ⦡ᬌᩏࠍⴕ߁ߢ߽ߦ߈ߣޔవᄤᕈᨴ⦡⇣Ᏹߩ࿃⠪ߣߒߡߩဋⴧォᐳߥ
ߤ߇ߟ߆ࠆߎߣ߇ࠅ߹ߔߦ߁ࠃߩߎޕὼ⊒ߐࠇߚ႐วߪޔฦ⸻≮⑼ߩਥᴦක߆ࠄࠦࡦࠨ
࡞࠹࡚ࠪࡦ߇ㆮવሶ⸻≮⑼ߦኻߒߡⴕࠊࠇࠆ⚵ߺࠍߞߡޔㆇ↪ߒᆎߚߣߎࠈߢߔ⊛⋡ޕ
ߣᬌᩏଐ㗬ߣ⚿ᨐ߮ႎ๔ࠄ߆ࠇߘޔႎ๔ᦠߩේᧄ▤ℂ߁߁ߎޔᒻߢᢛℂߔࠆߣߊ߹߁ޔᵹࠇ
߇᧪߹ߒߚߩߢࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޔᬌᩏߦߟߡߪ∝⊒ߩߎޔ⠪ߩ⏕ቯ⸻ᢿߣหߓࠃ߁ߥ
ᵹࠇߢᓟขᛒߞߡߎ߁ߣ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 એޔᓮᷡ⡬ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ㧔ᜉᚻ㧕

ޣᷰㆺޤችవ↢ߩߊ߆ߞߖޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޔᯏળߢߔߩߢޔᓮ⾰╬ࠍߚ
ߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔߪߢޕ㜞↰వ↢ޕߙ߁ߤޔ
ޣ㜞↰㧔ർ㉿ᄢቇ㧕ޤᓮ⻠Ṷࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚᦨޕᓟߩઙߢߔߌࠇߤ߽ߩߘޔㆮવቇ⊛ᬌ
ᩏߩ⚿ᨐࠍ▤ߢߎߤޔℂߔࠆ߆ߣ߁ߩߪޔᄙಽߤߎߩ∛㒮ߢ߽㗴ߦߥߞߡࠆߣ
ᕁ߹ߔޕᣉ⸳ߦࠃߞߡߪోޔㇱㆮવሶ⸻≮ㇱߢሽߔࠆߣ߁ᣉ⸳߽ࠅ߹ߔߒߘޔ
߁ߢߪߥߊߡޔ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦߥߞߚߌࠇߤ߽ޔరߩࠞ࡞࠹ᐶߦሽߔࠆߣ߁ߣߎࠈ߽
ࠆࠃ߁ߢߔޕవ߶ߤߩหᜰዉߩߣ߈ߦޔਛᄩ▤ℂߢߥߌࠇ߫ߌߥߣ߁ࠍ
ߐࠇߡ߹ߒߚߌࠇߤ߽ޔㆮવሶ⸻≮ㇱߢ▤ߒߡࠆߣ߁ߎߣߪߪࠇߘޔਛᄩ▤ℂ
ߣߒߡ⍮ߐࠇࠆߣ߁ߎߣߢࠃࠈߒߢߔ߆ޕ
ޣችޤਛᄩ▤ℂߩ⠨߃ᣇߢߔ߇∛ޔ㒮߇ోߩᵹࠇ▤ࠍࡠࡈޔℂߒߡ᧦߁߁ߎޔઙߩ߽ߩ
ߪㆮવሶ⸻≮⑼ߢᣉ㍤ߩដ߆ࠆ▤ᐶߦߡ෩㊀ߦࠞ࡞࠹ߢ▤ℂߔࠆߣ߁ࠆࠁࠊޔ

- 33 -

ਛᄩߦ⚌ઃߌߐࠇߚਛᄩ▤ℂࠪࠬ࠹ࡓࠍ߽ߞߡޔᚒߪޘਛᄩ▤ℂߣߒߡ߹ߔޕ
ޣ㜞↰ߣߎ߁ߣ߫ࠇߢߣߎ߁ߣߔ߹ߡߞߥ߁ߘߡߒߣࡓ࠹ࠬࠪޔߦࠆߔⷐޤ
ߢߔߨޕ
ޣች߁ߘޔߪޤ⠨߃ߡ߹ߔޕ
ޣ㜞↰ޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤ
ޣᷰㆺޕ߆߁ࠂߒߢ߇߆ߦ߆߶ޤ࿁ߩળ⼏ߢߪߩࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢޔਛߢޔታߪㆮવ
ቇ⊛ᬌᩏߣࡈࠔࡑࠦࠥࡁࡒࠢࠬᬌᩏߢ⚂ඨᢙߩᣇࠍࠇߘ߇ޘෳടᏗᦸߣߒߡ
ㆬ߫ࠇߡߡޔᤚ㕖ޔᣣߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩᣇߦ߽ᧄޔᣣޔችవ↢߇߅ߒ
ߚߛߚౝኈࠍᤋߐߖߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕችవ↢߇ࠅ߽߁ߤޔ
ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ
ޣችޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤ㧔ᜉᚻ㧕
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ȕǡȸȞǳǲȎȟǯǹ౨௹Ʒᢃဇਦᤆ


᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ
᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ
᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᶆ‽༠㆟

2009 ᖺ 3 ᭶ 24 ᪥
2009 ᖺ 11 ᭶ 2 ᪥ᨵᐃ
2010 ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥ᨵᐃ
2012ᖺ7᭶2᪥ᨵᐃ
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䛆⫼ᬒ䛇
㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ 1䛿䚸㏆ᖺ䛾䝀䝜䝮䞉㑇ఏᏊゎᯒ◊✲䛾㐍Ṍ䛸᳨ᰝᢏ⾡䛾㠉᪂䛾⤖
ᯝ䚸ᑐ㇟䛜ᣑ䛧䚸ཎయ䠄䜴䜲䝹䝇䚸⣽⳦䛺䛹䠅䛾᳨ฟ䜔䛜䜣⣽⬊䛻䛚䛡䜛≉␗ⓗ㑇
ఏᏊ␗ᖖ䛾᳨ฟ䛾䜏䛺䜙䛪䚸ศᏊᶆⓗ⒪ἲ䛻䛚䛡䜛⒪⸆䛾㑅ᢥ䜔ຠᯝண

䛻⏝

䛔䜛య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛜䛩䛷䛻ಖ㝤デ⒪䛷⏝ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹
䛥䜙䛻㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ䛿䚸⒪⸆䛾స⏝ண

䜔ᢞ㔞ㄪ⠇䛻䜒⏝ྍ⬟䛸䛺䜚䚸

⸆≀௦ㅰ䛺䛹䛻㛵ಀ䛧䛯㑇ఏᏊ䛾ゎᯒ䛻ᇶ䛵䛟᳨ᰝ䝅䝇䝔䝮䛜㛤Ⓨ䛥䜜䝣䜯䞊䝬䝁䝀
䝜䝭䜽䝇䠄pharmacogenomics: PGx䠅 2᳨ᰝ䛸䛧䛶⏝䛜ᣑ䛧䛴䛴䛒䜛䚹䛭䛧䛶䚸PGx᳨
ᰝ䛸䛧䛶䚸2008 ᖺ 6 ᭶䛻ᢠ䛜䜣䜲䝸䝜䝔䜹䞁䛻䜘䜛స⏝䛾ྍ⬟ᛶ䜢ㄪ䜉䜛䝠䝖㑇ఏ
Ꮚデ᩿⸆䛊UDP-䜾䝹䜽䝻䞁㓟㌿⛣㓝⣲䜢䝁䞊䝗䛩䜛㑇ఏᏊ䠄UGT1A1䠅ከᆺ᳨ᰝ䛋䛜
ึ䜑䛶ཌ⏕ປാ┬䛛䜙〇㐀㈍ᢎㄆ䜢ྲྀᚓ䛧䚸11 ᭶䛻䛿ಖ㝤㐺⏝䛸䛺䛳䛯䚹䛧䛛䛧䛺
䛜䜙䚸ᮏ᳨ᰝ䛿㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䠄⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊ᳨ᰝ䠅䛻┦ᙜ䛩䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸
᳨ᰝ䛾㐠⏝䛻䛒䛯䜚䚸㐺ษ䛺デ⒪యไ䜢ᩚ䛘䜛Ⅽ䛻䛿䚸䛂་⒪䛻䛚䛡䜛㑇ఏᏛⓗ᳨
ᰝ䞉デ᩿䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䠄᪥ᮏ་Ꮫ 2011 ᖺ 2 ᭶䠅 3䜔䛂㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛻㛵䛩
䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䠄㑇ఏ་Ꮫ㛵㐃 10 Ꮫ 2003 ᖺ䠅4䛺䛹䛾ᣦ㔪䜢ཧ↷䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
୍᪉䚸ྠ䛨㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛷䛒䛳䛶䜒䚸PGx ᳨ᰝ䛾┠ⓗ䛿䚸⸆≀䛾ຠᯝ䜔స⏝䛾
ண

⿵ຓ䛷䛒䜚䚸༢୍㑇ఏᏊᝈ䛻䛚䛡䜛デ᩿䛸䛿␗䛺䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸PGx ᳨ᰝ䛾

⏝䛻䛚䛔䛶䚸デ⒪⌧ሙ䛾ᐇ䛻༶䛧䛯ෆᐜ䛾㐠⏝ᣦ㔪䛾⟇ᐃ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹
䛣䛾䛯䜑䚸᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ ᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ ᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᶆ‽༠㆟
䛾 3 ᅋయ䛷䛿䚸௨ୗ䛾 4 㡯䛾䠬䠣䡔᳨ᰝᐇ䛾せ௳䛛䜙䛺䜛䛂䝣䜯䞊䝬䝁䝀䝜䝭䜽䝇᳨ᰝ
䛾㐠⏝ᣦ㔪䛃䠄௨ୗ䚸䛂PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛃䛸䛔䛖䠅䜢⟇ᐃ䛧䛯䚹

1

2

3
4

㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝࠝ(1)ཎయ㑇ఏᏊ᳨ᰝ㸦᰾㓟᳨ᰝ㸧ࠊ(2)ࣄࢺయ⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝࠊ(3)
ࣄࢺ㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ㸦⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊ᳨ᰝ㸧ࠞࡢศ㢮ᐃ⩏ࡘ࠸࡚ࡣࠊู⣬ 㸯㸬⏝
ㄒࡢᐃ⩏ 1)ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
ࣇ࣮࣐ࢥࢤࣀ࣑ࢡࢫ㸦pharmacogenomics: PGx㸧᳨ᰝࡢᐃ⩏➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊู⣬ 㸯㸬⏝
ㄒࡢᐃ⩏࠾ࡼࡧゎㄝ 1)࠾ࡼࡧ 2)ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
ู⣬ 2㸬ཧ⪃࢞ࢻࣛࣥ➼ 13)ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
ู⣬ 2㸬ཧ⪃࢞ࢻࣛࣥ➼ 3)ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ


- 36 -

䛆ᣦ㔪䛾┠ⓗ䛸㐺⏝⠊ᅖ䛇
ᮏᣦ㔪䛾⏝䛿䚸๓グ⫼ᬒ䜢㚷䜏䛶䚸ᅇ䚸ྛ✀ᣦ㔪䛷㏙䜉䜙䜜䛶䛔䜛ෆᐜ䜢㋃
䜎䛘䛴䛴䚸PGx ᳨ᰝ䛾ᬑཬ䛸㐺ṇ䛺⏝䛾ಁ㐍䜢┠ⓗ䛸䛧䚸PGx ᳨ᰝ䜢⿕᳨⪅䛻ᥦ౪
䛩䜛་䛚䜘䜃་⒪ᶵ㛵䚸PGx 〇ရ䜢ᥦ౪䛩䜛デ᩿⸆䝯䞊䜹䞊䛚䜘䜃䛣䜜䜙᳨ᰝ
䜢ཷク䛩䜛⾨⏕᳨ᰝᡤ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䚹
䛺䛚䚸ᮏ㐠⏝ᣦ㔪䛾㐺⏝⠊ᅖ䛿䚸デ⒪䠄ಖ㝤デ⒪䚸ඛ㐍་⒪➼ 5䠅䛻䛚䛔䛶䠬䠣䡔᳨
ᰝ䛸䛧䛶ᐇ䛩䜛㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䠄⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊ᳨ᰝ䠅䛸䛧䚸య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ
䠄䛜䜣⣽⬊䛺䛹䛻䛚䛡䜛⒪ᶆⓗ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛾䠬䠣䡔᳨ᰝ䠅䛿ᑐ㇟እ䛸䛩䜛 6䚹
䛥䜙䛻䚸䝠䝖䝀䝜䝮䞉㑇ఏᏊゎᯒ◊✲䛚䜘䜃⸆ἲ䛻ᚑ䛔ᐇ䛥䜜䜛㦂䠄ᕷ㈍ᚋㄪ
ᰝ䜢ྵ䜐䠅䛿ᑐ㇟እ䛸䛩䜛䚹

䛆PG䡔᳨ᰝᐇ䛾せ௳䛇
䠍䠊᳨ᰝᐇ䛾䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䝁䞁䝉䞁䝖䛻䛴䛔䛶
PGx ᳨ᰝ䛻䛚䛡䜛䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䝁䞁䝉䞁䝖䛻䛚䛔䛶䛿⿕᳨⪅䛜䚸᳨ᰝᐇ䛻䛒䛯
䜚䚸䛭䛾᳨ᰝ䛾┠ⓗ䚸᪉ἲ䚸⢭ᗘ䚸㝈⏺䚸⤖ᯝ䛾㛤♧᪉ἲ䛚䜘䜃ண

䛥䜜䜛┈䛺

䛹䜢⌮ゎ䛧䚸ཎ๎䛸䛧䛶䚸⮬⏤ពᛮ䛻ᇶ䛵䛝᳨ᰝᐇ䛻䛴䛔䛶ྠព䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙
䜜䜛䚹
䛣䛣䛷᭱䜒㔜せ䛺䛣䛸䛿䚸䛂PGx ᳨ᰝᐇ䛻䛴䛔䛶䛾ྠព䛃䛸䛂᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛༑ศ䛺
ㄝ᫂䛃䛷䛒䜛䚹
⿕᳨⪅䛻ᑐ䛧䛶ㄝ᫂䛩䜛᳨ᰝ䛾ලయⓗ䛺ෆᐜ䛸䛧䛶䚸㑇ఏ་Ꮫ㛵㐃 10 Ꮫ䛻䜘䜛
䛂㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛷䛿䚸䛂᳨ᰝ䛾┠ⓗ䚸᪉ἲ䚸ண䛥䜜䜛᳨ᰝ⤖

5
6

⸆ἲᇶ࡙ࡃ㦂ࠊᕷ㈍ᚋㄪᰝཬࡧ⮫ᗋ◊✲ᚑ࠸ᐇࡉࢀࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ
ู⣬㸯㸬⏝ㄒࡢᐃ⩏࠾ࡼࡧゎㄝ 1)ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
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ᯝ䚸ෆᐜ(ᐃ䛥䜜䜛⿕᳨⪅䛾┈䞉┈䜢ྵ䜐)䚸⢭ᗘ(≉䛻ྍ㑊䛺デ᩿㝈⏺) 7䚸
⿕᳨⪅䛾䛸䜚ᚓ䜛㑅ᢥ⫥䚸ᐇ䛻䛒䛯䛳䛶䛾་⒪ୖ䛾༴㝤ᛶ䛃䛺䛹䛜ᣲ䛢䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䛣䜜䜙䛻䛴䛔䛶䚸ཎ๎䛸䛧䛶་䛜⿕᳨⪅䛻༑ศ䛺ㄝ᫂䛾䛖䛘䚸ྠពྲྀᚓ䜢⾜䛖䚹
᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂䛿䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸PGx ᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ⓗ▱㆑䜢᭷䛩䜛་ᖌ䛚
䜘䜃ᢸᙜ⪅䠄⸆ᖌ䞉┳ㆤᖌ䞉⮫ᗋ᳨ᰝᢏᖌ➼䠅䛛䜙ཷ䛡䜛䚹
୍᪉䚸䛣䜜䜙䛾ㄝ᫂㡯┠䛿䚸⿕᳨⪅䛻ᥦ౪䛥䜜䜛 PGx ᳨ᰝ䛾〇ရ䜔᳨ᰝ䛾ෆᐜ䛻
䜘䛳䛶␗䛺䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸PGx 〇ရ䜔᳨ᰝ䜢ᥦ౪䛩䜛ᴗ䠄デ᩿⸆䝯䞊䜹䞊䛚䜘䜃⾨
⏕᳨ᰝᡤ➼䠅䛻䛚䛔䛶䛿䚸౪⤥䛩䜛 PGx 〇ရ䞉᳨ᰝ䛻䛚䛡䜛≉ᛶ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸๓グ
㡯┠䠄᳨ᰝ䛾ศᯒⓗጇᙜᛶ䚸⮫ᗋⓗጇᙜᛶ䜢ྵ䜐䠅䛭䜜䛮䜜䛻䛴䛔䛶ศ䛛䜚䜔䛩䛔
ሗ䜢་䛚䜘䜃་⒪ᶵ㛵䛻ᥦ౪䛩䜛䚹䜎䛯䚸་⒪ᶵ㛵䛜⮬タෆ䛷䠬䠣䡔᳨ᰝ䜢
home-brew method 䛻䜘䜚⾜䛖ሙྜ䛻䛴䛔䛶䜒䚸ྠᵝ䛾ሗᥦ౪䜢⿕᳨⪅䛻⾜䛖ᚲせ
䛜䛒䜛䚹

䠎䠊᳨ᰝ๓ᚋ䛾ㄝ᫂
PGx ᳨ᰝ䛾⏝䛻䛚䛔䛶䛿䚸་䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶 PGx ᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ⓗ▱㆑
䜢᭷䛩䜛་ᖌ䛚䜘䜃ᢸᙜ⪅䠄⸆ᖌ䞉┳ㆤᖌ䞉⮫ᗋ᳨ᰝᢏᖌ➼)䛻䜘䜚䚸⿕᳨⪅䛻ᑐ䛧
䛶᳨ᰝ๓ᚋ䛾ㄝ᫂䜢⾜䛖䚹
䜎䛯䚸་䛚䜘䜃་⒪ᶵ㛵䛿䚸⿕᳨⪅䛾 PG䡔᳨ᰝ䛾⏝䛻ᚲせ䛺ሗ䜈䛾䜰䜽
䝉䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
䛺䛚䚸PGx ᳨ᰝ䜢⏝䛩䜛་䛚䜘䜃 PGx ᳨ᰝ䛻䛴䛔䛶䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶⿕᳨⪅
䛻ㄝ᫂䜢⾜䛖 PGx ᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ⓗ▱㆑䜢᭷䛩䜛་ᖌ䛚䜘䜃ᢸᙜ⪅䠄⸆ᖌ䞉┳
ㆤᖌ䞉⮫ᗋ᳨ᰝᢏᖌ➼䠅䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸 ㅮ⩦䜎䛯䛿䛭䜜䛻‽䛪䜛ᩍ⫱ᶵ䜈䛾ཧຍ
䜢᥎ዡ䛩䜛䚹

7

PG㹶᳨ᰝࡼࡾᚓࡽࢀࡿ⤖ᯝࡢ≉ᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊู⣬ 1㸬⏝ㄒࡢᐃ⩏࠾ࡼࡧゎㄝ
ཧ↷ࡢࡇࠋ
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6)ࢆ

䜎䛯䚸PG䡔᳨ᰝ䛜㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䠄⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊ᳨ᰝ䠅䛷䛒䜛䛣䛸䜢⪃៖䛧䚸
་䛚䜘䜃་⒪ᶵ㛵䛿䚸⿕᳨⪅䛾ᕼᮃ䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸ᑓ㛛་䜢⤂䛩䜛䚸䜎䛯
䛿㑇ఏ䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䛜ཷ䛡䜙䜜䜛యไ䜢ᩚ䛘䛶䛚䛟 8䚹

䠏䠊ಶே䛾㑇ఏሗ䛾ಖㆤ
⌧ᅾ䚸༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾デ᩿䜢┠ⓗ䛸䛧䛯㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛷䛿༏ྡ 9䜔ぶᒎሗ࿌
᭩ 10䛺䛹䛻䜘䜚䚸ಶேሗ䛜ಖㆤ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
PGx᳨ᰝ䛾ᐇ䛻䛚䛔䛶䜒䚸༢୍㑇ఏᏊᝈ䛜⪃䛘䜙䜜䜛ሙྜ䛿䚸་⒪ᶵ㛵➼䛻
䛚䛔䛶䚸ྛ✀Ᏻ⟶⌮ᥐ⨨䠄⤌⧊ⓗ䚸ேⓗ䚸≀⌮ⓗ䚸ᢏ⾡ⓗᏳ⟶⌮ᥐ⨨䠅䜢ㅮ䛨䛯
ୖ䛷䚸ಶேሗ䛾ಖㆤ䛿䛂༏ྡ䛃 11䛻䛶㐠⏝䛩䜛䚹
䛯䛰䛧䚸༢୍㑇ఏᏊᝈ䛜⪃䛘䜙䜜䜛ሙྜ䛷䜒䚸ཎ๎䛸䛧䛶䚸ᗣ㞀ᐖ䜢䜒䛯䜙䛥䛺
䛔ሙྜ䛿䚸༏ྡ䛾ᚲせᛶ䜔㟁Ꮚ䜹䝹䝔䛒䜛䛔䛿⣬䜹䝹䝔䛷䛾ྲྀᢅ䛔᪉䛿䛭䛾㝈䜚
䛷䛺䛔 12䚹

8

9
10
11

12

㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᑐᛂࡍࡿデ⒪㒊㛛ࡋ࡚ࡣࠊᏛ㝔ࡸ㧗ᗘ་⒪ᶵ㛵ࢆ୰ᚰ㑇
ఏᏊ་⒪㒊㛛ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡣᅜ㑇ఏᏊ་⒪㒊㛛㐃⤡㆟
㸺http://www.idenshiiryoubumon.org/㸼ࡢࢧࢺࡽሗࢆᚓࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ู⣬ 1㸬⏝ㄒࡢᐃ⩏࠾ࡼࡧゎㄝ 3)࠾ࡼࡧ 2㸬ཧ⪃࢞ࢻࣛࣥ➼ 3)ࠊ6)ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
ู⣬ 2㸬ཧ⪃࢞ࢻࣛࣥ➼ 6)ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
ู⣬ 2㸬ཧ⪃࢞ࢻࣛࣥ➼ 2)ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
ู⣬ 1㸬⏝ㄒࡢᐃ⩏࠾ࡼࡧゎㄝ 5)ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ


- 39 -

䠐䠊⏕యヨᩱ䠄᳨య䠅䛾᳨ᰝ๓ᚋ䛾ྲྀᢅ䛔
PG䡔᳨ᰝ䛻⏝䛔䜛⏕యヨᩱ䠄᳨య䠅䛾 ᐃ๓䝥䝻䝉䝇䠄᥇ྲྀ䚸ಖᏑ䛸ฎ⌮䠅䛿䚸
ᐃ⢭ᗘ䜢ᕥྑ䛩䜛䚹䛣䜜䜢㋃䜎䛘䚸 ᐃ๓䛾⏕యヨᩱ䛾ྲྀᢅ䛔䛿䚸᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᶆ
‽༠㆟䛜⟇ᐃ䛧䛯䛂㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ᳨యရ㉁⟶⌮䝬䝙䝳䜰䝹䛃(2011 ᖺ 12 ᭶) 13䛻
ᚑ䛖䚹
㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛾ᐇ䛻䛚䛔䛶䛿䚸᳨ᰝᚋ䛾⏕యヨᩱ䠄᳨య䠅䛻䛴䛔䛶䛾◊✲䛺
䛹䜈䛾⏝䛾ྍ⬟ᛶ䠄┠ⓗእ⏝䠅䛜ᠱᛕ䛥䜜䛶䛔䜛䚹 14
䛣䜜䜙䛾ᠱᛕ䜢ᡶᣔ䛧䚸PGx᳨ᰝ䛾㐺ษ䛺㐠⏝䛾䛯䜑䛻䛿䚸 ᐃᚋ䛾⏕యヨᩱ䛿䚸
䛾⮫ᗋ᳨ᰝ䛻䛚䛡䜛ヨᩱ䛾ྲྀᢅ䛔䛸ྠᵝ䛻䚸᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ䛾ぢゎ䛂⮫ᗋ᳨
ᰝ䜢⤊䛧䛯᳨య䛾ᴗົ䚸ᩍ⫱䚸◊✲䛾䛯䜑䛾⏝䛻䛴䛔䛶䛃䠄2009ᖺ䠅䜢ཧ↷䛧䚸
䛂⟶⌮⪅䛜㈐௵䜢䜒䛳䛶䚸᫂☜䛺୍ᐃᮇ㛫䛾ಖ⟶⤒㐣ᚋ䚸ヨᩱ䜢ᗫᲠ䛩䜛䛃 15䛸䛔䛖つ
ᐃ䜢タ䛡䛶㐠⏝䛩䜛䚹

䛆ᣦ㔪䛾ᨵᐃ䛻䛴䛔䛶䛇
PGx ᳨ᰝ䜢ྲྀᕳ䛟⎔ቃ䜔ᢏ⾡ⓗ㐍Ṍ䛜㠀ᖖ䛻㏿䛔䛣䛸䛛䜙䚸ᮏ䛂PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ
㔪䛃䛿ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶㐺ᐅぢ┤䛧䜢ᅗ䜛ணᐃ䛷䛒䜛䚹

13
14
15

ู⣬ 2㸬ཧ⪃࢞ࢻࣛࣥ➼ 12)ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
ู⣬ 2㸬ཧ⪃࢞ࢻࣛࣥ➼ࡢ 9)ࡢศ㢮 C ཧ↷ࡢࡇࠋ
ู⣬ 1㸬⏝ㄒࡢᐃ⩏࠾ࡼࡧゎㄝ 4)࠾ࡼࡧ 2㸬ཧ⪃࢞ࢻࣛࣥ➼
ࡢࡇࠋ
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4)ࠊ5)ࠊ6)ࢆཧ↷

ู⣬
䠍䠊⏝ㄒ䛾ᐃ⩏䛚䜘䜃ゎㄝ
䠍䠅 㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ䛾ศ㢮䛸ᐃ⩏
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䠄NPO䠅᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᶆ‽༠㆟(Japanese Committee for
Clinical Laboratory Standards: JCCLS) 16䛻タ⨨䛥䜜䛯䛂㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝᶆ‽ᑓ㛛
ጤဨ䛃䛷䛿䚸䛣䜜䜎䛷⏝䛔䜙䜜䛶䛝䛯䛂㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛃䛾⏝ㄒ䜢ḟ䛾䜘䛖䛻ศ㢮䞉ᐃ⩏䛧䚸
(1)䡚(3)䜢䛂㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ䛃 17䛸䛧䛶⥲⛠䛩䜛䚹
(1)ཎయ㑇ఏᏊ᳨ᰝ䠄ཎయ᰾㓟᳨ᰝ䠅
䝠䝖䛻ឤᰁ䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩እ᮶ᛶ䛾ཎయ䠄䜴䜲䝹䝇䚸⣽⳦➼ᚤ⏕≀䠅䛾
᰾㓟䠄DNA 䛒䜛䛔䛿 RNA䠅䜢᳨ฟ䞉ゎᯒ䛩䜛᳨ᰝ
(2)䝠䝖య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ
⒴⣽⬊≉᭷䛾㑇ఏᏊ䛾ᵓ㐀␗ᖖ➼䜢᳨ฟ䛩䜛㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛚䜘䜃㑇ఏᏊ
Ⓨ⌧ゎᯒ➼䚸ᝈኚ㒊䞉⤌⧊䛻㝈ᒁ䛧䚸≧䛸䛸䜒䛻ኚ䛧ᚓ䜛୍ⓗ䛺
㑇ఏᏊሗ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛᳨ᰝ
(3)䝠䝖㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䠄⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊ᳨ᰝ䠅
༢୍㑇ఏᏊᝈ䚸ከᅉᏊᝈ䚸⸆≀➼䛾ຠᯝ䞉స⏝䞉௦ㅰ䚸ಶே㆑ู
䛻㛵䜟䜛㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ➼䚸䝀䝜䝮䛚䜘䜃䝭䝖䝁䞁䝗䝸䜰ෆ䛾ཎ๎ⓗ䛻⏕ᾭኚ
䛧䛺䛔䚸䛭䛾ಶయ䛜⏕᮶ⓗ䛻ಖ᭷䛩䜛㑇ఏᏛⓗሗ䠄⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ䛾㑇
ఏᏊゎᯒ䜘䜚᫂䜙䛛䛻䛥䜜䜛ሗ䠅䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛᳨ᰝ
௨ୖ䛾(1)(2)(3)䜢䛭䜜䛮䜜䚸(1)ཎయ㑇ఏᏊ᳨ᰝ䠄᰾㓟᳨ᰝ䠅䚸(2)య⣽⬊㑇ఏᏊ
᳨ᰝ䚸(3)㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛸␎䛩䚹
⌧ᅾ⏝䛥䜜䛶䛔䜛䠬䠣䡔᳨ᰝ䛿䚸䛂య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛃䛸䛧䛶䚸⫵䛜䜣䛾䝀䝣䜱䝏䝙
䝤䠄䜲䝺䝑䝃䠅⒪䛾 EGFR ኚ␗ゎᯒ䜔⭠䛜䜣䛻䛚䛡䜛䝉䝒䜻䝅䝬䝤䠄䜰䞊䝡䝍䝑
䜽䝇䠅ᢞ䛾 KRAS(K-ras)ኚ␗᳨ᰝ䜔៏ᛶ㦵㧊ᛶⓑ⾑䠄CML䠅䛾䜲䝬䝏䝙䝤䠄䜾䝸
䝧䝑䜽䠅⒪䛾 BCR-ABL 䜻䝯䝷 mRNA Ⓨ⌧䛾 ᐃ➼䛜ᐇ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻䚸䛂㑇
ఏᏛⓗ᳨ᰝ䠄⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊ᳨ᰝ䠅䛃䛸䛧䛶䛿䚸 UGT䠍A1 䜔䝏䝖䜽䝻䞊䝮 P450
䠄CYP䠅㑇ఏᏊከᆺ᳨ᰝ➼䛜ᐇ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䛣䛾䜘䛖䛻ྛ✀䛾㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛜 PG䡔᳨ᰝ䛸䛧䛶ᐇ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᮏ䛂PG䡔᳨ᰝ㐠
16

17

NPO ἲே᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᶆ‽༠㆟ࡣࠊ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫࡢᶆ‽㛗ࡽࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠾ࡾࠊ1985
ᖺ⡿ᅜࡢ NCCLS㸦National Committee for Clinical Laboratory Standards㸸⡿ᅜ⮫ᗋ
᳨ᰝᶆ‽ጤဨࠊ⌧ᅾࡣྡ⛠ࢆ CLSI(Clinical and Laboratory Standards Institute)
ኚ᭦㸧ࢆࣔࢹࣝࡋ࡚⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫࡢᶆ‽ࢆ࡞ᴗෆᐜࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
NPO ἲே᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᶆ‽༠㆟ࡣࠊ≉ูဨ㸦ᐁබᗇ㸧ࠊṇဨ㸦㛵㐃་ᏛᏛࠊ
༠ࠊᅋయ㸧ࠊ≉ูຓᡂᅋయ㸦᪥ᮏ་ᖌ㸧ࠊ≉ู⥔ᣢဨ㸦ᴗ㸧ࠊಶேဨ➼ࡽ
ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ http://www.jccls.org/index.html
ู⣬ 2㸬ཧ⪃࢞ࢻࣛࣥ➼ࡢ 12)ᇶ࡙ࡃศ㢮
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⏝ᣦ㔪䛃䛷䛿䚸⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ䛾㑇ఏሗ䜢᳨ᰝ䛩䜛㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛾䜏䜢䛭䛾㐺⏝⠊
ᅖ䛸䛧䛶䛔䜛䚹
䠎䠅 䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ(䝣䜯䞊䝬䝁䝀䝜䝭䜽䝇;PG䡔)䛸⸆⌮㑇ఏᏛ(䝣䜯䞊䝬䝁䝆䜵䝛䝔䜱䜽
䝇;PG䡐)
䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䛻䛚䛡䜛⏝ㄒ㞟䛃䠄ཌ⏕ປാ┬䠅䛷䛿䚸䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ
䠄Pharmacogenomics: PGx䠅䛸⸆⌮㑇ఏᏛ䠄Pharmacogenetics: PGt䠅䜢௨ୗ䛻ᐃ⩏䛧䛶
䛔䜛䚹
(1)䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䠄Pharmacogenomics: PGx䠅䠖
⸆≀ᛂ⟅䛸㛵㐃䛩䜛 DNA 䛚䜘䜃 RNA 䛾≉ᛶ䛾ኚ␗䛻㛵䛩䜛◊✲
(2) ⸆⌮㑇ఏᏛ䠄Pharmacogenetics: PGt䠅䠖
䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䠄PGx䠅䛾୍㒊䛷䛒䜚䚸⸆≀ᛂ⟅䛸㛵㐃䛩䜛 DNA 㓄ิ䛾ኚ␗䛻㛵
䛩䜛◊✲
䜎䛯䚸䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䛻䛚䛡䜛⏝ㄒ㞟䛃䠄ཌ⏕ປാ┬䠅䛻䛚䛡䜛䝀䝜䝮䝞䜲䜸䝬䞊䜹䞊
䛻㛵䛩䜛⿵㊊ሗ䛷䛿䚸䝀䝜䝮䝞䜲䜸䝬䞊䜹䞊䛸䛧௨ୗ䛜♧䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䠍䠊䝀䝜䝮䝞䜲䜸䝬䞊䜹䞊䛿䚸䛘䜀௨ୗ䛻䜘䜚 ᐃ䛥䜜䜛䠖
䞉㑇ఏᏊ䛾Ⓨ⌧ 䞉㑇ఏᏊ䛾ᶵ⬟ 䞉㑇ఏᏊ䛾ไᚚ
䠎䠊䝀䝜䝮䝞䜲䜸䝬䞊䜹䞊䛿䚸䝕䜸䜻䝅䝸䝪᰾㓟䠄DNA䠅䛚䜘䜃/䝸䝪᰾㓟䠄RNA䠅䛾
䠍䛴䜎䛯䛿」ᩘ䛾≉ᛶ䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜ᚓ䜛䚹
䠏䠊DNA 䛾≉ᛶ䛻䛿௨ୗ䛜ྵ䜎䜜䜛䠖
䞉୍ሷᇶከᆺ
䞉▷䛔⧞䜚㏉䛧㓄ิ䛾ከᵝᛶ䠄⧞䜚㏉䛧ᩘ䛾㐪䛔䠅
䞉䝝䝥䝻䝍䜲䝥 䞉DNA 䛾ಟ㣭 䠖䝯䝏䝹
䞉ሷᇶ䛾Ḟኻ䠄deletion䠅䜎䛯䛿ᤄධ䠄insertion䠅 䞉䝁䝢䞊ᩘ䛾ኚ␗
䞉⣽⬊㑇ఏᏛⓗ䛺㓄ิ 䠖㌿ᗙ䠄translocation䠅䚸㔜」䠄duplication䠅䚸Ḟኻ
䠄deletion䠅䚸㏫䠄inversions䠅
䠐䠊RNA 䛾≉ᛶ䛻䛿௨ୗ䛜ྵ䜎䜜䜛䠄䛯䛰䛧䛣䜜䜙䛿㝈ᐃ䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䠅䠖
䞉RNA 㓄ิ 䞉RNA Ⓨ⌧ 䞉RNA 䝥䝻䝉䝅䞁䜾䠖䝇䝥䝷䜲䝅䞁䜾䚸䜶䝕䜱䝔䜱䞁䜾
䞉䝬䜲䜽䝻 RNA 㔞
䠑䠊䛣䜜䜙ᐃ⩏䛿䝠䝖⏤᮶ヨᩱ䛻㝈ᐃ䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔
䠒䠊䝍䞁䝟䜽㉁䛒䜛䛔䛿పศᏊ㔞௦ㅰ⏘≀䛾 ᐃ್䜔≉ᛶ䛿ྵ䜎䜜䛺䛔
䛺䛚䚸๓グ䛻♧䛥䜜䛯䜘䛖䛻䚸䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䛻䛚䛡䜛⏝ㄒ㞟䛃䛿◊✲ศ㔝䛾⏝
ㄒ䜢ᩚ⌮䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛥䜙䛻䚸⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ䛾㑇ఏᏛⓗሗ䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䛛ྰ䛛䚸య
⣽⬊㑇ఏᏊኚ␗ゎᯒ䛛䚸㑇ఏᏊⓎ⌧ゎᯒ䛛➼䛾ศ㢮䛿⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔䚹
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䠏䠅 ༏ྡ
䛒䜛ே䛾ಶே㆑ูሗ䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䜛ሗ䛜እ㒊䛻₃ὤ䛧䛺䛔䜘䛖䛻䚸䛭䛾
ே䛻㛵䛩䜛ሗ䛛䜙ಶே㆑ูሗ䛾㒊ཪ䛿୍㒊䜢ྲྀ䜚㝖䛝䚸௦䜟䜚䛻䛭䛾ே
䛸㛵䜟䜚䛾䛺䛔➢ྕཪ䛿␒ྕ䜢䛩䛣䛸䜢䛔䛖䚹᳨య䛻㝶䛩䜛ሗ䛾䛖䛱䚸䛒䜛
ሗ䛰䛡䛷䛿≉ᐃ䛾ே䜢㆑ู䛷䛝䛺䛔ሗ䛷䛒䛳䛶䜒䚸䛷ධᡭ䛷䛝䜛ሗ䛸⤌
䜏ྜ䜟䛫䜛䛣䛸䛻䜘䜚䛭䛾ே䜢㆑ู䛷䛝䜛ሙྜ䛻䛿䚸⤌ྜ䜟䛫䛻ᚲせ䛺ሗ䛾
㒊ཪ䛿୍㒊䜢ྲྀ䜚㝖䛔䛶䚸䛭䛾ே䛜㆑ู䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䜢䛔䛖䚹
༏ྡ䛻䛿䚸ḟ䛻ᣲ䛢䜛䜒䛾䛜䛒䜛䚹
䠽䠊㐃⤖ྍ⬟༏ྡ
ᚲせ䛺ሙྜ䛻ಶே䜢㆑ู䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸䛭䛾ே䛸᪂䛯䛻䛥䜜䛯➢ྕཪ䛿␒ྕ
䛾ᑐᛂ⾲䜢ṧ䛩᪉ἲ䛻䜘䜛༏ྡ
䠾䠊㐃⤖ྍ⬟༏ྡ
ಶே䜢㆑ู䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛻䚸ୖグ䠽䛾䜘䛖䛺ᑐᛂ⾲䜢ṧ䛥䛺䛔᪉ἲ䛻䜘䜛༏ྡ
䠄䛂䝠䝖䝀䝜䝮䞉㑇ఏᏊゎᯒ◊✲䛻㛵䛩䜛⌮ᣦ㔪䛃䜘䜚ᘬ⏝䠅
䛺䛚䚸ᮏ㐠⏝ᣦ㔪䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛䛂デ⒪䛻䛚䛡䜛༏ྡ䛃䛸䛿䚸་⒪ᶵ㛵䛻䛚䛔䛶䚸
⿕᳨⪅Ặྡ䛸༏ྡ➢ྕཪ䛿␒ྕ䜢グ㍕䛧䛯ᑐᛂ⾲䜢సᡂ䛧䚸ཝᐦ䛻ಖ⟶䛥䜜䛯㐃
⤖ྍ⬟༏ྡ䜢䛔䛖䚹
䠐䠅 ᳨ᰝ䛻⏝䛔䛯⏕యヨᩱ䠄᳨య䠅䛸䛭䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶
(1)⿕᳨⪅䜘䜚᥇ྲྀ䛥䜜䛯⾑ᾮ䚸⤌⧊䚸⣽⬊䚸యᾮ䛚䜘䜃ἥ≀䜔䛣䜜䜙䛛䜙ㄪ
〇䞉⢭〇䛥䜜䛯 DNA 䛚䜘䜃 RNA 䜢䛔䛖䚹
(2)PG䡔᳨ᰝ䜢⿕᳨⪅䛻ᥦ౪䛩䜛་⒪ᶵ㛵䛚䜘䜃⾨⏕᳨ᰝᡤ䛻䛚䛔䛶䚸ಖ⟶ᮇ
㛫䜢⤒㐣䛧䛯᳨య䛾୍㒊䜢䚸᳨ᰝ䛾⢭ᗘ䛾⥔ᣢ䞉ྥୖ䛾䛯䜑⟶⌮ヨᩱ䛸䛧䛶
⏝䛔䜛ሙྜ䛻䛿䚸༏ྡ䜢ཝ᱁䛻⾜䛺䛔䠄㐃⤖ྍ⬟༏ྡ䠅䚸⌮ᑂᰝጤ
ဨ䛾ᢎㄆ䜢ཷ䛡䛯ୖ䛷ᐇ䛩䜛䛺䛹ྛタ䛾㈐௵䛾䜒䛸ᑐฎ䛩䜛䚹
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䠑䠅PG䡔᳨ᰝ䛾ᐇ䞉㐠⏝యไ䛻䛴䛔䛶
ᮏ䛂PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛃䛿䚸2009 ᖺ 3 ᭶䛻බ⾲䛧䚸䛭䛾ᚋ 11 ᭶䛻䛿 PG䡔᳨ᰝ䛾ㄝ
᫂⪅䛸䛧䛶䚸䛂⮫ᗋ᳨ᰝᢏᖌ䛃䜢㏣ຍ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䠏䠊ಶே䛾㑇ఏሗ䛾ಖㆤ䛾㡯䛻䚸
䛂PG䡔᳨ᰝ䛾ゎᯒᑐ㇟䛜༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾ཎᅉ㑇ఏᏊ䛷䛒䛳䛶䜒䚸ཎ๎䛸䛧䛶ᗣ
㞀ᐖ䜢䜒䛯䜙䛥䛺䛔ሙྜ䛿䚸༏ྡ➼䛾ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔䛣䛸䛃䛜㏣ຍグ㍕䛥䜜
䛯䚹
䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸䛭䛾ᚋ䜒 PG䡔᳨ᰝ䜢⿕᳨⪅䛻ᥦ౪䛩䜛㝿䜔䚸᳨ᰝ䜢ᐇ䠄㝔ෆ䛷䛾
᳨ᰝ䛾ᐇ䜔᳨ᰝ䛾እ㒊ጤク䠅䛩䜛㝿䛾ྲྀᢅ䛔᪉䛻㛵䛩䜛ྛ✀䛾㉁ၥ䞉ᣦ➼䛜ᐤ
䛫䜙䜜䛯䛯䜑䚸ᅇᗘ䛾ᨵᐃ䜢䛚䛣䛺䛖䛸䜒䛻䚸ྛタ䛻䛚䛔䛶 PG䡔᳨ᰝ䛾ᐇ䞉
㐠⏝యไ䜢᳨ウ䛩䜛㝿䛾ㄢ㢟䜢௨ୗ䛻ᩚ⌮䛧䛯䚹
PG䡔᳨ᰝ䜢ᐇ䞉㐠⏝䛧䜘䛖䛸䛩䜛タ䛻䛚䛔䛶䛿䚸௨ୗ䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䛾᪉㔪䜢
᫂䜙䛛䛻䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
(1) ᐇணᐃ䛾 PG䡔᳨ᰝ䛜䛂PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛃䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䠄⏕Ṫ
⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊ᳨ᰝ䠅䛛䚸ᑐ㇟እ䛷䛒䜛య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛛䛾☜ㄆ䜢⾜䛖䚹
(2) PG䡔᳨ᰝ䛜㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛾ሙྜ䛻䛿䚸᳨ᰝ䛾ᑐ㇟䛜༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾デ᩿
䛻㛵䜟䜛㑇ఏሗ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛛ྰ䛛䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
(3) 䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䝁䞁䝉䞁䝖䛾ྲྀᚓ䛻㝿䛧䛶䚸⿕᳨⪅䜈䛾ㄝ᫂䛸ྠព䜢ᩥ᭩䛻䜘䜚
⾜䛖䛛ྰ䛛䛾᪉㔪䜢Ỵ䜑䜛䚹
(4) PG䡔᳨ᰝ㡯┠䜢䚸㝔ෆ䛾䜸䞊䝎䝸䞁䜾䝅䝇䝔䝮䛻ᥖ㍕䛩䜛䛛ྰ䛛䛾᪉㔪䜢Ỵ䜑
䜛䚹
(5) PG䡔᳨ᰝ䜢᳨ᰝ䝉䞁䝍䞊➼䛻እ㒊ጤク䛩䜛㝿䛻⿕᳨⪅䠄ᝈ⪅䠅Ặྡ䜢༏ྡ䛩
䜛䛛ྰ䛛䛾᪉㔪䜢Ỵ䜑䜛䚹
(6) 㝔ෆ㟁Ꮚ䜹䝹䝔䜈 PG䡔᳨ᰝ䛾⤖ᯝ䜢ᥖ㍕䛩䜛䛛ྰ䛛䛾᪉㔪䜢Ỵ䜑䜛䚹
(7) 䜸䞊䝎䝸䞁䜾䝅䝇䝔䝮䜔㟁Ꮚ䜹䝹䝔䜈䛾䜰䜽䝉䝇ไ㝈䜢䛹䛾䜘䛖䛻タ䛡䜛䛾䛛䛾
᪉㔪䜢Ỵ䜑䜛䚹䠄⿕᳨⪅䠄ᝈ⪅䠅䛻㛵䜟䜛デ⒪ሗ䛾ඹ᭷䛸ಶே㑇ఏሗಖ
ㆤయไ䛾ᩚྜᛶ䜢䛹䛾䜘䛖䛻ᅗ䜛䛾䛛䛻䛴䛔䛶䛾᪉㔪䜢Ỵ䜑䜛䠅䚹
(8) PG䡔᳨ᰝ䜢ᐇ䛩䜛㝿䛻䚸་⒪ᶵ㛵䛻タ⨨䛥䜜䛯⌮ᑂᰝጤဨ䛻䜘䜛ᑂᰝ
䛜ᚲせ䛛ྰ䛛䛾᪉㔪䜢Ỵ䜑䜛䚹
䛺䛚䚸PG䡔᳨ᰝ䛾ሗ⟶⌮䛸䛧䛶䚸⿕᳨⪅䠄ᝈ⪅䠅䛾༏ྡ䚸䜸䞊䝎䝸䞁䜾䝅䝇䝔䝮
䜈䛾ᥖ㍕䚸᳨ᰝ⤖ᯝ䛾㟁Ꮚ䜹䝹䝔ᥖ㍕➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྛ✀Ᏻ⟶⌮ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䛯ୖ
䛷䚸௨ୗ䛾ሙྜ䛻䛿㏻ᖖ䛾⮫ᗋ᳨ᰝ䛸ྠᵝ䛻ྲྀ䜚ᢅ䛖䛣䛸䛜ᐜㄆ䛥䜜䛖䜛䚹
䞉య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛻ศ㢮䛥䜜䜛 PG䡔᳨ᰝ䛾ሙྜ
䞉᳨ᰝᑐ㇟䛸䛺䜛㑇ఏᏊ䛜༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾ཎᅉ㑇ఏᏊ䛷䛒䜛⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ䛾
PG䡔᳨ᰝ䛷䛒䛳䛶䜒䚸⿕᳨⪅䛻ᗣ㞀ᐖ䜢䜒䛯䜙䛥䛺䛔ሙྜ
௨ୖ䚸䛂PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛃䜢㑂Ᏺ䛧䚸(1)䡚(8)䛻♧䛧䛯ㄢ㢟➼䜢㋃䜎䛘䛯ୖ䛷䚸PG
䡔᳨ᰝ䛾ᐇయไయ䜢タ䛸䛧䛶ྲྀ䜚Ỵ䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
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䠒䠅PG䡔᳨ᰝ䛾≉ᛶ
PG䡔᳨ᰝ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䜛⤖ᯝ䛿䚸௨ୗ䛾≉ᛶ䜢ᣢ䛴䛣䛸䛜䛂་⒪䛻䛚䛡䜛㑇ఏᏛⓗ
᳨ᰝ䞉デ᩿䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䠄᪥ᮏ་Ꮫ 2011 ᖺ 2 ᭶䠅䛻䜘䜚♧䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䠄௨ୗ䚸䜺䜲䝗䝷䜲䞁ᮏᩥ䜘䜚ᘬ⏝䚹䠅
䠏䠊㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛾␃ពⅬ
3-4䠅⸆⌮㑇ఏᏛ᳨ᰝ
䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ᳨ᰝ䛻ྵ䜎䜜䜛⸆⌮㑇ఏᏛ᳨ᰝ䠷ὀ䠑䠹䛿䚸⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ䛾㑇ఏ
ሗ䜢ྲྀᢅ䛖䜒䛾䛷䛒䜛䛜䚸௨ୗ䛾≉ᛶ䛜䛒䜛䛯䜑䚸༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾㑇ఏ
ሗ䛸䛿␗䛺䜚䚸デ⒪䛾ሙ䛻䛚䛔䛶䛿䚸㛵㐃䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠷ὀ䠑䠹䜢ཧ↷䛧䛯ୖ䛷䚸㏻
ᖖ䛾デ⒪ሗ䛸ྠᵝ䛻ᢅ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䞉 ༴㝤䛺స⏝䜢䜒䛯䜙䛩⸆≀䚸䜎䛯䛿᭷ຠᛶ䛾ஈ䛧䛔⸆≀䛾ᢞ䜢ᅇ㑊䛷
䛝䜛䛣䛸䚹
䞉 㐺ษ䛺ᢞ㔞䜢᥎ᐃ䛷䛝䜛䛣䛸䚹
䞉 㑇ఏᆺ䛻ᇶ䛵䛟⾲⌧ᆺ䛾ண ຊ䛜ᚲ䛪䛧䜒㧗䛟䛺䛔䛣䛸䚹
䠷ὀ䠑䠹䝀䝜䝮⸆⌮᳨ᰝ䛸⸆⌮㑇ఏᏛ᳨ᰝ
䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䛻䛚䛡䜛⏝ㄒ㞟䛃䠄ཌ⏕ປാ┬䠅䛷䛿䚸䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ
䠄Pharmacogenomics: PGx䠅䛃䜢䛂⸆≀ᛂ⟅䛸㛵㐃䛩䜛DNA䛚䜘䜃RNA䛾≉ᛶ䛾ኚ
␗䛻㛵䛩䜛◊✲䛃䚸䛂⸆⌮㑇ఏᏛ䠄Pharmacogenetics: PGt䠅䛃䜢䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ
䠄PGx䠅䛾୍㒊䛷䛒䜚䚸⸆≀ᛂ⟅䛸㛵㐃䛩䜛DNA㓄ิ䛾ኚ␗䛻㛵䛩䜛◊✲䛃䛸ᐃ⩏
䛧䛶䛔䜛䚹ᮏᐃ⩏䛻ᚑ䛘䜀䚸⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ䛾㑇ఏᏊኚ␗䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸⭘⒆⣽
⬊䛾య⣽⬊㑇ఏᏊኚ␗ゎᯒ䜔⣽⬊ෆ䛾㑇ఏᏊⓎ⌧ゎᯒ䜒ྵ䜎䜜䜛䚹䛺䛚䚸ᮏ䜺
䜲䝗䝷䜲䞁䛻䛚䛔䛶䛿䚸๓グᐃ⩏䜢㋃䜎䛘䛯䛖䛘䛷䚸⸆≀ᛂ⟅䛻㛵䛧䛶⏕Ṫ⣽⬊
⣔ิ䛾㑇ఏሗ䜢ྲྀᢅ䛖᳨ᰝ䜢⸆⌮㑇ఏᏛ᳨ᰝ䛸䛧䛶ᐃ⩏䛧䚸䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾㐺
⏝⠊ᅖ䛸䛧䛯䚹䛣䜜䜙䛾᳨ᰝ䛻㛵㐃䛧䛯ᣦ㔪➼䛻䛿䚸䛂䝣䜯䞊䝬䝁䝀䝜䝭䜽䝇᳨ᰝ䛾
㐠⏝ᣦ㔪䛃䛚䜘䜃䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䜢㐺⏝䛩䜛⮫ᗋ◊✲䛸᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲
䞁䛃 18䛜䛒䜛䚹

18

ู⣬ 2㸬ཧ⪃࢞ࢻࣛࣥ➼ࡢ 14) ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
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䠎䠊ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼
1) 䝦䝹䝅䞁䜻ᐉゝ䛂䝠䝖䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛་Ꮫ◊✲䛾⌮ⓗཎ๎䛃
䠄2008 ᖺ 10 ᭶ಟṇ䠖䠳䠩䠝䠄ୡ⏺་ᖌ䠅䠅
http://jshg.jp/news/data/helsinki.pdf
2) 䛂་⒪䞉ㆤ㛵ಀᴗ⪅䛻䛚䛡䜛ಶேሗ䛾㐺ษ䛺ྲྀᢅ䛔䛾䛯䜑䛾䜺䜲䝗䝷䜲
䞁䛃䠄ᖹᡂ 16 ᖺ 12 ᭶ 24 ᪥ ᖹᡂ 18 ᖺ 4 ᭶ 21 ᪥ᨵṇ ᖹᡂ 22 ᖺ 9 ᭶ 17 ᪥
ᨵṇ䠅 ཌ⏕ປാ┬
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf
3) 䛂㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃 䠄ᖹᡂ 15 ᖺ 8 ᭶䠅
᪥ᮏ㑇ఏ䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾Ꮫ䚸᪥ᮏ㑇ఏᏊデ⒪Ꮫ䚸᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫ䚸
᪥ᮏᑠඣ㑇ఏᏛ䚸᪥ᮏே㢮㑇ఏ䚸᪥ᮏඛኳ␗ᖖᏛ䚸᪥ᮏඛኳ௦ㅰ␗ᖖ
Ꮫ䚸᪥ᮏ䝬䝇䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾Ꮫ䚸᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ䚸ᐙ᪘ᛶ⭘⒆◊✲䠅
http://jshg.jp/resources/data/10academies.pdf
4) 䛂⮫ᗋ᳨ᰝ䜢⤊䛧䛯᳨య䛾ᴗົ䡠ᩍ⫱䡠◊✲䛾䛯䜑䛾⏝䛻䛴䛔䛶䛃
䇷᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ䛾ぢゎ䇷
䠄2002 ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥ 2009 ᖺ 12 ᭶ 19 ᪥ᨵゞ䠅 ᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ
http://www.jslm.org/committees/ethic/kaikoku201002.pdf
5) ⮫ᗋ◊✲䛻㛵䛩䜛⌮ᣦ㔪㉁ᛂ⟅㞟䠄Q䠃A䠅䛾࿘▱䛻䛴䛔䛶
䠄ᖹᡂ 20 ᖺ 12 ᭶ 26 ᪥䠅 ཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ◊✲㛤Ⓨ⯆ㄢ㛗
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/rinsyo/dl/gigisyoukai.pdf
6) 䛂㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝཷク䛻㛵䛩䜛⌮ᣦ㔪䛃
䠄ᖹᡂ 13 ᖺ 4 ᭶ 10 ᪥⟇ᐃ ᖹᡂ 16 ᖺ 9 ᭶ 16 ᪥ᨵṇ ᖹᡂ 19 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ᨵ
ṇ ᖹᡂ 23 ᖺ 10 ᭶ 1 ᪥ᨵṇ䠅 ♫ᅋἲே᪥ᮏ⾨⏕᳨ᰝᡤ༠
http://www.jrcla.or.jp/
7) 䛂䝠䝖䝀䝜䝮䞉㑇ఏᏊゎᯒ◊✲䛻㛵䛩䜛⌮ᣦ㔪䛃
䠄ᖹᡂ 13 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥⟇ᐃ ᖹᡂ 16 ᖺ 12 ᭶ 28 ᪥㒊ᨵṇ
ᖹᡂ 17 ᖺ 6 ᭶ 29 ᪥୍㒊ᨵṇ ᖹᡂ 20 ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥୍㒊ᨵṇ䠅
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䚸ཌ⏕ປാ┬䚸⤒῭⏘ᴗ┬
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/genome/04122801.htm
8) 䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䛻䛚䛡䜛⏝ㄒ㞟䛻䛴䛔䛶䠄ᖹᡂ 20 ᖺ 1 ᭶ 9 ᪥䠅
ཌ⏕ປാ┬ ་⸆㣗ရᒁ ᑂᰝ⟶⌮ㄢ Ᏻᑐ⟇ㄢ
http://www.pmda.go.jp/ich/e/e15_08_01_09.pdf
9) ་⸆ရ䛾⮫ᗋヨ㦂䛻䛚䛡䜛䝣䜯䞊䝬䝁䝀䝜䝭䜽䝇ᐇ䛻㝿䛧⪃៖䛩䜉䛝㡯䠄ᬻ
ᐃ∧䠅䠄2008 ᖺ 3 ᭶ 14 ᪥䠅 ᪥ᮏ〇⸆ᕤᴗ ་⸆ရホ౯ጤဨ
http://www.jpma.or.jp/about/basis/guide/phamageno.html
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10) 䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䜢⏝䛧䛯㦂䛻䛴䛔䛶䛃 䠄ᖹᡂ 20 ᖺᖺ 9 ᭶ 30 ᪥䠅
䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䜢⏝䛩䜛་⸆ရ䛾⮫ᗋヨ㦂䛾ᐇ䛻㛵䛩䜛 Q䠃A䛃
ཌ⏕ປാ┬ ་⸆ရ㣗ရᒁ ᑂᰝ⟶⌮ㄢ
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2028I200930007.pdf
11) 䛂OECD Guidelines for Quality Assurance in Molecular Genetic Testing䛃
䛂ศᏊ㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛻䛚䛡䜛㉁ಖド䛻㛵䛩䜛OECD䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃
䠄2007 ᖺ 5 ᭶䠅 http://www.oecd.org/dataoecd/43/6/38839788.pdf
12)䛂㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ᳨యရ㉁⟶⌮䝬䝙䝳䜰䝹䛃䠄ᢎㄆᩥ᭩䠅(2011 ᖺ 12 ᭶)
᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᶆ‽༠㆟ 㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝᶆ‽ᑓ㛛ጤဨ
http://www.jccls.org/techreport/tentative_guideline.pdf
13) 䛂་⒪䛻䛚䛡䜛㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䞉デ᩿䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃
䠄2011 ᖺ 2 ᭶䠅᪥ᮏ་Ꮫ
http://jams.med.or.jp/guideline/genetics-diagnosis.html
14) 䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䜢㐺⏝䛩䜛⮫ᗋ◊✲䛸᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁
䠄᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ䚸᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ䚸᪥ᮏ⮫ᗋ⸆⌮Ꮫ䚸᪥ᮏ TDM Ꮫ
䚸᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᶆ‽༠㆟䠅䠄2010 ᖺ 12 ᭶ 16 ᪥䠅
http://jstdm.umin.jp/about/osirase_public_genom.pdf
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ᳺȕǡȸȞǳǲȎȟǯǹ౨௹ƷᢃဇਦᤆᲢ2)ᳲ౨௹ᢃဇਦᤆᲣ
3#

᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ
᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ
᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᶆ‽༠㆟
2012 ᖺ 7 ᭶ 2 ᪥

ᮏ PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪 Q&A 䛿䚸PGx ᳨ᰝ䜢⿕᳨⪅䛻ᥦ౪䛩䜛་䛚䜘䜃་⒪ᶵ
㛵䚸PGx 〇ရ䜢ᥦ౪䛩䜛デ᩿⸆䝯䞊䜹䞊䛚䜘䜃䛣䜜䜙᳨ᰝ䜢ཷク䛩䜛⾨⏕᳨ᰝᡤ䜢
ᑐ㇟䛸䛧䛯䡞䝣䜯䞊䝬䝁䝀䝜䝭䜽䝇᳨ᰝ䛾㐠⏝ᣦ㔪䡟䠄PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䠅䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷
䜲䞁➼䠍䠊ཧ↷䠅䜢䛻ᑟධ䛩䜛䛯䜑䛾䝠䞁䝖䜔ゎỴ᪉ἲ䜢䚸┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶 Q&A ᙧ
ᘧ䛷ㄝ᫂䛧䛯䜒䛾䛷䛩䚹
Q1䠊䝣䜯䞊䝬䝁䝀䝜䝭䜽䝇(PG䡔)᳨ᰝ䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䠛
A1.䝣䜯䞊䝬䝁䝀䝜䝭䜽䝇(PG䡔)᳨ᰝ䛿䚸⸆≀௦ㅰ䜔⸆≀ᛂ⟅➼䛻㛵ಀ䛧䛯㑇ఏᏊ䜢ゎᯒ䛩䜛
᳨ᰝ䛷䚸䛚䜒䛻⒪⸆䛾㑅ᢥ䚸స⏝ண 䜔ᢞ㔞䛾ㄪ⠇䜢┠ⓗ䛸䛧䛶⾜䜟䜜䜎䛩䚹
䠄PG䡔᳨ᰝ䛾ศ㢮䛻䛴䛔䛶䛿 Q2 䜢ཧ↷䠅
䛺䛚䚸䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䛻䛚䛡䜛⏝ㄒ㞟䛃䠄ཌ⏕ປാ┬䠅䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䠑䠊ཧ↷䠅䛷䛿䚸
䝣䜯䞊䝬䝁䝀䝜䝭䜽䝇䠄PGx䠅䜢◊✲ศ㔝䛾⏝ㄒ䛸䛧䛶䛄⸆≀ᛂ⟅䛸㛵㐃䛩䜛 DNA 䛚䜘䜃 RNA
䛾≉ᛶ䛾ኚ␗䛻㛵䛩䜛◊✲䛅䛸ᐃ⩏䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖
䠘ᣦ㔪䛾┠ⓗ䛸㐺⏝⠊ᅖ䠚ู⣬ 䠍䠊⏝ㄒ䛾ᐃ⩏䛚䜘䜃ゎㄝ 䠍䠅㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ䛾ศ㢮䛸ᐃ⩏

Q2䠊⌧ᅾ⏝䛥䜜䛶䛔䜛 PG䡔᳨ᰝ䛻䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠛
A䠎.PG䡔᳨ᰝ䛿䚸㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䠄⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊ᳨ᰝ䠗SNP ➼䠅䚸య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛻
ศ䛡䜙䜜䜎䛩䚹㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛷ᚓ䜙䜜䛯㑇ఏሗ䛿䚸⿕᳨⪅䛾యෆ䛾䛩䜉䛶䛾⣽⬊䛻ඹ
㏻䛷䛩䛜䚸య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛷ุ᫂䛧䛯㑇ఏሗ䠄㑇ఏᏊኚ␗䠄䜻䝯䝷mRNAᐃ㔞➼䜢ྵ
䜐䠅䞉㑇ఏᏊⓎ⌧䝥䝻䝣䜯䜲䝹䠅䛿య⣽⬊䛾୰䛾≉ᐃ䛾⣽⬊䠄䛜䜣⣽⬊➼䠅䛻㝈䜙䜜䛶䛔䜎
䛩䚹
PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛䛂㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛷䛒䜛PGx᳨ᰝ䛃䛸䛧䛶䚸ᾘჾ䛜䜣䚸⫵
䛜䜣䚸༸ᕢ䛜䜣➼䛾䜲䝸䝜䝔䜹䞁䠄䜹䞁䝥䝖䞉䝖䝫䝔䝅䞁➼䠅⒪䛾UGT1A1ከᆺ᳨ᰝ䚸䠟ᆺ
⫢⅖䛾䜲䞁䝍䞊䝣䜵䝻䞁⒪䛾IL28Bከᆺ᳨ᰝ䜔ྛ✀⸆≀䛾௦ㅰ䛻㛵䜟䜛䝏䝖䜽䝻䞊䝮
P450(CYP)ከᆺ᳨ᰝ➼䛜䛒䜚䜎䛩䚹
1
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䜎䛯䚸PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛷䛿ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䛺䛔䛂య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛷䛒䜛PGx᳨ᰝ䛃䛸䛧
䛶䛿䚸⫵䛜䜣䛾䝀䝣䜱䝏䝙䝤(䜲䝺䝑䝃)⒪䛾EGFRኚ␗᳨ᰝ䜔䚸⭠䛜䜣䛻䛚䛡䜛䝉䝒
䜻䝅䝬䝤(䜰䞊䝡䝍䝑䜽䝇)ᢞ䛾KRAS(K–ras)ኚ␗᳨ᰝ䚸៏ᛶ㦵㧊ᛶⓑ⾑䠄CML䠅䛾䜲
䝬䝏䝙䝤䠄䜾䝸䝧䝑䜽䠅⒪䛾BCR-ABL䜻䝯䝷mRNAⓎ⌧䛾

ᐃ➼䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖
䠘ᣦ㔪䛾┠ⓗ䛸㐺⏝⠊ᅖ䠚 ู⣬ 䠍䠊⏝ㄒ䛾ᐃ⩏䛚䜘䜃ゎㄝ 䠍䠅㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ䛾ศ㢮䛸ᐃ⩏

Q3. PG䡔᳨ᰝ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛸య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛾ྲྀᢅ䛔䛿䛹䛣䛜㐪
䛔䜎䛩䛛䚹
A3. 㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䠄⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ䠅䛷ุ᫂䛧䛯㑇ఏᏊኚ䠄㑇ఏᆺ➼䠅䛿ୡ௦䜢㉸䛘䛶ఏ䜟
䛳䛶䛔䛝䜎䛩䛜䚸య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛷᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯㑇ఏᏊኚ䛿ୡ௦䜢㉸䛘䛶ఏ䜟䜛䛣䛸
䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䛩䛺䜟䛱䚸⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ䛾㑇ఏᏛⓗሗ䛜ᣢ䛴䛂୍⏕ኚ䛧䛺䛔䛃䚸䛂⾑⦕㛵
ಀ䛻䛒䜛ぶ᪘䛾㑇ఏᆺ䜔⾲⌧ᆺ䛜ẚ㍑ⓗṇ☜䛺☜⋡䛷ண

䛷䛝䜛䛃䛂ୡ௦䜢㉸䛘䛶ཷ䛡⥅䛜

䜜䜛䛃➼䛾≉ᛶ䛿䚸㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䠄⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊ᳨ᰝ䠅䛾䜏䛻Ꮡᅾ䛧䜎䛩䚹䛣䛾䛯䜑䚸
⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ䛾㑇ఏᏛⓗሗ䛻䛿㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ≉᭷䛾⌮ⓗ䞉ἲⓗ䞉♫ⓗㅖၥ㢟
䠄ELSI䠖 Ethical, Legal and Social Issues䠅䛜䛒䜚䚸య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛾ሗ䛻䛿䛭䛾䜘䛖䛺
ၥ㢟䛿ཎ๎䛸䛧䛶Ꮡᅾ䛧䜎䛫䜣䚹䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䠎䠊䠏䠊ཧ↷䠅
௨ୖ䛾䛣䛸䜘䜚䚸య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛾ሗ䛿䚸DNA 䜔RNA 䛛䜙ᚓ䜙䜜䛯䜒䛾䛷䛒䛳䛶䜒
㏻ᖖ䛾ಶே䛾⮫ᗋሗ䛷䛒䜛⾑ᾮᏛⓗ᳨ᰝ䜔⏕Ꮫⓗ᳨ᰝ䛾ሗ䛸ྠᵝ䛻ྲྀ䜚ᢅ䛖䛾䛜
㐺ᙜ䛸⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖
䠘ᣦ㔪䛾┠ⓗ䛸㐺⏝⠊ᅖ䠚 ู⣬ 䠍䠊⏝ㄒ䛾ᐃ⩏䛚䜘䜃ゎㄝ 䠍䠅㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ䛾ศ㢮䛸ᐃ⩏

Q䠐䠊PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䠄䡞䝣䜯䞊䝬䝁䝀䝜䝭䜽䝇᳨ᰝ䛾㐠⏝ᣦ㔪䡟䠅䛾㐺⏝⠊ᅖ䛿䠛
A4.PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛾㐺⏝⠊ᅖ䛿䚸デ⒪(ಖ㝤デ⒪䚸ඛ㐍་⒪➼)䛻䛚䛔䛶䚸PGx ᳨ᰝ䛸䛧
䛶ᐇ䛩䜛㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ(⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊ᳨ᰝ)䛷䛩䚹
య⣽⬊㑇ఏᏊ᳨ᰝ䜔䝠䝖䝀䝜䝮䞉㑇ఏᏊゎᯒ◊✲䛚䜘䜃⸆ἲ䛻ᚑ䛔ᐇ䛥䜜䜛㦂
(ᕷ㈍ᚋㄪᰝ䜢ྵ䜐)䛿ᑐ㇟እ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䠄◊✲䛸䛧䛶⾜䛖 PG䡔᳨ᰝ䛻䛴䛔䛶䛿 Q䠍䠓䜢ཧ↷䠅
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖
䠘ᣦ㔪䛾┠ⓗ䛸㐺⏝⠊ᅖ䠚 ู⣬ 䠍䠊⏝ㄒ䛾ᐃ⩏䛚䜘䜃ゎㄝ 䠍䠅㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ䛾ศ㢮䛸ᐃ⩏

Q5䠊PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪㐺⏝䛸䛺䜛 PG䡔᳨ᰝ䠄㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䠖⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊ᳨
ᰝ䠅䛸༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾デ᩿䜢┠ⓗ䛸䛧䛯㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛷䛿䛹䛣䛜␗䛺䜚䜎䛩
䛛䠛
A5.༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛷ᚓ䜙䜜䛯⤖ᯝ䠄㑇ఏᏊኚ䠅䛿䛂୍⏕ኚ䛧䛺䛔䛃䚸
2
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䛂⾑⦕㛵ಀ䛻䛒䜛ぶ᪘䛾㑇ఏᆺ䜔⾲⌧ᆺ䛜ẚ㍑ⓗṇ☜䛺☜⋡䛷ண

䛷䛝䜛䛃䛸䛔䛖≉᭷䛾

ᛶ㉁䜢᭷䛧䛶䛔䜎䛩䚹PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛾㐺⏝䛸䛺䜛 PGx ᳨ᰝ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯⤖ᯝ䜒䚸⏕Ṫ
⣽⬊⣔ิ䛾㑇ఏሗ䛷䛒䜚㑇ఏᏊኚ䛿୍⏕ኚ䛧䜎䛫䜣䚹䛧䛛䛧䚸ྠ䛨㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛷
䛒䛳䛶䜒䚸PGx ᳨ᰝ䛷ᚓ䜙䜜䜛㑇ఏሗ䛿䛂⾲⌧ᆺ䠄స⏝➼䠅䜢㑊䛡䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛃
䛸䛔䛖Ⅼ䛷䚸༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯⤖ᯝ䛸䛿␗䛺䜚䜎䛩䚹䛴䜎䜚䚸䝸
䝇䜽䛾䛒䜛䜰䝺䝹䜎䛯䛿㑇ఏᆺ䜢ᣢ䛳䛶䛔䛶䜒䚸≉ᐃ䛾⸆≀䛾⏝䛻䜘䜚ึ䜑䛶⾲⌧ᆺ䠄
స⏝➼䠅䛜⏕䛨䜛䛾䛷䛒䜚䚸ᑐ㇟䛾⸆≀䜢⏝䛧䛺䛡䜜䜀⾲⌧ᆺ䠄స⏝➼䠅䜢ᅇ㑊䛩䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䛯䜑䚸ᐇ㝿ୖ䛾ᙳ㡪䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䛥䜙䛻䚸ከ䛟䛾 PGx ᳨ᰝ䛷ᚓ䜙䜜䜛㑇ఏሗ䛻
䛚䛡䜛㑇ఏᆺ䠄᳨ᰝ⤖ᯝ䠅䛸⾲⌧ᆺ䠄స⏝ฟ⌧䜔ᢞ㔞䠅䛸䛾㛵ಀ䛿䚸༢୍㑇ఏᏊᝈ䜘
䜚ከᅉᏊᝈ䛻㢮ఝ䛧䛶䛚䜚䚸㑇ఏせᅉ௨እ䛾せᅉ䠄⎔ቃせᅉ䠅䛜㛵䛩䜛䛯䜑㑇ఏᆺ䛸
⾲⌧ᆺ䛜୍ᑐ୍䛻䛿ᑐᛂ䛧䛶䛔䜎䛫䜣䚹䛩䛺䜟䛱䚸ᾐ㏱⋡䛜ప䛔ከᅉᏊᝈ䛾㑇ఏ⣲ᅉ
䛾䜘䛖䛻䚸⾲⌧ᆺ䛾ண

ຊ䛜ᚲ䛪䛧䜒㧗䛟䛺䛔䛸䛾Ⅼ䛷䚸༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ

䛾⤖ᯝ䛸䛿␗䛺䜛≉ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䠎䠊䠏䠊ཧ↷䠅
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖
䠘ᣦ㔪䛾┠ⓗ䛸㐺⏝⠊ᅖ䠚 ู⣬ 䠍䠊⏝ㄒ䛾ᐃ⩏䛚䜘䜃ゎㄝ 䠍䠅㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ䛾ศ㢮䛸ᐃ⩏

Q6䠊 ᳨ᰝ๓䞉᳨ᰝᐇ䛾䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䝁䞁䝉䞁䝖䛻䛚䛡䜛␃ពⅬ䛸䛿ఱ䛷䛧䜗䛖
䛛䠛ఱ䜢ㄝ᫂䛧䛯䜙䜘䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛
A6. 䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䝁䞁䝉䞁䝖䛻䛚䛔䛶䛿䚸⿕᳨⪅䛜䛭䛾᳨ᰝ䛾┠ⓗ䚸᪉ἲ䚸⢭ᗘ䚸㝈⏺䚸⤖
ᯝ䛾㛤♧᪉ἲ䛚䜘䜃ண

䛥䜜䜛┈➼䜢⌮ゎ䛧䚸ཎ๎䛸䛧䛶䚸⿕᳨⪅䛾⮬⏤ពᛮ䛻ᇶ䛵

䛝᳨ᰝᐇ䛻䛴䛔䛶ྠព䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛣䛷␃ព䛧䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔Ⅼ䛿䚸
་䠄ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶 PGx ᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ⓗ▱㆑䜢᭷䛩䜛་ᖌ䛚䜘䜃ᢸᙜ⪅䠄⸆ᖌ䞉
┳ㆤᖌ䞉⮫ᗋ᳨ᰝᢏᖌ➼䠅䠅䛛䜙䛾䛂᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛༑ศ䛺ㄝ᫂䛃䛷䛩䚹
䛂᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂䛃䛾ලయⓗ䛺ෆᐜ䛸䛧䛶䛿䚸䛂᳨ᰝ䛾┠ⓗ䚸᪉ἲ䚸ண䛥䜜䜛᳨ᰝ⤖
ᯝ䚸ෆᐜ(ᐃ䛥䜜䜛⿕᳨⪅䛾┈䞉┈䜢ྵ䜐)䚸⢭ᗘ(≉䛻ྍ㑊䛺デ᩿㝈⏺)䚸⿕᳨
⪅䛾䛸䜚ᚓ䜛㑅ᢥ⫥䚸ᐇ䛻䛒䛯䛳䛶䛾་⒪ୖ䛾༴㝤ᛶ䛃➼䛜ᣲ䛢䜙䜜䜎䛩䚹
PG䡔᳨ᰝ䜢ᐇ䛩䜛㝿䛾䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䝁䞁䝉䞁䝖䛾ྲྀᚓ䛻㝿䛧䛶䚸⿕᳨⪅䜈䛾ㄝ᫂䛸
ྠព䛾ᡭἲ䛿䚸⌮ゎᗘ䜢ቑ䛩䛯䜑䛻ᩥ᭩䚸ཱྀ㢌䜔䛥䜎䛦䜎䛺፹య䜢⏝䛔䛶䜒⾜䜟䜜䛶䛔䜎
䛩䚹
䛺䛚䚸䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䝁䞁䝉䞁䝖䛿䚸デ⒪䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸ཎ๎䛸䛧䛶་䛜⿕᳨⪅䛛䜙ྲྀ
ᚓ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䠎䠊ཧ↷䠅
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖䠘PGx ᳨ᰝᐇ䛾せ௳䠚 䠍䠊᳨ᰝᐇ䛾䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䝁䞁䝉
䞁䝖䛻䛴䛔䛶 䠎䠊᳨ᰝ๓ᚋ䛾ㄝ᫂
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Q7. PGx ᳨ᰝ䛾⤖ᯝ䛿⿕᳨⪅䛰䛡䛷䛿䛺䛟䛭䛾⾑⦕⪅䜒䝸䝇䜽䜢᥎ᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛
䛾䛷䚸PGx ᳨ᰝ䜢ᐇ䛩䜛㝿䛻䛿⿕᳨⪅䛰䛡䛷䛿䛺䛟⾑⦕⪅䛻䜒ㄝ᫂䛩䜛ᚲせ
䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛
A7.PGx᳨ᰝ䛾⤖ᯝ䛻䜘䜚䝸䝇䜽䠄ᢞ⸆䛻䜘䜛స⏝䛜⌧䜜䜛䝸䝇䜽➼䠅䛾䛒䜛䜰䝺䝹䜎䛯䛿㑇ఏ
ᆺ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛶䜒䚸≉ᐃ䛾⸆≀䛾⏝䛻䜘䜚ึ䜑䛶⾲⌧ᆺ䠄స⏝➼䠅䛜⏕
䛨䜛䛾䛷䛒䜚䚸䛭䛾⸆䜢㑊䛡䜛䛣䛸䛻䜘䜚⾲⌧ᆺ䠄స⏝➼䠅䜢ᅇ㑊䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䠄㑇ఏ
ᆺ䛸⾲⌧ᆺ䛾㛵ಀ䛿Q5䜢ཧ↷䠅䚹䛣䜜䛿䚸ᮏே䛰䛡䛷䛺䛟䚸⾑⦕⪅䛻䛴䛔䛶䜒䛔䛘䜎䛩䚹䛧
䛛䜒䚸ከ䛟䛾PGx᳨ᰝ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䜛ሗ䛿䚸ከᅉᏊᝈ䛻䛚䛡䜛䝸䝇䜽䛸㢮ఝ䛧䛶䛔䜛䛸䛔
䛘䜎䛩䚹䛩䛺䜟䛱䚸ከᅉᏊᝈ䛷䛿㑇ఏせᅉ௨እ䛾⎔ቃせᅉ䛜㛵䛩䜛䛯䜑㑇ఏᆺ䛸⾲
⌧ᆺ䛜ᚲ䛪䛧䜒୍ᑐ୍䛻ᑐᛂ䛫䛪䚸ᮏே䛻䛚䛔䛶䜒ᐙ᪘䛻䛚䛔䛶䜒䚸㑇ఏሗ䛻䜘䜛⾲⌧
ᆺ䛾ண

ຊ䛿ᚲ䛪䛧䜒㧗䛟䛺䛔䛸䛔䛘䜎䛩䚹䛘䜀䚸⸆≀䛻䜘䜛㔜⠜䛺స⏝䛾ཎᅉ䛾㑇

ఏᆺ䛜䛒䜛䛸デ᩿䛥䜜䛯⿕᳨⪅䛾⾑⦕⪅䛻䛴䛔䛶䚸⿕᳨⪅䛸ྠᵝ䛾㑇ఏᆺ䛾ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛
䛸ุᐃ䛥䜜䛶䜒䚸⾑⦕⪅䛿䛭䛾≉ᐃ䛾⸆≀䛾᭹⏝䜢㑊䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹䜎䛯䚸⾑⦕⪅䛿
⿕᳨⪅䛻ẚ䜉䚸ᐇ㝿䛻䛭䛾⸆≀䜢୍⏕䛾㛫䛻᭹⏝䛩䜛ᶵ䛿䛭䜜䜋䛹ከ䛟䛿䛺䛔䛸⪃䛘䜙
䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸PGx᳨ᰝ䛾⤖ᯝ䛜⾑⦕⪅䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䛿䚸༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾ሙྜ䜘䜚┦ᙜ
䛻ప䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹䛧䛛䛧䚸⿕᳨⪅䛜⾑⦕⪅䜈䛾ㄝ᫂䜢ᕼᮃ䛩䜛ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾せᮃ
䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛యไ䜢‽ഛ䛧䛶䛚䛟䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛩䚹
䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䠎䠊䠏䠊ཧ↷䠅
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖䠘PGx ᳨ᰝᐇ䛾せ௳䠚 䠍䠊᳨ᰝᐇ䛾䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䝁䞁䝉
䞁䝖䛻䛴䛔䛶 䠎䠊᳨ᰝ๓ᚋ䛾ㄝ᫂

Q8.᳨ᰝ⤖ᯝㄝ᫂䛾␃ពⅬ䛿ఱ䛷䛧䜗䛖䛛䠛
A8. PGx ᳨ᰝ䛾⤖ᯝ䛿䚸⒪⸆䛾స⏝ண
䛧䛺䛜䜙䚸ᚓ䜙䜜䜛⤖ᯝ䛿☜⋡䛻ᇶ䛵䛟ண
㑇ఏᆺ䛻ᇶ䛵䛟⾲⌧ᆺ䛾ண

䜔ᢞ㔞䛾ㄪ⠇ண ➼䛻⏝䛷䛝䜎䛩䚹䛧䛛
⿵ຓ䛷䛒䜛䛣䛸䛻␃ព䛩䜉䛝䛷䛩䚹䛩䛺䜟䛱䚸

ຊ䛜ᚲ䛪䛧䜒㧗䛟䛺䛔䛣䛸䛣䜙䚸ᙜヱ PGx ᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛䜶䝡

䝕䞁䝇䠄⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ䠅䜢᭷䛩䜛᭱᪂䛾ሗ䛻ᇶ䛵䛝䚸PGx ᳨ᰝ䛾⤖ᯝ䛸䛸䜒䛻㌟యⓗせᅉ䜔
⎔ቃせᅉ䜢㋃䜎䛘⥲ྜⓗ䛻ุ᩿䛧䚸⒪⸆䞉⏝ἲ䞉⏝㔞䜢㑅ᢥ䛧Ỵᐃ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜㔜せ䛷
䛩䚹
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖䠘PGx ᳨ᰝᐇ䛾せ௳䠚䠎䠊᳨ᰝ๓ᚋ䛾ㄝ᫂

Q9䠊PG䡔᳨ᰝ䛾⏝䛻ᚲせ䛺ሗ䜈䛾䜰䜽䝉䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛻䛿䛹䛾䜘䛖䛻䛩䜜䜀䜘
䛔䛷䛩䛛䠛
A9䠊PG䡔᳨ᰝ䛾⏝䛻ᚲせ䛸䛥䜜䜛ሗ䛿䚸ᥦ౪䛥䜜䜛 PGx ᳨ᰝ䛾〇ရ䜔᳨ᰝ䛾ෆᐜ䛻䜘䛳
䛶␗䛺䜚䜎䛩䚹
䛣䛾䛯䜑䚸PGx ᳨ᰝ䜢ᐇ䛩䜛䚸䛒䜛䛔䛿᳨ᰝ⏝䛾〇ရ䜔䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛ᴗ䠄デ
᩿⸆䝯䞊䜹䞊䛚䜘䜃⾨⏕᳨ᰝᡤ䠅䛻䛚䛔䛶䛿䚸౪⤥䛩䜛 PGx 〇ရ䞉᳨ᰝ䛾≉ᛶ䜢᫂䜙䛛䛻
4
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䛧䚸᳨ᰝ䛾ศᯒⓗጇᙜᛶ䚸⮫ᗋⓗጇᙜᛶ䜢ྵ䜐〇ရ䜔᳨ᰝ䛾ෆᐜ䛻䛴䛔䛶ศ䛛䜚䜔䛩䛔
ሗ䜢་䛚䜘䜃་⒪ᶵ㛵䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹་⒪ᶵ㛵䛜⮬タෆ
䛷䠬䠣䡔᳨ᰝ䜢 home-brew method 䛻䜘䜚⾜䛖ሙྜ䛻䛴䛔䛶䜒䚸ྠᵝ䛾ሗᥦ౪䛜ồ䜑䜙䜜䜎
䛩䚹
䜎䛯䚸⿕᳨⪅䛻ㄝ᫂䜢⾜䛖་䜔་⒪ᶵ㛵䛿䚸ᴗ䠄デ᩿⸆䝯䞊䜹䞊䛚䜘䜃⾨⏕᳨ᰝ
ᡤ䚸〇⸆♫➼䠅䛛䜙䛾ሗ䜢㞟䛩䜛యไ䜢タෆ䛷ᩚഛ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸タෆ䛷⸆
㒊䜔᳨ᰝ㒊➼䛸㐃ᦠ䛩䜛యไ䜢ᩚഛ䛩䜛➼䛻䜘䜚䚸ሗ䜈䛾䜰䜽䝉䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䜎䛩䚹
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖䠘PGx ᳨ᰝᐇ䛾せ௳䠚䠍䠊᳨ᰝᐇ䛾䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䝁䞁䝉䞁
䝖䛻䛴䛔䛶 䠎䠊᳨ᰝ๓ᚋ䛾ㄝ᫂

Q10䠊䛣䛾㐠⏝ᣦ㔪䛷䛿㑇ఏ䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䜢䛹䛾䜘䛖䛻⨨䛵䛡䛶䛔䜎䛩䛛䠛
A10. PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛾㐺⏝䛸䛺䜛 PG䡔᳨ᰝ䠄⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊ᳨ᰝ䠅䛷䛿䚸⏕Ṫ⣽⬊
⣔ิ䛾㑇ఏᏛⓗሗ䜢ᢅ䛖䛣䛸䛛䜙䚸᳨ᰝෆᐜ䛻㛵䛩䜛⿕᳨⪅䛛䜙䛾ၥྜ䛫䜈䛾ᑐᛂ䜔
PGx ᳨ᰝᐇ䛻㛵㐃䛧䛯༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾デ᩿䛻㛵䛩䜛ሗ䛾ᥦ౪᪉ἲ➼䛻䛴䛔䛶⪃
៖䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䛣䛾䜘䛖䛺ሙྜ䛻䛿䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸ᝈ䛾㑇ఏᏛⓗ㛵䚸䛭䛾་Ꮫⓗᙳ㡪䚸ᚰ⌮Ꮫⓗ
ᙳ㡪䛚䜘䜃ᐙ᪘䜈䛾ᙳ㡪䜢⿕᳨⪅䜔䛭䛾⾑⦕⪅䛜⌮ゎ䛧䚸㐺ᛂ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䜢ຓ䛡䜛䝥䝻
䝉䝇䛷䛒䜛㑇ఏ䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䛾ᥦ౪䛜᭷⏝䛸䛺䜚䜎䛩䚹
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖䠘PGx ᳨ᰝᐇ䛾せ௳䠚䠎䠊᳨ᰝ๓ᚋ䛾ㄝ᫂

Q11. 㑇ఏ䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䛜ཷ䛡䜙䜜䜛యไ䛿䛹䛾䜘䛖䛻స䜜䜀䜘䛔䛷䛩䛛䠛
A11.䜎䛪䚸タෆ䛻㑇ఏ䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛デ⒪㒊㛛䛜䛒䜛䛛䜢☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䜒
䛧䚸タෆ䛻㑇ఏ䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䛻ᑐᛂ䛩䜛デ⒪㒊㛛䛜䛺䛔ሙྜ䛿䚸⤂䛷䛝䜛㑇ఏ䜹䜴䞁
䝉䝸䞁䜾䜢ཷ䛡䜙䜜䜛タ䜢ᢕᥱ䛧䛶䛚䛟䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛩䚹
䜟䛜ᅜ䛻䛿䚸㑇ఏ䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾ᢸᙜ⪅䜢㣴ᡂ䛩䜛ไᗘ䛸䛧䛶䚸་ᖌ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䛂⮫ᗋ
㑇ఏᑓ㛛་ไᗘ䛃䠘http://jbmg.org/䠚䛸་ᖌ௨እ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䛂ㄆᐃ㑇ఏ䜹䜴䞁䝉䝷䞊ไ
ᗘ䛃䠘http://plaza.umin.ac.jp/~GC/䠚䛜䛒䜚䜎䛩䚹⮫ᗋ㑇ఏᑓ㛛་ไᗘጤဨ䛾䝩䞊䝮
䝨䞊䝆䛻䛿䚸ᅜ⮫ᗋ㑇ఏᑓ㛛་䞉ᣦᑟ་୍ぴ䛜ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸㑇ఏ䜹䜴䞁䝉䝸
䞁䜾䛻ᑐᛂ䛩䜛デ⒪㒊㛛䛸䛧䛶䛿䚸Ꮫ㝔䜔㧗ᗘ་⒪ᶵ㛵䜢୰ᚰ䛻㑇ఏᏊ་⒪㒊㛛䛜
タ⨨䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䜙䛿ᅜ㑇ఏᏊ་⒪㒊㛛㐃⤡㆟
䠘http://www.idenshiiryoubumon.org/䠚䛾䝃䜲䝖䛛䜙ሗ䜢ᚓ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖䠘PGx ᳨ᰝᐇ䛾せ௳䠚䠎䠊᳨ᰝ๓ᚋ䛾ㄝ᫂
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Q12䠊ಶே䛾㑇ఏሗಖㆤ䛻䛴䛔䛶␃ព䛩䜉䛝Ⅼ䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛩䛛䠛
A12. 䝠䝖䝀䝜䝮䞉㑇ఏᏊゎᯒ◊✲䜔ከ䛟䛾༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾㑇ఏሗ䛾⟶⌮䛿䚸ྛ✀Ᏻ
⟶⌮ᥐ⨨䠄⤌⧊ⓗ䚸ேⓗ䚸≀⌮ⓗ䚸ᢏ⾡ⓗᏳ⟶⌮ᥐ⨨䠅䜢ㅮ䛨䛯ୖ䛷⿕᳨⪅䛾༏ྡ䛻
䛶㐠⏝䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䠐䠊䠓䠊䠕䠊ཧ↷䠅
⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ䛾 PG䡔᳨ᰝ䛾䛖䛱䚸༢୍㑇ఏᏊᝈ䛜⪃䛘䜙䜜䜛ሙྜ䛷䛒䛳䛶䜒䚸⿕᳨⪅
䛻ᗣ㞀ᐖ䜢䜒䛯䜙䛥䛺䛔ሙྜ䛻䛚䛡䜛༏ྡ➼䛾ྲྀᢅ䛔䛿䛣䛾㝈䜚䛷䛿䛺䛟䚸య⣽⬊㑇
ఏᏊ᳨ᰝ䛻ศ㢮䛥䜜䜛 PG䡔᳨ᰝ䠄KRAS 䜔 EGFR ኚ␗᳨ᰝ䚸BCR-ABL 䜻䝯䝷 mRNA Ⓨ⌧
䛾

ᐃ➼䠅䛸ྠᵝ䛻㏻ᖖ䛾⮫ᗋ᳨ᰝ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䜛ሗ䛸䛧䛶ྲྀᢅ䛖䛣䛸䛿ྛ་⒪ᶵ㛵䛾ุ

᩿䛻ጤ䛽䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼ 1䠊䠕䠊ཧ↷䠅
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖䠘PGx᳨ᰝᐇ䛾せ௳䠚䠏䠊ಶே䛾㑇ఏሗ䛾ಖㆤ ู⣬ 䠍䠊⏝
ㄒ䛾ᐃ⩏䛚䜘䜃ゎㄝ 䠑䠅PG䡔᳨ᰝ䛾ᐇ䞉㐠⏝యไ䛻䛴䛔䛶

Q13.PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛾㐺⏝䛸䛺䜛 PG䡔᳨ᰝ䛷䛿䛂デ⒪䛻䛚䛡䜛༏ྡ䛃䜔ぶᒎሗ
࿌᭩䛿ᚲせ䛷䛩䛛䠛
A13. ⌧ᅾ䚸༢୍㑇ఏᏊᝈ䛾デ᩿䜢┠ⓗ䛸䛧䛯㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䛷䛿༏ྡ䜔ぶᒎሗ࿌᭩➼
䛻䜘䜚ಶேሗ䛜ಖㆤ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䠐䠊䠕䠊ཧ↷䠅
PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛾㐺⏝䛸䛺䜛 PG䡔᳨ᰝ䛾⤖ᯝ䛿㑇ఏሗ䛷䛿䛒䜚䜎䛩䛜䚸ᑐ㇟䛾⸆
≀䜢⏝䛧䛺䛡䜜䜀ᐇ㝿ୖ䛾ᙳ㡪䛿䛺䛟䚸ABO ᘧ⾑ᾮᆺ䜔㏻ᖖ䛾⮫ᗋ᳨ᰝ䛸ྠ䛨ᢅ䛔䛻
䛺䜚ᚓ䜛䛯䜑䚸༏ྡ䜔ぶᒎሗ࿌᭩䛻䜘䜛ྲྀᢅ䛔䜢⾜䛳䛶䛔䛺䛔タ䜒䛒䜚䜎䛩䚹
䠄㑇ఏᆺ䛸⾲⌧ᆺ䛾㛵ಀ䛿 Q5 䜢ཧ↷䠅
PG䡔᳨ᰝ䜢ᐇ䛩䜛㝿䛻䚸タෆ䛷༏ྡ䛾䝇䝔䝑䝥䜢ຍ䛘䜛䛣䛸䛿䚸⿕᳨⪅䛻⤖ᯝ䜢
㏉༷䛩䜛㝿䛻䛿༏ྡ䛾ゎ㝖䛸䛔䛖䝇䝔䝑䝥䛜ᚲせ䛸䛺䜚䜎䛩䚹䛣䛾䛯䜑䚸PG䡔᳨ᰝ䛿༢୍
㑇ఏᏊᝈ䛾ሙྜ䛻ẚ䜉䛶⿕᳨⪅ᩘ䜒㠀ᖖ䛻ከ䛔᳨ᰝ䛷䛒䜚䚸༏ྡ䜢⾜䛖䛣䛸䛿㏉䛳䛶
䝠䝳䞊䝬䞁䜶䝷䞊 䜢ច㉳䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹༏ྡ䛻䜘䜛ྲྀᢅ䛔䜢⾜䛳䛶䛔䛺䛔タ
䛿䚸䛣䜜䜢⌮⏤䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖䠘PGx᳨ᰝᐇ䛾せ௳䠚䠏䠊ಶே䛾㑇ఏሗ䛾ಖㆤ ู⣬ 䠍䠊⏝
ㄒ䛾ᐃ⩏䛚䜘䜃ゎㄝ 䠑䠅PG䡔᳨ᰝ䛾ᐇ䞉㐠⏝యไ䛻䛴䛔䛶

Q14䠊PG䡔᳨ᰝ䛾⤖ᯝ䛾デ⒪㘓䛷䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䚸ಶே䛾㑇ఏሗ䜢ከ䛟䛾་⒪
⪅䛜㜀ぴྍ⬟䛺㟁Ꮚ䜹䝹䝔䛻ᥖ㍕䛧䛶䛧䜎䛳䛶䜘䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛
A14.PG䡔᳨ᰝ䛾⤖ᯝ䛻䜘䜚స⏝ண

䜔ᢞ㔞䛾ㄪ⠇䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸⸆䛾⏝㔞䛾ኚ᭦䜔

䛾⸆䜈䛾ኚ᭦➼䚸⒪ἲ䛾᳨ウ䛻⏝䛥䜜䜎䛩䚹PG䡔᳨ᰝ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯⤖ᯝ䜢デ⒪
㘓䠄㟁Ꮚ䜹䝹䝔䛒䜛䛔䛿⣬䜹䝹䝔䠅䛻グ㍕䛧䚸ᢸᙜ་௨እ䛾䛾་⒪⪅䚸≉䛻㛵㐃⫋✀䠄⸆
ᖌ䞉┳ㆤᖌ䞉⮫ᗋ᳨ᰝᢏᖌ➼䠅䛸䛾ሗ䛾ඹ᭷䛻䜘䜚䚸᭹⸆ᣦᑟ䛾ᐇ➼䛻䜘䜚䚸䜘䜚䜘䛔
་⒪䛾ᥦ౪䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜎䛩䚹䜎䛯䚸 PGx ᳨ᰝ䛻䜘䛳䛶䛿䛭䛾᳨ᰝ⤖ᯝ䛜
」ᩘ䛾⸆䛾⏝ἲ䛻㛵㐃䛧䛯䜚䚸ᑗ᮶䛾⸆䜢⏝䛩䜛㝿䛾ሗ䛸䛧䛶ά⏝䛥䜜䜛䛣
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䛸䜒ᐃ䛥䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸ሗ䛾ඹ᭷䜔ಖ⟶䛿㠀ᖖ䛻㔜せ䛸䛺䜚䜎䛩䚹
୍᪉䚸PGx ᳨ᰝ⤖ᯝ䛾ሗ䛾ඹ᭷䛻క䛔䚸䛾䛩䜉䛶䛾㑇ఏሗ䜒ඹ᭷䛧䛶Ⰻ䛔䛸ㄗ
ゎ䛥䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䜎䛯䚸ಶே䛾㑇ఏሗ䛜₃䛘䛔䛧䛯ሙྜ䛻䛿䚸ᮏே䛚䜘䜃⾑
⦕⪅䛜⿕䜛⿕ᐖ䛚䜘䜃ⱞ③䛿䛝䛺䜒䛾䛸䛺䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛣䛾䛯䜑䚸䛣䜜䜙┈
䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䚸ಶே䛾㑇ఏሗ䛜グ㍕䛥䜜䛯デ⒪㘓䜈䛾䜰䜽䝉䝇ᶒ㝈䜢㝈䜙䜜䛯་⒪⪅
䛾䜏䛻䛘䜛䛸䛔䛳䛯ᑐ⟇䜒䛒䜚䚸䛩䛷䛻䛭䛾䜘䛖䛺䜰䜽䝉䝇యไ䜢ᩚഛ䛧䛶 PG䡔᳨ᰝ䛻䜘䜚
ᚓ䜙䜜䛯ሗ䜢ά⏝䛧䛶䛔䜛タ䜒」ᩘᏑᅾ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䛂䝏䞊䝮་⒪䛾᥎㐍䛻ᚲせ䛺㑇ఏሗ䛾ඹ᭷䛃䛸䛂ಶே䛾㑇ఏሗ䛾₃䛘䛔䛾㜵Ṇ䛃䛸䛔
䛖䛴䛾ㄢ㢟䛾୧❧䜢䚸䛹䛾䜘䛖䛻ᅗ䜛䛛䛻䛴䛔䛶䛿་⒪ᶵ㛵䛤䛸䛻᳨ウ䛧䚸タ䛸䛧䛶䛾
᪉㔪䜢Ỵ䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖䠘PGx᳨ᰝᐇ䛾せ௳䠚䠏䠊ಶே䛾㑇ఏሗ䛾ಖㆤ ู⣬ 䠍䠊⏝
ㄒ䛾ᐃ⩏䛚䜘䜃ゎㄝ 䠑䠅PG䡔᳨ᰝ䛾ᐇ䞉㐠⏝యไ䛻䛴䛔䛶

Q15䠊PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪㐺⏝䛸䛺䜛 PGx ᳨ᰝ䛾ᐇ䛻䛚䛔䛶䚸༢୍㑇ఏᏊᝈ䛜⪃
䛘䜙䜜䜛䛻ఱ䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠛䜎䛯䚸ᗣ㞀ᐖ䜢䜒䛯䜙䛥䛺䛔༢୍㑇ఏᏊᝈ
䛸䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛩䛛䠛
A15.UGT1A1 䛷䛿䚸ኚ␗㒊䛻䜘䜚 UDP-䜾䝹䜽䝻䞁㓟㌿⛣㓝⣲άᛶ䜢పୗ䛒䜛䛔䛿Ḟᦆ䛥
䛫䚸㍍䛷䛒䜛䝆䝹䝧䞊䝹ೃ⩌䛒䜛䛔䛿㔜⠜䛸䛺䜛䜽䝸䜾䝷䞊-䝘䝆䝱䞊ೃ⩌䜢ᘬ䛝㉳
䛣䛧䜎䛩䚹UGT1A1 ከᆺ᳨ᰝ䛻䛚䛔䛶䚸*28 䛸*䠒䜢᳨ᰝ䛩䜛䛣䛸䛷䚸䝆䝹䝧䞊䝹ೃ⩌䛻㛵
䜟䜛୍㒊䛾㑇ఏᆺ䜢ุᐃ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䝆䝹䝧䞊䝹ೃ⩌䛿య㉁ᛶ
㯤⑇䛾≧䜢࿊䛧䜎䛩䛜䚸䝡䝸䝹䝡䞁್䛾ୖ᪼䛿㍍ᗘ䛷≉䛻⒪䜢ᚲせ䛸䛧䜎䛫䜣䚹䛣䛾䛯
䜑䚸䛣䛾䜘䛖䛺≧䛜䛒䛳䛶䜒ᗣ㞀ᐖ䛜䛺䛔䛯䜑䚸་⒪䛾ᑐ㇟䛻䛺䜙䛺䛔ᝈ䜢䛄ᗣ㞀
ᐖ䜢䜒䛯䜙䛥䛺䛔༢୍㑇ఏᏊᝈ䛅䛸ᐃ⩏䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖䠘PGx᳨ᰝᐇ䛾せ௳䠚䠏䠊ಶே䛾㑇ఏሗ䛾ಖㆤ ู⣬ 䠍䠊⏝
ㄒ䛾ᐃ⩏䛚䜘䜃ゎㄝ 䠑䠅PG䡔᳨ᰝ䛾ᐇ䞉㐠⏝యไ䛻䛴䛔䛶

Q16䠊⏕యヨᩱ䠄᳨య䠅䛾᳨ᰝ๓ᚋ䛾ྲྀᢅ䛔䛾␃ពⅬ䛸䛿ఱ䛷䛧䜗䛖䛛䠛
A16.PG䡔᳨ᰝ䛻⏝䛔䜛⏕యヨᩱ䠄᳨య䠅䛾

ᐃ๓䝥䝻䝉䝇䠄᥇ྲྀ䚸ಖᏑ䛸ฎ⌮䠅䛿䚸᪥ᮏ⮫ᗋ

᳨ᰝᶆ‽༠㆟䛜⟇ᐃ䛧䛯䛂㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ᳨యရ㉁⟶⌮䝬䝙䝳䜰䝹䛃䠄ᢎㄆᩥ᭩䠅(2011
ᖺ 12 ᭶)䛻ᚑ䛖ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䠍䠌䠊ཧ↷䠅
䛺䛚䚸PGx ᳨ᰝ䛾᳨య䛸䛺䜛䝀䝜䝮 DNA 䛿䚸䛩䜉䛶䛾㑇ఏሗ䜢ྵ䜣䛷䛔䜎䛩䚹䛧䛯䛜
䛳䛶 PGx ᳨ᰝᚋ䛻䚸䛾◊✲➼䜈䛾⏝䠄┠ⓗእ⏝➼䠅䛾ྍ⬟ᛶ䛜ᠱᛕ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䛣䛾䛯䜑䚸PG䡔᳨ᰝ䜢ᐇ䛩䜛་⒪ᶵ㛵➼䛷䝀䝜䝮DNA䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖㝿䛻䛿䚸PG䡔᳨ᰝ䛻
⏝䛔䛯᳨య䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䚸䛂⟶⌮⪅䛜㈐௵䜢䜒䛳䛶䚸᫂☜䛺୍ᐃᮇ㛫䛾ಖ⟶⤒㐣ᚋ䚸
ヨᩱ䜢ᗫᲠ䛩䜛䛃䛸䛔䛖つᐃ䜢タ䛡䛶㐠⏝䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䠄◊✲䛻⏝䛩䜛ሙྜ䛿Q17䜢ཧ↷䠅䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䠔䠊䠕䠊ཧ↷䠅
7
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䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖䠘PGx ᳨ᰝᐇ䛾せ௳䠚䠐䠊⏕యヨᩱ䠄᳨య䠅䛾᳨ᰝ๓ᚋ䛾ྲྀᢅ䛔

Q17䠊◊✲䛸䛧䛶⾜䛳䛶䛔䜛 PG䡔᳨ᰝ䛿䚸䛣䛾㐠⏝ᣦ㔪䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛
A17.䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ◊✲䛿PGx᳨ᰝ䛸ྠ䛨䛟䚸ྲྀᢅ䛖㑇ఏሗ䛿༢୍㑇ఏᏊᝈ䛸␗䛺䜛ഃ㠃
䜢᭷䛧䛶䛔䜎䛩䚹PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛿䚸デ⒪䠄ಖ㝤デ⒪䚸ඛ㐍་⒪➼䠅䛸䛧䛶ᐇ䛩䜛PGx
᳨ᰝ䛾䜏䛜ᑐ㇟䛷䛒䜚䚸䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ◊✲䛻䛿PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛿㐺⏝䛥䜜䜎䛫䜣䚹
䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ◊✲䚸୪䜃䛻䛭䛾ᡂᯝ䜢デ⒪䛻㐺⏝䛩䜛᳨ᰝ䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛸䛧䛶䚸
᪂䛯䛻䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䜢㐺⏝䛩䜛⮫ᗋ◊✲䛸᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䠄᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ
䚸᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ䚸᪥ᮏ⮫ᗋ⸆⌮Ꮫ䚸᪥ᮏTDMᏛ䚸᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᶆ‽༠㆟
䠅䛜⟇ᐃ䛥䜜䚸2010ᖺ12᭶䛻බ⾲䛥䜜䜎䛧䛯䚹䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䠏䠊ཧ↷䠅
䛺䛚䚸ධ➼䜢క䛖䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ◊✲䜢ᐇ䛩䜛㝿䛻䛿䚸䛂⮫ᗋ◊✲䛻㛵䛩䜛⌮ᣦ㔪䛃
䜔䛂䝠䝖䝀䝜䝮㑇ఏᏊゎᯒ◊✲䛻㛵䛩䜛⌮ᣦ㔪䛃䛻ἢ䛳䛶◊✲䜢ᐇ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎
䛩䚹
䠄ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䠒䠊䠓䠊ཧ↷䠅
䠆PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪ཧ↷㡯┠䠖䠘ᣦ㔪䛾┠ⓗ䛸㐺⏝⠊ᅖ䠚

Q18䠊ᚋ䛾ㄢ㢟䛸䛧䛶䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠛
A18. PGx ᳨ᰝ䛾ྲྀᢅ䛔䜢࿘▱䛧䚸PG䡔᳨ᰝ㐠⏝ᣦ㔪䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛 PGx ᳨ᰝ䛾㐺ṇ䛺⏝䜢
ಁ㐍䛧䚸PGx ᳨ᰝ䜢デ⒪䛾୰䛷ᬑཬ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜䛝䛺ㄢ㢟䛷䛩䚹PGx ᳨ᰝ䜈䛾ㄆ㆑䜢
῝䜑䛶䛔䛟䛯䜑䛻䛿䚸་ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ PG䡔᳨ᰝ䛻㛵䜟䜛ྛ⫋✀䠄⸆ᖌ䞉┳ㆤᖌ䞉
⮫ᗋ᳨ᰝᢏᖌ➼䠅୍ே䜂䛸䜚䛾ດຊ䛜㔜せ䛷䛩䚹䜎䛯䚸タෆ䛷᳨ᰝ⤖ᯝ䜔᳨య䛾ྲྀᢅ䛔
➼ಶேሗ䛾ಖㆤ䜔⌮㠃䛷䛾ᑐᛂ䜢㐺ษ䛻⾜䛖䛯䜑䛻䚸PGx ᳨ᰝ䛻㛵䜟䜛ྛ⫋✀䞉㒊
㛛䛜㐃ᦠ䛧䚸ᚲせ䛺⤌⧊యไ䜔⎔ቃ䛾ᩚഛ䜢ᅗ䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛩䚹
୍᪉䚸PG䡔᳨ᰝ䛾Ṕྐ䛿᪂䛧䛟䚸⌧ᅾ䛿 PG䡔᳨ᰝ䛾ᐇ䞉㐠⏝యไ䛻䛿タ㛫䛷䛝䛺
ᕪ䛜⏕䛨䛶䛔䜎䛩䚹ᚑ䛳䛶䚸ᩍ⫱ᶵ䛾ᐇ䜔ሗᥦ౪䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䛻䛿 PGx ᳨ᰝ䜢⾜
䛖་⒪タ㛫䛾ሗ䛜᭷⏝䛷䛒䜚䚸PGx ᳨ᰝ䛻㛵䜟䜛ᴗ➼䠄デ᩿⸆䝯䞊䜹䞊䚸⾨⏕
᳨ᰝᡤ䚸〇⸆♫䠅䚸PGx ᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾⟇ᐃ䜢⾜䛖Ꮫ䜔 PGx ᳨ᰝ䜢ά⏝䛩
䜛་⒪⌧ሙ䛾┘╩┬ᗇ䛸䛾㐃ᦠ䛜㔜せ䛸䛺䜚䜎䛩䚹
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ཧ⪃䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼
䠍䠊䡞䝣䜯䞊䝬䝁䝀䝜䝭䜽䝇᳨ᰝ䛾㐠⏝ᣦ㔪䡟᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ䠈᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ䠈᪥ᮏ⮫
ᗋ᳨ᰝᶆ‽༠㆟䠄2010 ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥ᨵᐃ䠅
http://www.jccls.org/techreport/pgx_guideline.pdf
䠎䠊䛂་⒪䛻䛚䛡䜛㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ䞉デ᩿䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃᪥ᮏ་Ꮫ䠄2011 ᖺ 2 ᭶䠅
http://jams.med.or.jp/guideline/index.html
䠏䠊䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䜢㐺⏝䛩䜛⮫ᗋ◊✲䛸᳨ᰝ䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䠄᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ
䚸᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ䚸᪥ᮏ⮫ᗋ⸆⌮Ꮫ䚸᪥ᮏ TDM Ꮫ䚸᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᶆ‽༠㆟
䠅䠄2010 ᖺ 12 ᭶ 16 ᪥䠅http://jstdm.umin.jp/about/osirase_public_genom.pdf
䠐䠊䛂་⒪䞉ㆤ㛵ಀᴗ⪅䛻䛚䛡䜛 ಶேሗ䛾㐺ษ䛺ྲྀᢅ䛔䛾䛯䜑䛾䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃
䠄ᖹᡂ16ᖺ12᭶24᪥ ᖹᡂ18ᖺ4᭶21᪥ᨵṇ ᖹᡂ22ᖺ9᭶17᪥ᨵṇ䠅 ཌ⏕ປാ┬
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/dl/h1227-6a.pdf
䠑䠊䛂䝀䝜䝮⸆⌮Ꮫ䛻䛚䛡䜛⏝ㄒ㞟䛃䛻䛴䛔䛶䠄ᖹᡂ 20 ᖺ 1 ᭶ 9 ᪥䠅
ཌ⏕ປാ┬་⸆㣗ရᒁ ᑂᰝ⟶⌮ㄢ Ᏻᑐ⟇ㄢ
http://www.pmda.go.jp/ich/e/e15_08_01_09.pdf
䠒䠊䛂⮫ᗋ◊✲䛻㛵䛩䜛⌮ᣦ㔪䛃䠄ᖹᡂ䠍䠑ᖺ䠓᭶ 1䠒᪥䠅
䠄ᖹᡂ䠍䠒ᖺ䠍䠎᭶䠎䠔᪥㒊ᨵṇ䠅 䠄ᖹᡂ䠎䠌ᖺ䠓᭶䠏䠍᪥㒊ᨵṇ䠅
ཌ⏕ປാ┬ <http://www.imcj.go.jp/rinri/main/02.htm
䠓䠊䛂䝠䝖䝀䝜䝮䞉㑇ఏᏊゎᯒ◊✲䛻㛵䛩䜛⌮ᣦ㔪䛃
䠄ᖹᡂ䠍䠏ᖺ䠏᭶䠎䠕᪥䠅䠄ᖹᡂ䠍䠒ᖺ䠍䠎᭶䠎䠔᪥㒊ᨵṇ䠅
䠄ᖹᡂ䠎䠌ᖺ䠍䠎᭶䠍᪥୍㒊䠅䠄ᖹᡂ䠎䠌ᖺ䠍䠎᭶䠍᪥୍㒊ᨵṇ䠅
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ཌ⏕ປാ┬ ⤒῭⏘ᴗ┬
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/genome/04122801.htm
8䠊䛂⮫ᗋ᳨ᰝ䜢⤊䛧䛯᳨య䛾ᴗົ䡠ᩍ⫱䡠◊✲䛾䛯䜑䛾⏝䛻䛴䛔䛶䛃
䇷᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ䛾ぢゎ䇷
䠄2002 ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥ 2009 ᖺ 12 ᭶ 19 ᪥ᨵゞ䠅 ᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ
http://www.jslm.org/committees/ethic/kaikoku201002.pdf
䠕䠊䛂㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝཷク䛻㛵䛩䜛⌮ᣦ㔪䛃
䠄ᖹᡂ 13 ᖺ 4 ᭶ 10 ᪥⟇ᐃ ᖹᡂ 16 ᖺ 9 ᭶ 16 ᪥ᨵṇ ᖹᡂ 19 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ᨵṇ
ᖹᡂ 23 ᖺ 10 ᭶ 1 ᪥ᨵṇ䠅 ♫ᅋἲே᪥ᮏ⾨⏕᳨ᰝᡤ༠
http://www.jrcla.or.jp/
10䠊䛂㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ᳨యရ㉁⟶⌮䝬䝙䝳䜰䝹䛃䠄ᢎㄆᩥ᭩䠅(2011 ᖺ 12 ᭶)
᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᶆ‽༠㆟ 㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝᶆ‽ᑓ㛛ጤဨ
http://www.jccls.org/techreport/tentative_guideline.pdf

9
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⻠Ṷ㧟 ήଚⷅ⊛↢೨ㆮવቇ⊛ᬌᩏ㧔0+26㧕ߦߟߡ
    Ꮐวᴦᒾ㧔࿖┙ᚑ⢒ක≮⎇ⓥࡦ࠲ ↥ᦼࡦ࠲㧕

 ᰴߩ⻠Ṷߪޔᕆㆰ߅㗿ߒ߹ߒߡ⊝ޔ᭽ߦߪࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻╬ߢㅪ⛊ߐߖߡߚߛ߈߹ߒߚ߇ޔ
࿁ߩࡊࡠࠣࡓߩਛߢ߽৻ߟᄢߥὐߛߣᕁ߹ߔ߇ޟޔήଚⷅ⊛↢೨ㆮવቇ⊛ᬌᩏ㧔㧺㧵
㧼㨀㧕ߦߟߡޠ࿖┙ᚑ⢒ක≮⎇ⓥࡦ࠲ߩᏀวవ↢ߦᕆㆰ߅㗿ߔࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒߚޕᏀ
วవ↢ߦߪޔߡߛߚߡߒߒ߅߽ߣߩߎޔᣣߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩ߶߁ߦ߽ᓮෳടߚߛ
߈ߩߎޔㆮવሶක≮ㇱ㐷ᣉ⸳ߩਛߦ߅ߡ߽ㅢߩᗧ⼂ߣߒߡ⠨߃ߡߚߛߊߎߣ߇ᄢߢߪߥ
߆ߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߅ᚻరߩࡄࡦࡈ࠶࠻ࠍ߽߁৻ᐲ⏕ߒߡߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ㧞⒳㘃ࠅ߹ߔޕᓮ⊒
ߚߛߊౝኈߩ߽ߩߣߪߣޔᤘᄢቇߩ㑐ᴛవ↢ߩ߶߁߆ࠄ߅ᦠ߈ߚߛ߈߹ߒߚ⾗ᢱߣ㧞⒳
㘃ࠅ߹ߔߩߢࠍࠇߘޔᓮ⏕ߚߛߚߢޔᓮ⻠Ṷࠍ߅⡞߈ߊߛߐ߅ߪߢࠇߘޕ㗿ߚ
ߒ߹ߔޕ

 ᷰㆺవ↢ߡߒߘޔ᎑వ↢ߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޔᯏળࠍߚߛߡ⊝ޔߚ߹ޕ
ߐࠎᧄޔᒰߦ߅∋ࠇߩߣߎࠈޔዋߒᚒᘟߒߡߊߛߐޕ
  ߘࠇߢߪޔ㧺㧵㧼㨀ߩේℂߦ㑐ߒߡ߹ߕ◲නߦ߅ߒߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ㧥㧢ᐕߦⴊਛߦ
߇ࠎ↱᧪ߩ &0# ߇ઃ߆ࠆߣ߁ߣߎࠈ߆ࠄޔ߇ੱ߁ߣ࠙ࡠޔᅧᇚߢߪޔᅧᆼߒߡࠆ⢝ఽߩ
&0# ߇߅Უߐࠎߩⴊᶧߩਛߦࠆࠎߓ߾ߥߩߣ߁⊒ᗐߩਅߢޔ㧥㧣ᐕߦ㨅ᨴ⦡ߦ․⇣⊛ߥ
⢝ఽߩ㧰㧺㧭ࠍઃߌ߹ߒߚޔߡߒߘޕ㧥㧤ᐕߦߘࠇ߇ࠆޔ⒟ᐲᦨޔೋߩߣ߈ߪ⚂ 㧑ߞߡ⸒
ߞߡ߹ߒߚ߇ ߁߽ߪޔ㧑ߋࠄߣ⸒ࠊࠇߡ߹ߔ߇ޔᕁߞߚࠃࠅ⚿᭴ߥ㊂߇߹ࠇߡࠆ
ߣ߁ߎߣࠍઃߌ߹ߒߚߡߒߘޕ㧥㧤ᐕߦߪ⚦߇ࠇߘޔ⢩ߛߣߕߞߣᱷߞߡࠆߣ߁ߎߣ߇
⸒ࠊࠇߡ߹ߔ߇&ޔ0# ߪಽᇂߣߣ߽ߦㅦ߿߆ߦᶖ߃ࠆޔࠄ߆ߔߢޕ࿁ߩᅧᆼߦ㑐ߒߡޔᲣ
ⴊਛ㧰㧺㧭ߢ⺞ߴࠄࠇࠆߣ߁ߩߎࠄ߆ߎߎޔᬌᩏ߇⊒ߒߡࠆࠊߌߢߔޕ
 ߘߒߡߘࠇߦ㑐ߒߡᦨೋߩ߁ߜߪޔᲣߦߥ㧰㧺㧭ޔᕈߛߣ߆ߩ↵ޔሶߛߌߢߔ߇ޔ㧾㧴
ࡑࠗ࠽ࠬߦኻߔࠆ㧾㧴ࡊࠬߛߣ߆ࡒࡘ࠾ޔߦࠆߔⷐ߽ࠇߎޔࠕࠫࡊ࡞࠼ࡦࠦࠕޔߡߒߘޔ
ࡘ࠹࡚ࠪࡦߩ߽ߩߛߣ߆ޔߣߩߘޔߡߒߘޕߔߢߌࠊߚߡߞ߿ࠈࠈࠍߩ߽߁߁ߘޔ
ߣ߆Უ↱᧪߆⢝ఽ↱᧪߆ࠍߒࠃ߁ߣ߁ദജ߇ߥߐࠇߚࠎߢߔ߇ޔ㧰㧺㧭ߢߪ߇ߥ
߆ߥ߆ߢ߈ߥ߅ޕᲣߐࠎߦ߽ࠆ߽ߩ߽ᬌߔࠆߣ߁ߎߣߢ߁߁ߎޔᨴ⦡ߩ⇣Ᏹߩᬌᩏ
߇ߡ߈߹ߒߚߩߘޔ߹ޕᣇᴺ⺰ߣߒߡߪߢߔߨޔ㧿㧺㧼㧔ࠬ࠾࠶ࡊ㧕ࠍߞߚࠅ㧰㧺㧭ࡔ࠴
࡚ࠪࡦࠍߞߚࠅޔߦࠆߔⷐޔߣ߆ߘࠇࠍߒࠃ߁ߣ߁ദജࠍߒߡ߈ߚࠎߢߔ߇ߘޔ
ߩᰴઍࠪࠢࠛࡦࠨ߇ߡ߈ߡޔߊ߆ߦߣޔᲣߣ߆⢝ఽߣ߆ߘࠎߥߒߥߢోㇱࠪ
ࠢࠛࡦࠬߒߜ߾߅߁ߣ߁ࠃ߁ߥߎߣ߆ࠄࠈࠈ⊒ᗐߒߡ߇ࠇߘޔ㧞㧜㧜㧤ᐕ߆ࠄޔ࿁ߩᬌ
ᩏ߇ߡ߈߹ߒߚޕ
 ߘߩේℂߪޔߣ߁⸒ߣ߆ߣߎ߁߁ߤޔᲣⴊਛߦߪޔ⢝ఽ↱᧪ߩ EGNNHTGG ߩ㧰㧺㧭߇ሽ
ߒߡ⚂ߡߒߘޔ㧝㧜㧑ߋࠄߪ⢝ఽ↱᧪ߛߣ߁ࠎߢ
ߔ߅ߦ߁߰߁߁ߎޔߣࠆߥ߁ߘޕᲣߐࠎߩⴊᶧߩਛ
ߦޔᲣ↱᧪ߣ⢝ఽ↱᧪ߩ㧰㧺㧭߇ࠅ߹ߔࠍࠇߎޕ
ߣ߆ߒࠃ߁ߣߒߡߚࠎߢߔߌߤߛ∝ࡦ࠙࠳ޔ
ߣޔ⢝ఽ↱᧪ߩ  ⇟ᨴ⦡ߩ㧰㧺㧭߇ዋߒᄙߊߥࠆޕ
ߎߩߜࠂߞߣߒߚ㆑ࠍߣ߆ઃߌࠄࠇߥ߆ߣ
߁ࠃ߁ߥߎߣࠍᆎߚࠊߌߢߔޔߡߒߘޕᲣⴊਛߦ
ࠆ &0# ࠍోㇱᰴઍࠪࠢࠛࡦࠨߢࠪࠢࠛࡦࠬ
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ߔࠇ߫ߩߎޔߦࠆߔⷐޔᢿ

߇ߤߎߩ↱᧪߆߇ಽ߆ࠆ߆ߣ߁ߎߣߢޔ㧟㧜ਁߋࠄ⺒ࠎߢߘޔ
ߒߡߤߎߩ↱᧪߆ಽ߆ࠆߩߎޔߣࠆߔ߁ߘޕਛߩߩߎޔ
ὐ✢ߩਅߩㇱಽ߇߅Უߐࠎ↱᧪ߢߔ߇ޔߩㇱಽ߇ߎࠇ
ߪ⢝ఽߩߢߔ߆ࠄߣࠆߔ߁ߘޔߪߟ߆ߥࠎߢߔ
߇ߩߎޔ㊂߇ߣߞࠂߜޔ㆑߁ߩࠍઃߌࠄࠇߥ߆ߣ
߁ߎߣߢޔታ㓙߿ߞߡߺࠆߣߜߞߎޔߦ߁߰߁߁ߎޔ
߇߅Უߐࠎ↱᧪ޔ⢝ఽ↱᧪ߛߣ߶ࠎߩߜࠂߞߣჇ߃ࠆߛ
ࠈ߁ߣ߁ࠃ߁ߥߎߣߢޔታ㓙ߦ⺞ߴࠆߣޔᱜᏱᩭဳߛ
ߣోޔߩਛߢ㧝㧟㧑ߋࠄߣߛ∝ࡦ࠙࠳ޔ㧝㧠㧑ߋ
ࠄߣ߁ߎߣߢߩߘޔᏅࠍઃߌࠃ߁ߣ߁ࠃ߁ߥߎ

ߣߢޔߡߒߘޔᄙߊߩࠅࠃޔᄙߊߩᢿ ࠍ⸃ᨆߔࠆߎߣߦࠃߞߡ♖ޔᐲ߇߇ࠆߣ߁ߎߣߢޔ
ᒰὼߢߔ߇ޔ㧝ਁߋࠄߛߣޔ߇ߔߢࠎࠆߔࡊ࠶ࡃࠝߦ߁߰߁߁ߎޔ㧝㧜ਁߡߒߘޔ㧝
㧜㧜ਁߣߍࠆߎߣߦࠃߞߡߩߎޔ㑆߇㕖ᏱߦᏅ߇ઃߊߛࠈ߁ߣߊ߹߁ࠍࠇߎޔߡߒߘޕߢ
߈ࠆߛࠈ߁ߣ߁߇ߣߎߥ߁ࠃ߁߁ߎޕၮᧄ⊛ߥේℂ
ߥࠊߌߢߔ߁߁ߎޔߡߒߘޕᛛⴚߩㅴᱠߦࠃߞߡޔᰴ
ઍࠪࠢࠛࡦࠨߦࠃߞߡޔ㕖Ᏹߦᄙߊߩ㧰㧺㧭ߩᢿ
ߩ⸃ᨆ߇น⢻ߦߥࠅ߹ߒߚޔߣߩ߽߁߁ߎޔߡߒߘޕ
ઁߩ⦡ߥޘᛛⴚ߇ߡߩߎޔਛߦ⸒ߣ࠼ࠖ࠹࠶ࠥ࠲ޔ
ߞߡోޔㇱࠪࠢࠛࡦࠬߒߥߢޔ㧞㧝⇟ߩࠆ㗔ၞߛ
ߌࠍߥࠆߴߊߟ߆߹߃ߡ߿ࠈ߁ߣ߫ࠇߔ߁ߘޕߊߢ߈
ࠆߛࠈ߁ߣ߆ޔ㧿㧺㧼ࠍߞߚࠅߛߣ߆ߥࠎࠈޔᛛⴚ
߇ߡࠆࠊߌߢߔ߇ోߢߩ߽ߩߎޔߪࠈߎߣߩޔㇱ
ࠪࠢࠛࡦࠬߔࠆߣ߁ߩ߇ࠆ⒟ᐲ৻⇟♖ᐲ߇㜞
ߣ⸒ࠊࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߘߩ♖ᐲߢߔ߇ߊࠃ߽ࠎߐ⊝ޔᓮሽߓߢߣ߽ߪࠇߎޔ
߽ߣߪ᎑వ↢ߦㅍߞߡߚߛߡ߁ࠃߚߒ⋥ࠍࠇߘޔ
ߥ߽ߩߢߔ߇♖ߩߎޕᐲ߇ޔ࿁ߩ₹వ↢ߩߢ߽
ࠅ߹ߒߚ߇ޔ㧥㧥㧑㗴ߣ߁ߎߣߢ৻ੱᱠ߈ߒߡߘޔ
ߩㇱಽߪޔᚒ⊒ޔޘା߇㕖Ᏹߦᖡ߆ߞߚߣᕁߞߡ㕖Ᏹߦ
⋭ߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߘޕᗵᐲߣ․⇣ᐲߣ߁ߎߣߣޔታ
㓙ߦᬌᩏߢ㓁ᕈߣߚߣ߈ߦ∔ࠄߊߩߤޔᖚߥߩ߆ߣ
߁ߎߣ߇㆑߁ߣ߁ߣߎࠈߩℂ⸃ࠍߡߒࠅ߆ߞߒޔ
ߚߛ߆ߥ߈߾ߌߥߣ߁ߎߣߢߔޕᗵᐲ⇣․ޔᐲߣ
߁ߩ߽߆ߥ߆ߥޔಽ߆ࠅߦߊߊߡ ߪޔࠈߒޔ2QUKVKXGKP&KUGCUG⇣․ޕᐲߪ 0GICVKXGKP
*GCNVJߩ∝ࡦ࠙࠳ߩߘޔߦࠆߔⷐޕਛߢߩߎߌߛࠇߤޔ
ᬌᩏߢ㓁ᕈ߇ࠆߩ߆߇ࠇߘޕᗵᐲߢߔߒޔࠄ߆ߛޕ
ࠈޔ2QUKVKXGKP&KUGCUG ߣ⸒ߞߚ߶߁߇ಽ߆ࠅ߿ߔ
ߛࠈ߁ߣ⸒ߞߡࠆੱ߽߹ߔ⇣․ޕᐲߣ߁ߩߪޔ
0GICVKXGKP*GCNVJ⚿ޔዪߩੱߥ߾ߓ∝ࡦ࠙࠳ޔਛ߆
ࠄߤࠇߛߌ㒶ᕈߣߢ߈ࠆ߆ߣ߁ߎߣߢߔ߽߁߁ߘޕ
ߩࠍߡߊߣࡓࡁࠛࠢࠪߪࠇߎޔ㧔5GSWGPQO㧕߆ࠄޔ
2CNQOCMK ߇ੑߟߒߡࠆ⺰ᢥߥࠎߢߔ߇ޔ⇟  ߩߎޔ
 ⇟ޔ߇ߔߢࠎࠆߢ⇟ ޔᗵᐲߢ߈߹ߔߣ⇟ ޔ
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ߢߪ⚿ޔዪ  ੱߩ࠳࠙ࡦ∝ߩ߁ߜ  ੱࠍⷐߔࠆߦ㓁ᕈߣߒߡ࠺ࠖ࠹ࠢ࠻ߢ߈ߚߣ߁ߎߣߢ
ߔޕᐲޔㅒߦ  ੱߩⷐߔࠆߦ࠳࠙ࡦ∝ߓ߾ߥᣇ߆ࠄ  ੱ߇⚿ዪ㒶ᕈߛߞߚߣ߁ߎߣ
ߢޔᗵᐲ߇ 㧑⇣․ޔᐲ߇ 㧑߽ ޔ ߹ߪࠇߎޕหߓࠃ߁ߦߛߚޔᢙ߇ዋߥߢߔ߇ޔ
ߎ߁߁߰߁ߦߡࠆࠊߌߢߔޕ
 ߎࠇࠍߡߊߣ⚿ޔዪ⚿ߩߘޔᨐߩ⸃㉼ߣ߁ߩߪޔ
㓁ᕈ⊛ਛ₸ޔ㒶ᕈ⊛ਛ₸ߣ߁ߎߣߦߥߞߡߪࠇߎޔᗵ
ᐲ⇣․ޔᐲ߆ࠄ⸘▚ߔࠆߩߢߔ߇⟕ޔᖚ₸ߣ߁߆೨
⏕₸ߦࠃߞߡ㆑߁ࠊߌߢߔޔߣ߁ߣ߆ߣߎ߁߁ߤޕ
㓁ᕈ⊛ਛ₸ߣ߁ߩߪޔᬌᩏ߇㓁ᕈߣߚ႐วߦታ㓙ߦ
࠳࠙ࡦ∝ߢࠆ⏕₸ߢޔᖚ⠪ߐࠎߦߣߞߡߺࠆߣࠇߘޔ
߇৻⇟ߩߎߣߦߥࠆࠊߌߢߔޕ㒶ᕈ⊛ਛ₸ޔᬌᩏ߇㒶ᕈ
ߣߚ႐วߦታ㓙ߦ㕖࠳࠙ࡦ∝ߢࠆ⏕₸ߣ߁ߎߣ
ߢߔߦࠆߔⷐޔߪࠇߎޕ㓁ᕈ⊛ਛ₸ޔᬌᩏ߇㓁ᕈߣߚ
႐วߦታ㓙࠳࠙ࡦ∝ߢࠆ⏕₸ޔᬌᩏ߇㒶ᕈߣߚ႐ว
ߦታ㓙࠳࠙ࡦ∝ߢߥ⏕₸ߣ߁ߎߣߦߥߞߡ◲ߪࠇߎޔනߦ⸒߃߫࠳࠙ࡦ∝ߩභࠆഀวⷐޔ
ߔࠆߦ೨⏕₸߇㜞ߌࠇ߫㓁ᕈ⊛ਛ₸߇ᒰὼ㜞ߊߥࠆࠊߌߢߔޕᒰߚࠅ೨ߢߔޕ㧝㧜ੱߦ㧝ੱߩ
⊒∝ߩߣߎࠈߢ㓁ᕈߣࠆߩߣ㧝㧜㧜㧜ੱߦ㧝ੱߩߣߎࠈߢ㓁ᕈߣߢࠆߩߢߪ⇣ߥࠅ߹ߔߣ߽ޕ
߽ߣ㧝㧜ੱߦ㧝ੱ㧝㧜㧑ߢࠇ߫߁߽ޔ߽ߥߊߡ߽㧝㧜㧑ߢߔ߆ࠄߜߎޕߔߢߣߎ߁߁ߘޔ
ࠄߩ⊒ାߩᣇ߇ᖡ߆ߞߚߣ߁ߎߣߢߩߘޔㄝ߇ߥ߆ߥ߆ℂ⸃ߐࠇߡ߹ߖࠎޕ
  ߃߫ᗵᐲ߇㧥㧥㧝㧑⇣․ޔᐲ߇㧥㧥㧥㧑ߩ႐วߦޔࡊ࡞ࠣࠢࠬࠗࡂޔ㧝㧜ੱਛ㧝ੱ
߇࠳࠙ࡦ∝ߩ႐ว⚿ޔߣߔ߹߈ߡߒࠍ▚⸘ߦ߁߰߁߁ߎޔዪޔ㓁ᕈ⊛ਛ₸ߣ߁ߩߪ㧥㧥
㧝㧑ޕ㒶ᕈ⊛ਛ₸߇㧥㧥㧥㧑ޕ㓁ᕈߣߚࠄ㧥㧥㧑ޔ
߿ߞ߬ࠅ࠳࠙ࡦ∝ߢߔࠃߣޕ㒶ᕈߣࠇ߫㧥㧥㧥㧑ޔ
࠳࠙ࡦ∝ߢࠅ߹ߖࠎࠃߣᦨޕೋߩ⦡ࠖ࠺࠲ࠬߩߘߥޘ
ߩ⚿ᨐߪޔࠢࠬࠗࡂߦࠆߔⷐޔ㕖Ᏹߦ㜞ࡄࡦ࠻
ߢ㧣ಽߩ㧝ߋࠄߛߣ߆ߢࠈߎߣ߁߁ߘޔߡࠆߩ
ߢ߁߁ߎޔᢙሼ߇ߡߚࠊߌߢߔޕ
 ߎࠇ߇߽ߒࡠࠬࠢࠣ࡞ࡊޔ㧝㧜㧜㧜ੱߦ㧝ੱ߇
࠳࠙ࡦ∝ߩ႐วߛߞߚࠄߤ߁ߥߩ߆ߣ߁▚⸘ࠍࠇߎޕ
ߒߡ߈߹ߔߣ⚿ޔዪޔ㓁ᕈ⊛ਛ₸ߪ⚂㧠㧥㧡㧜㧑
ߋࠄߦਅ߇ࠅ߹ߔޔߛߚޕ㒶ᕈߣࠇ߫ޔ㧥㧥㧥㧥㧑ޕ
߽ߣ߽ߣࠬࠢߩૐੱߦ߅ߡߪޔ㒶ᕈߣࠇ߫㒢ࠅߥߊ࠳࠙ࡦ∝ߢߪߥߦࠆߔⷐޔ㒶ᕈߢ
ࠆߣ߁ߎߣ߇⸒߃ࠆࠊߌߢߔޕ
 ߎࠇࠍ߹ߣߡߺ߹ߔߣ⟕ޔᖚ₸ޔ೨⏕₸߇㧝㧜ಽ
ߩ㧝ޔ㧡㧜ಽߩ㧝ޔ㧞㧡㧜ಽߩ㧝ޔ㧝㧜㧜㧜ಽߩ㧝⟠ޕ
᳓ᬌᩏࠍฃߌࠆ㓸࿅ߢߪޔᄢޔ㧟㧑ߦᨴ⦡⇣Ᏹࠍ
ࠆߩߢߪ∝ࡦ࠙࠳ޔ㜞ߊⓍ߽ߞߡ߽㧞㧑ߋࠄߣ
߁ߎߣߢߦ߁߰߁߁ߎޔ㧡㧜ಽߩ㧝ߦߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ
ߘߒߡޔ㧞㧡㧜ಽߩ㧝ߪࠇߎޔ㜞㦂ᅧᆼߩᅧᆼਛᦼߦ߅
ߌࠆ⊒∝₸ߣ߁ߎߣߦߒߡ߹ߔޔߣࠆߔߣߛޕ㓁ᕈ
⊛ਛ₸߇ᦨޔೋߩᬌᩏߩะߎ߁ߢ⊒ߒߡࠆ߽ߩߛ
ߣߪࠢࠬࠗࡂޔ㕖Ᏹߦ㧝㧜ಽߩ㧝ߣ߆߽ߞߣ㜞⏕₸
ߢߒߚߩߢޔ㧥㧥㧑ߢߔ߇⟕߇ࠇߎޔᖚ₸߇㧡㧜ಽߩ㧝ߢࠇ߫㓁ᕈ⊛ਛ₸߇㧥㧡㧑ޔߡߒߘޕ
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ߎࠇ߇㧞㧡㧜ಽߩ㧝ߢࠇ߫⚂ޔ㧤㧜㧑ߋࠄߦߥࠆߣ߁ߎߣߢࠎࠈߜ߽ޔ㧤㧜㧑ߩ㓁ᕈ⊛ਛ
₸ߣ߁ߩߪ㕖Ᏹߦ㜞ࠊߌߢߔ߇ޔߛߚޔ㧡ੱߦ㧝ੱߪ㓁ᕈߣߡ߽࠳࠙ࡦ∝ߓ߾ߥߣ߁
ߎߣߢߔ߆ࠄޔᔅߕߦࠆߔⷐޔ㓁ᕈߣߚ႐วߦߪߢߔߨ್ߢߌߛࠇߎޔᢿࠍߒߥߢߞߜ߈ޔ
ߣ⏕ቯᬌᩏࠍߔࠆ⟠ޔ᳓ᬌᩏࠍߔࠆߣ߁ߎߣ߇ᔅⷐߦߥࠆࠊߌߢߔޕ
 ߎߩㇱಽ߇࠳࠙ࡦ∝ߢⴊᶧ⸻ᢿߡߒߘޔ㧥㧥㧑ߣ߁ߎߣߢ৻ੱᱠ߈ߒߡߩߎޔㇱಽ߇㕖Ᏹߦ
ṳࠇߡߒ߹ߞߚߣ߁ߎߣߢߩߘޔߡߞߥߦߣߎߥ߁ࠃ߁߁ߎޔㇱಽߪޔᚒ⊒ߩޘାߩᣇ߇
ᖡ߆ߞߚߣᕁ߹ߔޔߛߚޕ㒶ᕈ⊛ਛ₸ߪߊߏߔߩ߽ޔࠅߪ߿ޔ㜞ߊߥߞߡߊࠊߌߢߔޕ
 ߹ߣ߹ߔߣޔ㓁ᕈߩ႐วߪ⟕ᖚߩน⢻ᕈ߇㜞ࠎߢ
ߔ߇ޔ೨⏕₸ߦࠃߞߡ㆑߁⟠ߡߒߘޕ᳓ᬌᩏߥߤߩ⏕
ቯ⸻ᢿ߇ᔅⷐߢࠆߣ߁ߎߣߢߔޔߛߚޕ㒶ᕈߩ႐ว
ߪน⢻ᕈߪᭂߡૐߣ߁ߎߣߢ♖ߢ߹ߊޔᐲߩ㜞
㕖⏕ቯ⊛ᬌᩏߢࠆߣ߁ߎߣߢߔޔߢࠇߘޕ࿁ߪ
㕖⏕ቯ⊛ᬌᩏࠣࡦ࠾ࠢࠬߊࠃޔᬌᩏޔ㕖⏕ቯ⊛ᬌᩏ
ߣޕ᰷☨ߣᣇ߇㆑߁ࠎߢߔ߇ࠢࠬߩߘߦࠆߔⷐޔ
࠾ࡦࠣߣ߁ߩߪోޔࠍࡑࠬࠬࠢ࠾ࡦࠣߣ߁
ᗧ߽ߡߒ߹߹ߔߩߢޔߢߥࠊࠍ⪲⸒߁ߣࠣࡦ࠾ࠢࠬߪߢߎߎޔ㕖⏕ቯ⊛ᬌᩏ
ߣ߁߰߁ߦಽߌߡ߈ߜߞߣߚߣᕁ߹ߔޕ
 ߢߪ⇇ߩߎߩ⁁ᴫߪߤ߁߆ߣ߁ߎߣߢߔߦࠇߎޕ㑐ߒߡߪߡࠇߐ⊒ࠈࠈޔߛ߹ޔ
ࠆ࠺࠲⺰ߩߘߪࠇߎޕߔ߹ࠅ߇࠲࠺ߥߡࠇߐ⊒ޔᢥߢ⊒ߐࠇߡࠆ߽ߩ߆ࠄขߞ
ߡ߈ߚࠎߢߔ߇⥃ޔޔᐥߢࠕࡌࠗࡉ࡞ߥᬌᩏળ␠ߪਃߟߢߔ࠽ࠚࡧߡߒߘޕࡓࡁࠤࠪޕ
࠲ޔࠨࠝࠕޕߔ߹ߡߞ߿ߢ࠼ࠜࡈࡦ࠲ࠬߢࠎ⛊߇ߤߥࠠࡦࠕࡆޔߪࠇߎޔߪ࠲࠽ࠚࡧޕ
ߎࠇߪⷐߔࠆߦࡉࠦࡐ߇߿ߞߡࠆ߽ߩߢߔߣޕർ੩ߩ㧮㧳㧵ߢߔߩߎ߇࠹࠽ޕ㑆ޔޔ
ቇળߢࠗࡉ࠾ࡦࠣࡒ࠽ߢ߽߿ߞߡߚࠎߢߔ߇߇ߩ߁߁ߎޔߚ߹ޔߪߣޕߡ߈ߚࠅߒ
ߡࠆࠎߢߔޕ
 ߘߩࠕࠝࠨߪࠢ࠹ࠖࡉߢ߿ߞߡ߹ߔߒߪ࠹࠽ޔ㧿㧺㧼ߢ߿ߞߡ߹ߔ߇ࠬࡆࠨޔ
ߣߒߡᆎ߹ߞߡࠆߩߪޔ㧞㧜㧝㧝ᐕߩ㧝㧜ߦࠪࠤࡁࡓ߇ᆎ߹ߞߡ߇࠲࠽ࠚࡧߡߒߘޔᆎ
߹ߞߡ߹ߔޕᗵᐲߣ߆ޕߔ߹ࠅࠈࠈߢߣߎ߁߁ߎޔ㧮㧳㧵ߪ⚿ޔዪ࠺࠲߽ߡߥ
ߢߔߒޔਛ࿖ߢ߿ߞߡࠆߺߚߥࠎߢߔ߇⁁߁߁ߤޔᴫߥߩ߆࠺ߚߒߣߞߜ߈ޔ߽࠹࠽ޕ
࠲ߣߒߡߪޔ࿁⊒ߒߡ߹ߒߚ߇ޔవㅳߩᦐᣣߦߚ߫ߞ߆ࠅߛߣ߆⺰ߛ߹ޔᢥߦߪ߈
ߜߞߣߡߥߩߢߛ߹ޔߣ߽⹏ଔߪߢ߈ߥ⁁ᘒߢߔޕ
 ߎࠇࠍ߹ߣ߹ߔߣ߇ࡓࡁࠤࠪޔޔ㧝㧜߆ࠄ⥃ᐥࠨࡆࠬࠍ㐿ᆎߒߡ☨ޔ࿖ߢߩࠪࠚࠕ
ߪ㧥㧡㧑ߢ⺰ࠅߪ߿ޔᢥ⊒ߥߤߦ߅ߡᬌਇ⢻߇㕖Ᏹߦዋߥߊߡ⇟৻ߪࠈߎߣߩޔା㗬
߇߅ߌࠆߩ߆ߣᦨޔߡߡߞ߿ߢ࠼ࠜࡈࡦ࠲ࠬޔ߽࠲࠽ࠚࡧޕೋߦ⊒ߒߚ㗃ߩࠣ࡞ࡊߢ
ߔ߇☨ޔ࿖ߢ߽㧟߆ࠄ㐿ᆎߒߡࠆࠎߢߔ߇ߛ߹ޔᬌᢙߪዋߥࠃ߁ߢߛ߹ޔᬌᩏᢙߪᧂ
ߢߔ߁ߣߩࡉࠖ࠹ࠢޔ߇ߔߢࠎߥߚߺࠆߢࠎ⚵ߣߎߎ߽ࠬ࠺ࠗࠦ࠾ޔࠨࠝࠕޕ
ߎߣߢዋߒߊߢ߈ࠆߣ߁ߎߣߥࠎߢߔߡߒߘޕ㧢߆ࠄ⥃ᐥࠨࡆࠬࠍߒߡࠆࠦࡉޕ
ࡐߢ߿ߞߡࠆߣ߁ߎߣߢߔ߇ޔߢߛ߹ޔౣᬌᩏ₸߇㜞ߊߡ⚿ޔዪⴊߩߘޔẏਛ &0# ߥߩߢ㆙
ߊ߆ࠄㆇ߱ߣ߽߁ߤޔᄌᕈߒߡߒ߹ߞߡ߁߹ߊ᷹ࠇߥޕ㆙ᣇ߆ࠄߩߪ߹ߛฃߌઃߌߡߥߣ
߁ߎߣߢߔޕ㧮㧳㧵ߪਛ࿖ߩ↥ౄߩᐙㇱ߇⛊ࠎߢࠆળ␠ߺߚߢ߽⸵․߁߽ޔ߽ߥߊߡ
߿ߞߡࠆߺߚߢޔᣣᧄߦ߽㧡ਁߢ߿ࠆߣ߆㧠ਁߢ߿ࠆߣ߆ࠈࠈޔߡ߈ߡ߁ߎޔ
߁ߎߣࠍ⸒ߞߜ߾ࠇߢߔߌࠇߤ߽ߣߞࠂߜޔା㗬߇⟎ߌߥߣߎࠈߢߔ☨߽࠹࠽ޕ࿖ߢࠨ
ࡆࠬࠍ㐿ᆎߔࠆ੍ቯߛߣ⸒ߞߡ߹ߔ߇ߢߩࠆߡߞ⸒ߣࠆߔࠍ⺧↳ࠄ߆ࠇߎޔߛ߹ޔᢙ߆ߪ
߹ߛដ߆ࠆߣᕁ߹ߔޕ
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 ߘࠇߢޔᬌᩏᢙߪ㧟ߩᤨὐߢ㧝ਁ㧞㧜㧜㧜߁߽ߪޕ㧟ਁߋࠄߦߥߞߚߣ߁ߎߣߢ⚿ޔ
ዪߢࡓࡁࠤࠪߩߘޔߒߡ߈ߡࠆ࠺࠲ߢߪޔ2QUKVKXG ߇㧝㧡㧑ޕᲑ㓏ߢߪߘߩߎߣߦ
ࠃߞߡ⟠᳓ᬌᩏࠍฃߌࠆੱ߇⚿ޔዪฃߌߥߊߡᷣߺ߹ߒߚࠃߣ߁ࠃ߁ߥߎߣ߇ߩߣߎࠈߩ㕖
Ᏹߦᄢ߈ߎߩᬌᩏߩࡔ࠶࠻ߢߞߡ⚿ޔዪߦࠇߘޔߡߞࠃߦߣߎߩߎޔઍࠊࠆ߽ߩߢߪߥ
ߢߔߒޔߛߚޕ⠨߃ߡߚߛߊߣޔޔᣣᧄߦ߅ߡ߽ޔᄢ⟠ޔ᳓ᬌᩏࠍߒߡ㓁ᕈߦࠆߩߪ
㧞㨪㧟㧑ߋࠄߢߔߩߘޕඨಽߋࠄ߇ޔ㧞㧝࠻࠰ࡒޔ㧝㧟࠻࠰ࡒޔ㧝㧤࠻࠰ࡒߢ
ߔ߆ࠄ߫ࠇߔࠍࠣࡦ࠾ࠢࠬ߇ੱߥ߁߰߁߁ߘޔචࡄࡦ࠻ߪฃߌߥߢ߽ᷣߣ
߁߁߁ߘޔᗧߢߪଚⷅ⊛ߥᬌᩏࠍㆱߌࠄࠇࠆߣ߁ࡔ࠶࠻ߪࠆߣᕁ߹ߔޕ
 ߘࠇߢޔᲑ㓏ߢߩ⟎ઃߌߢߔ߇ߩߘߪߢߎߎޔะߎ߁ߢߪࠗࡂ߆ࠢࠬߩࠫࡌࠕޔ
ࠬࠢߩᅧᇚ߆ߩߎޕ߆ࠣࡦ࠾ࠢࠬߩࠬࡦࡃ࠼ࠕ߆ࠣࡦ࠾ࠢࠬߩࡑࠗࡊޔߡߒߘޔ
ߣߦࠦࡦࡈࠔࡓ߇᧪ࠆࠎߢߔ߇ޔᲑ㓏ߢߩࠈࠈߥ߽ߩߪߛ߹ޔ㧝㧟ߦ㑐ߒߡߪߒߞ߆
ࠅߒߚᢙሼ߇ߡߥߣ߁ߩߢߡߒߘޔ࠻ࠬ࠹ࠣࡦ࠾ࠢࠬ࠻ࠬࡦࡃ࠼ࠕߪޔ㧞㧝ߣ㧝
㧤ߩ࠻࠰ࡒߛߌߢߦࠇߘޔ㑐ߒߡ߹ߚࡂࠗࠬࠢߩᅧᇚߦ߅ߡ߁ߣ߁ߎߣߢߞߡޔ
ࡊࠗࡑߩੱߛߣ߆ࠕࡌࠫߩࠬࠢߩੱߦ߹ߛ↪ᕈߪ⸽ߐࠇߡߥߣ߁ߩ߇
Ბ㓏ߢߩ⟎ઃߌߢߔޕ
 ߘࠇߦ㑐ߒߡߩߪ⥃ᐥ⎇ⓥࠍߣ߁ߎߣߢ⎇ߩߎޔⓥߩ⢛᥊ߪࠨࡆࠬ߇☨࿖ߢ㐿ᆎߐࠇߡޔ
߽߁ᣣᧄ߳ߩዉ߇ਇนㆱߩ⁁ᘒߢࠆߛࠈ߁ߣޕ᧪
⊛ߦߪᲣⴊߢ⸻ᢿߢ߈ࠆࠃ߁ߢߔߒ߇ߣߎߩߎޔਇච
ಽߥㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩਅߢⴕࠊࠇࠆߣߪࠇߎޔ
ណⴊߛߌߣ߁ߎߣߥߩߢᤃߦฃߌࠆߣࡑࠬࠢ
࠾ࡦࠣൻߒߡᄢ߈ߥᷙੂߦߥࠆ৻ޕ࿁ߎߒߚࠄࠇߘޔ
ߪขࠅߒ߇ߟ߆ߥߛࠈ߁ߣ߁ߎߣߢߊ߆ߦߣޔච
ಽߥㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩਅߢ⥃ᐥ⎇ⓥߣߒߡ㐿
ᆎߔࠆߎߣ߇৻⇟ߩ⸃ᣇᴺߓ߾ߥ߆ߣᕁߞߡ߁ߎޔ
߁⎇ⓥࠍߒ߹ߒߚޕ
 ߢߪߥߗ⎇ⓥߣߒߡⴕ߁߆ߣ߁ߎߣߢߔ߇ޔߦ߁ࠃߚߒ߹⸒ޔࠎࠈߜ߽ޔ߇ᢛߐ
ࠇߡߥޕ↢೨⸻ᢿߦ㑐ߒߡߩࠦࡦࡦࠨ߽ࠬ߹ߛߒߞ߆ࠅߥߢߔߒޔᬌᩏߩℂ⸃߿⟎
ઃߌ߇ਇචಽߢߔߒߪࠇߎޔࠄᄌࠊࠄߥߓ߾ߥ߆ߣ⸒ߞߡ߽ࠅߪ߿ޔᣂߒᬌᩏߦ㑐ߔࠆ
ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߢߔ⎇ߩߎޔࠄ߆ߛޕⓥࠍⴕ߁ߎߣߦࠃߞߡࠈ߁߽ߢ߹ޔߊ߆ߦߣޔ
ࠈ߿ߞߡࠆㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߦߟߡ⚿ޔޔዪޔᲣⴊᷡࡑࠞᬌᩏߩ⸃߇ߡ߽߽ޔ
߁⍮ࠄߖࠆߴ߆ࠄߕߣ߁ߎߣߢޔㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߪዋߒߪჇ߃߹ߒߚߌࠇߤ߽ޔ↢೨ߦ
㑐ߒߡㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣ߇ߘࠇ߶ߤోㇱߐࠇߡࠆ߆ߣ߁ߎޔߢߩߥߪߢߣߎ߁߁ߘޔ
ߩᬌᩏࠍၮߦߘߩ߽ߩࠍ߽߁৻࿁⋥ߒߡޔㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍᜂߒߚޔߡߒߘޕ↢೨
⸻ᢿ߳ߩࠦࡦࡦࠨࠬࠍᒻᚑߒߡ߈ߚߣ߁ߎߣߢߔޕ
 ߘߒߡޔ࿁ߩ⎇ⓥߦ߅ߡߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇߣߒߡ
ߪࡑࠬࠬࠢ࠾ࡦࠣߣߒߡߪⴕࠊߥߣ߁ߎߣߢ
ߔ⟠ޔ߽ߢ߹ߊߪࠇߎޕ᳓ᬌᩏ߇⛐Ძᬌᩏㆡᔕߣ
ߥࠆੱ߇ኻ⽎ߣ߁ߎߣߢߪࠇߎޔ᰷☨ߢ߽ߎߣߩޔ
ࠈߘ߁߁⟎ઃߌߢߔޔߡߒߘޕㆡಾߥㆮવࠞ࠙ࡦ
ࡦࠣࠍᢛߔࠆߣ߁ߎߣߢߔߪࠇߎޕㆡᔕޔᣉ
⸳᧦ઙࠣࡦࡦ࠙ࠞޔౝኈ৻ቯߩၮḰߩਅߢ߿ࠆߣ
߁ߎߣߣߣޔᬌᩏળ␠ߦ߽ࠢࠝ࠹ࠖߣ߁߆ߞߒޔ
߆ࠅߢ߈ߥߣߎࠈߣ߿ࠄߥߢ߶ߒߣ߁ߎߣࠍ
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ⷐ᳞ࠍߒߡ߅ࠅ߹ߔ⥄ߣߎߩߎޔߡߒߘޕりࠅߪ߿ޔ㊀ⷐߥߎߣߥࠎߢߔ߇⇣ޔᏱ߇ߞߡ߽↥
ߣ߁ㆬᛯࠍ߽ࠨࡐ࠻ߔࠆߣ߁ߎߣߩߎޕਃߟߩᩇߢ߿ߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߘࠇߦ㑐ߒߡޔޔήଚⷅ⊛↢೨ㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ߅ߌࠆᲣ⢝ⴊ EGNNHTGG㧰㧺㧭ᨴ⦡ߩㆮ
વࠞ࠙ࡦࡦࠣߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߣ߁ߎߣߢ৻߇⑳ޔᔕ߹ߣᓎߣ߁ᒻߢޔห⎇ⓥ⠪ߒߘޔ
ߡ⎇ⓥදജ⠪ߩࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦޔߡߒߘޔෳടᣉ⸳ࠍㅊടߒߡ৻ޔᔕޔ㧝㧜㧥ᣣߦᚑ⢒ߩ୶
ℂᆔຬળ߇ㅢߞߡߩࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦޔേ߈ߣߒߡߞߡࠆੱߚߜࠍㅊടߩදജ⠪ߣ߁ᒻߢ
↳⺧ߩḰࠍߒߡߩࠇߙࠇߘޔᣉ⸳߇Ḱߒߡࠆߣ߁⁁ᴫߢߔޕ
 ߘࠇߪߤ߁߁⎇ⓥߥߩ߆ߣ߁ߎߣߢߔ߇⎇ޔⓥߩ
⋡⊛ߣߒߡߪޔήଚⷅ⊛ߩߚࠆߔࠍࠇߎޔၮ␆⾗ᢱࠍ
ߣߦ߆ߊᚑߔࠆߣ߁ߎߣߢޔᣇᴺ⺰ߣߒߡߪᬌᩏࠍ
Ꮧᦸߒߚ႐วޔᬌᩏߩ೨ߣᓟߦㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍⴕ
ߞߡߣߞߜ߈ߡߒߘޔḰࠍߒߚࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍߒߡ
߽ࠄ߁ߣ߁ޔߡߞࠃߦߣߎߩߘޔߡߒߘޕᚒ߁ߤߪޘ
߁ࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍߔࠆ߆ࠍ߈ߜߞߣߒߡࠆࠎ
ߢߔ߇ߩߘޔᅷᒰᕈࠍ⹏ଔߔࠆߣߣ߽ߦߚ߁ⴕߩߘޔ
ߩౝኈߛߣ߆ޔᣉ⸳ၮḰߥߤޔၮ␆⾗ᢱߥߤࠍߞߜ߈ޔ
ߣࠆߣ߁ߎߣߣ߁߁ߎޔߦ߽ߣߣࠇߘޔฃᬌᢙޔ
㓁ᕈᢙ⟕ޔᖚᢙߣߎ߁߁ࠃ߁ߥ߽ߩߩታᘒࠍࠄ߆ߦ
ߒߡߎ߁ߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߘߩߚߩᣉ⸳ၮḰߢߔߪࠇߎޕㆮવࠞ࠙ࡦࡦ
ࠣޔㆡಾߥㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍ⸽ߔࠆߚߦߣ߁
ߎߣߢࠅߪ߿ޔㆮવኾ㐷ක߿ࠞ࠙ࡦ߇ⶄᢙฬ☋
ߒߡߣߎࠈߢޔዋߥߊߣ߽߈ߜߞߣ․ᱶᄖ᧪ߢ㧟㧜ಽએ
ࠍដߌࠄࠇࠆࠃ߁ߥ⸳ቯࠍߒߡߡߒߘޔᬌᩏᓟߩᅧᆼ
ߩࡈࠜࡠ߽ߢ߈ࠆߒޔㅊടߩ߈ߜߞߣᬌᩏ߇ߢ߈ࠆޕ
ߘߒߡ߁ߣ↥ޔㆬᛯࠍߐࠇߚߣ߈ߦઁߢߎߘޔᣉ⸳ࠍ⚫ߔࠆߩߢߪߥߊߡ⥄ޔಽߩߣߎࠈ
ߢዊఽ⑼ක߽ߡߣߞߜ߈ޔዊఽ⑼ߩ⥃ᐥㆮવኾ㐷කߣ߽ㅪ៤ߒߡߘ߁߁߇ߢ߈ࠆߣ߁ޔ
ߘ߁߁ࠃ߁ߥᣉ⸳᧦ઙߦߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߘࠇߢޔ࿁ኻ⽎ߣߥࠆߩߪ↥ߪࠇߎޔ߽ߢ߹ߊޔ
⑼ᇚੱ⑼ቇળߩ⸃ߦᴪߞߡޔᨴ⦡⇣Ᏹ㧞㧝࠻࠰ࡒ
ޔ㧝㧤࠻࠰ࡒޔ㧝㧟࠻࠰ࡒߩ߽ߩߢ⚿ޔዪޔ
೨ߦߎ߁߁ಽᇂࠍߒߚߎߣ߇ࠆੱ߆㜞㦂ᅧᆼ߆ߘޔ
ߩઁ⟕ߩߎޔᖚߔࠆน⢻ᕈ߇㜞ߣ߁ߩߪ㖸ᵄߛߣ
߆Უ⢝ⴊᷡࡑࠞߛߣ߆ޔߢࠇߘޕߔߢߩ߽߁߁ߘޔ
⺕ߢ߽ฃߌࠄࠇࠆࠊߌߢߪߥߊߡ⟠ߢ߹ޔ᳓ᬌᩏ߿⛐
Ძᬌᩏࠍฃߌߚੱ߇ኻ⽎ߦߥࠆߣ߁ߎߣߢ߁ߎޔޔ
߁ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓࠍߞߡߡߒߘޔᎹ⋡వ↢ޔ㜞↰వ
↢ߩࡦ࠙ࠞߡߒߘޔጊౝߐࠎߦ߽ੱߣߒߡߞߡߚߛߡ߹ߔޔޔߡߒߘޕෳ
ടᣉ⸳ߪᄙಽੑචᢙᣉ⸳ߦߥࠅ߹ߔ߇ޔࠍߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߘߩㅴ⁁ᴫߢߔ߇ޔḰᆔຬળࠍߒߡੱળޔߡߒߘޔ࿁ߩߣߎࠈߢ୶ޔℂᆔຬળ߽ㅢ
ࠅ╙ޔ㧞࿁ߩࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓળ⼏୶ࠅߪ߿ޔߡߒߘޕℂᆔຬળߩߣ߈ߦ߽ߩߩ߽߁߁ߎޔᬌᩏ
ߦ㑐ߒߡࠅߜߞ߈ޔࠅ߆ߞߒޔℂ⸃ߒߡߚߛߊࠃ߁ߦߣ߁ߎߣߢ⎇ޔⓥࡒ࠽߿ࠍߤߥޔ
ࠆߣ߁ߎߣߢߔߡߒߘޕ㧝㧝㧝㧟ᣣߦߪ㐿ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ߇ߞߡߡߒߘޔቇળߩ߶߁߽ޔ
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ࠈࠈᬌ⸛ળ╬ߦߒߡߣࠇߘޔද⺞ߒߡ߿ߞߡߎ߁ߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߣ⺖㗴ߦ㑐ߒߡ◲නߦߩߘޕ㗴ὐߣ߁ߩߪ◲ޔ
නߦᢛℂߔࠆߣߣ߽ߣ߽ޔ↢೨⸻ᢿ߇ᜬߞߡࠆ㗴
ὐߣᣂߒᛛⴚߦ㑐ߔࠆ㗴ὐߩߎޔੑߟߢߔޕ↢೨
⸻ᢿߦ㑐ߒߡ߹ߢߒߞ߆ࠅ⼏⺰ߐࠇߡߎߥ߆ߞߚߣ
߁ߎߣߡߒߘޕᣂߒᛛⴚߦ㑐ߒߡߪࠈࠈޔಽ߆ࠅ
ߦߊㇱಽ߇ࠆߣ߁ߎߣߪߣޕណⴊߣ߁ήଚⷅ
ߢߤߎߢ߽ߢ߈ߡߒ߹߁ߣ߁߽ߩߢߔߩߎޔߡߒߘޕ
ᛛⴚߩน⢻ᕈߢߔ߇ޔ᧪ߪᨴ⦡ᬌᩏࠢࠗࡑߪࠇߎޔ
ࡠࠕࠗߦ߽⋧ᒰߔࠆߢߒࠂ߁ߒޔㆮવሶᬌᩏߙࠇߘޔ
ࠇߩ∔ᖚ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠆߢߒࠂ߁↢ޔߢߩߔߢޕᓟߢⴕࠊࠇࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏ߇Უⴊࠍ↪
ߡήଚⷅߢⴕࠊࠇࠆߣ߁ߎߣߢߪࠇߎޔ߁߽ޔ↢೨ޔ↢ᓟߣ߁߇ߥߊߢ߈ࠆߒߘޕ
ߡ߇ߣߎ߁ߣ߆ߊߡߞߦ߁ࠃߩߤࠍࠇߘޔ᳞ࠄࠇߡࠆࠊߌߢߔޕ
 ߎࠇߪޔᲣⴊᷡࡑࠞߢߺࠆߣߣ☨࿖ߢߪ㧥㧢
ᐕߪߦ߈ߣߩߎޔὐߣᰳὐࠍ⺑ߒߡ⥄⊒⊛ߦฃߌࠆ
߆ߤ߁߆ࠍࠆߣ߽ߢޕ㧞㧜㧜㧣ᐕߦߪߔߴߡߩᅧᇚ
ߦߘߩࡄ࠰࠽࡞ߩࠬࠢࠍ߈ߜߞߣᢎ߃ߥߐߣ
߁ߩ߇ࠕࡔࠞߩ൘๔ߢߔޕᣣᧄߩ႐วߪߢߔߨޔෘ↢
ክ⼏ળࠈࠈޔᲣ⢝ⴊᷡࡑࠞߢ㗴ߦߥࠅޔᅧᇚ
ߦኻߒߡᖱႎࠍⓍᭂ⊛ߦ⍮ࠄߖࠆᔅⷐߪߥߊߡޔ൘ࠆ
ߴ߈ߢߪߥߣ߁ޔߡߒߘޕ㧞㧜㧝㧝ᐕߦߪޔᐔේవ
↢ߥߤ߇ਛᔃߦߥࠄࠇߡߐࠇߚ⸃ߢߪޔㆮવࠞ࠙ࡦ
ࡦࠣ߇ߢ߈ࠆࠍᢛ߃ߡㆡಾߦᖱႎࠍឭଏߔࠆߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆߣ߁߰߁ߦߥߞߡ߹
ߔޕ
 ߢߪታ㓙ߤ߁߁߰߁ߦߥߞߡࠆ߆ߣ߁ߣ⺞ߪࠇߎޔᩏߢߔ߇ޔ㧥㧤ᐕߦ൘๔߇߹ߒߡޔ
Უⴊᷡࡑࠞߢߔ߇ޔ㧞ਁઙ߆ࠄਅ߇ߞߡޔౣ߮ߎ߁߇ߞߡ߈ߡ߹ߔߡߒߘޕਃޔ྾ᣉ
⸳ߩᬌᩏળ␠ߦ߅㗿ߒߡޔ೨ߣᲧセߒߚផ᷹ߥࠎߢߔ߇ޔޔᲣⴊᷡࡑࠞᬌᩏߪ㧞ਁઙ
ߋࠄޔ㧝ਁ㧥㧜㧜㧜ઙߢߔ⟠ߪࠇߎޔߡߒߘޕ᳓ᬌᩏߢߔ߇ࠈߎߣߩߎߎޔ㧝ਁߋࠄߢᄌࠊ
ࠄߥߊߡߪࠅߪ߿ޔ㧝ਁ㧢㧜㧜㧜ߋࠄߦᄙಽჇ߃ߡࠆߣᕁ߹ߔߩߘޕౝ⸶ߪߤ߁߆ߣ
߁ߎߣߢߔ߇ࠅߪ߿ޔඨಽߪ߿ߞ߬ࠅ㜞㦂ᅧᆼߢߔ߁߁ߎޔࠅߪ߿ޔߛߚޕ⢝ఽ⇣Ᏹߢᬌᩏࠍ
ฃߌࠆੱ߽Ⴧ߃ߡ߹ߔޕ
 ߘߒߡ⻉ᄖ࿖ߣᲧߴࠆߤ߁߆ߣ߁ߎߣߢߔ߇ߦ߁߰߁߇ࠞࡔࠕޔߒߡࠆߩߪޔ
࠺࠲߇Ꮊߦࠃߞߡᄙಽ㆑߁߆ࠄߥߩߢߔ߇ࠅߪ߿ޔవ
ㅴ࿖ߦ߅ߡߪޔ㧤ഀߣ߆㧥ഀޕᣣᧄߪޔ㧞㧜㧜㧤ᐕߩ
Ბ㓏ߢ㧟㧑ߗߖޔჇ߃ߡ߽㧠㧑߇ߥࠎߺޔߪࠇߎޕ
ᧄᒰߦᖱႎࠍ⍮ߞߚߢߎ߁ߥߩ߆ࠈߒޕ⍮ࠄߥߊߡ
ߎ߁߁࠺࠲ߥߩ߆ߣ߁ߣߎࠈߪࠆߩ⺰⼏ߚ߹ޔ
ߣߎࠈߛߣᕁ߹ߔޕ
 ߘࠇߢޔ࿁߁㛍߉ߦߥߞߚߩߪߢ߹ޔᖱႎ
߇ⴕߞߡߥ߆ߞߚߣ߁ߎߣߥߩ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎߚޕ
ߛޔᖱႎࠍ⍮ࠄߖࠆޔ⍮ࠄߖߥߣ߁ߎߣ⥄り߽ޔᄢ
߈ߥ⼏⺰ߩኻ⽎ߦߥࠆߣᕁ߹ߔߥ߁ࠃߩߎޔߪࠞࡔࠕޕ㧭㧯㧻㧳ߢࠬ࠹࠻ࡔࡦ࠻ࠍߒߡޔ
ߺࠎߥߦ߈ߜߞߣࠬࠢࠍ⺞ߴߥߐߣ߁ߎߣࠍߒߡߡߢߣߎ߁ߣ߆ࠆߔ߁ߤࠍࠇߘޔ
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ߔߩߘޕ㧺㧵㧼㨀ߪᣣ߅ߒߒ߹ߒߚ߇ޔ↢೨ᬌᩏߩ৻ߟߢߞߡ․ޔߥ߽ߩߢߪߥߪ
ߕߥߩߢߔࠆߢߩ߽߁߁ߘޕ↢೨⸻ᢿߦ᳞ࠄࠇࠆߎߣࠍ⠨߃ࠆߣߕ߹ޔㅘᕈߢߔޕ
ߣߪࠢࠝ࠹ࠖࠦࡦ࠻ࡠ࡞ޔᬌᩏߩࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߢߔ߁߁ߎࠎߤࠎߤޕᣂߒ߇ߡߊ
ࠆߣ߇߆ࠆߔ߁ߤࠍ࡞ࡠ࠻ࡦࠦࠖ࠹ࠝࠢߩߘޔ㕖Ᏹߦᄢ߈ߥ㗴ߢߔߡߒߘޕ↢೨ࠍ߅㊄
ఢߌߩᚻᲑߦߒߡߪߌߥߢߔߒޔᕈߣ߁߆߇ੱ߁ߣߚࠅ߿ޔߢ߽߿ߞߡ߽
ߣ߁ࠃ߁ߥ㗴ߢ߽ߥߣᕁ߹ߔޔߡߒߘޕㅘᕈߣ߁ߩߪࠊⴕ߇ߣߎ߁߁ߤߢߎߤޔ
ࠇࠆ߆ߩࠄߊߩߤޕᢙ߇ⴕࠊࠇߡࠆ߆⊓߁߁ߘޕ㍳ߦߔࠆߥࠅߞ߿ࠍߩ߽ߚߒߣߞߜ߈ޔ
ߡ߆ߥߌࠇ߫ߌߥߣᕁߞߡ߹ߔޕ
 ৻⇟ߩ㗴ޔࠄߦ⓭߈ઃߌࠄࠇߡࠆߩߪޔ↢೨⸻ᢿࠍߤߩࠃ߁ߦ߁␠ળࠍᚒ⋡߇ޘ
ᜰߔ߆ߣ߁ߎߣࠍࠊࠇߡࠆߎߣߛߣᕁ߹ߔᦨ߇ࠇߎޕᓟߩࠬࠗ࠼ߦߥࠅ߹ߔޕߩࡔ
ࡦ࠲ߢ⇐ቇߒߡࠆߣ߈ߩࡏࠬߢߔ߇࠳ࡕ࠭ࠗޔ
ࡦࠫࠚࡀ࠹࡙ࠖࠢࠬࠫࠚ࠾࠶ࠢࠬߣ߁ߎߣߢ⺰
ᢥࠍᦠߡࠄߞߒ߾߹ߔߩߘޕਛߢޔਛ⛘ߪߔࠆࠎ
ߛߌߤᲕੱߣߪ㆑߁ߣ߁ߎߣߢᦨޔᓟߩߣߎࠈߪߢߔ
ߨߪࠇߎޔᓐߪ㕖Ᏹߦ⧷⺆ߦޔߡߡߞࠊߛߎߦ⪲⸒ޔ
ᣣᧄ⺆ߦ⸶ߔࠃࠅ߽ߎߩ߹߹ߩ߶߁߇ߣߟ߽
ߪᕁߞߡࠆࠎߢߔ߇ޟޔ6JKUKUUVKNNOWEJHQTWU
VQVJKPMCDQWVYKVJTGICTFVQYJCVYGCTGPQYFQKPI
YJCVYGOKIJVDGFQKPIKPVJGHWVWTGߣߎ߁ߣޠ
ߢߢߔߨޔࠍߒߡߡ᧪ߤ߁ߥߞߡࠆ߆ߣ߁ߎߣࠍ⠨߃ߥ߇ࠄޔᚒ␠߁߁ߤߪޘળ
ࠍߞߡߊ߆ߣ߁ߎߣߦដ߆ߞߡࠆߎߣߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߔߑߏ߁ߣ߇ࠅ߽߁ߤޕ
߹ߒߚޕ㧔ᜉᚻ㧕
ޣᷰㆺޤᏀวవ↢ߩߎޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޔਛߢ⾰ޔޕߙ߁ߤ߫ࠇ߇߆ߣ࠻ࡦࡔࠦޔ
㜞↰వ↢ޕ
ޣ㜞↰㧔ർ㉿ᄢቇ㧕ߩߎޤ႐ߢ⸒߁ߴ߈ߎߣߢߪߥߩ߆ߤ߁߆ಽ߆ࠄߥࠎߢߔߌࠇߤ߽ࠦޔ
ࡦ࠰ࠪࠕࡓߢߒวߞߚ⚻ㆊߩ⼂ߦ┙ߟߣ߇ޔ߆߁ߣࠬࡦࠕࡘ࠾ߣߞࠂߜޔ㆑
߁߆ߥߣ߁ὐ߇ࠆߩߢߟ৻ޔᜰ៰ߐߖߡߊߛߐޕ㧺㧵㧼㨀⥃ᐥ⎇ⓥታᣉߩߚߩ
ᣉ⸳᧦ઙߣ߁ߣ߈ߦޔዊఽ⑼ක߇߆߆ࠊࠆߣ߁ߎߣߢ⼏⺰߇ߞߚߣᕁ߹ߔ⥃ޕ
ᐥㆮવኾ㐷කࠍᜬߞߡࠆዊఽ⑼ක߇ᔅߕ߆߆ࠊࠆߎߣߣ߁⚂᧤ߢߒߚߌߤ߽ޔၞ
ߦࠃߞߡߪ߇ࠇߘޔ߽߆ߒޔኾᓥߢߔ߆ߩߎߘޔᣉ⸳ߦߜ߾ࠎߣߡࠆዊఽ⑼߇
ࠆߣ߁ߎߣߣ߁⚂᧤ࠍߒࠃ߁ߣߒߚߌࠇߤ߽ޔၞߦࠃߞߡߪߘࠇߪߤ߁ߒߡ߽෩
ߒߩߢޔ߽ߢޔᔅߕኻᔕ߇น⢻ߢࠆᣉ⸳ߢࠇ߫ޔዊఽ⑼ߩవ↢߇ㄭߊߦࠆߣ߆ޔ
⥃ᐥㆮવኾ㐷කߢߘߩ࠳࠙ࡦ∝ࠍ⸻ߡࠆవ↢߇ࠆࠎߢࠇ߫ߩߘޔኾᓥߩዊఽ⑼ක
߇ߥ߆ߞߚߣߒߡ߽හᔕߢ߈ࠇ߫ߣߛߚޕේೣߪ⥃ᐥㆮવኾ㐷කߩዊఽ⑼ක߇
ߡߪߩࠆ⸻ࠍࡦ࠙࠳ߦࠆߔⷐޔዊఽ⑼කߥࠎߢߔࠃߨ߇ࠇߘޔߢߩߥޕᔅߕടࠊߞߡㆮ
વࠞ࠙ࡦࡦࠣߢ⺑ࠍߔࠆߣ߁⚂᧤ߛߞߚߣᕁ߹ߔߩߎޕᢥ┨ࠍ⺒ߣᔅⷐߦ
ᔕߓ㧺㧵㧼㨀⎇ⓥᦨ⇟৻ޔᓟࡍࠫߩ৻⇟ਅߩࠬࠗ࠼࠻ࡦࡊߩߎޔ㧡ߦޟޔᔅ
ⷐߦᔕߓዊఽ⑼ߩ⥃ᐥㆮવኾ㐷කߣ߽ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩㅪ៤ࠍขࠇࠆߢࠆޠ
ߢߪోޔὼ߇㆑߁ߣᕁ߁ࠎߢߔޕ
ޣᏀวޔߪޤಽ߆ࠅ߹ߒߚޕ
ޣ㜞↰ޔߪࠇߎޤᔅߕၮᧄޔේೣߘ߁ߢࠆߣ߁ߎߣޔߢࠇߘޕዊఽ⑼ߩ⥃ᐥㆮવኾ㐷කߣ↥
⑼ߩ⥃ᐥㆮવኾ㐷ක߇ᔅߕ㧞ੱࠆߌࠇߤ߽߽ߡߒ߁ߤޔ㚝⋡ߥߣ߈ߪߩߘޔᄖᵈߣ⸒
߹ߔ߆ߪߦ߈ߣߩߘޔ߽ߤࠇߌ߽ߡ߇ੱ߁߁ߘޔᔅߕዊఽ⑼߇ࠆߣ߁ߎ
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ߣ߇⚂᧤ߛߞߚߣᕁ߁ߩߢߩߘޔὐ⸓ࠇߎޔᱜߒߡߊߛߐޕ
ޣᏀวޤಽ߆ࠅ߹ߒߚޕ
ޣ㜞↰ߩߎޤ㑆ߢ᧤⚂ޔ߹ߞߡߚߩߢޕ
ޣᏀวޤಽ߆ࠅ߹ߒߚޟޕᔅⷐߦᔕߓޔߪߩ߁ߣޠ㒶ᕈߣߚߣ߈ߦߦ㑐ਈߒߥߊߡ߽
ߓ߾ߥ߆ߣ߁ߎߣߢޔᄙಽ߇ߣߎ߁߁ߘޔ߆ߣߛ∝ࡦ࠙࠳ߩߘޔಽ߆ߞߚߣ߈ߦ
ߪ㑐ਈߒ߹ߒࠂ߁ߣ߁ᗧߢߩᔅⷐߛߣᕁ߁ࠎߢߔߨߩߘޔߛߚޕㇱಽ߇ಽ߆ࠅߦߊ
ߌࠇ߫ࠇߒ߹ߔޕ
ޣ㜞↰ޕߨߔߢ߁ߘޤᬌᩏ೨߆ࠄ߽ޔᬌᩏࠍฃߌࠆߎߣߦࠃߞߡ߁߁ߘޔ㓁ᕈ߇ߡ߆ࠄᘓߡ
ࠆߩߢߪߥߊߡ߁߁ߤߪߩ߁ߣ∝ࡦ࠙࠳ޔᣇߢߔࠃߣ߁ߎߣࠍߡ⚿ޔዪޔฃ
ߌߡ߽↥ߣ߁ㆬᛯࠍߘߩㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍ߿ࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߆ࠄߡ߈ߡࠆ
ࠊߌߢߔࠃߨ࡞ࠦࠗ߇ࡦ࠙࠳߇ࠇߘޕਇᐘߢࠆߣ߁ࠃ߁ߥᗵⷡߣ㆑߁⇇߽ࠆ
ࠊߌߢߔࠃߨࠍߣߎߚߞ߁ߘޔࠄ߆ߛޕㆡᱜߦવ߃ߡ߿ࠆߚߦߪࠇߘޔࠅ߬ߞ߿ޔ
ࠍߡࠆዊఽ⑼ߢߥߊߡߪ⺑ߢ߈ߥߣᕁ߹ߔߩߢߩߎߘޔὐߪޔ೨ߩࠞ࠙ࡦ
ࡦࠣࠍߡߢߔߨޔᔅߕ⟵ോߣߒߡ߿ߞߡߚߛߊߣ߁ߎߣࠍ೨ߦ⚂᧤ߒߡߚ
ߛߚߩߢ߅㗿ߒߚߣᕁ߹ߔޕ
ޣᏀวޔߪޤಽ߆ࠅ߹ߒߚޕࠎߖ߹ߺߔޕ
ޣᷰㆺޤਭ↰వ↢ޕߙ߁ߤޔ
ޣਭ↰㧔ጊ᪸ᄢቇ㧕ޤጊ᪸ᄢቇߩਭ↰ߢߔߩޕኾ㐷කߩ┙႐ߣ߆ోޔὼߘ߁߁ߎߣߓ߾
ߥߊߡޔ᧪⊛ߥߎߣࠍߜࠂߞߣࠦࡔࡦ࠻߫ࠇ߈ߢޔߡߒߘޔవ↢ߩᓮᗧࠍુߚ
ࠎߢߔޕᤓᣣޔ㋈వ↢߽ߜࠂߞߣޔవ↢ߩ߅ࠍೋੱߩߎޔ㘃ㆮવቇળߢߪߚߊߐ
ࠎߎߩ㗴߇ߞߚߣᕁ߹ߔޕ㋈వ↢ߣ߽ߜࠂߞߣ߅ߒߒߚࠎߢߔߌࠇߤ߽৻ޔ
ᤓᣣߩᄛߩળ␠ߩᣇߩ⺑߿ߘߩේℂࠍ⠨߃ࠆߣޔᕟࠄߊ㧞㧝⇟߇㧟ᧄࠆߎߣߛߌߢ
ߪߥߊߡޔ㧝㧟ޔ㧝㧤߇㧟ᧄࠆߎߣߛߌߓ߾ߥߊߡߣߞ߽ޔᓸ⚦ߥ߽ߩ߇ޔ㧿㧺㧼߇
ಽ߆ࠆࠊߌߢߔ߆ࠄὐᄌ⇣߽ಽ߆ࠆߣᕁ߁ࠎߢߔޔߣࠆߔ߁ߘޕㆡᔕߪ◲ޔනߦߜࠂߞ
ߣⷐ⚂ߔࠆߣ↥ᇚੱ⑼ߩᚻࠍࠇࠆᤨઍ߇ᣧ᥅᧪ࠆߣ੍᷹ߢ߈ࠆࠎߓ߾ߥ߆ߣᕁ߁ࠎ
ߢߔ߫߃ޔࠅ߹ߟޕߩሶ߇ᄌ⇣ࠍᜬߞߡࠆሶ߇ᰴߩሶ߇ᔃ㈩ߢߩߘޔሶߩㆮવሶޔ
߅⣻ߩਛߢ⢝ఽߦㆮવሶᄌ⇣߇ⴕߞߡࠆ߆ߤ߁߆߽ߩߎޔᬌᩏߪᢎ߃ߡߊࠇࠆᣣ߇ߘ
ࠎߥߦ㆙ߊߥߊߡ᧪ࠆࠎߓ߾ߥ߆ߣᕁ߁ࠎߢߔߨޔߪ߈ߣ߁߁ߘޕᜂᒰකߣ߁ߩ
ߪᕟࠄߊዊఽ⑼ߦߥߞߡࠆࠎߢߪߥ߆ߣߪ߆߁ߤ߆ߢࠇߘޕಽ߆ࠄߥࠎߢߔ
ߌࠇߤ߽ޔߣޕหߓේℂߢ↵ᅚߩ߽◲නߦౝ⑼ߩవ↢ߥࠎ߆ߦࠃߞߡߥߐࠇࠆน
⢻ᕈ߽ࠆࠊߌߢߔࠃߨᦨޔࠄ߆ߛޕᓟߦవ↢߇ߥࠎߘޔవߩߎߣࠍ⸒ߞߡ߽ߒࠃ߁߇
ߥߩ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎߌߤᦨޔᓟߦవ↢߇߅ߞߒ߾ߞߚ↢೨⸻ᢿࠍߤߩࠃ߁ߦߞߡ
ߌ߫ߩ߆ߣ߁ߣߎࠈߩߘޔߡߊߥ߾ߓ⺰⼏ߩߌߛ⑼↥ޔవ߽〯߹߃ߡޔᛛⴚߩ
ㅴᱠߪ߽߁ߔߏߊߎࠇ߆ࠄ߽ㅴߣᕁ߹ߔߩߢޔవ↢ߩࠣ࡞ࡊߢߜߘࠍ⺰⼏߭ߗޔ
ࠄߩᣇะߦ߽ߡ߿ߞߡߞߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߒߚޕ
ޣᏀวߦࠇߘޤ㑐ߒߡߪޔ⥄りߢࠄࠇࠆߎߣߢߪߥࠎߢߔ߇ޔᅧᇚߪ⑼↥ࠅߪ߿ޔක߇
߈ߜࠎߣ⸻ࠆߣ߁ޔᒰὼߩߎߣߥࠎߢߔ߇∛ޔߡߒߘޔ᳇ࠍᜬߞߚሶଏߛߣ߆߁ߘޔ
߁ߎߣߦ㑐ߒߡߪޔዊఽ⑼ߩవ↢ߥࠅ⥃ߩߘޔᐥㆮવߣ߁߆ߩࠇߙࠇߘޔኾ㐷ක߇
⸻ࠆߣ߁ߢࠍߎߘޔㅪ៤ߒߡߊߣ߁ߎߣߒ߆ߥߣᕁ߁ࠎߢߔߨޔߡߒߘޕ
ߘߎࠍᄖߒߡߊߣޔౝ⑼ߩవ↢ߢ߽ޔᅧᆼߒߡߡ߽⥄ࠇߎޔࠈߒޔり߽ᧄޔᒰߩ
ߎߣࠍ⸒ߞߡߣߞߜ߈ޔ㖸ᵄߢޔㅳᢙ߽߈ߜߞߣߒߥߣޔߢߩߔߢߌࠊߥ߈ߢޔ
ߘߩㄝࠍ⊝ߐࠎ߇⼂ࠍᜬߞߡߚߛߊߣߣ߽ߦ߈ޔ߽ߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߁ࠅߪ߿ޔ
ߜߞߣ⍮ߒߡߊߣ߁ߎߣ߇㊀ⷐߥߎߣߛߣᕁ߹ߔ⥄ࠇߎޕりߪ⚿ޔዪߣߩޔ
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ߎࠈⷙߪߥߩߢ߁߁ߎޔᒻߦ߈ߜߞߣߒߡ⚩ߩߥࠎߺޔ჻දቯߒ߆ߥࠎߢߔߨޕ
ߘߩࡃ࠶ࠢ࠼ࠕߢࠅߎ߇ߣߎ߁ߣࠆ߿ߢⵣޔᓧࠆ߆߽ߒࠇߥࠍࠇߘޕ㒐߇ߥߣ
᧪⊛ߦߪᄢ߈ߥ㗴ߦߥࠆߣ߁ߎߣߢߪߣߎߩߘޔᣣ߽ߎ߁߁႐ߢߦࠎߐ⊝ޔ
ᧄᒰߦᓮදജࠍ߅㗿ߒߚࠄ߆ߛޕ㜞↰వ↢߇⸒ࠊࠇߚࠃ߁ߦ߈ޔߢߣߎ߁߁ߘޔ
ߜߞߣ⸒ߞߡߚߛߡޔዊఽ⑼߆ࠄ߽↥⑼ක߳ߩⷐᦸࠄ߆⑼↥ޔዊఽߩ߳⑼ߥޘ⦡ޔ
ⷐᦸࠍ߈ߜߞߣ߹ߣߡߊߒ߆ߥߣᕁ߹ߔޕ
ޣᷰㆺ⑼↥ޔߢߎߎޤᇚੱ⑼ቇળ߆ࠄޔᐔේవ↢ޕ߆߁ࠂߒߢߔ߹ߌߛߚ࠻ࡦࡔࠦޔ
ޣᐔේ㧔ᮮᵿᏒ┙ᄢቇ㧕ޤᮮᵿᏒ┙ᄢቇߩ↥ᇚੱ⑼ߩᐔේߢߔޕᏀวవ↢ޔߣߩߚߒࠈࠈޔ
ߎߩᣣ㑆߆ߢቇળߢߪߕߞߣ⼏⺰ߒߡߚߩߢߣߢࠇߘޔᕁ߁ࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔ
ၮᧄ⊛ߦߪޔᖱႎឭଏࠍߡㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍ߹ߕචಽߦߒߥߐޔࠄ߆ࠇߘޕ
ߣߪ⟠᳓ᬌᩏ߇ᔅⷐߛߣ߁ߩߪ߇ࠇߎޔᄙಽࠠࡢ࠼ߢേ߆ߑࠆࠍᓧߥߣ
߁ߎߣߦߥߞߡࠆࠎߢߔߨޕᣣᧄ↥⑼ᇚੱ⑼ቇળ߇ࠈࠈႎߢߡ߹ߔߌࠇߤ
߽ޔ࿁ޔขࠅ߃ߕߩߎޔᬌᩏ߇ߤ߁ㆇ↪ߐࠇࠆ߆ߦ㑐ߒߡߪ߆ࠦࡔࡦ࠻ࠍߔߣ
߁ߎߣߢ߿ߞߡ߹ߔੱޔߪߦࠇߎޕ㘃ㆮવቇળ߆ࠄ߽ዊఽ⑼ቇળ߆ࠄ߽ޔᐞߟ߆
ߩవ↢ᣇߦߡߚߛߡߩߎޔᬌᩏߦ㑐ߒߡߪߎ߁߁߰߁ߦߒࠃ߁ߣ߁ߢേ
ߡࠆ⎇ߪࠇߎޕⓥ⃰ߦኻߒߡ߽߽ߜࠈࠎ⸒߹ߔߒ␠ޔળߦኻߒߡ߽⸒߹ߒࠂ߁ߣ
߁ߎߣߢޔޔḰߒߡࠆߣߎࠈߢߔޕᄙಽ⎇ޔޔⓥ⃰ߪ㧝ᐕ㑆ߢ㧝㧜㧜㧜߆㧞
㧜㧜㧜ߦߒߚࠎߛߞߌ㧫
ޣᏀวᦨޤೋߪ㧞ᐕ㑆ߢ㧝㧜㧜㧜ߛߞߚࠎߢߔ߇ޔᄙಽߣߞ߽ߪࠇߘޔᣧߊߥࠆߣᕁ߹ߔޕඨ
ᐕߋࠄߢޕ
ޣᐔේޤᄙಽ⁁ߩޔߢࠇߎޔᴫ߆ࠄߔࠆߣޔฦੑචᢙᣉ⸳ߣߞߡ߽ߢߔߨߓ߹ߐߔޔ㔚
ߩวࠊߖ߇᧪ߡࠆࠎߢߔߨߪߥ߈ߢޔࠆ߈ߢ߇ߜߚੱߩߘޕߣߒߡࠍޔ⡞
ߡߍࠆߣ߁ੱ⊛⾗Ḯߪߪߢࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦߩߎޔߤߌߥ߾ߓ߽ߡߣޔኻᔕߒ
߈ࠇߥࠎߢߔߨⷞ߽ࠇߘޔࠄ߆ߛޕ㊁ߦࠇߚߢࠅߥ߁߰߁߁ߤޔᣇ߇߹ߕߪ
ߎߩᬌᩏߦ㑐ߒߡߩኻᔕ╷ߣߒߡߪᔅⷐ߆ߣ߁ߎߣࠍขࠅ߃ߕߔߣ߁߁ߘޔ
߁േ߈ߢ߿ߞߡ߹ߔޕ㧝㧝㧝㧟ᣣߦ㐿ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߣ߁ߩࠍᣣᧄ↥⑼ᇚੱ⑼ቇ
ળ߇ਥߒߡ߿ࠆߎߣߦߥߞߡ߹ߔޔߢߣߎ߁ߣߐߛߊߡ᧪߽ߢߚߥߤޔߪࠇߎޕ
ߘߎߢ߽ࠆ⒟ᐲߩ⼏⺰߽ߒ߹ߒࠂ߁ߣ߁ߎߣߦߥߞߡ߹ߔޔ߽ߡߒ߹ߒߦࠇߕޕ
ᤨὐߢߩߘޔ⢝ఽ HTGG㧰㧺㧭ߦ㑐ߒߡߩᬌᩏߣ߁ߩߪߩⴕޔᣣᧄ↥⑼ᇚੱ⑼ቇળ
ߩ↢೨ߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦߦ߽ᦠ߆ࠇߡ߹ߔޔߪࠇߎޕᣣᧄකቇળߩක≮ߦ㑐ߔ
ࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏ⸻ᢿߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦߦ߽ࠍࠇߘޔ߆߁ߣࠆࠍࠇߘޔㆩ
ߒߥߐߣᦠߡࠆߩߢߌߛࠇߎޔ߇ߔߢࠎߥߕߪߡࠇࠊⴕ߇ࠇߘߪߢⴕޔ
ߩᄢ㛍߉ߦߥߞߡࠆߩߢߥࠎߤޔᘒߦߥࠆ߆ಽ߆ࠄߥߣ߁ߎߣߥߩߢ․ޔᲑޔ
ߎ߁߁ࠃ߁ߥേ߈ߦߥߞߡࠆߣ߁ߎߣߢࠅ߹ߔޔ߇ߔ߹ࠅࠈࠈޕขࠅ
߃ߕޕߔ߹߈߅ߡߒߒ߅ߌߛࠇߘޔ
ޣᷰㆺߩߎޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤ㗴ߦ㑐ߒ߹ߒߡߪޔᣣߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩਛߢ߽ޔ
ߚߊߐࠎࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩෳട⠪߽߅ߢߦߥࠅ߹ߔߒ✚ߩߣߩߘޔว⸛⺰ߩ߶߁ߢ
߽⼏⺰ߒߡߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔޕᏀวవ↢ߦߪᣣߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩ߶߁ߦ߽ෳ
ടߚߛߌࠆߣ߁ߎߣߦߥߞߡ߅ࠅ߹ߔߩߢߩߘޔ߭ߗޔ႐ߢ߽ᓮ⸛⺰ߚߛߌࠇ߫
ߣᕁ߹ߔޕ
ޣ᎑ߣߞࠂߜޤㅊടߢޔㅳߩᦐᣣߛߞߚߣᕁ߁ࠎߢߔߌࠇߤ߽ߩߎߢ࠴ࠗߐޔ㗴߇ข
ࠅߍࠄࠇ߹ߒߡޔᘮᔕߩศᢎߣାᎺᄢቇߩ₹⋿ℂሶవ↢߇Ꮸߐࠇߡߣߩߘޔ
߈ߦߩ࠴ࠗߐޔᜂᒰ⠪߆ࠄోߦࠫࡍࡓࡎޔ࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߩࠕ࠼ࠬ
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を載せていいかどうかということの問い合わせをいただきましてＯＫを出しました。で
すから、各地域において、そのホームページを見て、あそこには維持機関会員の電話番
号も書かれていますから、それぞれの施設にお問い合わせが行く可能性があります。そ
の際に、やはり統一した情報が必要だろうということで、今回、急遽、こういうコーナ
ーを設けていただきました。やはりぶれない形で、今の状況というものを正しく、お問
い合わせいただいた方にはお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。
また、先ほど議論もありましたけれども、妊婦さんの血液で胎児の情報が分かるとい
うことで、これは産科診療にかかわらない問題ということもありますので、１１月１６
日に日本医学会の中に設立されております「遺伝子・健康・社会」検討委員会という私
が委員長を務めさせていただいておりますけれども、その会議には必ず髙久史麿会長も
御出席される会議が開かれます。そのときに産科婦人科学会の代表の方にも来ていただ
いて状況を御説明いただくことになっております。可能であれば、日本医学会としても
何らかのステートメントを出せるようにというふうな準備は進めております。
【渡邉】福嶋先生、ありがとうございました。先ほども申しましたように、明日の中では、そう
いう意味では、今年の中で固めるものを出さなくちゃいけない、この会議としても出さ
なくちゃいけないだろうと思われます。ですので、ぜひ、明日のこのワークショップも
ぜひよろしくお願いいたします。左合先生、ありがとうございました。（拍手）
【左合】それと、できるだけ皆さんに同じ資料を使えるような、できるような資料をなるべく早
急に使ってですね、もう、今日出したようなスライドを皆さんに使っていただけるよう
な形になるべくいたしますので、また、そのときは使っていただいてという形にします。
よろしくお願いします。
【司会】皆様、お疲れさまでした。以上をもちまして、第１日目のプログラムを終了いたします。
明日は９時半から会場を変えまして、日本医科大学大学院棟にてワークショップを開始
いたします。ワークショップの会場にお集まりください。
(１日目終了)
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ޔᓥߞߡޔ
ޟᰴઍࠪࠤࡦ
ࠨ߿Უⴊ↢೨⸻ᢿߦኻᔕߢ߈ࠆኾ㐷කߣቯㆮવࠞ࠙ࡦߩ㧔ㇱ㐷㧕ࠅ߇ᢛߞ
ߡߥߎߣࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢޔ߇ޠᓟߦⴕࠊࠇߚ✚ว⸛⺰ߩ႐ߢ߽ᜰ៰ߐࠇߚޕ

 ᧄࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍㅢߓߡޔෳട⠪ߩᄙߊ߇⥄りߩᄢቇ∛㒮ౝߦㆮવሶක≮ㇱ㐷ߩߜ┙ޟߍޠ
ᓟޔᐕߦ߽ࠊߚߞߡޟᱜᑼߥᣂ⸳ㇱ㐷∛ߊߴߔߣޠ㒮㐳߿ോᜂᒰ⺖ߦ߈߆ߌߡ߈ߚ߇ޔო
ߪෘߊޔㆃߡߒߣޘㅴࠎߢߥߎߣ߇ࠊ߆ߞߚߢ߹ࠇߎޔ߃߹߰ࠍࠇߎޕฦᣉ⸳ߢⴕߞߡ߈ߚ
ޢࡊ࠶ࠕࡓ࠻ࡏޡᣇᑼߢߪߥߊޔ
ޟㆮવሶක≮ㇱ㐷ߩᓎഀ㧔ౕ⊛ߦߪޔᲣⴊ↢೨⸻ᢿᰴ
ઍࠪࠤࡦࠨක≮ࡈࠔࡑࠦࠥࡁࡒࠢࠬㆮવሶ⸃ᨆ⎇ⓥߩߚߩㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣක
ቇㇱㆮવᢎ⢒㧕ࠍᜂ߁ㇱ㐷߇ߥߣߎࠇ߆ࠄߩᄢቇ∛㒮ᬺോߪߚߜ߆ߥߊߥࠆߎߣࠍޠᩮࠍ
ឭ␜ߒߡޔฦᄢቇ∛㒮ߩ∛㒮㐳ࠍേ߆ߒోߦࠄߐޔ࿖∛㒮㐳ળ⼏∛ޔ㒮⹏ଔᯏ᭴ޔᜂᒰ⋭ᐡߦ
߈߆ߌࠆޢࡦ࠙࠳ࡊ࠶࠻ޡᣇᑼߢᱜᑼ⸳⟎ࠍߑߔߎߣ߇⾫ߢࠅޟߪᦼᤨߩߘޔᲣⴊ↢
೨⸻ᢿࠍ߈ߞ߆ߌߦ࿖᳃⊛⼏⺰߇ߥߐࠇߡࠆޔࠅߢޠᓥߞߡޔ
ోޟ࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ
⼏߆ࠄޔㆮવሶක≮ㇱ㐷ߦ⸳⟎ߩᔅⷐᕈߦߟߡోޔ࿖∛㒮㐳ળ⼏ߦᢥᦠߢߒߡߚߛ߈ߚޠ
ߣߩ⼂ࠍෳട⠪ోຬ߇ߒߡޕߚߒੌ⚳ߪࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢᧄޔ
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ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧞㧕ㆮવකቇᢎ⢒
ࠦ࠺ࠖࡀ࠲㧦ᰞ ᤩᵗ㧔ାᎺᄢቇ㧕
ᦠ⸥㧦ᴡ ℂᕺ㧔ାᎺᄢቇ㧕
ෳട⠪㧦13 ฬ
ෳടᣉ⸳㧦11 ᣉ⸳
ᣩᎹක⑼ᄢቇ㧘╳ᵄᄢቇ㧘ජ⪲ᄢቇ㧘Ꮲ੩ᄢቇ㧘ᣂẟᄢቇ㧘ାᎺᄢቇ㧘੩ㇺᄢቇ㧘
ᐶක⑼ᄢቇ㧘㜞⍮ᄢቇ㧘⾐ᄢቇ㧘ᢥㇱ⑼ቇ⋭ࠗࡈࠨࠗࠛࡦࠬ⺖
ᧄࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢߪ㧘એਅߩౝኈߢㅴⴕߐࠇߚ㧚
ߩࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢޣౝኈޤ
㧝㧚ߪߓߦ 㧖⾗ᢱԘෳᾖ
㧞㧚කቇㇱත೨ㆮવකቇᢎ⢒ࡕ࠺࡞ࠞࠠࡘࡓ㧔᩺㧕ߩᬌ⸛ 㧖⾗ᢱԙෳᾖ
㧟㧚ឭ␜ߔࠆࠬ࠲ࡦ࠳࠼ߥኅ♽࿑ߩឬ߈ᣇߩᬌ⸛ 㧖⾗ᢱԚෳᾖ
㧠㧚ㆮવකቇᢎ⢒ߦߟߡߩ㗴ឭଏ㧔ᣩᎹක⑼ᄢቇᢎ⢒ࡦ࠲ ⫣↰వ↢㧕

̪⾗ᢱԛෳᾖ
㧡㧚ߘߩઁ㧔ⷐᦸߥߤ㧕
㧝㧚ߪߓߦ
 ࡅ࠻ࠥࡁࡓㆮવሶ⸃ᨆ⎇ⓥߩᕆㅦߥㅴዷߦࠃࠅ㧘ㆮવකቇߩၮᧄ⊛ߥ⍮⼂߿ㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ
ㆡಾߥታᣉ㧘ㆮવᖱႎߩㆡಾߥขᛒߪ㧘ࠄࠁࠆ㗔ၞߩකᏧߦߣߞߡਇนᰳߥ߽ߩߣߥߞߡ߈
ߚ㧚
ࠊ߇࿖ߩකቇත೨ᢎ⢒ߦߟߡߪ㧘
ޟකቇᢎ⢒ࡕ࠺࡞ࠦࠕࠞࠠࡘࡓ㧔ࠦࠕࠞ㧕ޠ
߇㐿ߐࠇߡ߅ࠅ㧘කቇ↢߇තᬺ߹ߢߦᦨૐ㒢りߦઃߌࠆߴ߈ጁୃౝኈ߇ឭ␜ߐࠇߡࠆ㧚ߒ߆
ߒߥ߇ࠄ㧘ࠦࠕࠞߦ߅ߡขࠅߍࠄࠇߡࠆㆮવකቇ㑐ㅪ㗔ၞߪ㧘ਥߦ↢ൻቇ⊛ߥㆮવቇߦ
ߣߤ߹ߞߡ߅ࠅ㧘ㆮવᖱႎࠍㆡಾߦขᛒ㧘ᖚ⠪߿ኅᣖߦኻߔࠆㆡಾߥක≮ߩឭଏߦߟߥߍࠆߣ
߁㧘⥃ᐥㆮવቇ⊛ߥⷞὐ߇චಽߢߪߥ㧚߹ߚㆮવሶߩޟᄌൻޟ߇ޠᏅߊߥߪߢޠ㧘∔ᖚ
ේ࿃ߣߒߡߣࠄ߃ࠄࠇ㧘
ޟᱜᏱ⇣ޟߣޠᏱߩޠኻᲧߣ߁ⷞὐߦ߈߇ߜߢࠆ㧚ࠦࠕࠞߦߟ
ߡߪ㧘ߎࠇ߹ߢߦ߽ᣣᧄੱ㘃ㆮવቇળߩᢎ⢒ផㅴᆔຬળ߿ᣣᧄㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣቇળߩᢎ⢒㑐
ㅪᆔຬળࠍਛᔃߦ㧘ᡷ⸓ߩ㓙ߦ⥃ᐥㆮવቇ⊛ᢎ⢒ౝኈࠍᤋߔߴߊขࠅ⚵ߺ߇⛯ߌࠄࠇߡ߈ߚ߇㧘
ᱷᔨߥ߇ࠄ߹ߢߩᡷ⸓ߢߪ㧘ߎ߁ߒߚദജ߇⚿ታߔࠆߦߪ⥋ߞߡߥ㧚㧔⾗ᢱԘ㧦H22 ᐕ

ᐲߩࡕ࠺࡞ࠦࠕࠞࠠࡘࡓᡷ⸓ᤨߦੱ㘃ㆮવቇળᢎ⢒ផㅴᆔຬળ߇ᡷ⸓᩺ߣߒߡឭ␜ߒߚ
߽ߩࠍḰߒߚᤨߩᬺࡊࡠࠬ㧚ਅ✢ㇱ߇ട╩ୃᱜߒߚ▎ᚲ㧚㧕
ߎ߁ߒߚ⁁ᴫߩਛߢ㧘⸥ቇળᆔຬળߪ㧘ᓟ߽ࠦࠕࠞᡷ⸓ߦะߌߚขࠅ⚵ߺࠍ⛯ߌߡߊ
৻ᣇߢ㧘ࠊ߇࿖ߩකቇㇱቇ↢߇තᬺ߹ߢߦୃᓧߔߴ߈ㆮવකቇߩౝኈࠍ␜ߒߚ⁛⥄ߩࠞࠠࡘ
ࡓ᩺ࠍᚑߒ㧘ో࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߣߩㅪฬߢߔࠆᣇ㊎ߣߒߚ㧚
ᧄࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߦ߅ߡ㧘⸥ቇળߩࡢࠠࡦࠣࠣ࡞ࡊࡔࡦࡃ߇೨ߦᚑߒߚࠞࠠ
ࡘࡓ᩺ߦߟߡߏෳടߩవ↢ᣇ߆ࠄߏᗧࠍߚߛ߈㧘ߐࠄߦߪో⸛⺰ࠍ⚻ߡ㧘ᦨ⚳᩺ࠍ
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ᚑߒߚߣ⠨߃ߡࠆ㧚
 ߘߩઁ㧘ᣩᎹක⑼ᄢቇᢎ⢒ࡦ࠲ߩ⫣↰వ↢ߦㆮવකቇᢎ⢒ߦߟߡߩ㗴ឭଏ߿㧘ㆮવᢎ
⢒ߦߟߡߩ⁁ߦߟߡᖱႎ឵߇᧪ࠇ߫ߣ⠨߃ߡࠆ㧚
㧞㧚කቇㇱත೨ㆮવකቇᢎ⢒ࡕ࠺࡞ࠞࠠࡘࡓ㧔᩺㧕ߩᬌ⸛
ቇળ㧘ᆔຬળ╬ߢ߹ߢߦᬌ⸛ߒߡ߈ߚ᩺㧔120926 ᩺㧕ࠍ߽ߣߦᦝߥࠆᬌ⸛ࠍⴕߞߚ㧚
ᄢ㗄⋡ޟ
㧔㧝㧕ࠥࡁࡓߣㆮવሶޠ
㧘ޟ
㧔㧞㧕ࠥࡁࡓߩᄙ᭽ᕈߣ∔ᖚߪޠၮ␆ᢎ⢒ߢᛒࠊࠇߡࠆ߽
ߩߢ㧘ߨⴕߩࠦࠕࠞࠍᤋߒߡࠆ㧚ޟ
㧔㧟㧕⥃ᐥߦ߅ߌࠆㆮવᖱႎߩᵴ↪ࠕࠦߩⴕߪޠ
ࠞߦߪ⋓ࠅㄟ߹ࠇߡߥㇱಽߥߩߢ㧘లታߐߖߚ▎ᚲߢࠆ㧚ਛ㗄⋡ߩᢥ⸒߿ዊ㗄⋡㧔ࠠ
ࡢ࠼㧕ߦߟߡߏᗧࠍߚߛ߈ߚ㧚
z

ᄢ㗄⋡㧔㧝㧕߇ᱜᏱߦⴕࠊࠇࠆ߽ߩ㧘
㧔㧞㧕ߪᄌ⇣߇ߎߞߚ߽ߩߛߣߔࠆߣ㧘ᨴ⦡⇣Ᏹߪ
ߤߎߦࠇߚࠄࠃߩ߆㧫
Æ

ᄢ߹߆ߥࠦࡦࡊ࠻ߣߒߡ㧘৻ߩਛߢߩ↢⽎ߣߒߡߩࠥࡁࡓࠍࠇߚߩ߇㧔㧝㧕
㧘
㓸࿅ㆮવቇ⊛ߥⷐ⚛ߣߒߡᄙ᭽ᕈߣ߁ࠠࡢ࠼ߩਛߢᝒ߃ߚ߽ߩ߇㧔㧞㧕
㧘⥃ᐥㆮવ
ቇ⊛ౝኈࠍ㧔㧟㧕ߦߒߡࠆ㧚


ᄢ㗄⋡㧔㧝㧕ࠥࡁࡓߣㆮવሶ
ਛ㗄⋡䋨120926 ᩺㧕㩷

ዊ㗄⋡㩿䉨䊷䊪䊷䊄䋩㩷

㪈㪀㩷 䉭䊉䊛䈫ㆮવሶ䈱㑐ଥ䈏⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷

㪉㪀㩷 ᨴ⦡䈱᭴ㅧ䉕⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷

㪊㪀㩷 㪛㪥㪘 䈱วᚑ䋬ⶄ䈫ୃᓳ䉕⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷

㪋㪀㩷 㪛㪥㪘 䈎䉌 㪩㪥㪘 䉕⚻䈩䉺䊮䊌䉪⾰วᚑ䈮⥋䉎ㆮવᖱ
ႎ䈱ᄌ឵ㆊ⒟䉕⺑䈪䈐䉎䋮㩷
㪌㪀㩷 䊒䊨䊝䊷䉺䊷䋬ォ౮࿃ሶ䋬䉪䊨䊙䉼䊮᭴ㅧ䈭䈬䈮䉋
䉎ㆮવሶ⊒䈱⺞▵䉕⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷
㩷㩷

㪍㪀㩷 䊚䊃䉮䊮䊄䊥䉝䉭䊉䊛䈱․ᓽ䈏⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷

㪎㪀㩷 䉣䊏䉳䉢䊈䊁䉞䉪䉴䈱ᔨ䈮䈧䈇䈩⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷

㪏㪀㩷 ㆮવሶ⸃ᨆᛛⴚ䈱ⷐ䉕⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷

ޟ
㧔㧝㧕ࠥࡁࡓߣㆮવሶߪޠၮ␆කቇᢎ⢒ߢᛒࠊࠇࠆ߽ߩ㧔ၮ␆ߩℂ⸃㧕ߢ㧘ߩਛߩࠥࡁࡓ
ߣ߁⠨߃ߦߥߞߡࠆ㧚
⼏⸛ޣ㗄ޤ
z

ㆮવሶ⸃ᨆᛛⴚߪ߹ߢ PCR ߩߺߛߞߚߩ߇㧘ㆮવሶ⸃ᨆᛛⴚో⥸ߦࠊߚࠅขࠅᛒࠊࠇߡ
ࠆߎߣ㧘ኅ♽࿑߇ߎߎߢขࠅߍࠄࠇߚߎߣߪ㕖Ᏹߦᄢ߈ߥߎߣߛߣᕁ߁㧚
Æ

ㆮવሶ⸃ᨆᛛⴚߪ PCR ߩߺ߇↪⺆ߣߒߡขࠅߍࠄࠇߡߚ㧚ฦ⒳ㆮવሶ⸃ᨆᛛⴚߩਛ
ߩ৻ߟ߇ PCR ߣ߁ߎߣߢ㧘ࠃࠅ൮⊛ߦฦ⒳⸃ᨆᛛⴚࠍቇ߱ߎߣࠍ᳞ߚ㧚

z

✢ߣ DNA ߩ㑐ଥߦߟߡ㧘߈ߜࠎߣᦠ߆ࠇߚ㗄⋡߇ᛮߌߡࠆ㧚⚡ᄖ✢㧘ᵴᕈ㉄⚛߽
ߡ㧘
ޟDNA ߩ៊்߇⪲⸒߁ߣޠᛮߌߡࠆ㧚
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Јޟ㧠㧕DNA ߩวᚑ㧘ⶄߣ៊்㧘ୃᓳࠍ⺑ߢ߈ࠆ㧚ߦޠᄌᦝ
z

ᦨㄭߪ↢ൻቇߢᛒ߁㗄⋡߇⤘ᄢߢ㧘ⷞ㊁߇ molecular ߩᣇߦⴕߞߡ߅ࠅ㧘ᨴ⦡ߩ᭴ㅧߦߟ
ߡߪ㧘ቇ↢߇ᐕޘ⍮ࠄߥߊߥߞߡ߈ߡࠆ㧚
ޟ㧞㧕ᨴ⦡ߩ᭴ㅧࠍ⺑ߢ߈ࠆߩޠዊ㗄⋡ߦ
ⶄ߿ߤ߁ߒߡ⇣Ᏹ߇ߎࠆߩ߆㧘ߘߩࡔࠞ࠾࠭ࡓߥߤࠍࠇߡߪߤ߁߆㧚
Æ

↥⑼ቇߢߪ⊒↢ቇߦߟߡߪ߹ࠅ⸅ࠇߕ㧘⸃೬ቇ߿↢ൻቇߢᛒࠊࠇߡࠆ㧚ߎߞߡ
ࠆ⽎ߦߟߡߪߒ߇㧘ߤ߁߁ේℂߢߎߞߡࠆߩ߆ߦߟߡߪࡉ࠶ࠢࡏ
࠶ࠢࠬߦߥߞߡࠆ㧚

Æ

⸃೬ቇߣ⊒↢ቇ߇ࡦࠢߒߡߥߣᢎ⢒႐ߢᗵߓࠆߎߣ߇ࠆ㧚

Јޟ㧟㧕ᨴ⦡ߩ᭴ㅧࠍ⺑ߢ߈ࠆߩޠዊ㗄⋡ߦ⊒↢ቇߩၮᧄ㧘ᷫᢙಽⵚ㧘⚦⢩ಽⵚ㧘ォ
ᐳࠍࠇࠆ
z

Genotype-phenotype correlation ߪߤߎߦࠇࠆ߆㧫
Æ

ⴕߩࠦࠕࠞޟC කቇ৻⥸㧔㧞㧕↢ߩᦨዋන㧙⚦⢩ ޣㆮવሶߣᨴ⦡ߦޠޤ
ᤋߪߐࠇߡࠆ㧚ࡕ࠺࡞ࠞࠠࡘࡓߣߔࠆߥࠄ߫㧘ࠇߡ߅ߚᣇ߇⦟㧚

Æ

ࡕ࠺࡞᩺ోߢ㧘ᢎ⢒ߩਛߩၮ␆߆ࠄ⥃ᐥࠍߚㆮવකቇᢎ⢒ో⥸߇ࠊ߆ࠆ߽ߩߦߒ
ߚ㧚

Ј⚦ޟ⢩ᦼ㧘⚦⢩ಽⵚ㧘ㆮવሶߣᨴ⦡ߩ㑐ଥࠍ⺑ߢ߈ࠆᦨࠍޠೋߦࠇࠆ
z

ⴕߩࠦࠕࠞߦࠆ߽ߩߪࠊ߆ࠆࠃ߁ߦࠕࠬ࠲ࠬࠢߥߤࠍߟߌߡ߅ߊߣࠃ㧚

z

ࠛࡇࠫࠚࡀ࠹ࠖࠢࠬߩዊ㗄⋡ߣߒߡ㧘DNA ࡔ࠴࡞ൻ㧘ࡅࠬ࠻ࡦୃ㘼ߪᄖߖߥ㧚

z

ࠛࡇࠫࠚࡀ࠹ࠖࠢࠬߩ㗅⇟ߪࡒ࠻ࠦࡦ࠼ࠕߩᓟ߇ࠃ㧚

z

de novo ߩ mutation ߇߈ߡߊࠆࡔࠞ࠾࠭ࡓߪ㧔㧝㧕ߩߤߎߦߞߡߊࠆ߆㧫
Æ

㧔㧝㧕߇ᱜᏱ✬ߢ㧘㧔㧞㧕߇⇣Ᏹ✬ߣℂ⸃ߔࠆߣ㧘
㧔㧝㧕㧟㧕ⶄߢ߅ߎࠆ↢ൻቇ⊛ࠛ
ߦኻߔࠆୃᓳߩߎߣࠍᜰߒߡࠆߣᝒ߃㧘✢߿⚡ᄖ✢ߥߤߪ⇣Ᏹߦㄭߊߥࠆߣᕁ
߁㧚ᄌൻߩߎߣࠍ㧔㧝㧕ߦ⋓ࠅㄟߣ㧘
㧔㧝㧕ߩઁߩ㗄⋡ߦ߽ᄌൻߩߎߣ߹ߢⷞ㊁ࠍᐢߍ
ߥߣߌߥߛࠈ߁ߒ㧘∛᳇ߩේ࿃ߣߥࠆᄌൻࠍ㧔㧞㧕ߦ⋓ࠅㄟߩߥࠄ߫㧘
ࡓࡁࠥޟ
ߩᄙ᭽ᕈߩಽሶᯏ᭴ߩޠ㗄⋡ߢᛒߞߚᣇ߇ࠃߩߢߪߥ߆㧫

Æ

㧟㧕⚡ᄖ✢㧘ᵴᕈ㉄⚛ߦࠃࠆ DNA ߩ៊்߿ୃᓳߪ㧘⚦⢩ߩਛߢᣣߏߊߏࠆߡ߈ޘ
ߊࠅ᧪ࠅߥᣣᏱߩ↢ℂ⽎ߣߒߡ㧔㧝㧕ߢࠃ߆ߣᕁߞߡࠆ㧚✢ߦ㑐ߒߡߪ㧘
࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗߥߤߩⅣႺߣߒߡߩ․ᱶᖱߦ㒢ߞߚߎߣߢߪߥߊ㧘᥉Ბᚒߪޘ✢
ࠍᶎ߮㧘៊்ߪ߈ߡࠆ߇㧘ߘࠇߪᱜᏱߥୃᓳᯏ᭴߇ߡߦߪߩᓇ㗀߽ਈ߃
ߥߣߞߚ᥉Ბ߈ߡࠆ⽎ࠍቇ߱ߣ߁㘑ߦᝒ߃ߡࠆ㧚

Æ

᥉Ბ߈ߡࠆ⽎ߩ৻ㇱ߇ pathological ߦߥࠆ㧚ߤߎߢ⇣Ᏹߩߎࠆࡔࠞ࠾࠭ࡓࠍ⺑
ߔࠆ߆㧫㧔㧝㧕ߩၮ␆⊛ߥߣߎࠈߢᢎ߃ࠆߣ㧘ߘߩ⚿ᨐߤ߁ߥࠆߩ㧫ߣ߁⇼߇
ࠅ㧘ߘ߁ߔࠆߣ phenotype ߦࠅㄟࠎߢ㧘
㧔㧞㧕ߦߞߡߒ߹߁㧚

Æ

ᱜᏱߣ⇣Ᏹߪ✢ᒁ߈᧪ߥߣ⊒ߒߡࠆߩߢ㔍ߒ㧚ᕟࠄߊᢎ߃ᣇߛߣᕁ߁㧚ᢎ߃ߡ
߶ߒ㧘ቇࠎߢ߶ߒ㗄⋡ߢࠆߩߢ㧘৻㗄⋡৻㗄⋡ߢቢ⚿ߢߪߥߊ㧘ࠪ࠭ߦߥߞ
ߡᵹࠇߡߊߣᕁ߁㧚႐ߢߩࡈࠠࠪࡆ࠹ࠖߩ㗴ߦߥࠆߣᕁ߁㧚

ᄢ㗄⋡㧔㧞㧕ࠥࡁࡓߩᄙ᭽ᕈߣ∔ᖚ
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ਛ㗄⋡䋨120926 ᩺㧕㩷

ዊ㗄⋡㩿䉨䊷䊪䊷䊄䋩㩷

㪈䋩㩷 䉭䊉䊛䈱ᄙ᭽ᕈ䈮ၮ䈨䈒䈱ᄙ᭽ᕈ䈮䈧䈇䈩⺑
䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷

㪉䋩㩷 ㆮવⷐ࿃䈫ⅣႺⷐ࿃䈱㑐ㅪ䈮䈧䈇䈩⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷

㪊㪀㩷 ㆮવሶ䈱ᄌ⇣䈮䈧䈇䈩⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷

㪋䋩㩷 ↢ᱺ⚦⢩♽䈫⚦⢩䋬䈠䉏䈡䉏䈮䈍䈔䉎ㆮવሶᄌ
⇣䊶ᨴ⦡⇣Ᏹ䈱⋧㆑ὐ䉕⺑䈪䈐䉎䋮㩷
㪌䋩㩷 䊜䊮䊂䊦ㆮવ䈱䋳䈧䈱᭽ᑼ䉕⺑䈪䈐䋬ઍ⊛䈭ㆮવ
∔ᖚ䉕䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷
䊜䊮䊂䊦ㆮવ䈱ᴺೣ䉕ੂ䈜ⷐ࿃㪑ᶐㅘ
₸䋬䊃䊥䊒䊧䉾䊃䊥䊏䊷䊃䋬ᶐㅘᐲ䋬
ᐲ䋬ଦㅴ㩷

㪍䋩㩷 㓸࿅ㆮવቇ䈱ၮ␆䈮䈧䈇䈩⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㪟㪸㫉㪻㫐㪄㪮㪼㫀㫅㪹㪼㫉㪾㩾㫊㩷㫃㪸㫎㩷

䋷䋩㩷 ᨴ⦡⇣Ᏹ䈮䉋䉎∔ᖚ䈱ਛ䈪ਥ䈭䉅䈱䉕䈕䋬⺑
䈪䈐䉎䋮㩷
㪏䋩㩷 ᄙ࿃ሶㆮવ䈮䉋䉎∔ᖚ䊶⾰䉕䈚䋬䈠䈱․ᓽ䉕⺑
䈪䈐䉎䋮㩷
㪐䋩㩷 ⮎䈱ലᕈ䉇ోᕈ䈫䉭䊉䊛䈱ᄙ᭽ᕈ䈫䈱㑐ଥ䉕
⺑䈪䈐䉎䋮㩷
㪈㪇䋩㩷 䈱⊒↢⇣Ᏹ䈮䈍䈔䉎ㆮવⷐ࿃䈫ⅣႺⷐ࿃䈱㑐
ଥ䉕⺑䈪䈐䉎䋮㩷
㪈㪈㩷 䋩㕖䊜䊮䊂䊦ㆮવ䈱ᒻᑼ䉕䈫䉎ਥ䈭∔ᖚ䈮䈧䈇䈩䈠䈱
ᯏᐨ䉕⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷
ㆮવሶᄙဳ䋬∔ᖚᗵฃᕈㆮવሶ㩷
䊐䉜䊷䊙䉮䉭䊉䊚䉪䉴㩷
㩷㩷
䊚䊃䉮䊮䊄䊥䉝ㆮવ䈮䉋䉎∔ᖚ㩷
㪧㪮㪪 䉇 㪙㪮㪪 䈭䈬䈱 㪜㫇㫀㪾㪼㫅㪼㫋㫀㪺㫊 ∔ᖚ㩷
㪫㫉㫀㫇㫃㪼㫋㩷㫉㪼㫇㪼㪸㫋 ∛㩷

ߩᄙ᭽ᕈߣ߁ㇱಽߦὶὐࠍᒰߡ㧘⥃ᐥ႐ߢߩㆮવක≮ߣၮ␆⊛ߥℂ⸃ߩᯅᷰߒߦߥࠆ
ࠃ߁ߥࠦࡦ࠹ࡦ࠷ߣ߁ߎߣࠍᗐቯߒߡ߹ߢḰߒߡ߈ߚ㧚㗄⋡ߩਗ߮ᣇߢ㧘ᢎ߃ࠆ߿ቇ↢
ߪࠗࡔࠫࠅࠍߔࠆߩߢ㧘㗄⋡ߩ㗅⇟߽㊀ⷐߢࠅ㧘ߏᗧࠍߚߛ߈ߚ㧚
⼏⸛ޣ㗄ޤ
ޟ㧟㧕ㆮવሶ䈱ᄌ⇣䈮䈧䈇䈩⺑䈪䈐䉎䋮䇹
z

ޟㆮવሶߩᄌ⇣߇ࠃߪߡߒߣ⪲⸒ߪޠ㧘᩺ᚑᤨߦߪᄌ⇣ߣߒߡߩ⟎ߠߌߩࠦࡦࡊ࠻
ߪ߹ࠅᢛℂߐࠇߡߥ߆ߞߚ㧚ᄌ⇣ߪ㧘ᰳᄬ߿㊀ⶄࠍቇ߫ߖࠆߩ߆㧘variation ߩ৻ㇱߣ
߁⟎ߠߌߦߔࠆߩ߆㧫

z

ㆮવሶߩᄌ⇣㧩mutation ߣߔࠆߣ㧘
ޟ㧝㧕ࠥࡁࡓߩᄙ᭽ᕈߦၮߠߊߩᄙ᭽ᕈߦߟߡ⺑
ߢ߈ࠆߦޠᒰߒߥ߆㧫Variation ߩਛߦ mutation ߽ࠆߣᕁ߁㧚
ޟ㧟㧕ㆮવሶߩᄌ⇣
ߦߟߡߪޠࠍኻ⽎ߦߒߡࠆߩ߆ࠊ߆ࠄߥ㧚

z

ⴕߩࠦࠕࠞߩ᭽ߦ Pathological ߣ non-pathological ߣࠍ෩ኒߦࠊߌࠆߎߣߩࠕࡦ࠴࠹
ߢ߽ࠆ㧚
ޟ㧟㧕ㆮવሶߩᄌ⇣ߦߟߡߩޠ႐ᚲ߇ߒߞߊࠅߎߥ㧚ߩ㗴ߥߩ߆߽
ߒࠇߥ߇㧘ᶋߡߒ߹ߞߡࠆ㧚

z

Mutation ߩᛒ߇㔍ߒ㧚
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Ј㧝㧕ࠥࡁࡓߩᄙ᭽ᕈߩಽሶᯏ᭴ߦߟߡ⺑ߢ߈ࠆ㧔ᄌ⇣߆ࠄᄙ᭽ᕈ߹ߢ㨧Ⴎၮ⟎឵߆ࠄ
SNP ߹ߢ㨩ోߡࠆ㧕㧘㧞㧕ࠥࡁࡓߩᄙ᭽ᕈߦၮߠߊߩᄙ᭽ᕈߦߟߡ⺑ߢ߈ࠆ
㧔genotype-phenotype㧕ߣߒ㧘ޟㆮવሶᄌ⇣ߦߟߡ⺑ߢ߈ࠆߩޠ㗄⋡ࠍ㒰ߔࠆ㧚
ޟ㧠㧕↢ᱺ⚦⢩♽䈫⚦⢩䋬䈠䉏䈡䉏䈮䈍䈔䉎ㆮવሶᄌ⇣䊶ᨴ⦡⇣Ᏹ䈱⋧㆑ὐ䉕⺑䈪䈐䉎䋮䇹
z

↢ᱺ⚦⢩♽ߣ⚦⢩ߩᔨࠍቇ↢ߦᢎ߃ࠆߩ߇㔍ߒ㧚ᔨߣ∔ᖚߣਔᣇ߇⋓ࠅㄟ߹ࠇߡ
ࠆߩߢ㧘߽߁ዋߒࠪࡦࡊ࡞ߦߒߚᣇ߇ࠃߣᕁ߁㧚ㆮવሶᄌ⇣ᨴ⦡⇣Ᏹߥߤߩౝኈߪ
ዊ㗄⋡ߦߞߡ߽ࠃߩߢߪߥ߆㧫↢ᱺ⚦⢩♽㧘⚦⢩ߣߖߕ㧘↢ᱺ⚦⢩♽ᄌ⇣㧘
⚦⢩ᄌ⇣ߣߒߥߣቇ↢߇ᷙੂߔࠆ㧚
Ј↢ޟᱺ⚦⢩♽ᄌ⇣ߣ⚦⢩ᄌ⇣ߩ⋧㆑ὐࠍ⺑ߢ߈ࠆ㧚ߦޠᄌᦝ

ޟ㧡㧕ࡔࡦ࠺࡞ㆮવߩ㧟ߟߩ᭽ᑼ߇⺑ߢ߈㧘ઍ⊛ߥㆮવ∔ᖚࠍߢ߈ࠆ㧚ޠ
z

ޟઍ⊛ߥ∔ᖚߩߪޠ㧘ⴕߩࡕ࠺࡞ࠦࠕߦ߽ࠅ㧘⋥ߐߕߦࠃ߽ߩߪߥࠆߴߊߘߩ
߹߹ߦߒߡࠆߩߢ㧘ߎߩ⸒⪲ߦߒߡࠆ㧚ࡔࡦ࠺࡞ㆮવߩ㗄⋡ߩߣߎࠈߩߺ㧘ዊ㗄⋡߇ᄙ
ߊߥߞߡ߅ࠅ㧘Ბ㓏ߢߪࡔࡕߣߒߡߍߡࠆ⁁ᘒߢ㧘ߕࠇᢛℂߒߚ㧚

ޟ㧢㧕㓸࿅ㆮવቇߩၮ␆ߦߟߡ⺑ߢ߈ࠆ䋮ޠ
z

ࡔࡦ࠺࡞ㆮવߣߒߡߩ㓸࿅ㆮવቇߩ㗄⋡߇᰼ߒ߆ߞߚߩߢ㧘ࡔࡦ࠺࡞ㆮવߩᰴߦ㓸࿅ㆮવቇ
ߩ㗄⋡ࠍࠇߚ߇㧘㗅⇟߇ߒߞߊࠅߎߥ㧚

z

ࡔࡦ࠺࡞ߩ 3 ߟߩ᭽ᑼ㧘ࡒ࠻ࠦࡦ࠼ࠕ㧘ࠛࡇࠫࠚࡀ࠹ࠖࠢࠬߩᓟߦ㓸࿅ㆮવቇߩ㗅ߢᢎ߃
ߡࠆ㧚㓸࿅ㆮવቇߣ㕖ࡔࡦ࠺࡞ㆮવߩ㗄⋡ࠍࠇᦧ߃㧘㓸࿅ㆮવቇࠍᦨᓟߦߒߡߪߤ߁߆㧫
ࡔࡦ࠺࡞ㆮવߩᰴߦ㕖ࡔࡦ࠺࡞ㆮવߣߒߥߣ㧘ኻᾖ⊛ߦ⸃ࠅߦߊ㧚

z

㑐ㅪߒߡ 11㧕㕖ࡔࡦ࠺࡞ㆮવߩዊ㗄⋡ߦ Triplet repeat ∛߽ࠇߡࠆ߇㧘ᔨ㗡ߦ⟎ߡ
ࠆߩߪ㧘ࠛࡇࠫࠚࡀ࠹ࠖࠢࠬ㧘ࡒ࠻ࠦࡦ࠼ࠕߩߎߣߢࠆ㧚
Јࡔࡦ࠺࡞ㆮવ㧘㕖ࡔࡦ࠺࡞ㆮવߩ㗅ߣߒ㧘ᦨᓟߦ㓸࿅ㆮવቇߣߔࠆ㧚

z

ޟ㧞㧕ㆮવⷐ࿃ߣⅣႺⷐ࿃ߩ㑐ㅪߦߟߡ⺑ߢ߈ࠆߣޠ㧘
ޟ㧝㧜㧕⊒↢⇣Ᏹߦ߅ߌࠆㆮ
વⷐ࿃ߣⅣႺⷐ࿃ߩ㑐ଥࠍ⺑ߢ߈ࠆߩޠ㆑ߪ㧫
Æ

㧞㧕ߪᄙ࿃ሶ∔ᖚ㧘㧝㧜㧕⊒↢⇣Ᏹ㧔వᄤᄸᒻ㧕߇ᔨ㗡ߦ⟎߆ࠇߡ߅ࠅ㧘㧝㧜㧕ߪࡕ࠺
࡞ࠦࠕ㧔㧠㧚∛࿃ߣ∛ᘒ㧔㧝㧕ㆮવሶ⇣Ᏹߣ∔ᖚ⊒↢⊒㆐⇣Ᏹ㧕ࠍߘߩ߹߹౮ߒߡ
ࠆ㧚ㆮવⷐ࿃㧘ⅣႺⷐ࿃ࠍࠠࡢ࠼ߦߒߡ㧘⊒↢߿∔ᖚߦ߅ߌࠆㆮવⷐ࿃ߣⅣႺⷐ࿃
ߣ߹ߣࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆ㧚

Æ

↥⑼ߩ┙႐ߢߪ㧘㧞㧕ߪᄙ࿃ሶㆮવ㧔↢ᵴ⠌ᘠ∛߿り㐳㧘㊀ߥߤ㧕ࠍᮡ⊛ߦߒߡߡ㧘
㧝㧜㧕ߪ DOHaD ቇ⺑㧔⢝ఽ⊒↢ᚑੱ∛⺑㧧ઍࠍ⚻ߡ߽㑐ଥ߇ߡߊࠆࠃ߁ߥᚑੱ∛㧕
ߩࠃ߁ߦ㧘ᄙ࿃ሶㆮવߛߌߢߪ⺑߇ߟ߆ߥࠃ߁ߥ߽ߩ߽ߡᗐቯߐࠇߡࠆߩߢ
ߪߥ߆ߣℂ⸃ߒߚ㧚ੱ⊛ߦߪ㧘㧞㧕ߣ㧝㧜㧕ߪಽ߆ࠇߡߡ߽ࠃߣᕁ߁߇㧘ᗧ࿑
ࠍ߁߹ߊ⺑ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣᕁ߁㧚ᄢᨒߢߪ㧞㧕߽㧝㧜㧕߽ᄙ࿃ሶㆮવߢ㧘ⴕߊⴕߊ
ߪ⛔วߐࠇߡߊߣᕁ߁߇㧘ߦ߅ߌࠆᄙ࿃ሶㆮવߣ㧘ઍࠍ⚻ߡߎࠆᄙ࿃ሶㆮવ
ߣߪ㧘Ბ㓏ߢߪቇ↢ߩℂ⸃ߩߚߦᔨ⊛ߦಽߌߡ߅ߡ߽ࠃߣᕁ߁㧚ᓟ㧘ታ⥃
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ᐥኅߩవ↢ᣇߣߩᢛวᕈ߽ᓟࠊࠇߡߊࠆߣᕁ߁ߩߢ㧘㧞㧕ߣ㧝㧜㧕ࠍᔨߣߒߡಽ
ߌߡ߅ߡ߽ᖡߊߪߥߣᕁ߁㧚
Æ

⊒↢⇣Ᏹߣ߁⸒⪲ߦᒁߞᒛࠄࠇߡߚߩߢ㧘⋡߆ࠄ㠦ߢࠆ㧚ᢎ߃ࠆ႐ߢߘߎ߹ߢ
ℂ⸃ߒߡࠆੱ߇ߤࠇߛߌࠆߛࠈ߁߆㧫

Ј᧪ࠍᝪ߃ߡ㧘㧝㧜㧕ߪ㧞㧕ߦࠇߡߒ߹ߞߡ㧘ࠠࡢ࠼ߦ⊒↢⇣Ᏹ㧘ᄙ࿃ሶㆮવߣ
ߔࠆ㧚
ޟ㧥㧕⮎䈱ലᕈ䉇ోᕈ䈫䉭䊉䊛䈱ᄙ᭽ᕈ䈫䈱㑐ଥ䉕⺑䈪䈐䉎㧚
ޠ
z

ࠥࡁࡓߩᄙ᭽ᕈߦߪ㧘ࠗࡑ࠴࠾ࡉߥߤ⚦⢩ᄌ⇣ߦࠃࠆࠥࡁࡓᄌ⇣߽ࠆ㧫
Æ

ోᕈߣ߁ Germline ߩ㗴ߣ㧘ലᕈߣ߁ somatic ߩ㗴ࠍਔᣇࠎߢߚᣇ߇
ࠃ㧚ߘߩᗧߢ㧘ోᕈ㧘ലᕈߣ߁⸒⪲ࠍᱷߒߡࠆ㧚

ᄢ㗄⋡㧔㧟㧕⥃ᐥߦ߅ߌࠆㆮવᖱႎߩᵴ↪
ਛ㗄⋡䋨120926 ᩺㧕㩷

ዊ㗄⋡㩿䉨䊷䊪䊷䊄䋩㩷
ኅ♽࿑䉕⸃㉼䈪䈐䉎䋮㩷

㪈䋩㩷 ኅ♽࿑䉕ᚑ䈪䈐䉎䋮㩷

㪙㪸㫐㪼㫊 䈱ቯℂ䋬䊥䉴䉪⹏ଔ㩷

㪉䋩㩷 ㆮવሶ㑐ㅪᬌᩏ䈱ᣇᴺ䉕⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷

㪊䋩㩷 ㆮવᖱႎ䈱․ᕈ䈫ข䉍ᛒ䈇䈮䈧䈇䈩⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷

㪋䋩㩷 ㆮવ䉦䉡䊮䉶䊥䊮䉫䈱ᗧ⟵䈫ᣇᴺ䉕⺑䈪䈐䉎䋮㩷

㩷㩷

㪌䋩㩷 ㆮવකቇ㑐ㅪᖱႎ䈻䈱䉝䉪䉶䉴䈏䈪䈐䉎䋮㩷

㪥㪚㪙㪠䋬㪞㪼㫅㪼㪫㪼㫊㫋 䈭䈬㩷

ߩ∛᳇ߊߥߪߢޘ㧘⥃ᐥ႐ߢㆮવᖱႎࠍߤߩࠃ߁ߦᛒ߁߆㧫ߣ߁✚⺰⊛ߥߢ㧘
ⴕߩࡕ࠺࡞ࠦࠕߦߪߥㇱಽߢࠆ㧚ࡢࠠࡦࠣߢขࠅߍߚߎߣߪ㧘߈ߜࠎߣኅ♽࿑߇ᚑߢ
߈ࠆߎߣ㧘ㆮવሶ㑐ㅪᬌᩏߩᣇᴺࠍᖚ⠪ߦ⺑ߢ߈ࠆߎߣ㧘ㆮવᖱႎߪઁߩක≮ᖱႎߣߤߎ߇
ㅢߢߤߎ߇㈩ᘦࠍⷐߔࠆ߽ߩߥߩ߆ࠍ߈ߜࠎߣ⼂ߢ߈ߡࠆߎߣ㧘ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩᗧ⟵
ߣᣇᴺࠍ⺑ߢ߈ࠆߎߣ㧘ㆮવකቇ㑐ㅪߩᦨᣂᖱႎ߳ࠕࠢࠬߢ߈ࠆߎߣߩ 5 㗄⋡ࠍᦨૐ㒢ߩࠛ
࠶ࡦࠬߣߒߡタߖߚ㧚
⼏⸛ޣ㗄ޤ
z

ޟ
㧔㧝㧕㧤㧕ㆮવሶ⸃ᨆᛛⴚߩⷐࠍ⺑ߢ߈ࠆޟߣޠ
㧔㧟㧕㧞㧕ㆮવሶ㑐ㅪᬌᩏߩᣇᴺࠍ
⺑ߢ߈ࠆߩޠ㆑ߦߟߡ㧚ᛛⴚߩ⺑߇ߢ߈ࠆߎߣߣ㧘ߘࠇࠍᖚ⠪ߦ⺑ߢ߈ࠆߣ߁ߎ
ߣ߆㧫
Æ

㧔㧝㧕㧤㧕ߪ PCR ࠍߦߔࠆߣ㧘PCR ߪߤ߁߁ේℂߢേߡࠆߩ߆㧘ߥߗߘࠇߢ
ㆮવሶ⸃ᨆ߇᧪ࠆߩ߆ߣ߁ߎߣߢ㧘
㧔㧟㧕㧞㧕ߪ∔ߩޘᖚߣ߁ߎߣߢߪߥߊ㧘ߎ
߁߁∛᳇ߢߞߚࠄߎ߁߁ᬌᩏߣ߁ࠃ߁ߦ⥃ᐥ႐ߢ∔ᖚߣᬌᩏ߇⚿߮ߟߊࠃ߁
ߦߣ߁ߎߣߢᝒ߃ߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߁㧚

Æ

ޟᣇᴺࠍ⺑ߢ߈ࠆߣࠆߔߣޠ㧘ᬌᩏߩᛛⴚ⊛ߥࠬ࠹࠶ࡊߩߦߥࠄߥ߆㧫

Æ

ᬌᩏ⚿ᨐߩ⸃㉼ࠍߤ߁ߔࠆ߆ߣ߁ߎߣ߽ߡ㧘ᬌᩏߩ⋡⊛ߣᗧ⟵ࠍ⺑ߢ߈ࠆߣߒ
ߡߪߤ߁߆㧚

- 77 -

Æ

㧔㧟㧕㧞㧕ߪ⟠᳓ᨴ⦡ᬌᩏߥߤ⥃ᐥ႐ߢⴕࠊࠇߡࠆᬌᩏࠍ⺑ߢ߈ࠆߎߣߢ㧘
㧔㧝㧕
㧤㧕ߪ PCR ߿ FISH㧘ࠨࡦࠟᴺߥߤߩᬌᩏࠍ⺑ߢ߈ࠆߎߣ߆ߣ⡞ߡߡᕁߞߚ㧚

Æ

⟠᳓ᬌᩏߪⴕߩࡕ࠺࡞ࠦࠕߩ↥⑼ߩ㗄⋡ߦࠆߩߢ㧘
㧔㧟㧕㧞㧕ߪᨴ⦡ᬌᩏࠍߒߡ࠻
࠰ࡒߣ߁⚿ᨐߢߞߚ႐ว㧘ߤ߁⸃㉼ߔࠆ߆㧫ߤ߁⺑ߢ߈ࠆ߆㧫ߣ⺒ߺขࠇࠆ
߇ߤ߁߆㧫

Æ

㧔㧝㧕㧤㧕ߪᛛⴚߩߢߪߥߊ㧘ᣇᴺ㧘ࠬࠢ㧘⚿ᨐ㧘⸃㉼㧘ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߦ❬
ߍߡߊߣ߁ᐢ▸࿐ࠍᜰߒߡࠆߩߢߪߥ߆㧫

Æ

ㆮવሶ㑐ㅪᬌᩏߣ߁ᢥ⸒ߦߟߡ㧘
㧔㧝㧕߿㧔㧞㧕ߪ DNA ߩߢߞߚߩߦ㧘
㧔㧟㧕
ߢㆮવሶ㑐ㅪᬌᩏߣ߁ߣ㉂⚛⊛ߥ↢ൻቇᬌᩏ߽ㆮવቇ⊛ᬌᩏ߽ߚ㧘↪⺆ߣߒߡ
⦟ߊߥ㧚

Јޟ㧞㧕ㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ⋡⊛ߣᗧ⟵ࠍ⺑ߢ߈ࠆ㧚
ߦޠᄌᦝ
z

ޟ㧟㧕ㆮવᖱႎߩ․ᕈߣขࠅᛒߦߟߡ⺑ߢ߈ࠆ㧚
ߪߣߎ߁ߣޠ㧘୶ℂ㗴╬߽ߣ
⸃㉼ߒߡࠃ߆㧫ขࠅᛒߣ߁ࠃࠅ㧘୶ℂߣ߁⸒⪲ࠍ൬ࠊߖߚᣇ߇ࠊ߆ࠅ߿ߔߊߥ
߆㧫ขࠅᛒߩᣇᴺ⺰ߦߥߞߡߒ߹㧘ਃ⋭ᜰ㊎ࠍᢎ߃ࠃ߁߆ߣ߁᳇ߦߪߥࠄߥߩߢߪ
ߥ߆㧫
Æ

ࡃࠗࠝࠛࠪ࠶ࠢࠬߣ⸒ߞߚ႐วߦߪ㧘ᐢ⟵ߦ⸃㉼ߔࠇ߫ࠟࠗ࠼ࠗࡦߢ⸒ࠊࠇߡࠆߎ
ߣ߽ߞߡߊࠆ㧫⸻≮㍳߳ߩ⸥タߥߤㆮવᖱႎߩ․ᕈߣขࠅᛒࠍᗐቯߒߡࠆ߇㧘ࡃ
ࠗࠝࠛࠪ࠶ࠢࠬߣ߁⸒⪲ߢ൮ߢ߈ࠆ߆㧫

Æ

⣲≌ߩ㗄⋡ߢߪ㧘⸻≮ߩၮᧄ⊛㗄ߢ㧘⸻≮ߦ߅ߌࠆ࠴ࡓක≮ࠍ⺑ߢ߈ࠆ㧚ࡃࠗࠝ
ࠛࠪ࠶ࠢࠬࠍ⺑ߢ߈ࠆ㧚⸻≮ߦߚߣߎࠈߢ⸒ߞߡࠆ㧚ߘࠇߪߘࠇߢߔࠊࠅߩ⦟
ߣߎࠈ㧚

Æ

ㆮવᖱႎߩ․ᱶᕈࠍߦߒㆊ߉ࠆߩߪᅢ߹ߒߊߥߣᕁ߁㧚৻ᣇߢᦨૐ㒢ߩᵈᗧὐࠍ
シࠎߓࠆߎߣ߽⦟ߊߥߣᕁ߁㧚

Æ

↢୶ℂߩ․ᕈࠍℂ⸃ߢ߈ࠆ㧘ߣߒߡߪ㧫

Јޟㆮવක≮ߦ߅ߌࠆࡃࠗࠝࠛࠪ࠶ࠢࠬߦߟߡ⺑ߢ߈ࠆߒߣޠ㧘ዊ㗄⋡ߦකቇળࠟࠗ࠼
ࠗࡦ㧘ฦ⒳ᜰ㊎ߣߔࠆ㧚

㧖⸥ߩ⸛⺰ࠍ〯߹߃ޔකቇㇱත೨ㆮવකቇᢎ⢒ࡕ࠺࡞ࠞࠠࡘࡓ㧔᩺㧕ࠍ 121028 ver ߦᡷ
⸓㧔⾗ᢱԙ㧕㧚
㧟㧚ኅ♽࿑ߩឬ߈ᣇ 㧔㧖⾗ᢱԚෳᾖ㧕
NSGC ኅ♽࿑⠡⸶ߩోߡࠍ㆐⋡ᮡߣߔࠆߎߣߪㆊ߆ߣᕁ߁㧚⚦߆ㇱಽߪ⍮ߞߡࠆߣᓎ
┙ߟߣ߁ߎߣߢ㧘ෳ⠨⾗ᢱߢࠃߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ߡࠆ㧚ߤߎ߹ߢࠍࠬ࠲ࡦ࠳࠼ߣߒߡ
ឭ␜ߔࠆ߆㧫
z

ታ⥃ᐥߢߪ㧘ᵹ↥㧘ੱᎿᅧᆼਛ⛘ߩ⸥ภ߽ᔅⷐߢࠆ߇㧘ቇ↢ߦኻߒߡߪ㧘ࠆᣇߚߜ߆
ࠄߩߢߥߣⶄ㔀ߦߥࠅ㧘෩ߒ߆ߣᕁ߁㧚

z

ᨴ⦡ォᐳࠍᢎ߃ࠆߩߢࠇ߫㧘࿃⠪ߣ⥄ὼᵹ↥߹ߢߪᛒ߁ᔅⷐ߇ࠆ㧚

- 78 -

㧨ኅ♽࿑ߩឬ߈ᣇߢᔅ㗇ߩ㗄⋡㧔ቇ↢ߦ⍮ߞߡ߅ߡ߶ߒ㗄⋡㧕㧪
Ԙ ߩ⸥ภψ ኅ♽ຬ㧘⟕ᖚ⠪㧘ⶄᢙߩኅ♽ຬ㧘ᱫߒߚኅ♽ຬ㧘⋧⺣⠪㧘⊒┵⠪㧘
       ᱫఽ㧘ᅧᆼਛ㧘⥄ὼᵹ↥
ԙ ߣߩ⚿߮ᣇ㧔✢ߩᒁ߈ᣇ㧕ψ ᇕᆪ㧘㔌ᇕ㧘ㆮવቇ⊛ⷫሶ㧘ᄙ⢝
Ԛ ㆮવቇ⊛⹏ଔ㧘ᬌᩏ⚿ᨐߩ⸥タψ ࿃⠪㧘ᧂ⊒∝⠪
㧠㧚ㆮવකቇᢎ⢒ߦߟߡߩ㗴ឭଏ㧔ᣩᎹක⑼ᄢቇᢎ⢒ࡦ࠲ ⫣↰వ↢㧕̪⾗ᢱԛ
㧡㧚ߘߩઁ㧔ⷐᦸߥߤ㧕
z

ฦᄢቇߩ࠺ࠫ࠲࡞ࠦࡦ࠹ࡦ࠷߿ࠪࡃࠬߥߤᧄࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍㅢߒߡ㧘ฦᄢቇ㑆ߢᖱႎ
ߢ߈ࠆߣࠃ㧚৻రൻߒߡࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠗࡉߩࠃ߁ߥᯏ⢻߇ࠆߣࠃ㧚

z

㑐ㅪቇળߣߩㅪ៤
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⾗ᢱԘ
ᣣᧄੱ㘃ㆮવቇળ ᢎ⢒ផㅴᆔຬળ 2010.10.08


කቇᢎ⢒ࡕ࠺࡞ࠦࠕࠞࠠࡘࡓᢎ⢒ౝኈࠟࠗ࠼ࠗࡦ
ᐔᚑ  ᐕᐲᡷ⸓

 ࠃࠅᛮ☴

㧮 කቇ৻⥸
㧝 ߩ᭴ᚑߣᯏ⢻
㧔㧢㧕ㆮવߣㆮવሶ
৻⥸⋡ᮡ㧦
 ㆮવሶ߆ࠄ࠲ࡦࡄࠢ⾰߳ߩᵹࠇߦ߽ߣߠߡ↢⽎ࠍቇ߮ޔㆮવሶᎿቇߩᚻᴺߣᔕ↪߿ࡅ࠻ࠥࡁࡓߩ⸃ᨆޔ
ࠥࡁࡓߩᄙ᭽ᕈߦၮߠߊߩᄙ᭽ᕈࠍℂ⸃ߔࠆޕ
㆐⋡ᮡ㧦
㧝㧕ㆮવሶߣᨴ⦡ߩ᭴ㅧࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧞㧕ࠥࡁࡓߣㆮવሶߩ㑐ଥ߇⺑ߢ߈ࠆޕ
㧟㧕&0# ߩวᚑୃߣⶄޔᓳࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧠㧕&0# ߆ࠄ 40# ࠍ⚻ߡ࠲ࡦࡄࠢ⾰วᚑߦ⥋ࠆㆮવᖱႎߩᄌ឵ㆊ⒟ࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧡㧕ࡊࡠࡕ࠲ޔォ౮࿃ሶࡦ࠴ࡑࡠࠢޔ᭴ㅧߥߤߦࠃࠆㆮવሶ⊒ߩ⺞▵ࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧢㧕ࠛࡇࠫࠚࡀ࠹ࠖࠢࠬߩᔨߦߟߡ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧣㧕2%4 ߩේℂߣߘߩᣇᴺࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧤㧕ࠥࡁࡓߩᄙ᭽ᕈߦၮߠߊߩᄙ᭽ᕈ502 ৻Ⴎၮᄙဳ ߣߘߩᓇ㗀ߦߟߡ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧥㧕⚵឵߃ &0#ᛛⴚߩⷐࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧝㧜㧕ㆮવሶขᛒߦ㑐ߔࠆోᕈߣ୶ℂߦߟߡ⺑ߢ߈ࠆޕ

㧞 ߩᔕ

㧔㧠㧕↢ߣ⮎‛
৻⥸⋡ᮡ㧦
 ⮎‛Ქ‛ߩ↢߳ߩ↪ߦߟߡޔ⚦⢩ಽሶߩࡌ࡞ߦ߅ߌࠆ↪ᯏᐨߣ↢ޔߣ⮎‛ಽሶߣߩ⋧
↪ࠍℂ⸃ߒޔᖚ⠪ੱੱߦᔕߓߚ⊛⏕ߥ⮎‛≮ᴺࠍⴕ߁ߚߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇࠍቇ߱ޕ


ߩ‛⮎ޣേᘒޤ
㆐⋡ᮡ㧦
㧝㧕⮎‛Ქ‛ߩๆޔಽᏓޔઍ⻢ߣឃᴭࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧞㧕⮎‛ߩ↢⤑ㅢㆊߦᓇ㗀ߔࠆ࿃ሶࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧟㧕⮎ߩലᕈ߿ోᕈߩੱᏅߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆน⢻ᕈߩࠆⷐ࿃㧔ᐕ㦂ޔᕈޔ㊀ߥߤߩりⷐ࿃ޔㆮવ⊛
ᄙ᭽ᕈޔว૬∝㧕ࠍߢ߈ࠆޕ
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㧠㧕⮎‛ᛩਈᣇᴺࠍߒ‛⮎ߩࠇߙࠇߘޔേᘒࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ

㧟 ∛࿃ߣ∛ᘒ
㧔㧝㧕ㆮવሶᄌ⇣ᨴ⦡⇣Ᏹߣ∔ᖚ
৻⥸⋡ᮡ㧦
 ㆮવሶᄌ⇣ᨴ⦡⇣Ᏹߣ∔ᖚߩ⊒↢ߣߩ㑐ㅪࠍℂ⸃ߔࠆޕ
㆐⋡ᮡ㧦
㧝㧕ㆮવሶߩᄌ⇣ߦߟߡ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧞㧕↢ᱺ⚦⢩ߣ⚦⢩ࠆߌ߅ߦࠇߙࠇߘޔㆮવሶᄌ⇣ᨴ⦡⇣Ᏹ߇ᒁ߈ߎߔ∔ᖚߩ⋧㆑ὐࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧟㧕ࡔࡦ࠺࡞ㆮવߩ㧟ߟߩ᭽ᑼࠍ⺑ߒޔઍ⊛ߥන৻ㆮવሶ∛ࠍߢ߈ࠆޕ
㧠㧕ᄙ࿃ሶㆮવߦࠃࠆ∔ᖚ⾰ࠍߒ․ߩߘޔᓽࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧡㧕ㆮવⷐ࿃ߣⅣႺⷐ࿃ߩ㑐ㅪߦߟߡ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧢㧕ᨴ⦡⇣Ᏹߦࠃࠆ∔ᖚߩਛߢਥߥ߽ߩࠍߍޔ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧣㧕ߩ⊒㆐⇣Ᏹߦ߅ߌࠆㆮવ࿃ሶߣⅣႺ࿃ሶߩ㑐ଥࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧤㧕ࠠࡔ㧔EJKOGTC㧕ߣࡕࠩࠗࠢ OQUCKE ࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧥㧕ࡒ࠻ࠦࡦ࠼ࠕㆮવሶߩᄌ⇣ߦࠃࠆ∔ᖚࠍ␜ߢ߈ࠆޕ
㧝㧜㧕ኅᣖᱧߦၮߠߡኅ♽࿑ࠍᚑߢ߈ࠆޕ
㧝㧝㧕ㆮવሶ⸻ᢿߩᣇᴺࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧝㧞㧕ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩᗧ⟵ߣᣇᴺࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ


㧲 කቇක≮ߣ␠ળ
㧔㧢㧕⸻≮ᖱႎ
৻⥸⋡ᮡ㧦
ක≮ᖱႎߩ↪ᣇᴺޔᖱႎ▤ℂߣࡊࠗࡃࠪ⼔ߦߟߡቇ߱ޕ
㆐⋡ᮡ㧦
㧝㧕ᖱႎ▤ℂߩේೣ㧔ᖱႎ㐿ޔ⼔ࠪࡃࠗࡊޔขࠅᛒ୶ℂࠖ࠹ࡘࠠޔ㧕ࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧞㧕ක≮ߢᛒ߁⸻≮⻉⸥㍳ߩ⒳㘃ࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧟㧕⸻≮㍳ߩ․ᓽߣⷐઙࠍߢ߈ࠆޕ
㧠㧕㔚ሶൻߐࠇߚ⸻≮ᖱႎߩᚑߣ▤ℂࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
㧡㧕ㆮવᖱႎߩ․ᓽߣขࠅᛒࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
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⾗ᢱԚ-1
ኅᣖᱧᖱႎ㓸ߩⷐὐ
㧝㧚ၮᧄ⊛ߥኅ♽࿑⸥ภࠍℂ⸃ߔࠆ㧚
㧞㧚ዋߥߊߣ߽ਃઍߦࠊߚࠅ㧘એਅߩᖱႎࠍኅᣖᱧࠍ⡬ขߔࠆ㧚
߹ߕ㧘એਅࠍࠄ߆ߦߔࠆ
a.

ᖚ⠪

b.

ᖱႎឭଏ⠪㧚ߎߩੱ‛ߪᖚ⠪ߢࠆߎߣ߽ߘࠇએᄖߩੱ㧔ߚߣ߃߫ⷫ㧕ߩߎߣ߽ࠆ㧚
ᰴߢએਅߩᖱႎ߽ᚻߔࠆ

c.

ᖚ⠪ߩਔⷫߣߘߩ৻ᐲ㧘ੑᐲ㧘ਃᐲㄭⷫ⠪

d.

ῳᣇ߽ߒߊߪᲣᣇኅ♽ߩᖱႎ

e.

㑐ଥߩ⒟ᐲ㧘ߚߣ߃߫߈ࠂ߁ߛߢ߽ ⷫ߇⇣ߥࠆ႐วߥߤ

f.

⟕ᖚ߅ࠃ߮㕖⟕ᖚⴊ✼⠪

g.

ᖱႎࠍᓧߚ㧔ᦝᣂߒߚ㧕ᐕᣣ

h.

߽ߒ∔ᖚࠍ␜ߔߚߦ⸥ภࠍ↪ߚ႐วߪߘߩᵈ㉼
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ミニレクチャーの構成
遺伝医学教育WS
学習目標

1. 教育とは？カリキュラムって？
2. 学習目標の設定

第0回全国遺伝子医療部門連絡会議
0年0月日
旭川医科大学 教育センター 蒔田 芳男

“医学教育 虎の穴”富士研ワークショップの会場と日野原先生

教育とは

教育（研修）とは、学習者の知識・技能・態度に価値
ある変化をおこすこと。

• 学習者の行動に
• 価値ある変化をもたらすプロセスである

学んだことの唯一の証は変わることである(林 竹二)

学習者が変わったことをどうとらえるか＝評価

より望ましい状態
より高い状態

学習者は自分がどのように評価されるかによって、学習
態度を変える。
（より良く変わっていくためにはどう評価するか）

目 標

評価は人をつくる。
→ 評価する側の責任は非常に大きい。

カリキュラムとは？

カリキュラムとは？

時間割？
月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

音楽

国語

算数

体育

保健

理科

社会

音楽

総合

算数

算数

体 育

道徳

算数

社会

体育

社会

外国語

理科

国語

家庭科

総合

社会

国語

総合

• 学習者は、
• ある特定の目標に到達するために学習する
• カリキュラムとは、
• 目標に到達するための「学習活動計画書」

ローテーション表？
循環器

呼吸器

消化器

外科

脳外科

救急

麻酔科

小児科

産婦人科

精神科

地域医療

整形外科
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学習のプロセス
必要

学習のプロセス

要求

必要

要求

ニーズ

ニーズ
制約

制約

カリキュラムの立案

目標
学習

評価

学習者
（研修医）

学習により、

何がどれだけできるようになるか（目標）

援助

指導者

方略

評 価どのようにして学習するか（方略）

（方法・資源）

どのように学習成果を確認するか（評価）

カリキュラムの３要素を具体的に表したメニューを
作ってみましょう。
ワークショップ一日目の活動

小学校の体育ドッジボール
何を教わった？
• ゲームを理解す
ること

• ルールを説明で
きる。

目標の分類（Taxonomy）

知識

浅
• ボールから逃げ
ること

• 相手にボールを
当てること

技能

• チークワーク

• ゲームのマナー

態度・
習慣

認知領域
Cognitive
Domain

精神運動領域
Psychomotor
Domain

情意領域
Affective
Domain

知識

技能

態度・習慣

想起

模倣

受け入れ

解釈

コントロール

反応

自動化

内面化

深 問題解決

学習目標は「領域」を分けて考えることができる。

目標設定の意義

学習目標の記述

)研修医に学習目標を理解させる
→ 学習のガイド，モチベーションのための刺激
)研修医と指導医との間の情報交換を容易にする
)複数の指導医が担当する場合，共通の理解を得
やすい
)学習方略・評価法の設計を容易にする
）他施設（国内・国外）との単位互換や第３者によ
る大学評価

２つの原則
１）センテンスの主語を学習者にして書く。
２）学習経験の結果，いかなることができるよ
うになるかを表す動詞を含む文章で書く。
一般目標(GIO)
行動目標(SBOs)
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一般目標（GIO）と個別行動目標
（SBOs）の関係
 GIOを具体的に表し
たものがSBOｓであ
る。
 SBOsをすべて達成
すれば，GIOを達成
することができる。
GIO≒SBOｓ

ＳＢＯ１
想起

例 車椅子訓練（普通版）
ニーズ：ｗｈｙ（目的）

GIO：
安全で快適な車椅子生活を送るために、
車椅子の構造と機能を理解し、安全な取り扱いと
ルール・マナー
ゴールを包括的に：What（目標）
を修得する。
SBOｓ：
１ 車椅子の構造を述べることができる。
２ 安全な停止・始動ができる。
３ 車椅子を駆動することができる。
４ 修理会社への連絡方法を述べることができる
５ 周囲の人に配慮して通行できる。

ＳＢＯ２
技能
ＳＢＯ４
解釈

ＧＩＯ

ＳＢＯ3
想起

ＳＢＯ６
問題解決

ＳＢＯ５
態度

ＳＢＯ７
技能

ＳＢＯ８
態度

例 車椅子訓練（普通版）

例 車椅子訓練（普通版）

GIO：
安全で快適な車椅子生活を送るために、
車椅子の構造と機能を理解し、安全な取り扱いと
ルール・マナーを修得する。
SBOｓ：
１ 車椅子の構造を述べよ。
２ 安全な停止・始動する方法について述べよ。
３ 車椅子を駆動する方法について述べよ。
４ 修理会社への連絡方法を述べよ。
５ 周囲の人に配慮して通行する方法について述べ
よ。

GIO：
安全で快適な車椅子生活を送るために、
車椅子の構造と機能を理解し、安全な取り扱いと
ルール・マナーを修得する。
技能
知識
態度
SBOｓ：
１ 車椅子の構造を述べることができる。 （知識：想起）
２ 安全な停止・始動ができる。 （技能：自動化）
３ 車椅子を駆動することができる。（技能：コントロール）
（問題解決）
４ 修理会社への連絡方法を述べることができる。
５ 周囲の人に配慮して通行できる。（態度：反応）

⇒ 学習目標を命令型にすると試験問題になる

例 車椅子訓練（競技版）

例 車椅子訓練（競技版）

GIO：
車椅子を用いた競技に参加するために、
車椅子の構造と機能を理解し、安全な取り扱いと
ルール・マナーを修得する。
SBOｓ：
１ 車椅子の構造を述べることができる。
２ 安全な停止・始動ができる。
３ 車椅子を駆動することができる。
４ 修理会社への連絡方法を述べることができる
５ 周囲の人に配慮して通行できる。

GIO：
車椅子を用いた競技に参加するために、
車椅子の構造と機能を理解し、安全な取り扱いと
ルール・マナーを修得する。
SBOｓ：
１ 車椅子の構造を述べることができる。
２ 素早く安全な停止・始動ができる。
３ 車椅子を駆動することができる。
４ 簡単な修理ができる。
５ スポーツマンシップにそった操作ができる。
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教育目標の持つべき性格

目標記述のための動詞
 一般目標（ＧＩＯ）：
修得する 身につける

理解する

R
U
M
B
A

想像する など

 行動目標（ＳＢＯｓ）
 知識
列挙する 述べる 記述する 説明する
指摘する 類別する 関係づける 選択する
応用する 適用する 使用する など
 技能
操作する 実地する 測定する 聴診する など
 態度
協調する コミュニケートする 配慮する 参加する
など
ＳＢＯ（行動目標）は、命令形にすると試験問題になる！！

real （現実的）
understandable （理解可能）
measurable （測定可能）
behavioral （行動的）
achievable （達成可能）

• GIOは現実的、理解可能、達成可能であること
• SBOsはすべてを満たすこと
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ౝߢߞߡ߽ઁߩ⸻≮⑼߿⎇ⓥቶߥߤߢⴕߞߡࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏ⁁ᴫߩᖱႎ߇ᛠីᤋߐࠇߡ
ߥน⢻ᕈ߇␜ໂߐࠇߚߦࠇߎޕኻߔࠆኻ╷ߢߪޔᣉ⸳ߏߣߦ⥄ᣉ⸳ߢᖱႎࠍ㓸⚂ߔࠆࠪࠬ࠹
ࡓࠍ᭴▽ߒߡߊߎߣ߇㊀ⷐߢࠆߩߘޕ㓙ߦޔ㜞↰ผ↵వ↢㧔ർ㉿ᄢ㧕߇೨ᣣߦࡊࡦ࠹
࡚ࠪࡦߐࠇߚ࠺࠲ࡌࠬ㧔ో࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷⸳⟎ᣉ⸳ߩㆮવක≮ឭଏᬌ⚝ࠪࠬ࠹ࡓ㧕ࠍ
↪ߡㅪ៤ߒߡߊߩ߽৻ߟߩᣇᴺߢࠈ߁ߣ߁ᗧ߇ߍࠄࠇߚޕ

㧠㧕㑐ࠊߞߡࠆᣉ⸳ߢߪઁᣉ⸳߆ࠄߩଐ㗬ฃઃ߇น⢻߆ุ߆ߦߟߡ
⥄ᣉ⸳߇ㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ㑐ࠊߞߡࠆߣ࿁╵ߐࠇߚᣉ⸳ߦ߅ߡ ޔᣉ⸳㧔㧕߇ઁᣉ⸳
߆ࠄߩଐ㗬ߪน⢻ߣ߁࿁╵ߢߞߚ ޔߒ߆ߒޕᣉ⸳߆ࠄޔ
ޟᬌᩏౝኈ⑼ߦࠃࠅߩߣޠ࿁╵߇
ࠅޔታ⁁ߣߒߡߪޔᬌᩏ㗄⋡ߏߣߦ⑼⎇ⓥቶߏߣߩኻᔕߦߥߞߡࠆߎߣ߆ࠄ৻ᓞߦઁᣉ
⸳߆ࠄߩଐ㗬ߪน⢻ߣ࿁╵ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥߣߩߎߣߢߞߚޔߚ߹ޕห⎇ⓥߣߒߡߩㆮવ
ቇ⊛ᬌᩏߢࠆߥࠄ߫ฃߌࠇࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ߁ᣉ⸳߽ߞߚޕ
ㆮવቇ⊛ᬌᩏ߇ޔ
⎇ޟⓥߩ৻Ⅳߣߒߡߩᬌᩏ⥃ޟ߆ߩߥޠᐥࠨࡆࠬߣߒߡߩᬌᩏ߆ߩࠆߢޠ
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ࠍߒߡ⠨߃ࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆߣߩᗧ߇ߍࠄࠇߚ⎇ޕⓥ⋡⊛ߩ႐วߦߪ୶ℂክᩏߩ㗴
߇ࠅࠆߡߒ∝⊒ޔᖚ⠪ߐࠎߦኻߔࠆᬌᩏߣޔ↢೨ࠆߪ⊒∝೨ᬌᩏޔቇળ߿⺰ᢥߢߩ⊒
ߥߤߢޔฦޔޘಽߌߡ⠨߃ࠆᔅⷐ߇ࠆߎߣ⥃ޔᐥᬌᩏߩ႐วߦߪ∔ޔᖚߏߣߦ⾌↪ߩߩ
㗴㧔㒾⥄⾌⎇ⓥ⾌ߥߤ㧕߿⸻≮㍳ࠍᚑߔࠆᔅⷐ߇ࠆߎߣ㧔ർፉ ൟవ↢ޔንጊᄢ㧕
ߥߤߩ㗴ὐ߇ߍࠄࠇߚޕ
⥄ᣉ⸳ߢታᣉߒߡࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ㗴ὐߪߢߔ߆㧫㧔ⶄᢙ࿁╵น㧕


٤ㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ㗴ὐ

Ԙ

ታᣉ⾌↪

㩷



ԙ

ഭജᤨ㑆

㩷

೨ࠕࡦࠤ࠻ߢߪޔ
⥄ᣉ⸳ߢታᣉ

Ԛ

ᯏེ

㩷

ߒߡࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ㗴ὐߣߒ

ԛ

♖ᐲ⸽

㩷

ߡᤨ߿↪⾌ޔ㑆ޔഭജߦ㑐ߔࠆ㗴ߩ

Ԝ

⍮⼂ਇ⿷

㩷

߶߆♖ޔᐲ⸽ߩ㗴ޔㆮવቇ⊛ᬌᩏ

ԝ

ࠪࠬ࠹ࡓ

㩷

⚿ᨐߩ⸃㉼ߦ㑐ߔࠆ⍮⼂ਇ⿷ߩ㗴

ᬌᩏ⚿ᨐߩขᛒ

ߥߤ߇ߍࠄࠇߚޕ


㩷

Ԟ
ԟ

㧔ႎ๔ᦠ⊒ⴕ⸥ޔタ▤ޔ㧕

㩷

ߘߩઁ

ੱ⊛ࡄࡢ

㩷

್ቯߦ㑐ߔࠆഭജ

㩷




․ߦߥߒ㩷

㩷



ᧂ࿁╵㩷

㩷


㧡㧕⥄ᣉ⸳ߢታᣉߒߡࠆ㓙ߩ⾌↪ߩరߦߟߡ
೨ࠕࡦࠤ࠻ߢߪ⥄ޔᣉ⸳ߢㆮવቇ⊛ᬌᩏࠍታᣉߒߡࠆ㓙ߩ⾌↪ߩరߣߒߡޔකዪ⾌
ࠆߪ⎇ⓥ⾌ߣߩ࿁╵ߩ߶߆߇ߩ߽߁ߣࠄ߆࠻ࡦࠕࠗࠢޔᄙᢙࠍභߚ ޕ
㒾ߦタߐࠇߡࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏߦߟߡߪ  ὐߢߪࠦࠬ࠻ߦวࠊߥ႐ว߇ࠆߎ
ߣ߿ޔ㒾ߦタߐࠇߡߥ߽ߩߦߟߡߪ⎇ⓥ⾌߆ࠄࠆߪ⥄⾌⸻≮ⴕὑߣߒߡⴕࠊ
ࠇߡࠆ⁁߇ࠆߎߣ߇㗴ὐߣߒߡឭߐࠇߚޕ
⮎ᛚߐࠇߡߥ⹜⮎߿ᯏེࠍ↪ߡㆮવቇ⊛ᬌᩏ
ࠍⴕߞߡࠆߣ߁⁁߇ࠆߎߣ߆ࠄ∔ޔߕ߹ޔᖚࠍవㅴ

⥄ᣉ⸳ߢታᣉߒߡࠆ㓙ߩ⾌↪ߩరࠍ

ක≮ߣߒߡ↳⺧ߒߡߊߎߣ߇㊀ⷐߢࠆߣߩᗧ߇ߍ

߅ᢎ߃ਅߐ㧔ⶄᢙ࿁╵น㧕ޕ㩷

ࠄࠇߚ∔ߥ߁ࠃߩߤޕᖚࠍవㅴක≮ߣߒߡ↳⺧ߒߡߊ߆ࠍ

Ԙ

ࠢࠗࠕࡦ࠻⟕ᖚ⠪



ߡߊߎߣߩ߶߆ߩ⺧↳ޔ㓙ߦᄙᢙߩ∝ታ❣ࠍⓍߎ

ԙ

කዪ⾌⎇ⓥ⾌



ߣ߇㊀ⷐߢࠆߎߣ߆ࠄޔᬌᩏ㗄⋡㧔∔ᖚ㧕ߏߣߩࡦ࠲

Ԛ

∛㒮⽶ᜂ



ൻ㧔㓸⚂ൻ㧕ࠍ૬ߖᬌ⸛ߒߡߊߎߣ߽ᔅⷐߢࠆߣㅀߴࠄ

ԛ

㒾⸻≮ౝ



ࠇߚޕ

ᧂ࿁╵㩷



ᬌᩏ⾌↪ߦߪޔᬌᩏߩ࿕ቯ⾌߿ࡦ࠾ࡦࠣࠦࠬ࠻ߩઁੱޔ
ઙ⾌߽߹ࠇߡ߅ࠅߩࡦ࠙࠳࠻ࠬࠦޔ㕙߆ࠄ߽ࡦ࠲ൻߦࠃࠆ㓸⚂߇ᦸ߹ߒޕห৻ߩᬌᩏ㗄
⋡ߢ߽ޔᣉ⸳ߦࠃࠅޔᬌᩏ⾌↪߇⇣ߥࠆߎߣޔᖚ⠪⽶ᜂࠍߢ߈ࠆߛߌዋߥߊߒߚߣߩᗧ߇
ࠆ৻ᣇߢޔା㗬ߢ߈ࠆᬌᩏࠍⴕ߁ߚߦߪ৻ቯߩࠦࠬ࠻߇߆߆ࠆߣߩᗧ߽ߍࠄࠇߚޕᣉⴕߔ
ࠆᣉ⸳߇ߥᬌᩏߦ㑐ߒߡߪޔ021 ᴺੱࠝࡈࠔࡦࡀ࠶࠻ࠫࡖࡄࡦ߇ኻᔕߢ߈ࠆ႐ว߽ࠆߎ
ߣ߆ࠄޔ021 ᴺੱࠝࡈࠔࡦࡀ࠶࠻ࠫࡖࡄࡦߩ↪߽⠨ᘦߒߡߪߤ߁߆ߣߩᗧ߇ߍࠄࠇߚޕ
߹ߚઁޔᣉ⸳߆ࠄㆮવቇ⊛ᬌᩏߩฃߌࠇࠍߔࠆ႐วߦߩ↪⾌ޔߒࠇߦ㑐ߒߡ∛㒮㑆ߏߣ
ߩᄾ⚂߇ᔅⷐߢࠆߎߣ߿ޔవㅴක≮߆ࠄ⥃ᐥᬌᩏߦ⒖ⴕߒߚ႐วߦߩ⸵․ޔ㗴߇↢ߓࠆน⢻
ᕈ߇ࠆߎߣ߽ᜰ៰ߐࠇߚޕ
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㧢㧕♖ᐲ▤ℂߦߟߡ

♖ᐲ▤ℂߦߟߡ᳇ࠍߟߌߡࠆὐ߇ࠇ߫ޔ

ㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ♖ᐲ▤ℂߦ㑐ߒߡޔ

߅߅ߒ߃ߊߛߐޕ

೨ࠕࡦࠤ࠻ߢฝ⸥ߩࠃ߁ߦ࿁╵ߐ
z

ⶄᢙߩᬌᩏᣇᴺࠍ⏕㧔5 ઙ㧕

z

㒶ᕈޔ㓁ᕈࠦࡦ࠻ࡠ࡞ࠍ᷹ቯ㧔3 ઙ㧕

z

ౣᕈߩ⏕㧔3 ઙ㧕

z

⚿ᨐߩ࠳ࡉ࡞࠴ࠚ࠶ࠢ㧔2 ઙ㧕

ߎߣ߇ㅀߴࠄࠇߚ⸃ߩࠄࠇߎޔߚ߹ޕ

z

ⶄᢙߩᬌᩏ⠪ߩ⋧࠴ࠚ࠶ࠢ㧔2 ઙ㧕

ᴺߩ߶߆ޔᬌᩏߩ㓸ਛൻ߽㊀ⷐߢ

z

ᄙᣉ⸳ߢࠢࡠࠬ࠴ࠚ࠶ࠢࠍߔࠆޕ
㧔2 ઙ㧕

ࠇߚޕ
೨ࠕࡦࠤ࠻ߢ⸃╵ߐࠇߚߎࠇࠄ
ߩὐ߇♖ᐲ▤ℂࠍⴕ߁ߢ㊀ⷐߢࠆ

ࠆߣߩᗧ߇ߞߚޕ%#2 %QNNGIGQH
#OGTKECP 2CVJQNQIKUVU   #%/)
#OGTKECP

%QNNGIG

QH

/GFKECN

)GPGVKEU ߩಽሶ∛ℂࡊࡠࠣࡓ߽ෳ
⠨ߦߥࠆߩߢߪߥ߆ߣߩᗧ߇ߍ
ࠄࠇߚޕ
߹ߚޔᬌᩏߩ♖ᐲ▤ℂࠍⴕ߁ߦߚߞ

z

Forward, Reverse ߩਔᣇߢ⏕ߔࠆ㧔2 ઙ㧕ޕ

z

ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ൻ㧔2 ઙ㧕

z

ࡊࡠࠦ࠻࡞ࠍ෩ኒߦࠆޕ

z

ᾫ✵ߒߚᛛቭ߇ᬌᩏߔࠆޕ

z

↵ᕈࡈࠔࡦࠬޔᅚᕈࡈࠔࡦࠬࠍޔฦੱⴊᶧ߆ࠄ⋥ធ
ߒߚ DNA ࠍ↪ߒ⛯ߌࠆޕ

z

ஜᏱࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߩ Data ࠍ⫾Ⓧߒߡࠆޕ

z

㓁ᕈࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߩ෩ᩰߥ▤ℂ

z

ਔⷫߩ⸃ᨆࠍⴕ߁ޕ

ߡޔᬌᩏߩ⥃ᐥ⊛↪ᕈ߿⥃ᐥ⊛ᅷᒰ

z

ᮡḰ‛⾰ߣߦ᷹ቯߔࠆޕ

ᕈߦ⇐ᗧߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆߣߩᗧ

z

ⶄᢙߩ࠺࠲ࡌࠬࠍෳ⠨ߦߒߡࠆޕ

z

Metaphase FISH ᣇߦࠃࠆᬌ⸽ࠍ⹜ߺߡࠆޕ

߇ㅀߴࠄࠇߚޕ

㧣㧕ߘߩઁ
㔚ሶࠞ࡞࠹ߦߟߡㆮવቇ⊛ᬌᩏ⚿
ᨐߩ㔚ሶࠞ࡞࠹߳ߩ⸥タߦ㑐ߔࠆขࠅ
ᛒߦߟߡߪࠬࠢࠕޔ㒢ࠍ⸳ߌ

z

ᬌࠍ 2 ᧄណขߒߡ⏕ߦޘ

z

↢࠺࠲⏕ޕ

z

ဳኻᾖ

z

⥃ᐥ∝⁁ߣวࠊߖߡᦨ⚳⸻ᢿߒߡࠆޕ

z

⎇ⓥࡌ࡞ߢࠆߣ߁ߎߣ㧔2 ㊀࠴ࠚ࠶ࠢߥߤ㧕

z

ࠦࡦ࠲ࡒࡀ࡚ࠪࡦߩ࠴ࠚ࠶ࠢ

z

2 ߟએߩ⇣ߥࠆࡊࠗࡑ࠶࠻ߢ PCR ᔕࠍⴕ߁ࠢࠪޕ

ߡࠆᣉ⸳ߣ⸳ߌߡߥᣉ⸳߇ࠅޔ

ࠛࡦࠬ⸃ᨆߢߪࡦࠬ㎮ߣࠕࡦ࠴ࡦࠬ㎮ߩਔᣇߢࠪࠢࠛࡦ

୶ℂክᩏߦᣉ⸳㑆ߢᏅ߇ࠆ᧲ޕ੩ᅚ

ࠬᔕࠍⴕޕࠆߔ⏕ࠍ߆ࠆߔ⥌৻߇ࠬࡦࠛࠢࠪޔᓥߞߡ

ሶකᄢߢߪ∔ᖚಽߏߣߦࠕࠢࠬ

DNA ᄌ⇣ࠍ⸽ߔࠆߩߦ 4 ࿁ࠪࠢࠛࡦࠬᔕࠍⴕ߁ߎߣߦߥ
ࠆޕ

㒢ߩࡌ࡞ࠍ㓏ጀൻߒኻᔕߒߡࠆߣ
ߩߎߣߢߞߚ㧔᧻የ⌀ℂవ↢㧕
ޔߚ߹ޕ
ᣣᧄකቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߣߩߨว
߇ࠆߎߣ߇ᜰ៰ߐࠇߚޕ

z

ᨴ⦡ಽᨆ↪⚦⢩ၭ㙃ߪޔᔅߕ 3 dishes એߢⴕ߁ޕPCR ߪᬌ
ࠍ 2 tubes ߢⴕޔߦ negative control ߣน⢻ߢࠇ߫
positive control ࠍ ᔅ ߕ ⟎ ߊ  ޕᔅ ⷐ ߦ ᔕ ߓ high fidelity
polymerase ࠍ↪ߔࠆޕ

ฎౖ⊛ߥㆮવቇ⊛ᬌᩏ⚿ᨐ㧔ࡍ࠾ࠪ
ࡦⴊᶧဳߥߤ㧕ߪᤄ߆ࠄࠞ࡞࠹ߩ৻ภ↪⚕ߦ⸥タߒߡ߈ߚߣ߁⢛᥊߇ࠅޔੱᖱႎߦ
ኻߔࠆࠠࡘ࠹ࠖࠍ㜞ࠆߎߣ߽㊀ⷐߢࠆ߇ޔᬌᩏߩ⚿ᨐࠍ⸻≮ߦᓎ┙ߡࠆߎߣ߇ࠅࠃޔ
㊀ⷐߢࠆߎߣޔㆮવᖱႎߪਇᄌߢࠅޔሶቊ߳ߩኻᔕࠍㄼࠄࠇࠆน⢻ᕈࠍ⠨߃ࠆߣ≮⸻ޔ㍳
ሽ⟵ോ߇  ᐕߣߪ߃᳗⛯⊛ߦᖱႎࠍሽߔࠆᔅⷐ߇ࠆߎߣ߇⼏⺰ߐࠇߚޕ

ㆮવቇ⊛ᬌᩏ⚿ᨐߩႎ๔ߦ㑐ߒߡ⚿ޔᨐࠍฃߌขࠆߦࠨࠗࡦ࠻ᄌ⇣߿ᄙဳࠍ∔ᖚߩේ࿃ᄌ
⇣ߣ⺋ߐࠇߡߒ߹߁ߥߤߩ㗴߇ࠆߎߣޔㆮવቇ⊛ᬌᩏᖱႎࠍ߈ߜࠎߣႎ๔⸃㉼ߢ߈ࠆ㜞
ᐲߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍߔࠆㆮવሶ⸃ᨆᜂᒰ⠪߇ᔅⷐߢߘߩ⢒ᚑ߇㊀ⷐߢࠆߎߣ߇⼏⺰ߐࠇߚޕ

ㆮવቇ⊛ᬌᩏ⚿ᨐࠍႎ๔ߐࠇߚ㓙ߦߩߘޔᬌᩏ⚿ᨐߩ㐿␜߇ਇචಽߢࠆߣࠊߑࠆࠍᓧߥᬌ
ᩏળ␠߽৻ㇱߦࠆߣ߁㗴߇ႎ๔ߐࠇߚޔߦ․ޕ
ޟᨱ␠ߦㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ⚿ᨐႎ๔ߦߟߡ
วࠊߖߚ߇ޔචಽߥ╵߇ߥߊਇߥὐ߇ߞߚޕᡷༀࠍ߅㗿ߒߚޕ
ޕߚߞ߇ᦸⷐߩߣޠ
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ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧠㧕 ↢೨⸻ᢿ߳ߩኻᔕ㧔⌕ᐥ೨⸻ᢿࠍ㧕
ࠦ࠺ࠖࡀ࠲㧦ਃቛ⑲ᒾ㧔ᣣᧄක⑼ᄢቇ㧕
ᦠ⸥㧦㋈ᧁ↱⟤㧔ᣣᧄක⑼ᄢቇ㧕
ෳട⠪ 27 ᣉ⸳㧘32 ฬ
ෳടᣉ⸳㧦
ጤᚻක⑼ᄢቇ╳ᵄᄢቇᮮᵿᏒ┙ᄢቇർᶏᄢቇ᧲੩ㇺዊఽ✚วක≮ࡦ࠲ᄢ㒋Ꮢ┙
✚วක≮ࡦ࠲⁛┙ⴕᴺੱ࿖┙∛㒮ᯏ᭴ᣂẟ∛㒮ᗲᇫᄢቇጟᄢቇජ⪲ᄢቇ੩ㇺ
ᄢቇ㠽ขᄢቇ㣮ఽፉᄢቇጊᒻᄢቇᄢ㒋Ꮢ┙ᄢቇᄢ㒋ᄢቇାᎺᄢቇ࿖┙ᚑ⢒ක≮⎇
ⓥࡦ࠲ችၔ⋵┙ߎߤ߽∛㒮᧲ᶏᄢቇ⥄ᴦක⑼ᄢቇᎹ㦮ක≮ᄢቇർ㉿ᄢቇᤘ
ᄢቇ℄ᄢቇජ⪲⋵┙ߎߤ߽∛㒮ᣣᧄක⑼ᄢቇ㧔㗅ਇห㧕
⡯⒳㧦
⥃ᐥㆮવኾ㐷ක㧔↥ᇚੱ⑼ක㧘ዊఽ⑼ක㧘ౝ⑼ක㧕
ቯㆮવࠞ࠙ࡦ⋴⼔Ꮷഥ↥Ꮷ
࿁ߩᧄࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢߪ㧘
I㧚⌕ᐥ೨⸻ᢿߣ㑐ࠊࠆㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߦ߅ߌࠆ㗴ὐߩ
II㧚ήଚⷅ⊛↢೨ㆮવቇ⊛ᬌᩏ㧔NIPT㧕߳ߩኻᔕ
ߦߟߡ⸛⺰ࠍ߅ߎߥߞߚ ߦ․ޕNIPT ߦߟߡߪ㧘࿖┙ᚑ⢒ක≮⎇ⓥࡦ࠲Ꮐวవ↢ߦෳട
ߒߡߚߛ߈⸛⺰ࠍⴕߞߚࠅࠃ⺰⼏ߩߎޕᓧࠄࠇߚᗧࠍ㓸⚂ߒ㧘એਅߩ᭽ߦឭ⸒ߔࠆޕ
㧨NIPT ߦ㑐ߔࠆឭ⸒㧪
•

NIPT ߽↢೨⸻ᢿߩ߭ߣߟߢࠆࠍ⼂ߒߚߢ㧘ᐢߊ⼏⺰ߐࠇࠆߎߣࠍᦸޕ

•

NIPT ߦ㑐ߔࠆ⋧⺣ߦ㑐ߒߡߪ㧘ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓ߳ߩෳട߿ᬌᩏߩታᣉߣߪ㑐ଥߥߊ㧘ㆮ
વሶක≮ㇱ㐷߇ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߦኻᔕߔࠆߎߣࠍᏗᦸߔࠆޕ

•

ᣉ⸳ᩰᏅߩߥㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩߚߦ㧘NIPT ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓ߆ࠄߪᔅⷐߥᖱႎࠍ
ឭଏߒߡߚߛߊޕ

•

ฦᣉ⸳ౝߢㆮવሶ⸻≮ㇱ㐷ߣ↥⑼ዊఽ⑼߇දജࠍߞߡߊᔅⷐ߇ࠆߕ߹ޕ㗻ߩ
߃ࠆ㑐ଥࠍߟޕ

•

㓚ኂ⠪ߩలታ߇߆߆ߖߥߩߢ㧘⎇ⓥߥߤᚒࠍߣߎࠆ߈ߢ߇ޘㅢߒߡ↢೨⸻ᢿ߿㓚
ኂ⠪ߦ㑐ߒߡߩ㗴ឭࠍⴕ㧘ⴕ߿┙ᴺߦኻߒߡ߈߆ߌߡߊޕ

I㧚

⌕ᐥ೨⸻ᢿߣ㑐ࠊࠆㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߦ߅ߌࠆ㗴ὐߩ

 ೨ࠕࡦࠤ࠻ߩਛߦ߅ߡޟPGD ߩࠞࡦ࠼ࠝࡇ࠾ࠝࡦࠍⴕߞߚ⚻㛎߇ࠅ߹ߔ߆߁ߣޠ
⾰ߦኻߒߡ㧘ታᣉߒߚߎߣߩࠆᣉ⸳ߪ 29 ᣉ⸳ߥᣉ⸳ߪ 45 ᣉ⸳ߢߞߚޕ
 ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߦෳടߒߚᣉ⸳ߢ㧘ࠞࡦ࠼ࠝࡇ࠾ࠝࡦࠍታᣉߒߡࠆᣉ⸳ߪ 13 ᣉ⸳㧘⌕ᐥ
೨⸻ᢿߣ㑐ࠊࠆࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍታᣉߒߚߩࠆᣉ⸳ߪ 17 ᣉ⸳ߢߞߚޕPGD ߩࠞࡦ࠼ࠝ
ࡇ࠾ࠝࡦߦ߅ߡ࠻ࡉ࡞ࠍ⚻㛎ߐࠇߚᣉ⸳ߪሽߒߥ߆ߞߚޕ
ౕ⊛ߥ㗴ὐߣߒߡߪ㧘
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㧝㧚⠌ᘠᵹ↥ߣߪ㑐ଥߥߊਇဋⴧဳォᐳߢ㊀◊ߥ⁁ᴫߢ↢ߒߚ೨ఽࠍᜬߟဋⴧဳォᐳ࿃⠪ߦ
ኻߒߡ㧘PGD ߩㆡᔕ߇ࠆ߆ߤ߁߆
㧞㧚PGD ࠍᏗᦸߐࠇࠆࠢࠗࠕࡦ࠻ࠍ⚫ߒߚ߇㧘ߘߩᓟߩㅴ⁁ᴫ߇વࠊߞߡߎߥޕ
ߣ߁㗴߇ߍࠄࠇߚޕ
 㗴ὐ 1 ߦኻߒߡߪ㧘ታ㓙ߦห᭽ߩ∝㧔ⷫߩဋⴧဳォᐳߦ↱᧪ߔࠆਇဋⴧဳォᐳߢ㊀◊ߥ⁁
ᴫߢ↢ߒߚ೨ఽࠍᜬߟ∝㧕ߦኻߒߡ PGD ߩᛚࠍฃߌߚ߇ࠅ㧘ᣣᧄ↥⑼ᇚੱ⑼ቇળ
㧔ᣣ↥ᇚ㧕ߪ 2010 ᐕࠃࠅ PGD ߩክᩏኻ⽎ߣߒߡࠆߎߣߣ߁ᖱႎ߇ߐࠇߚ㧔2010 ᐕ 6
⌕ޟᐥ೨⸻ᢿߦޠ㑐ߔࠆ⸃㧔URL
http://www.jsog.or.jp/ethic/chakushouzen_20110226.html㧕ߦ̌ᧄᴺ㧔╩⠪ᵈ㧘⌕ᐥ೨⸻
ᢿߩߎߣ㧕ߪ㧘ේೣߣߒߡ㊀◊ߥㆮવᕈ∔ᖚఽࠍ↥ߔࠆน⢻ᕈߩࠆ㧘ㆮવሶᄌ⇣ߥࠄ߮ߦᨴ
⦡⇣Ᏹࠍ࿃ߔࠆ႐วߦ㒢ࠅㆡ↪ߐࠇࠆޕ
̍ߣ߁ᢥ⸒߇ࠆޕ
㧕
߅ߥޕ㧘ߎߩ᭽ߥਇဋⴧဳォᐳ
ߦ࿃ߔࠆ㊀◊ߥవᄤ⇣Ᏹ∝߇ PGD ߩክᩏኻ⽎ߣߥࠅ߁ࠆࠍ⍮ࠄߥ߆ߞߚߩߪ 17 ᣉ⸳ߢ
ߞߚߒߛߚޕ㧘ߎߩ⺰ὐߦߟߡ㧘
ޟክᩏߩኻ⽎ߣߥࠆ߁ߣޠᣇ㊎ߪࠆ߽ߩߩ㧘ᔅߕߒ߽ޟᛚ
ߐࠇࠆߪߣޠ㒢ࠄߥὐߢࠆߎߣߦᵈᗧ߇ᔅⷐߢࠆޕ
 㗴ὐ 2 ߪ㧘2 ᣉ⸳ߢห᭽ߩ㗴߇↢ߓߡࠆߎߣ߇⏕ߐࠇ㧘ߕࠇ߽╭ࠫࠬ࠻ࡠࡈࠖߩ
ߢࠅ㧘1 ߪᢙᐕߦᷰߞߡ߇ߥߣߩߢߞߚޕ࿁㧘PGD ታᣉᣉ⸳ߩෳട߇ߥ߆
ߞߚߚ㧘ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢߪౕ⊛ߥᖱࠍ⍮ࠆߎߣߪߢ߈ߥ߆ߞߚޕᣣ↥ᇚ߆ࠄߩᖱႎ㐿␜
ࠍߡ㧘⚻ㆊߩࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊࠍ᭴▽ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߎߣ㧘ክᩏᦼ㑆ਛ߽ࠢࠗࠕࡦ࠻ߣ
ߩ㑐ଥࠍߟᔅⷐ߇ࠆߎߣ߇⏕ߐࠇߚ ߚ߹ޕPGD ߪਛᄩߢታᣉߐࠇߡࠆߎߣ߇ᄙߊ㧘
ၞᩰᏅ߇↢ߓߡࠆߎߣ߽㗴ߣ⠨߃ࠄࠇߚߦࠪࡃࠗࡊޕ㈩ᘦߒߥ߇ࠄ㧘ㅘᕈߩࠆ
ࠅ߇ᔅⷐߣ⠨߃ࠆޕ
✚ޣว⸛⺰ޤ
 ✚ว⸛⺰ߦ߅ߡ㧘ᣣ↥ᇚߢߩክᩏࠍᜂᒰߒߡࠆᐔේవ↢ࠃࠅ㧘PGD ߩክᩏߪ㐳ߊߣ߽ඨᐕ
ߢ⚿ᨐࠍ↳⺧ᣉ⸳ߦᷰߒߡ߅ࠅᢙᐕߦᷰࠆࠤࠬߣ߁ߩߪ⠨߃ߦߊߣߩᜰ៰߇ߞߚߚ߹ޕ㧘
ᣣ↥ᇚߪႎ㑐ଥߦᖱႎ㐿ࠍߒߡࠆ߇㧘ᓟᖱႎ㐿ߩࠅᣇࠍ⠨߃ߡߊߣߩߎߣߢߞ
ߚߦࠄߐޕ㧘PGD ታᣉᣉ⸳߆ࠄ㧘↳⺧ᣉ⸳ߢߩ୶ℂᆔຬળࠍㅢࠄߥ∝߽ࠆߚᦼ㑆ߛߌࠍ
㗴ߦߔࠆߩߪਇㆡಾߢࠆߣߩᜰ៰ࠍߚߛߚޕ
++㧚

ήଚⷅ⊛↢೨ㆮવቇ⊛ᬌᩏ㧔0+26㧕߳ߩኻᔕ


 ⼏⺰ࠍᆎࠆߦᒰߚࠅ㧘0+26 ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߩᤘᄢቇ྾రవ↢㧘ᚑ⢒ක≮ࡦ࠲Ꮐวవ↢
ࠃࠅᖱႎឭଏࠍߒߡߚߛߚ⥃ߩࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦޕᐥ⎇ⓥߩ㐿ᆎߦߟߡߪ㧘   ᣣߩᣣ
↥ᇚਥߩ㐿ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߣ㧘ߘࠇࠍฃߌߚᣣᧄ↥⑼ᇚੱ⑼ቇળߩޟ↢೨⸻ᢿߦ㑐ߔࠆ⸃ޠ
ߩᡷ⸓ࠍᓙߞߡࠆ⁁ᴫߢࠆߪࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦޕ㧘ᬌᩏߩታᣉߣ㑐ଥߥߊෳടߔࠆߎߣ߇น⢻
ߢ㧘ᖱႎឭଏߦߪⓍᭂ⊛ߦᔕߓࠆߣߩ߅ࠍߚߛߚߚ߹ޕ㧘ታᣉᣉ⸳㧘ᬌᩏળ␠߽⊓㍳ߦ
ߒߡ㧘ߤߩࠃ߁ߥࠬ࠲࠶ࡈ߇ⴕߞߡࠆߩ߆ࠍࠄ߆ߦߒ㧘ቯᦼ⊛ߥ⻠⠌ࠍⴕ߁ߥߤ㧘ᄢ߈ߥ
ߩᢛࠍ⠨߃ߡࠆߣߩߎߣߢࠆޕ
 ฦᣉ⸳ߩ⁁ࠍ⏕ߒߚߣߎࠈ㧘0+26 ߦߟߡᄙߊߩวࠊߖ߇᧪ߡࠆᣉ⸳߆ࠄᢙઙߩߺ
ߣ߁ᣉ⸳߹ߢ㧘ᣉ⸳߿ၞߦࠃߞߡᏅ߇ࠆ᭽ሶߢߞߚޕ0+26 ߇৻⥸⊛ߦታᣉߐࠇߡࠆߣ
ᕁߞߡࠆࠢࠗࠕࡦ࠻߇⋥ធ᧪㒮ߐࠇߚᣉ⸳߽ߞߚޕ
 ࿁ߩ⸛⼏ߪ㧘߹ߕ 0+26 ߦߣ߽ߥ߁㗴ὐࠍߒ㧘ㆮવሶක≮ㇱ㐷߇ߤߩࠃ߁ߥㅪ៤ࠍขࠆ
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ߴ߈߆ࠍᬌ⸛ߒߚޕ
㧨0+26 ߩታᣉߦߣ߽ߥ߁㗴ὐ㧪
㧝㧚0+26 ࠍᏗᦸߐࠇࠆࠢࠗࠕࡦ࠻߳ߩᦨೋߩኻᔕ߇㧘৻⥸↥ᇚੱ⑼ߢࠆน⢻ᕈ߇㜞ޕ
ࠕ ৻⥸↥⑼㐿ᬺක߆ࠄ㧘0+26 ߦኻߒุቯ⊛ߥᗧࠍ⡞ߊߎߣ߇ࠆޕ
ࠗ ⁁ߢ৻⥸↥ᇚੱ⑼ක߇ 0+26 ߩ৻ᰴࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍᜂᒰߔࠆߩߪ㧘ታ⊛ߢߪߥޕ

㧞㧚0+26 ࠍታᣉߒߥᣉ⸳ߢߩࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍߤߩࠃ߁ߦ߅ߎߥ߁߆
㧟㧚ᬌᩏᏗᦸ⠪߇ᄙᢙߣߥࠅ㧘චಽߥኻᔕ߇᧪ߥน⢻ᕈ߇ࠆޕ
ࠕ ᧄ㇌ߢߪ  ᱦએߩಽᇂ߇ᐕ㑆  ਁઙࠆޕ0+26 ߩኻ⽎ߣߥࠆઁߩࡂࠗࠬࠢࠍ
ࠆߣ  ᐕ㑆ߦߘࠇએߩੱᢙ߇ 0+26 ߩኻ⽎ߣߥࠅ߁ࠆߩߎޕᢙߦኻᔕߢ߈ࠆ߇
ߣࠇࠆน⢻ᕈ߇ૐޕ
Ԙ

⟠᳓ᬌᩏ߽ᐕ㑆  ਁ  ජઙ㧘⺑ߪ  ਁઙⴕࠊࠇߡࠆ߇㧘ታ㓙ߦචಽߥኻᔕ߇
ขࠇߡࠆߩ߆߽⇼ߢࠆޕ

ࠗ ␠ળߦኻߒߡ㧘0+26 ߦߟߡߤߩࠃ߁ߥౝኈࠍߤߩࠃ߁ߦ⍮ߐߖࠆߴ߈߆ߩ⼏⺰߇
ߥߐࠇߡߥޕ
࠙ ㆡᔕᄖߢߞߡ߽Ꮧᦸߐࠇࠆน⢻ᕈ߇ࠆޕ
㧠㧚0+26 ߩㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߪ⺑ౝኈ߇ᄙ⺑ߊߥߪߢࠣࡦࡦ࠙ࠞޕߛߌߦߥࠆน⢻
ᕈ߇ࠆޕ
ࠕ ᛛⴚ⊛ߥ㗴ߣߒߡߩ⺰⼏ߛߌߢߪ㧘0+26 ߩᜬߟ㗴ߩᧄ⾰ࠍᄬ߁ޕ
㧡㧚↢೨⸻ᢿ߇ਛ⛘ࠍ೨ឭߣߒߡ⠨߃ࠄࠇߡࠆ߽㗴ߢࠆޕ
ࠕ ዊఽ⑼කߥߤߩ↢ᓟߩ∛᳇ࠍᜬߞߚሶߤ߽㆐ࠍߺߡࠆੱߚߜ߆ࠄߩⷞὐ߇ᔅⷐߢ
ࠆޕ
ࠗ ᬌᩏࠍ߅ߎߥ߁↥⑼කᏧ߇ᒰᬌᩏߩㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍⴕ߁ߩߪਇ⥄ὼߥㇱಽ߇
ࠆޕ
㧢㧚㓚ኂ߿∛᳇ࠍᜬߞߚੱߚߜ߳ߩฃߌࠇ߇㧘ታߩ␠ળߢߪචಽߢߪߥޕ

એߩߐࠇߚ㗴ὐ߆ࠄ㧘ᧄࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢߪ㧘㧝㧕ㆮવሶක≮ㇱ㐷߇ 0+26 ߦኻᔕߔࠆ
ࠍᅤߦ᭴▽ߒ㧘㧞㧕0+26 ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߣߤߩࠃ߁ߦㅪ៤ࠍขࠅ㧘ߐࠄߦ㧟㧕0+26 ߦߟߡ
␠ળߦኻߒߡߤߩࠃ߁ߦ㗴ឭߔࠆ߆ߐࠄߦ⸛⺰ࠍⴕߞߚޕ

㧝㧕ㆮવሶ⸻≮ㇱ㐷ߩ᭴▽ߦߟߡ
㧝㧚㒮ౝߩࠞ࠙ࡦࡦࠣߩᢛ߇ᔅⷐߢࠆޕ
ࠕ ᬌᩏ೨߆ࠄዊఽ⑼කߩ㑐ਈߔࠆࠍ᭴▽ߔߴ߈ޕ
Ԙ

ታ㓙ߩ㓚ኂࠍᜬߞߚሶߤ߽㆐ߩ↢ᵴࠍ⍮ࠆዊఽ⑼කߩ㑐ਈ߇ᔅⷐߢࠆޕ

ԙ

ߚߛߒ㧘ሶߤ߽߇⸻≮ࠍฃߌߡࠆዊఽ⑼ක߆ࠄ↢೨ࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍฃߌࠆ
ߩߪ㧘ࠢࠗࠕࡦ࠻ߩᔃℂߦ⽶ᜂߣߥࠆน⢻ᕈ߽ࠆޕ

ࠗ ㆮવሶ⸻≮ㇱߣ↥⑼㧘ዊఽ⑼߇දജࠍࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
Ԙ

ታ㓙ߦࡢࠠࡦࠣࠣ࡞ࡊࠍߞߡࠍᢛ߃ߡࠆᣉ⸳߽ࠆޕ

ԙ

↢೨⸻ᢿ㧔↢ఽࠍ߰ߊߡ㧕ߦ߆߆ࠊࠆੱߚߜߩືቇߣ⍮⼂ߩ߇ᔅⷐߢ
ࠆޕ

Ԛ

⛮⛯⊛ߦ㗻ߩ߃ࠆ㑐ଥࠍߟޕ


㧞㧕ㆮવሶ⸻≮ㇱ㐷ߣࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߣߩㅪ៤ߦߟߡ
㧝㧚ㆮવሶ⸻≮ㇱ㐷ߪ㧘0+26 ߩࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍㅢߒߡ㑐ਈߒߡߊޕ
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㧞㧚ᬌᩏߩ㔛ⷐ੍᷹߇࿎㔍ߢࠅ㧘0+26 ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߢߪ㧘ේೣߣߒߡ∛㒮⚻↱ߢߩ⚫࡞
࠻߆ࠄฃߌࠆߎߣࠍ⠨߃ߡࠆޕ
ࠕ ㆮવሶක≮ㇱ㐷ߢ㑐ࠊࠅࠍᜬߟߪ㧘0+26 ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߣߒߡ߽ᦸ߹ߒߢ
ࠆߩߘޕℂ↱ߪએਅߩㅢࠅߢࠆޕ
Ԙ

ᬌᩏ೨ឭߢߩࠞ࠙ࡦࡦࠣߦߥࠄߥޕ

ԙ

ࠕࠢࠬߩဋ৻ᕈࠍߡࠆޕ

Ԛ

ᬌᩏᣉ⸳߇ዋߥߎߣ߽ࠅ㧘ฦၞߢߩ⓹ญߣߥࠅ߁ࠆޕ

㧟㧚ၞᣉ⸳ᩰᏅࠍ↢ߓߥߚߩදജࠍࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߦߪ߅㗿ߒߚޕ
㧔ࠕ㧕ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߢߪ㑐ㅪᣉ⸳ߦ㈩Ꮣߢ߈ࠆ⾗ᢱࠍᚑߒߡࠆޕ
Ԙ ㅪ⛊ળ⼏ࠍㅢߓߡฦᣉ⸳߳ߩ㈩Ꮣࠍ߅㗿ߔࠆޕ

㧟㧕␠ળ⊛ߥኻᔕߦߟߡ
㧝㧚0+26 ߽↢೨⸻ᢿߩ߭ߣߟߢࠆߎߣࠍ⼂ߒߡኻᔕߒߡߊޕ
ࠕ ↢೨⸻ᢿోߦኻߔࠆㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩᢛ߇ᔅⷐߢࠆޕ
㧞㧚ࠢࠗࠕࡦ࠻߇ᦨೋߩࠦࡦ࠲ࠢ࠻ࠍขࠆߩߪၞߩ㐿ᬺකߢࠆ߇੍ᗐߐࠇࠆޕ
ࠕ ↥ᇚੱ⑼ቇળߛߌߢߥߊ㧘㐿ᬺකߣߩ㑐ଥߩᷓ↥ᇚੱ⑼කળࠍㅢߒߚᖱႎឭଏࠍⴕ߃
ࠆ᭴▽ࠍ⠨ᘦߔࠆޕ
㧟㧚㓚ኂఽ㧔⠪㧕ߩߦ㑐ߒߡ␠ળోߦឭ⸒ࠍⴕ߁߽ᔅⷐߢࠆޕ
ࠕ ৻⥸␠ળ߇ᬌᩏࠍ⺰⼏߽ߥߊฃߌኈࠇߡࠆ
ࠗ 㓚ኂ⠪ឃ㒰ߦ⾥ᚑߩ┙႐ࠍᜬߟකᏧ߽ᄙޕ
࠙ ⴕቭߩ㑐ਈ߇ߥޕ
Ԙ

ⴕᯏ᭴ߩ㗴߇ࠅ㧘ౕ⊛ߥ㗴ὐࠍකቇ⎇ⓥ㧘⺰ᢥߥߤࠍㅢߒߡᚒ߇ޘ
ࠄ߆ߦߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

ԙ

ೋ╬ਛ╬㜞╬ᢎ⢒ోߡߩᲑ㓏ߦ߅ߡ㧘↢೨⸻ᢿ߽ㆮવߦ㑐ߔࠆᢎ⢒
ߦኻߔࠆలታ߇ᔅⷐߢࠆߚ㧘ᢥ⑼⋭߳ߩ߈߆ߌ߽ᔅⷐߢࠆޕ

ࠛ ࡈࡦࠬߢߪ⢝ఽ᧦㗄ߢߩਛ⛘ߩቯߪዊఽ⑼ක߇㑐ਈߒ㧘㓚ኂ⠪ߦ↢೨⸻ᢿߦ
ࠃࠆ⋉ߩ৻ㇱ߇↪ߐࠇߡࠆ␠ߥ߁ࠃߩߎޕળㆶరߩࠪࠬ࠹ࡓ߽ᔅⷐ߆߽ߒࠇߥޕ

㧠㧚0+26 ߩࠃ߁ߦ㜞㗵ߥᬌᩏࠍฃߌࠄࠇࠆᅚᕈ߇㧘Უ⼔ᴺߩ⚻ᷣ᧦㗄ࠍ⥄↱ߦਛ⛘ߔࠆߩߪ
⍦⋫߇ࠆޕ
ࠕ Უ⼔ᴺߦ⢝ఽ᧦㗄߇ሽߒߥ߆ࠄ㥿㦉߇↢ߓߡࠆน⢻ᕈ߇ࠆޕ

ߎࠇࠄߩᗧࠍ㓸⚂ߒ㧘࿁ߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢߪ 0+26 ߦ㑐ߒߡᧄᢥ೨Ბߦ␜ߒߚឭ⸒ࠍᚑߒ
ߚޕ
✚ޣว⸛⺰ޤ
 ✚ว⸛⺰ߢߪ㧘0+26 ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߦኻߒߡ㧘ㆮવሶක≮ㇱ㐷ߛߌߢߥߊ㧘ၞߩක≮ᯏ㑐
ஜᚲߥߤߩᣉ⸳㧘৻⥸ߩᣇ㆐ߦะߌߚဋ⾰ߥᖱႎឭଏࠍ߅ߎߥߞߡ᰼ߒߣ㧘ⶄᢙߩᗧࠍ
ߚߛߚߩߘޕਛߦߪ㧘ၞߩᲣⷫᢎቶߥߤࠍ↪ߒߡ㧘0+26 ߦ㑐ߔࠆᖱႎឭଏࠍⴕ߁ߣ߁ᗧ
߽㗂ᚬߒߚޕ
 ᎑ℂ㐳߆ࠄߪ㧘ో࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߡߦ 0+26 ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓ߆ࠄ⾗ᢱࠍឭଏߒ
ߡߚߛ߈㧘ᧄળ⼏ߩฦ⊓㍳ᣉ⸳ߦ㈩Ꮣߔࠆᣇ㊎ࠍߒߡߚߛߚޕ
 ߹ߚ㧘ᬌᩏ⾌↪ߦߟߡߩᗧ߽ߚߛߚޕᬌᩏߩ⾌↪߇☨࿖ߦᵹࠇࠆࠍ⠨߃ࠆߣ㧘ㆡᱜ
ଔᩰߩ⸳ቯ߽ߚࠦࡦ࠻ࡠ࡞߇ᔅⷐߣߥࠆߩ࠻ࡦ࠹ࡄޕ㗴ߛߌߢήߊ㧘↢೨⸻ᢿߦኻߔ
ࠆ࿖ౝߢߩᬌᩏᣉ⸳ߩ⚂߽ࠆߚ㧘ታᣉߦߚߞߡ⺖㗴ߣߥࠆ߇⏕ߐࠇߚޕ
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ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧡㧕⊒∝೨⸻ᢿ߳ߩኻᔕ

ࠦ࠺ࠖࡀ࠲㧦㔍ᵄᩕੑ㧔㠽ขᄢቇ㧕
ᦠ⸥㧦ਛᎹᄹሶ㧔㠽ขᄢቇ㧕

ߪߓߦ
 ⊒∝೨⸻ᢿߪㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩ㊀ᄢߥ⺖㗴ߩ৻ߟߢࠅ㧘ో࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏㧔ㅪ
⛊ળ⼏㧕ߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢ߽Ფᐕขࠅߍࠄࠇߡࠆ ޕᐕ   㨪 ᣣߦ㐿ߐࠇߚ╙
 ࿁ㅪ⛊ળ⼏ߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ∝⊒ޟ೨⸻ᢿ߳ߩኻᔕߪߦޠ㧘ᄢ㒋ᄢቇ㧘┙ቇᩞᷣ⚵วㄭ⇰
ਛᄩ∛㒮㧘ၯ₹ක⑼ᄢቇ㧘ାᎺᄢቇ㧘ජ⪲ᄢቇ㧘᧲੩ᘏᕺක⑼ᄢቇ㧘᧲੩ᅚሶක⑼ᄢቇ㧘᧲੩ᄢ
ቇ㧘᧲੩ㅛା∛㒮㧘᧲ർࡔ࠺ࠖࠞ࡞ࡔࠟࡃࡦࠢᯏ᭴㧘㠽ขᄢቇ㧘ฬฎደᄢቇ㧘ᣂẟᄢቇ㧘ጊᒻ
ᄢቇ㧘⺒ᄁᣂ⡞ߩ  ᣉ⸳߆ࠄ  ฬ߇ෳടߒ㧘⊒∝೨⸻ᢿߦ㑐ߔࠆߩ⁁ᴫ߿ᓟߩ⺖㗴ߦߟ
ߡ⸛⼏ࠍⴕߞߚޕ

 ╙  ࿁ㅪ⛊ળ⼏ߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢ⸛⼏ߐࠇߚౝኈ  ߦߟߡ
㧔㧕ੱຬߩ㗴߇ᷓೞߢࠅ㧘ߠߊࠅ߿ࡈࠜࡠߦᓇ㗀
㧔㧕ޟක≮ߦ߅ߌࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏ⸻ᢿߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦ⸥ߦޠタߐࠇߡࠆ㧘⊒∝೨⸻ᢿ
ࠍⴕ߁࠲ࠗࡒࡦࠣߢࠆޟᚑੱߩޠᐕ㦂߅ࠃ߮⥄ޟᓞ⊛ߦ್ᢿߢ߈ࠆᐕ㦂߇ޠਇ⏕
㧔㧕⊒∝೨⸻ᢿߩߦߟߡߪ㧘ታᣉ೨ߦⶄᢙ࿁ߩㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍⴕߞߡࠆାᎺᄢቇ
ߩࡊࡠ࠻ࠦ࡞ࠍෳ⠨
㧔㧕⊒∝೨⸻ᢿߩ୶ℂ↳⺧ߪ൮⊛↳⺧߇ᄙᢙߢࠆ߇㧘∔ᖚ↳⺧㧘∛㒮ౝߩ⍴ᦼክᩏ߳ߩ
↳⺧߽ࠆ୶ߩ⥸৻ޕℂᆔຬળߩᄖㇱᆔຬߩ⊒∝೨⸻ᢿߩℂ⸃ᐲ߿ੱᖱႎߩขᛒ߇㗴
㧔㧕ᔃℂ㕙ߢߩࡈࠜࡠߦߟߡਇ߇ࠆߚ㧘⥃ᐥᔃℂ჻߇ᔅⷐ
㧔㧕ㄭ⇰ਛᄩ∛㒮ߩࡂࡦ࠴ࡦ࠻ࡦ∛ߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻ߩ⚿ᨐߩႎ๔ޕ㑆ߦ⊒∝೨⸻ᢿ߇⍮
ߐࠇߡ߅ࠄߕ㧘ẜ⊛ߥ࠾࠭ࠍฃߌᱛࠆ႐ᚲ߇ߥߚ㧘ᧄㅪ⛊ળ⼏ߩ *2 ߿㔍∛ࡦ࠲ߩ
*2 ߥߤߦࡦࠢࠍ⾍ࠆߎߣߥߤࠍឭ᩺
㧔㧕ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣᢱ㊄߇ૐߔ߉ࠆߎߣߦߟߡࡦࠝ࠾ࡇࠝ࠼ࡦࠞޕᄖ᧪㧔㨪
㧕߇ᅷᒰߢߪߥ߆
㧔㧕ኅᣖᕈ⣲≌ߪ㧘ࠆ⒟ᐲߩኻᔕ╷ࠍឭ␜ߢ߈ࠆߚ㧘Ყセ⊛Ⓧᭂ⊛ߦ⊒∝೨⸻ᢿࠍㅴߡ
ߊߴ߈∔⚻ޕᖚߩ⊒∝೨⸻ᢿߣߪಾࠅಽߌߡᛒ߁
㧔㧕↢㒾ߪ㧘⏕ቯ⸻ᢿ೨ߥࠄ㒾ኻᔕ߇น⢻ߥㇱಽ߽ࠆߚ㧘⸻ᢿ೨ߦኻᔕࠍ⠨߃ࠆ
 એࠍ〯߹߃ߡ㧘࿁ߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢߪߩ⁁ᴫߣ⺖㗴ߦߟߡ⸛⼏ߒߚޕ

 ੱຬਇ⿷ߦߟߡ
㧔㧕ㆮવᕈ⚻╭∔ᖚߩ⊒∝೨⸻ᢿߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߦߟߡ
 ାᎺᄢቇࠃࠅ㧘 ᐕߦታᣉ㧔 ⊒ㅍ㧘 ᧃ࿁㧕ߒߚㆮવᕈ⚻╭∔ᖚߩ⊒∝೨⸻ᢿߩ
ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩ⚿ᨐ߇ႎ๔ߐࠇߚోޕ࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߩ⛽ᜬᯏ㑐ળຬ  ᣉ⸳㧔
ᐕ  ᤨὐ㧕ࠍኻ⽎ߦࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍⴕ㧘 ᣉ⸳㧔⚂ 㧑㧕ࠃࠅ࿁╵ࠍᓧߚ ޕᣉ⸳ߩౝ
 ᣉ⸳㧔⚂ 㧑㧕߇⊒∝೨⸻ᢿߩታᣉࠍߡኻᔕߒߡ߅ࠅ㧘 ᣉ⸳㧔㧑㧕߇ࠞ࠙ࡦࡦ
ࠣߩߺߩኻᔕ㧘ᱷࠅ  ᣉ⸳㧔⚂ 㧑㧕ߪኻᔕߒߡߥߣߩ࿁╵ߢߞߚ∝⊒ޕ೨⸻ᢿߩઙᢙߪ㧘
 ᐕ೨ߩ೨࿁⺞ᩏߣᲧセߒߡჇ߃ߡߥޕ
 ⊒∝೨⸻ᢿߪ⥃ᐥㆮવኾ㐷ක߅ࠃ߮⚻ౝ⑼ක߇ᜂᒰߒߡࠆ⑼♖ޕක߇ෳടߒߡߥᣉ
⸳߇ᄙߊ㧘߹ߚ㧘⋴⼔Ꮷ㧘ቯㆮવࠞ࠙ࡦ㧘⥃ᐥᔃℂ჻߇߹ߞߚߊෳടߒߡߥߣ߁
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ᣉ⸳߇ᦨᄙߢߞߚ∝⊒ޕ೨⸻ᢿߦኻᔕߒߡߥℂ↱ߣߒߡߪ㧘 ᣉ⸳ߩౝ  ᣉ⸳ߩ߇
ਇචಽߢࠆߎߣ㧘 ᣉ⸳߇ࠬ࠲࠶ࡈਇ⿷ࠍߍߚޕᔅⷐߥࠬ࠲࠶ࡈߪ㧘ቯㆮવࠞ࠙ࡦ㧘
⥃ᐥᔃℂ჻㧘⋴⼔Ꮷߩ㗅ߢ㧘㕖කᏧߩలታࠍ࿑ࠆߎߣ߇ᓟߩ⺖㗴ߣߐࠇߚߪࠇߎޕ೨࿁⺞ᩏߢ
߽⺖㗴ߢߞߚ߇㧘߶ߣࠎߤᡷༀߐࠇߡߥޕ
㧔㧕ቯㆮવࠞ࠙ࡦߩ⁁
 ⶄᢙߩᣉ⸳ߢ㧘ㆮવࠞ࠙ࡦߪ⋴⼔⡯ߣߩോߢࠅ㧘ኾ㐷⡯ߣߒߡߩࡐࠬ࠻߇⏕ߢ߈
ߥߚ㧘ቯㆮવࠞ࠙ࡦߩ㓹↪ߢ߈ߥታᖱ߇ᜰ៰ߐࠇߚޕㆮવࠞ࠙ࡦࠦࠬߢ
ߩ㙃ᚑ߇ㅴࠄࠇߡࠆ߇㧘㙃ᚑߒߡ߽ዞ⡯వࠍ⏕ߢ߈ߥߎߣߪᄢ߈ߥ㗴ߢࠆޕቯㆮ
વࠞ࠙ࡦࠍ㓹↪ߒࠃ߁ߣ߁േ߈ߪߞߡ߽㧘ୃ჻એߩੱ᧚ߦ⋧ᔕߩ⛎ਈࠍ↪ᗧߢ߈ߥ
ߣ߁ࠫࡦࡑ߇ࠆޕᔕ⠪߽㧘ㆮવࠞ࠙ࡦߩ㓸߇ߞߡ߽ࠕ࡞ࡃࠗ࠻ߩࠃ߁ߥ
᧦ઙߢ↢ᵴߩ㓚߇ᓧࠄࠇߥߌࠇ߫㧘ᔕߪ㔍ߒߚ߹ޕ㧘ㆮવࠞ࠙ࡦ⡯ߩ⟎ઃߌ߇ਇ
⏕ߢࠆߚ㧘ක≮ᯏ㑐ߦዞ⡯ߒߚߣߒߡ߽⋴⼔Ꮷ߿⥃ᐥᬌᩏᛛᏧߣߞߚක≮⾗ᩰ߇ࠆ႐
วߪߘߩ߇ఝవߐࠇ㧘ㆮવࠞ࠙ࡦߩࠍචಽߦⴕ߃ߥ⁁ᴫ߽ᜰ៰ߐࠇߚޕ
㧔㧕ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠬ࠲࠶ࡈߩ㓹↪ߦะߌߡ
 ㆮવࠞ࠙ࡦߩታ❣ࠍࠅ㧘ࡐࠬ࠻ࠍഃߔࠆߣߣ߽ߦ㧘⋧ᔕߩ⛎ਈߩ⸽߇ᔅⷐߢࠆޕ
߹ߚ㧘ㆮવࠞ࠙ࡦߩ㓹↪߇㊀ⷐߢࠆߎߣߪ⼂ߐࠇߡ߽㧘ක≮⚻ᷣ⊛ߥ⸽㧔∛㒮ߩ
⋉ߦߟߥ߇ࠆ㧕ᐲ⸳⸘ߥߤ߽ᔅⷐߣߩᗧ߽ߚౕޕ⊛ߦߪ㧘㒾タߐࠇࠆᬌᩏࠍჇ߿ߔ㧘
ቯㆮવࠞ࠙ࡦ߇ኻᔕߔࠆࠞ࠙ࡦࡦࠣߦ⸻≮ႎ㈽ߢߩࡔ࠶࠻ࠍߟߌࠆ㧘߹ߚ∛㒮ᯏ
⢻⹏ଔߢㆮવࠞ࠙ࡦߩ㓹↪ࠍ⹏ଔߔࠆ⚵ߺࠍࠆߎߣߥߤ߇ߍࠄࠇߚޕ

 ৻ᰴㆮવ⋧⺣⓹ญߦߟߡ
 ᄢቇ∛㒮ߢߩㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩ∝ᢙߪ  ᐕ߆ࠄᄌൻߒߡߥߣߩᜰ៰߇ߞߚߒޕ
߆ߒ㧘ஜᚲߥߤߩ⋧⺣ߢߪ㧘ㆮવߦߟߡᖠࠎߢࠆੱߪ㕖Ᏹߦᄙߣߩᗧ߇߇ߞߚ․ޕ
ߦ㧘ᴦ≮ᴺ߇ߥ⚻∔ᖚߩ႐วߪ⸻ᢿߩࡔ࠶࠻߽ߥߊ㧘ᖠࠎߛᧃߦᬌᩏߪฃߌߥߣ߁⚿
⺰ߣߥࠆߎߣ߇ᄙߚ㧘ᄢቇ∛㒮߹ߢⴕ߈⌕߆ߥޕᄢቇ∛㒮ߢㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍฃߌࠆ
ੱߪ㧘ߎࠇࠄߩᖠߺࠍਸ਼ࠅ߃ߡ⸻ᢿࠍᏗᦸߔࠆ৻ㇱߩੱߣߩᜰ៰߇ߥߐࠇߚޕ
 ஜᚲߢߩㆮવ⋧⺣ߦߟߡߪ㧘ቯㆮવࠞ࠙ࡦᐲ߇ࠄࠇߚߎߣߢ㧘ළߞߡᖚ⠪ߐ
ࠎߣߩᯅᷰߒ߇ߢ߈ࠆੱ߇ޘᶖ߃ߡߒ߹߁⚿ᨐߦߥߞߚߣߩᗧ߇ߐࠇߚߪࠇߎޕ㧘ஜᚲߢ
ߪㆮવߩ㗴ߩኻᔕߩ⵿㊁ࠍᐢߍࠆߚߦ㧘⋴⼔Ꮷ߿ஜᏧߩኻᔕࠍᐢߍࠃ߁ߣߒߡߚ߇㧘ㆮ
વ⋧⺣ߦኻᔕߔࠆߚߩቯ⾗ᩰ߇ࠄࠇߚߚ㧘⾗ᩰ߇ߥߌࠇ߫ㆮવ⋧⺣ߦኻᔕߢ߈ߥߣ
߁⁁ᴫ߇↢߹ࠇߡߒ߹㧘ㆮવߦߟߡ᳇シߦ⋧⺣ߢ߈ࠆ႐ᚲ߇ළߞߡᷫዋߒߡߒ߹ߞߚߣ⠨߃
ࠄࠇࠆޕ
 ታ㗴ߣߒߡ㧘ᄢቇ∛㒮߇ోߡߩ⋧⺣ࠍฃߌࠆߎߣߪਇน⢻ߢࠅ㧘᳇シߦ⋧⺣ߦⴕߌࠆߣ
ߎࠈߦㆮવ⋧⺣ࠍฃߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ႐ᚲ߇ᔅⷐߢࠆߩߘޕ႐ᚲ߆ࠄᄢቇ∛㒮ߥߤߩኾ㐷ᣉ⸳
߳ߣᝄࠅಽߌߐࠇࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒౕޕ⊛ߦߪ㧘ஜᚲ߿ኅᐸක߇৻ᰴ⋧⺣ߩ႐ߣߒߡኻᔕߢ
߈ࠆࠪࠬ࠹ࡓ߇ᔅⷐߣߥࠆޕ
 ߎࠇߪ㧘ᧄࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩߺߥࠄߕㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣోߦ㑐ࠊࠆ㗴ߢࠅ㧘ᓟㅪ⛊
ળ⼏ోߢᬌ⸛ߒߡߊᔅⷐ߇ࠈ߁ޕ

㧚⊒∝೨⸻ᢿߩߦߟߡ
 ⊒∝೨⸻ᢿߢߪ㧘ታᣉ೨ߦⶄᢙ࿁ߩㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍⴕߞߡࠆᣉ⸳߇ᄙߊ㧘ߎߩ࿁ᢙߦ
ߟߡ߽⼏⺰ߐࠇߚޕㅅߞߡࠆࠢࠗࠛࡦ࠻㧘ߔߢߦ⠨߃ᛮߚߢ᧪⺣ߒߡࠆࠢࠗࠛࡦ
࠻ߥߤ⁁ᴫ߇᭽ߢޘ㧘ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩ࿁ᢙࠍࠆߎߣߛߌ߇㊀ⷐߢߪߥߣߩᗧ߽

- 99 -

ߞߚߚ߹ޕ㧘කᏧߣߩળ߇ᾚ߹ߞߡߒ߹ߞߚ႐วߦ㧘ㆮવࠞ࠙ࡦߩኻᔕ߇ഥߌߦߥߞ
ߚ߽ߍ㧘ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩ⾰ࠍߍࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈ߽ᜰ៰ߐࠇߚޕ
 ߎߩ⼏⺰ߩਛߢ㧘ㆮવࠞ࠙ࡦߩ㑐ࠊࠅߣߒߡ㧘᧲੩ᅚሶකᄢߩขࠅ⚵ߺ߇⚫ߐࠇߚޕ
᧲੩ᅚሶකᄢߢߪᔃℂ㕙ធߣᔃℂᬌᩏߩ㓙ߦቯㆮવࠞ࠙ࡦ߇න⁛ߢࠢࠗࠛࡦ࠻ߣ㕙⺣
ߒߡ߅ࠅ㧘ߘߩ㓙ߦࠢࠗࠛࡦ࠻ߩᧄ㖸߇⡞ߌࠆߎߣ߇ᄙߦࠄߐޕ㧘ᬌᩏ⚿ᨐ߇㓁ᕈߣ㒶ᕈߩ
႐วࠍᗐቯߒߡੱ↢⸳⸘ࠍᦠߡߊࠆ⺖㗴ࠍࠢࠗࠛࡦ࠻ߦ⺖ߒߡࠆߩߎޕㆊ⒟ߪ㧘ࠢࠗࠛ
ࡦ࠻ߩ⸷߃ࠍᢥᦠൻߔࠆߎߣߢౝ⋭ߔࠆᯏળ߽ᓧࠄࠇ㧘⊒∝೨⸻ᢿߩታᣉ࠲ࠗࡒࡦࠣߩ⸳ቯߦᓎ
┙ߟࠍ⸘⸳↢ੱޕญ㗡ߢߒߡ߽ࠄ߁ߎߣࠍታ〣ߒߡࠆᣉ⸳߆ࠄ㧘ᢥᦠൻߒߚᣇ߇ࠃࠅౕ⊛
߆ߟലᨐ⊛ߢࠆߣ߁ᗵᗐ߇ነߖࠄࠇߚߚ߹ޕ㧘කᏧએᄖߩࠞ࠙ࡦࡦࠣࠬ࠲࠶ࡈ߇ⴕ߁㕙
⺣ߦߟߡߪ㧘⋧ᕈߩਇ৻⥌߿ࠅࠍㆱߌࠆߚߦ㧘ߩකᏧߩหᏨ㧘♖⑼ߩࠬ࠲࠶ࡈߩหᏨ
ߥߤߩᣇᴺ߽ឭ᩺ߐࠇߚޕ
 ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߦหߔࠆࠠࡄ࠰ࡦߦߟߡ߽⸛⼏ߐࠇߚౕޕ⊛ߦᇕ⚂⠪߇หߒ
ߡ᧪⺣ߔࠆࠤࠬߢߪ㧘ᧄੱߪญߢߪᬌᩏࠍᏗᦸߔࠆߣߒߡࠆ߇㧘ታߪᇕ⚂⠪ߩᏗᦸߢߞ
ߚࠅ㧘ᬌᩏߐ߃ฃߌࠇ߫⚿ᇕߢ߈ࠆߣᕁㄟࠎߢߚࠅ㧘㕖Ᏹߦὶߞߡߚࠅߔࠆࠤࠬߥߤ㧘
㗴߇ࠆ႐วࠤ߽ࠬᄙߎߣ߇㧘ⶄᢙߩᣉ⸳߆ࠄႎ๔ߐࠇߚޕᬌᩏᓟߦ⎕⺣ߦߥࠆߎߣ߽
ࠆޕᇕ⚂⠪ߣ᧪⺣ߔࠆࠤࠬߢߪ㧘㓁ᕈߣ㒶ᕈߩ႐วߩੱ↢⸳⸘ࠍੑੱߢ⠨߃ߡ߽ࠄ߁ߎߣ߇ᔅ
ⷐߣߩᗧ߇ߞߚ߃ޕ㓁ᕈߢࠇ߫⚿ᇕߒߥߣ߁⚿⺰ߢߞߡ߽㧘ੑੱߢߒߚ⚿⺰ߥ
ߩߢዅ㊀ߔࠆߣߩ┙႐߇ᔅⷐߣߩឭ᩺ߢߞߚޕ
 ⚿ᇕࠍប߃ߡࠆઍߣሶ⢒ߡࠍ⚳߃ߚઍ㧘ᖠߺࠍᛴ߃ߡߔߋߦ᧪⺣ߔࠆ႐ว㧘ߔߢߦᐕ
߽ᖠߺ⠨߃ߚᧃߦᬌᩏࠍᏗᦸߒߡ᧪⺣ߔࠆ႐วߥߤ㧘ࠢࠗࠛࡦ࠻ߩ᧦ઙߪ᭽ࠅߢޘ㧘ߘࠇߙ
ࠇߦㆡಾߥኻᔕߪ⇣ߥࠆ∔⚻ޕᖚߩㆮવሶ⸻ᢿߪ㧘ⶄᢙ࿁ߩㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍⴕߥ߇ࠄ
ᵈᗧᷓߊㅴࠆᔅⷐ߇ࠆ߇㧘ౝኈࠍ㊀ⷞߒߡ㧘ᦨߦ࠻ࡦࠛࠗࠢߩޘㆡߥ࿁ᢙ߿ᣇᴺߢㆮવ
ࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍⴕ߁ߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆޕ

 ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩᢱ㊄♽ߦߟߡ
 ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩᢱ㊄ߪ⥄⾌⸻≮ߢࠅ㧘ᣉ⸳ߏߣߦᢱ㊄ߪ⇣ߥࠆ߇㧘ᄙߊߩᣉ⸳ߪᢱ㊄
⸳ቯ߇ૐߊណ▚߇ߣࠇߥࡦࠝ࠾ࡇࠝ࠼ࡦࠞޕᄖ᧪߇  ಽ  ਁߥߤߦ⸳ቯߐࠇߡࠆߎߣࠍ
⠨߃ࠆߣ㧘ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩᢱ㊄߽ߘࠇએ߇ᅷᒰߢߪߥ߆㧘ߣߩᗧ߇ߐࠇߚޕ
 ৻ᣇߢ㧘ᢱ㊄ࠍ㜞ߊߔࠆߎߣߢ㧘⊒∝೨⸻ᢿࠍฃߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠢࠗࠛࡦ࠻߇㒢ߐࠇࠆ
น⢻ᕈ߽ᜰ៰ߐࠇߚߒ߆ߒޕ㧘ߤ߁ߒߡ߽ᡰᛄ߃ߥ႐วߪ⎇ⓥ⾌ߢ⽶ᜂߔࠆߥߤߩᣇᴺࠍߣ
ࠅ⸻ᢿࠍฃߌࠆߎߣ߽น⢻ߣߩᗧ߽ߐࠇߚߚ߹ޕ㧘ᣣᧄߢߪߦޠ⺣⋧ޟኻߒߡ߅㊄ࠍᛄ߁ߣ
߁ᗧ⼂߇ૐߊ㧘ᡰᛄ⢻ജ߇ߞߡ߽ᡰᛄ߁ᗧᕁ߇ߥ႐ว߽ࠆߣߩᗧ߽ߞߚޕ
 ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩᢱ㊄ߪ㧘ߐࠄߥࠆᬌ⸛߇ᔅⷐߢࠆޕ

 ↢㒾ߦߟߡ
 ↢㒾ߩടᤨᦼ߿ᖚ⠪߳ߩኻᔕߦߟߡ⼏⺰ߒߚ↢ޕ㒾ߩᄾ⚂ߢߪኅᣖᱧߪ⡬ขߐࠇ
ߕ㧘⊒∝೨⸻ᢿߩታᣉߩή߽⡞߆ࠇߥߚ㧘⡞߆ࠇߚߎߣߦኻߒߡཐࠍ╵߃ߡߪߌߥ߇㧘
⡞߆ࠇߥߎߣࠍᢓ߃ߡߐߥߊߡ⦟ߣߩᗧ߇ߐࠇߚ৻ޕᣇ㧘ߘߩᣇᴺ߇ㅢ↪ߔࠆߩ߆ߣ
߁⇼ߩჿ߽ߞߚޕᖚ⠪߆ࠄߩ⋧⺣ߦࠃࠅ㧘ㆮવሶ⸻ᢿࠍฃߌࠆ೨ߦࠅߚ㒾߇ࠆߥ
ࠄ൘ࠆ߇㧘㓁ᕈ⚿ᨐࠍᓧߚᓟߢࠆ႐วߪ㧘๔⍮⟵ോ㆑ߣߥࠆน⢻ᕈ߇ࠆߦࠇߎޕኻߒߡ
ߪ㧘ᤨὐߢߪ㧘↢㒾ߪㆮવᕈ∔ᖚߦਇߥ⁁ᴫߢߪߥߚ㧘㛍߉┙ߡߥ߶߁߇ᓧ╷ߣ
ߩ⠨߃߽ࠆߒ߆ߒޕ㧘⊒∝ࠍߒߡㆊᐲߦᚻෘ㒾ߦടߒߚࠅ㧘㒶ᕈ⚿ᨐࠍฃߌߡដ㊄
ࠍૐ㗵ߥ㒾ߦಾࠅᦧ߃ࠆߥߤᗧ࿑⊛ߥⴕὑ߇ᄙߊߥࠇ߫㧘ᓟߪ㗴ߦߥࠆน⢻ᕈ߽ࠆޕ
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ߪ⊒∝೨⸻ᢿߩ⍮ᐲ߇ૐߊઙᢙ߽ዋߥ߇㧘ઙᢙ߇Ⴧ߃ࠆߣ㒾ߦടߢ߈ߥࠤ߽ࠬ
ߡߊࠆ߆߽ߒࠇߥߦࠄߐޕ㧘ᗵฃᕈㆮવሶߩㆮવሶ⸻ᢿ߇Ⴧ߃ߡߊࠆߣ㧘ࠬࠢߦᔕߓߡ㒾
ᢱ߇߇ࠆߥߤߩ㗴߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ
 ᣂ↢ఽߩ႐ว߿ᬌ⸻ߢߟ߆ࠆ႐วߦߟߡߪ㧘߹ߛ৻ቯߩᣇ㊎ߪߥߊ㧘ࠃࠅᷓೞߣ߽⠨߃ࠄ
ࠇࠆ⸻ޕᢿ߇⏕ቯߔࠆ೨ߦ㒾ߦߟߡࠍߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆ⸻ޕᢿᓟߢߪߘߩ∛᳇ߦ㑐ߔ
ࠆ㒾ߪ㔍ߒ߇㧘ઁߩ∔ᖚߦ㑐ߒߡߪ㒾ߦࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ᰷☨ߢߪㆮવߢᏅࠍߒߥ
ߣ߁ߩ߇೨ឭߦߥߞߡࠆߚ㧘᰷☨ߩవⴕࠍߒߥ߇ࠄ߿ߞߡࠁߊߎߣ߇ᔅⷐߣߥࠆޕ
Ბ㓏ߢߪ㧘⸻ᢿࠍⴕ߁೨ߦᣧߦ㒾ߦߟߡᖚ⠪ߐࠎߦࠍߔࠆߎߣ߇⦟ޕ

߅ࠊࠅߦ
 ⚻∔ᖚߩ⊒∝೨⸻ᢿߪ㧘ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߦᤨ㑆߇߆߆ࠆߦ㧘㓁ᕈߩ႐วߪ↢ᶦߦᷰࠅ
ࡈࠜࡠࠍ⛮⛯ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߚ㧘లታߒߚ࠴ࡓ߅ࠃ߮ࠪࠬ࠹ࡓࠍ᭴▽ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߘޕ
ߩߚߦߪ㧘ㆮવࠞ࠙ࡦߥߤߩࠞ࠙ࡦࡦࠣߩੱຬ߇⁁ߢߪਇචಽߢࠅ㧘ߎࠇࠄߩ
Ⴧຬࠍⴕ߁ߎߣ߇ᕆോߣߥࠆੱޕຬࠍ⏕ߒ㧘⾰ߩ㜞ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠨࡆࠬࠍឭଏߒ㧘
ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍ⛽ᜬ⛮⛯ߒߡߊߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆߚ߹ޕ㧘චಽߥࠨࡆࠬߦว
ߞߚᢱ㊄ࠍ⸳ቯߔࠆߎߣ߽㊀ⷐߥ⺖㗴ߢࠆ↢ߩ࠻ࡦࠛࠗࠢޕᶦ߅ࠃ߮ኅ♽ߩઍߦᷰࠅ㧘⛮
⛯⊛ߦㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍឭଏߒ⛯ߌࠆࠍ᭴▽ߔࠆߎߣ߇ฦᣉ⸳ߦ᳞ࠄࠇࠆޕ
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ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧢㧕 ࡈࠔࡑࠦࠥࡁࡒࠢࠬ߳ߩኻᔕ

ࠦ࠺ࠖࡀ࠲㧦ਛ⼱ ਛ㧔ਃ㊀ᄢቇ㧕
ᦠ⸥㧦ᦸᧁ㇚ઍ㧔ਃ㊀ᄢቇ㧕

ෳട⠪㧦 ฬ
ෳടᣉ⸳㧦ᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮ޔṑ⾐ක⑼ᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮ޔᗲᇫᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮ޔ
᧲੩ᅚሶක⑼ᄢቇޔᵿ᧻ක⑼ᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮ޔፉᩮᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮ޔජ⪲ᄢቇකቇㇱ㒝
ዻ∛㒮ޔᄢ㒋ᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮ޔ੩ㇺᄢቇකቇ⎇ⓥ⑼᧲ޔർࡔ࠺ࠖࠞ࡞ࡔࠟࡃࡦࠢᯏ᭴ࢃޔ
ࠛࠬࠕ࡞ࠛ࡞
⡯⒳㧦කᏧ⼔⋴ޔᏧ⮎ޔᏧޔቯㆮવࠞ࠙ࡦޔᄢቇ㒮↢

㧔㧝㧕2)Z ᬌᩏߩ࠺࠲ߩขࠅᛒߦߟߡ
2)Z ߪᄖᵈߦඞฬߢߔ߇⚿ޔᨐࠍ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦᚯߔߣ߈ߦࠍࠇߘ߇⺕ޔᚯߔ߆ߣ߁ࠃ߁ߥ
ߎߣࠍ⸵นߔࠆᮭ㒢ࠍᜬߟᆔຬળ߇ߥߩߢ࿎ߞߡࠆޕ
ඞฬൻߒߡ㑆㆑߃ࠆߣᄢᄌߥߩߢ⚿ޔᨐߪඞฬൻߖߕߦߔޕ
࠺࠲ߩᛒߪฦකዪછߖߦߥߞߡࠆޕ
৻ర⊛ߦ⥃ᐥᬌᩏㇱߦ߇ߞߡߊࠆߩߢ▤ℂߪߐࠇߡࠆ⁁ᘒߢߪࠆ߇ޔᖱႎࠍ㔚ሶࠞ࡞࠹
ߦタߖࠆ߆ߪฦ⑼ߩ್ᢿߢ⛔ޔว⊛ߦ▤ℂߔࠆߣߎࠈ߹ߢߞߡߥޕ
න৻ߩㆮવሶᖱႎߦ㑐ߒߡߪޔㆮવሶ⸻≮ㇱߢቢోߦಽ㔌ߒߡ߅ࠅࠬࠢࠕޔᮭ߇ήߌࠇ߫
ࠄࠇߥޕ
ᄖᵈߢ⥃ᐥᬌᩏㇱࠍㅢߐߥߣ࿎ࠆ߽ߩߦߟߡߪᖱႎ▤ℂߐࠇߡࠆ߇ࠇߘޔએᄖߪฦ⑼ߢ
ⴕߞߡࠆޕ
ේೣ⊛ߦߪඞฬൻࠍ߅㗿ߒߡࠆ߇ޔᣉ⸳ߦ↳⺧ᦠࠍߒߡ߽ࠄޔᣉ⸳ߏߣߦޔᄾ⚂ኻ
ᔕߒߡࠆޕ
ࠞ࡞࠹⸥タߩඞฬൻߩ㗴ߣ߆∛ޔ㒮ߩਛߢ⛔৻ߐࠇߚ⸃ࠍߛߐߥߌࠇ߫ߌߥ߁ߣޔ
ߣߎࠈ߹ߢ߈ߡߥޕ
2)Z ᬌᩏߪ৻⥸⥃ᐥᬌᩏߣߒߡᛒࠊࠇߡࠆᣉ⸳߫߆ࠅߢߥߊࠬࠢࠕޔ㒢ࠍߟߌߡࠆᣉ
⸳߇⚿᭴ࠆޕ
㒾⸻≮ޔవㅴක≮⎇ޔⓥ⊛ⷐ⚛ߩࠆ߽ߩࠆߥ⇣ߢޔขࠅᛒࠍߒߡࠆޕ
ᬌᩏߦࠃߞߡߪ⥃⥸৻ޔᐥᬌᩏߣหߓᛒߢඞฬൻߒߥߊߡ߽ߣ∛㒮ߢߡߊࠇߥޕ
2)Z ᬌᩏߦ㑐ߒߡ⥃ޔᐥߩ୶ℂᆔຬળ߇ޔඞฬൻߒߥޔ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦタߖࠆ⥃⥸৻ޔᐥᬌᩏ
ߩࡌ࡞ߦ⪭ߣߔޕࠆߡࠍߣߎ߁ߣޔ
කቇㇱߩ୶ℂᆔຬળߣࠥࡁࡓᆔຬળ߇ࠅߢࠄߜߤޔክ⼏ߔࠆߩ߆߿߿ޔᷙੂߒߡࠆޕ
ㆮવ୶ℂࠍℂ⸃ߒߡߥੱ߇ᄙޕ
ㆮવ୶ℂࠍℂ⸃ߒߡߥੱߚߜ߇୶ℂክᩏߒߡࠆߎߣ߇ࠆޕ
ߩ 2)Z ᬌᩏߪ∔ᖚߣߣߡ߽㑐ㅪߒߡࠆߣ߁ߩߢߪߥߩߢඞฬൻߒߥߊߡ߽߆߽ߒ
ࠇߥ߇∔ޔᖚߣ㑐ㅪߒߡߊࠆࠃ߁ߥ႐วޔඞฬൻࠍߤ߁ߔࠆ߆߇㗴ߦߥࠆޕ
ㆮવᖱႎߣ৻⥸⸻≮ᖱႎࠍࡃࡃߦߔࠆߎߣ⥄߇ਇ⋉ߦߟߥ߇ࠆޔߚ߹ޕㆮવᖱႎࠍᖡ
↪ߐࠇߚ႐วߩਇ⋉ࠍ⠨߃ߡ߅߆ߥߣߌߥޕ
ᖱႎࠍ߈ߞߜࠅ▤ℂߔࠆߚߦߪޔ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦߪタߖߚᣇ߇ޕ
␠ળ⊛Ꮕ߇ߥߊߥࠇ߫ࠍ࠹࡞ࠞޔࠆᔅⷐ߽ߥߊߥࠆޕ
㒾ળ␠ߦ 2)Z ᬌᩏߩ⚿ᨐࠍ↳๔ߔࠆ⟵ോߪࠆ߆ޕ
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㔚ሶࠞ࡞࠹ࠍ▤ℂߒߡࠆࠪࠬ࠹ࡓࠛࡦࠫ࠾ࠕߩੱߦ߽ޔᖱႎࠍᛒ߁᷷ᐲᏅࠍℂ⸃ߒߡ߽ࠄࠊ
ߥߣߌߥޕ

㧔㧞㧕 2)Z ᬌᩏߩ↪ᕈߣᵴ↪ߦߟߡ
ߩߣߎࠈ 7)6# ㆮવሶᬌᩏߩ⚿ᨐ߆ࠄ⮎ޔࠍㆬᛯߔࠆ߹ߢߪߞߡߥ․ޕቯߩㆮવᖱ
ႎߛߌߢ⮎ߩㆬᛯࠍߡߒ߹ߞߡߩ߆ޔ㔍ߒޕ
ᖱႎࠍࠝࡊࡦࠕࠢࠬߦߔࠆߣ߁ℂ↱ߪޔᖚ⠪ߐࠎߩ⋉ᕈߩߚޕ
వㅴක≮ߢ߿ߞߡߌࠆ⚵❱߇Ⴧ߃ߡߊࠆߣޔ㒾ὐᢙߦ߽ߩࠅ߿ߔߊߥࠆޕㆮવሶᬌᩏ߇ߢ
߈ߥᣉ⸳߽ޔవㅴක≮ታᣉᯏ㑐ߣදหታᣉߔࠆߣޔ2)Z ߇ߐࠄߦ᥉ߔࠆߩߢߪߥ߆ޕ
+4$ ࠍⷐ᳞ߔࠆ߆ߤ߁߆ߢ⎇ޔⓥ߆৻⥸⥃ᐥ߆߇ቯ⊛ߦ㆑߁ޕ
⮎ߩᷝઃᢥᦠߦߪᦠߡࠆ߇ޔታ㓙ߦߪߢ߈ߥ 2)Z ᬌᩏ߇ᄙߊߞߡޔᖚ⠪߳ߩ⺑ߦ࿎
ࠆޕ
ㆮવሶᬌᩏߩ♖ᐲ▤ℂ߇㔍ߒ㗴ߣߥߞߡࠆޕ
ᬌሽ㧔ࡃࡦࠠࡦࠣ㧕ߪޔ+% ߩߣ߈ߩ൮หᗧߢࠃߩߛࠈ߁߆㧫
ᣣᧄߢߪޔ൮หᗧߣ߁ߩߪ୶ℂ⊛ߦߪ⏕┙ߐࠇߡߥޕ
ᄖ⾗♽ߪ߶ߣࠎߤ߇൮หᗧߩࠃ߁ߦߥߞߡࠆޕ
൮หᗧߢߪߥߊߡ⊛⥸৻ޔหᗧࠍ߿ࠄߥߣޔᣣᧄߩ 2)Z ߪ෩ߒޕ
2)Z ᬌᩏߩㆇ↪ᜰ㊎ߩᡷቯߩਛߢޔේೣޔᬌᩏᓟᑄ᫈ߣࠆ߇ޔᓟᑄ᫈ߖߕߦሽߔࠆߣ
߁ᣇะᕈ߇ᔅⷐޕᶏᄖߢߪ৻ߦߣ߽ߩ࡞࡞ߚߒߣࠎߜ߈ޔቯᦼ㑆▤ߔࠆߣ߁ߩ߇ේೣߣ
ߥߞߡ߈ߡࠆޕ᧪⊛ߦߪߩࡦࠗ࠼ࠗࠟޔਛߢ␜ߔࠃ߁ߦߒߡ᰼ߒޕ
ᤨὐߢߩ 2)Z ᬌᩏߪޔᗵᐲ⇣․ޔᐲ߇߹ߛࠃߊߥߩߢޔൻක≮ࠍߤࠎߤࠎㅴࠆߚ
ߦ߽ޔᬌߩ▤ℂࠍ߈ߜࠎߣߒߥߣߌߥ⁁ޕᘒߩᖡᬌߢߪޔᣂߒߎߣࠍㅏߒߡ
ߒ߹߁ߎߣߦߥࠆޕ
࠼ࠗ࠷ߢߪߔߢߦᄢ㊂ߩᬌࠍ∛㒮ߣߒߡ㓸ߡࠆߣ⡞ߡࠆޕᣣᧄߩᬌ㓸ߪ⎇ⓥ
ࡌ࡞ߢߞߡޔㅢᏱߩ⥃ᐥᬌᩏᓟߩᬌሽߪ߹ߛߢ߈ߡߥ⥃ޕᐥᬌᩏߦ߽↪ߢ߈ࠆᬌ
ሽࠠ࠶࠻ࠍ↢ߺߖࠆࠍᢛ߃ࠆߴ߈ޕ
ᓟޔ2)Z ᬌᩏߩ↪ᕈࠍᬌ⸽ߒߡߊߦߪޔᬌሽࠍߒߡޔ㕖Ᏹߦ㐳ᦼ㑆ޔᄢ߈ߥ⚵❱
ߢ৻▤ℂࠍߒߡ࠺࠲ࠍ⫾Ⓧߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߣߥߞߡߊࠆޕ
2)Z ᬌᩏᬌ߽એ೨ߩ∛ℂᬌᩏ∛ޔℂᬌߩࠃ߁ߦሽߒߡࠁߊߩ߇ᅷᒰߢࠈ߁ޕ
2)Z ᬌᩏߩᮡḰൻߣߣห᭽ߦޔᬌሽߩᮡḰൻ߽ᔅⷐߢࠈ߁ޕ
ᣉ⸳ߦࠃߞߡᬌߩ⾰߇㆑߁ߩߢ⚿ࠆߥ⇣ޔᨐࠍ↢ߺߒ߆ߨߥޕ
ሽ᷷ᐲߣ߆ሽߩᣇߢ⚐ᐲߪ߆ࠊߞߡߊࠆߎߣߦޔᵈᗧߔߴ߈ߛޕ
࿖㓙ᮡḰൻߩ࡞࡞ߦߩߞߣߞߚᬌሽ߇ᔅⷐޕ
࿖ࠍߍߡߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߥࠄหᗧ߽ขࠅ߿ߔߒޔᬌᢙ߽Ⴧ߃ࠆޕ
ߒ߆ߒޔߩޘᣉ⸳ߢߩߘޔᣉ⸳ߦวߞߚ߿ࠅᣇߢޔᮡḰൻߒߚᬌሽࠍ߿ߞߡࠍ࠲࠺ޔ
ᜬߜነࠆᣇ߇ታ⊛ޕ
ታ⥃ᐥߦㄭߠߌߚߊߡ߽ޔੱᖱႎ⼔ᴺ߇⿷߆ߖߣߥߞߡࠆޕቇળߩࠟࠗ࠼ࠗࡦߪᴺᓞ
ߩਅߦࠆߩߢޔᴺᓞࠍ߆ߦ⺒߆߇㗴ߣߥߞߡߊࠆޕ

㧔㧟㧕2)Z ᬌᩏߩᓟߦߟߡ
ࡑࠗࠞ࡞࠹ߩࠃ߁ߦޔฦੱ߇ㆮવᖱႎࠍ߽ߞߡߌ߽߫ߦ⮎ߩߤޔኻᔕߢ߈ࠆᤨઍ߇ߊࠆ߆ޕ
⮎ᗵฃᕈߩㆮવሶ߇ߩߞߡࠆ࠴࠶ࡊ߇ߞߡߩߘޔᖱႎࠍฦ⥄ᜬߟߎߣ߽น⢻ߣߥࠈ߁ޕ
ࠥࡁࡓᖱႎ߽᧪⊛ߦߪ +% ࠴࠶ࡊࠞ࠼ߦ⸥㍳ᜬෳߔࠆࠃ߁ߦߔࠆߣޔᢇᕆ㓌߇ㆇࠎߛᤨߦ
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ᓎ┙ߡࠆޕ
ࠥࡁࡓࠞ࠼ߦ↪ߥߤߩᖱႎࠍࠇߡ߅ߊߣޔᓟ߃ࠆ߆߽⍮ࠇߥޕ
කᏧ߇ಣᣇߔࠆߣ߈ߣࠆࠇࠍ࠹࡞ࠞޔ↪ߩࠕࡓ߇ߥࠆࠃ߁ߥࠪࠬ࠹ࡓߛߣ↪ߢ
ࠈ߁ޕ
৻ߛߌߢߪߥߊߡޔ૬↪⮎ߢ↪߇ߔࠆ߆ߥߤߩᖱႎ߽ᬌ⸛ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ࠕࡔࠞߣหߓࠃ߁ߦޔㆮવᖱႎᏅᱛᴺ߇ߥߗቯߐࠇߥߩ߆ࠊ߆ࠄߥ⟏ޕೣⷙቯ߇
ߥߣޔዞഭ╬ߦ↪ࠄࠇࠆෂ㒾ᕈ߇ࠆࠍ࠼ࠞޔߣߥ߇ࠇߘޕࠆߣ߁ࠪࠬ࠹ࡓ߇೨
ߦㅴߺߦߊޕ
ߔߴߡߩੱ߇⥄ޔಽߪߎߩ⮎߇ߦߊߣ߁ᖱႎࠍ߽ߞߡࠇ߫߇࡞࠼ࡂޔਅ߇ࠆߪߕޕ
㒾ળ␠ߦࠃߞߡߪઃᏪ᧦㗄ߦޔක≮ᯏ㑐ߦ߆߆ߞߡࠆ߆ޔ߇ࠆ߇ߩ߁ߣޔㆮવሶᬌᩏ
ߩᄙߊߪ㒾ᄖ⸻≮ߢࠅߩߎޔઃᏪ᧦㗄ߦ߹ࠇࠆ߆߇߇ࠣ߇ߜߚੱ߁߁ߘޕ㒾ߦ
ࠇߥߊߥߞߡߒ߹߁ߎߣߪࠃߊߥޕኅᣖᕈ⣲≌߿ㆮવᕈߩ⚻∔ᖚߩੱߚߜ߇߿Ꮕ
ࠍฃߌࠆߩਛߢߪ࿎ࠆޕ
⮎ߩᗵฃᕈㆮવሶߣ∔ᖚߩಾࠅಽߌ߇㔍ߒ⮎ޕߩࠞ࠼ߛߣ⪭ߣߒߡ߽․ߦ㗴ߪߥ
߇∔ߦߎߘޔᖚᗵฃᕈߦ㑐ㅪߒߡߊࠆߣޔขࠅᛒ߇㔍ߒޕ
ක≮ࠍㅴࠆߚߦߪ⮎ޔߩᖱႎߛߌߢߪߛߢޔ⢄ᯏ⢻ޔ⣢ᯏ⢻ߥߤ⸻≮ᖱႎࠍࠇߥ
ߣ߃ߥߩߢߪߥ߆ޕ
ㄭ᧪߇ࠬࡦࠤࠪࡓࡁࠥ࡞ࡎޔߊߢ߈ࠆᤨઍ߇᧪ࠆߛࠈ߁߇ޔᰴ⊛ߦ㑐ଥߩߥ∔
ᖚᗵฃᕈߩㆮવሶ߇ߟ߆ߞߚ႐วޔᖱႎࠍߤ߁㐿␜ߒߡߞߚࠄߩ߆ޕ
ࠗࡦࠪ࠺ࡦ࠲࡞ࡈࠔࠗࡦ࠺ࠖࡦࠣ࠭ߦ㑐ߒߡߪᦨޔೋߦหᗧᦠߩਛߢ߈ߞߜࠅߣߞߡ߅ߊᔅⷐ
߇ࠆޕ
ᴦ≮ᴺ߇ࠆ∔ᖚߣ∔ߥޔᖚޔ࿃⠪ߩ⁁ᘒ߇ࠊ߆ࠆߥߤޔᖚ⠪ߏߣߦᄙ᭽ߢࠆᔅⷐ߇
ࠆޕ
ᣣᧄੱߪޔදജߔࠆߣߤࠎߥࡔ࠶࠻߇ࠆ߆ߣޔ⡞߆ࠇࠆ߇ޔ᧪ߎ߁߁ක≮ࠍታᣉߔࠆ
ߚߦߪᔅⷐߢࠆߎߣࠍ⺑ߔࠆޔߡߞ߇ࠢࡦࡃ࡞࠽࡚ࠪ࠽ޔߪߢࠬࠡࠗޕήఘߩࡏ
ࡦ࠹ࠖࠕߣߒߡ 㨪 㗄⋡ߩ⾰ߦ╵߃ߡࠆޔߪ࠷ࠗ࠼ޕหᗧᦠ߇ߥߊߡ߽  ᐕ▤ߔ
ࠇ߫߃ࠆޕᶏᄖߪᬌࠍ㓸ߡࠆߩߢߣߛ߹߹ߩߎޔᣣᧄߪ㜞ଔߥ⮎ࠍᶏᄖߢ⾈⛯ߌࠆ
ߎߣߦߥࠆޕ
⸥ᣇᴺ߇ᬌᩏળ␠ߦࠃߞߡ㆑߁ߎߣ߇߅߈ߡࠆߩߢޔᓟද⼏ߒߡߊޕ

ޤߣ߹ޣ
2)Z ᬌᩏᖱႎߩᛒߪޔඞฬൻࠬࠢࠕޔᮭߥߤ∛ޔ㒮߿ฦ⸻≮⑼ߢછߐࠇߡߡࠆߩ߇
⁁ߢࠆޕᓟޔᖚ⠪ߩ⋉ᕈߩߚߦ৻⥸⥃ᐥᬌᩏߣห᭽ߩᛒࠍߔࠆߴ߈ߢࠈ߁߇ޔන৻
ㆮવ∛ߥߤߣߩ㑐ㅪ߇ࠅޔ㔍ߒ㗴߽ࠎߢࠆ∛ޕ㒮ౝߢߩㅪ៤ਇ⿷߇ࠅޔᖱႎࠍߤߩ
ࠃ߁ߦᛒ߁߆ߪ୶ޔℂᆔຬળߩࠃ߁ߥ⚵❱ߢ⛔ߒߡࠆᔅⷐ߇ࠈ߁ޕ
2)Z ࠍࠃࠅലߦᵴ↪ߔࠆߚߦߪ⥃⥸৻ޔᐥᬌᩏߣหߓࠃ߁ߥᛒߦߥߞߡߊߴ߈ߢࠆ
߇ߪߦߚߩߘޔᖱႎ▤ℂ߿ࠗࡦࡈࠜࡓ࠼ࠦࡦࡦ࠻ߥߤߩ㗴߇ࠆߚ߹ޕㆮવᖱႎᏅ
ᱛᴺߩࠃ߁ߥ⟏ೣⷙቯߩቯ߽⠨߃ߡ߆ߥߣߌߥޕᣣᧄੱߩㆮવᖱႎࠍ㓸ߔࠆᔅⷐ߇
ࠅߪߦߚߩߘޔᣉ⸳ߏߣߦ࿖㓙ᮡḰൻߩ࡞࡞ߦߩߞߣߞߚᣇᴺߢޔ㐳ᦼ㑆ᬌሽߔࠆᣇ
ะߢㅴߡߊߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
᧪⊛ߦߪޔੱߩࠥࡁࡓᖱႎࠍ ߿࠼ࠞޔ+% ࠴࠶ࡊߦ⸥㍳ߒ៤Ꮺߢ߈ࠆᤨઍ߇ߊࠆߢࠈ߁ޕ
ߘߩߚߦߪ␠ޔળ⊛࡞࡞ࠅ߇ᔅⷐߢࠈ߁ޕ
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╙  ࿁ో࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏


✚ว⸛⺰

㧨✚ว⸛⺰㧪
ᐳ㐳㧦᎑⟵శ ᷰㆺ ᷕ

ޣมળᤨޔߪߢࠇߘޤ㑆ߦߥࠅ߹ߒߚߩߢޔඦᓟߩ✚ว⸛⺰ࠍ㐿ᆎߒߚߣᕁ߹ߔޕᐳ㐳ߩᷰㆺవ↢ޔ
᎑వ↢߅ߊߒࠈࠃޔ㗿ߚߒ߹ߔޕ

ޣᷰㆺ߅ߊߒࠈࠃޤ㗿ߚߒ߹ߔ߅ޕᚻరߦࠕࡦࠤ࠻߇ࠆߣᕁ߹ߔ߈ߢޔߪ߁߶ߩ࠻ࠤࡦࠕޕ
ࠇ߫ᣣ࿁ߒߚߩߢߔ߇ޔ㔍ߒ႐วߦߪᓟ߶ߤࡈࠔ࠶ࠢࠬߒߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁߞߡ߹
ߔߕ߹ޕ࿁ߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߦߟߡߢߔ߇ੱޔᢙߦ⚿᭴߫ࠄߟ߈߇ࠅ߹ߒߚ߇ޔෳടੱᢙ
ߪએਅߩㅢࠅߢߔޕ㧔 㧕ౝߪࠦ࠺ࠖࡀ࠲

㧝㧚⚵❱ߩ᭴▽ߣ⸻≮ߩᵹࠇ㧔ਭ↰ஜᄦ㧕㧝㧣ੱ
㧞㧚ㆮવකቇᢎ⢒㧔ᰞᤩᵗ㧕㧝㧞ੱ
㧟㧚ㆮવቇ⊛ᬌᩏࠍߋࠆ⻉㗴㧔ਛጊᥓ㧕㧠㧞ฬ
㧠㧚↢೨⸻ᢿ߳ߩኻᔕ㧔⌕ᐥ೨⸻ᢿࠍ㧕㧔ਃቛ⑲ᒾ㧕㧟㧡ฬ
㧡㧚⊒∝೨⸻ᢿ߳ߩኻᔕ㧔㔍ᵄᩕੑ㧕㧝㧢ฬ
㧢㧚ࡈࠔࡑࠦࠥࡁࡒࠢࠬ߳ߩኻᔕ㧔ਛ⼱ਛ㧕㧝㧟ฬ

 ᄢ㧝㧡㧜ੱߋࠄߩᣇߦࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢ߇ޘෳടߒߡߚߛ߈߹ߒߚߩࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢޕࠅ߇
ߣߎࠈ߇ࠅ߹ߔ߇ߣߎ߁ߣ߆ࠆߔ߁ߤࠍࠇߘޕᓟߩ⺖㗴ߛߣᕁ߹ߔߌࠇߤ߽ߩߘޔὐ߽ࠕࡦࠤ
࠻ߦߪࠇߡ߅ࠅ߹ߔߩߢߣ߫ࠇߌߛߚ߃╵߅ޔ߭ߗޔᕁߞߡ߹ߔޕ
 ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ߇ᆎ߹ࠆ೨ߦޔታߪޔ࿁ㅪ⛊ળ⼏ߩ⛽ᜬળຬߩᣉ⸳ߦ߅߈߹ߒߡߪޔዋߒᖱႎߩ߶߁
ࠍᢎ߃ߡߚߛ߈ߚߣޔ೨ߦࠕࡦࠤ࠻ࠍขࠄߖߡߚߛߡ߅ࠅ߹ߔޔߡߟߦߣߎߩߘޕዋߒ
ႎ๔ߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ
 ⛽ᜬળຬߩవ↢ᣇߦߪ⋥ޔ೨ߦ߽߆߆ࠊࠄߕᓮදജߚߛ߈߹ߒߡࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߔ⚂ޕ㧤㧜㧑ߩ
ᣉ⸳ߩవ↢ᣇޔᓮᣉ⸳ߦޔ㜞ഀวߢᓮ࿁╵ࠍߚߛߡ߅ࠅ߹ߔޕౝኈߪޔㆮવቇ⊛ᬌᩏࠦࡑࠔࡈޔ
ࠥࡁࡒࠢࠬᬌᩏޔ↢೨⸻ᢿ߇ਛᔃߦߥߞߡ߅ࠅ߹ߔߌࠇߤ߽߅ޔᚻరߦ⾗ᢱࠍߡߚߛ߈ߥ߇ࠄᓮᬌ
⸛ߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ
 ⾰ౝኈߪߩࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢޔవ↢ᣇߣ߽ᬌ⸛ߒឝタߒ߹ߒߚ߇ޔᗧ⊛ߦࠈࠈߣਇቢోߥߣߎࠈ
߇ࠅߩߘޔὐߪ߅߮ߚߒ߹ߔ⾰ޔߛߚޕߩౝኈߦࠃࠅߐ߹ߑ߹ߦ⸃㉼ߢ߈ࠆߣߎࠈ߽ࠅ߹ߔߩ
ߢߡ߃߹〯ࠍࠇߘޔᓮႎ๔ߐߖߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ
 ৻ߟߪޔㆮવቇ⊛ᬌᩏࠍ⥄ᣉ⸳ߢ߿ߞߡࠄߞߒ߾ࠆߣߎࠈ߇ࠆ߆ߣ߁ߣߎࠈߦ㑐ߒ߹ߒߡߪޔᄢ
ߥὐߪ㧝㧙㧞ߩߣߎࠈߦઁᣉ⸳߆ࠄߩଐ㗬߇น⢻ߛߣߏ࿁╵ߚߛߚᣉ⸳߇㧟ಽߩ㧞߶ߤࠆߣ
߁ߎߣߢߔࠍࠇߘޕᓟߤߩࠃ߁ߥᒻߢᵴ↪ߒߡߊߩ߆߇࿁ߩ৻ߟߩ⺖㗴ߢߔޕᄙಽޔㆮવቇ⊛ᬌᩏ
ߩਛߢ߽ߡߊࠆߛࠈ߁ߣᕁ߹ߔޕ
 㗴ὐߦ㑐ߒ߹ߒߡ߽ߩࠇߙࠇߘޔᣉ⸳ߢࠈࠈߣ࿎ߞߡࠄߞߒ߾ࠆὐ߇ࠅޔഭജᤨޔ㑆ߣ߆ޔ
ࠆߪ⾌↪ߩ㗴ߣ߁ὐ߇ୟ⊛ߦᄙߣᕁ߹ߔߌࠇߤ߽ࠇߘޔએᄖߦ߽♖ޔᐲ⸽ߥߤߣ߁ߣ
ߎࠈߦ㑐ߒߡ߽ࠈࠈߦ߆߆ࠊߞߡࠄߞߒ߾ࠆߣ߁ὐ߽㊀ⷐߢߔ♖ߦ․ޕᐲ⸽ߦ㑐ߒ߹ߒߡߪޔ㧝
㧙㧡ߦ߽ࠆࠃ߁ߦޔฦᣉ⸳ࠈࠈߣขࠅ⚵ߺࠍߐࠇߡࠆࠃ߁ߢߔ߁߰߁߁ߤޔߪߡߟߦࠇߘޕ
ߦ⠨߃ߡߊߩ߆ߣ߁ὐߦ㑐ߒ߹ߒߡ߽ޔᄙಽޔᓟߩ⺖㗴ߦߟߡߪᓟ߶ߤ߅ࠍߚߛߌࠆߣᕁ
߹ߔޕ
 ߤߩࠃ߁ߦ⚿ᨐࠍᛒߞߡࠄߞߒ߾ࠆ߆ߣ߁ߎߣߦ㑐ߒߡߪޔᄢಽ߇ࠆߩߪᤓᐕ߽ߡ߅ࠅ߹ߒ
ߚ߇ߩߘޔὐߪ߹ߚᓟ߶ߤߡߊࠆߣᕁ߹ߔߒޔߣޔ↢೨⸻ᢿߦ⾰ߒ߹ߒߚ⌕ޔᐥ೨⸻ᢿߢߩ
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ࠞࡦ࠼ࠝࡇ࠾ࠝࡦߪ߽ߒ߆ߔࠆߣߜࠂߞߣߥߓߺ߇ߥ⸒⪲ߛߞߚ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎߌࠇߤ߽⌕ޔᐥ೨⸻ᢿ
ࠍߔࠆ႐วߦߪޔታᣉᣉ⸳એᄖߦ╙ਃ⠪ᯏ㑐ߩߣߎࠈߢߩㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߣ߁ߩ߇ᔅ㗇ߦߥߞߡ
߹ߔߩࡦࠝ࠾ࡇࠝ࠼ࡦࠞޕߚߒ߹߈ߛߚߡߖࠊޔࠅ߇ߣߎࠆࠇ߆ᦠߣࡦࠝ࠾ࡇࠝ࠼ࡦࠞߦᤨޕ
⚻㛎߇ࠆ߆ߣ߁߰߁ߥౝኈߢᓮ⾰ߐߖߡߚߛߡߩߎߘޔਛߢߩ߿ߞ߬ࠅ㗴ὐߣ߆ߣ߁ߣߎ
ࠈ߽࿁⼏⺰ߒߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ࿁ߩ㗴ὐࠍߐߖߡߚߛߊਛߢޔᓟߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩਛߢߩᓮ⸛⼏ޔౝኈߦߟߡᓮᬌ⸛
ߚߛߌࠇ߫ߣ߁ᒻߢႎ๔ߐߖߡߚߛ߈߹ߒߚޕ


㧝㧕⚵❱ߩ᭴▽ߣ⸻≮ߩᵹࠇ
ࠦ࠺ࠖࡀ࠲㧦ਭ↰ஜᄦ㧔ጊ᪸ᄢቇ㧕

ޣਭ↰ࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢޔߪߢࠇߘޤ㧝ࠍᜂᒰߒ߹ߒߚጊ᪸ᄢቇߩਭ↰ࠃࠅߩ❱⚵ޟ᭴▽ߣ⸻≮ߩᵹࠇޠ
ߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦߩౝኈࠍญ㗡ߢᓮႎ๔ߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ
     ੱ⊛ߦߪޔ࿁㧟࿁⋡ߩߩ❱⚵ޟ᭴▽ߣ⸻≮ߩᵹࠇߩࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢߩޠᜂᒰߢߪࠅ߹ߒ
ߚߌࠇߤ߽ޔ
৻ᤓᐕߪ߹ߛㇱ㐷߇┙ߜ߇ߞߡߥᣉ⸳߆ࠄᓮᏨߐࠇߚᣇ߽ߚߎߣ߆ࠄ
ߤޟ
ߩࠃ߁ߦ┙ߜߍߚࠄ߆ࠍߣߎ߁ߣޠਛᔃߦߒว߹ߒߚޕᤓᐕߪ߶ߣࠎߤߩᄢቇ߇߽
߁┙ߜ߇ߞߚߣ߁ߎߣߢߜ┙ޔ߇ߞߚ߫߆ࠅߩ⚵❱ࠍߤߩࠃ߁ߦ⊒ዷߐߖࠆ߆ߣ߁ߘޔ
ߩࠕࠗ࠺ࠕߣ߆Ꮏᄦߦߟߡߒ߹ߒߚޕᐕߪߘࠇߣ㘃ૃߒߚౝኈߢࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍㅴ߹
ߒߚޕ
     ౕ⊛ߦߪޔᏨ⠪৻ੱ৻ੱߦ߹ߕฦᣉ⸳ߩㆮવሶක≮ㇱ㐷ߩ⁁ߣ㗴ὐࠍ⊒ߒߡߚߛ
߈ߩߘޔਛߢㅢߔࠆࠃ߁ߥ㗴ࠍㆬࠎߢߒߦࠄߐߦ․ࠍࠇߘޔว߁ߣ߁ᒻࠍߣࠅ߹ߒߚޕ
     ߘߩ⚿ᨐޔߕ߹ޔᄢ߈ߊߪߘࠇߙࠇߏᖱ߇㆑߁ߣߎࠈߪߞߚߩߢߔߌࠇߤ߽ޔㅢߒߚ
߽ߩߣߒߡ㧟ὐࠅ߹ߒߡޔ㧝ߟ⋡ߪ∛ޔ㒮ౝߢߩ⚵❱ޔㇱ㐷ࠍߤߩࠃ߁ߦߐࠄߦᒝ࿕ߦ᭴▽ߒ
ߡߊ߆ߣ߁㒮ౝߢߩ⚵❱᭴▽ߦ㑐ߔࠆߎߣޕ㧞⇟⋡ߪ∛ޔ㒮ߩਛߢޔᄢቇ∛㒮╬ߩਛߢ┙ߜ
߇ߞߚㆮવක≮ㇱ㐷ࠍߤߩࠃ߁ߦ㒮ౝߦࠕࡇ࡞ߒߡߊ߆⊒ޔዷߒߡߊ߆ޔ⍮ߐߖߡ
ߊ߆ߣ߁ߣߎࠈߢࠅ߹ߔޕ㧟⇟⋡ߪޔ㔚ሶࠞ࡞࠹ࠍߤߩࠃ߁ߦߞߡߊߴ߈ߢࠈ߁߆ߣ
߁ߣߎࠈ߇ㅢߒߚ⺖㗴ߢࠅ߹ߒߚޕ
     㧝ߟ⋡ߩ∛㒮ߩਛߢߩ⚵❱ߩ᭴▽ߦ㑐ߒߡߪޔෳടߐࠇߡߚ߃߫߶ߣࠎߤߩᣇߪᄢቇ∛
㒮ߢߒߚ߇ޔᄢቇ∛㒮ߩਛߢߩࠇߙࠇߘޔᖱߦࠃߞߡࠅᣇ߇߹ߛ߈ߜߞߣߒߚ߽ߩߦߥࠅಾ
ࠇߡߥߣ߁ࠃ߁ߥߎߣ߇ࠅ߹ߒߚޔߣޕ㒮ౝ߳ߩࠕࡇ࡞ߣ߁ߎߣࠍ․ߦ߅ߒߐ
ࠇߡߚߩߪޔർ㒽ਃ⋵ࠍប߃ߡࠆ࿖┙∛㒮ߩవ↢߇∛㒮ౝߣ߁ࠃࠅ߽ߣ߁ߣ߆ࠄߜߤޔ
⥃ᐥㆮવኾ㐷ක߇ᄙߊߥၞߥߩߢޔᐢߊ㒮ᄖ⥄ߜࠊߥߔޔಽߩ⋵એᄖߩࠅߩ⋵߽ߚࠛ
ࠕ߆ࠄߩᖚ⠪߿ࠢࠗࠕࡦ࠻ࠍᒁ߈ฃߌߑࠆࠍᓧߥ⁁ᴫߛߣ߁ߎߣߢߒߚߜ┙ޕ߇ߞߚ
ᣧ⁁ߥ߁ࠃߩߎޔࠄ߆ޘᴫࠍ߰߹߃ޔ㒮ᄖ߿⋵ᄖߦㆮવሶක≮ࠍᐢߍߡߊᔅⷐ߇ࠆߣ߁ߏ
ႎ๔ߢߒߚࠄ߆ࠇߘޕ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦߟߡߪޔㆮવᖱႎࠍᎼࠅޔ㔚ሶߣ⚕ߣࠍߤߩࠃ߁ߦಽ
ߌࠆ߆ߣ߁ࠃ߁ߥߣߎࠈ߽⼏⺰ߒߚߣ߁ᗧ߽ߢ߹ߒߚޕ
     ᤨ㑆ߩ㑐ଥ⚿ޔዪᦨޔೋߩ৻ߟ∛ޟߜࠊߥߔޔ㒮ߩਛߢߩ⚵❱ޔㇱ㐷ࠍߤߩࠃ߁ߦᒝ࿕ߥ
߽ߩߦߒߡߊ߆ߦޠ㓸ਛߔࠆᒻߢᦨᓟ߹ߢߒว߹ߒߚޕ
     ߒวߩⷐὐࠍߏ⚫ߒ߹ߔߣޟޔㆮવሶක≮ㇱ㐷ࠍߤߎ߆ߩ⸻≮⑼ߦౝߐࠇߚ߽ߩߢ
ߪߥߊޔ߫߃ޔዊఽ⑼ߩㆮવᄖ᧪ߢߪߥߊߚߒ┙⁛ޔㇱ㐷ߣߒߡ┙ߜߍ⋥ߔߎߣ߇߹ߕߪᔅ
ⷐߛࠈ߁߁ߣޠᗧ߇ߢ߹ߒߚޕᣢߦ߽߁⁛┙ߒߚㇱ㐷ߦߥߞߡࠆᄢቇ߽ࠆߩߢߔ߇∛ޔ
㒮ߩ⚵❱࿑ߩਛߦ߹ߛߎߩㆮવሶක≮ߩㇱ㐷߇⸥タߐࠇߡߥߣ߁ᒻᘒߩᄢቇ∛㒮߽ࠅ
߹ߔ߫߃ޕዊఽ⑼ߩㆮવᄖ᧪ߣ߁⟎ઃߌߩ߹߹ߢࠆߣޔዊఽ⑼ߣ߁࠶࠹࡞ࠍ⾍ࠄࠇ
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߇ߜߢߦ✜৻ߣߜߚੱߩ⑼≮⸻ߩઁޔㅪ៤ߒߠࠄޔ⍮ߐࠇߠࠄߣ߁⁁ᴫ߇ࠆࠊߌߢߔޕ
⁛┙ߒߚㇱ㐷ߣ߁ߎߣߦߥࠇ߫ޔോߩᣇ߽ℂ⸃ߒߡޔᄢߦߒߡߊࠇࠆߒߡߒߣ❱⚵ޔ
ߡߚߛߌࠆߒ߁ߣࠆߥߊߔ߿ࠅ߿߇ߣߎߥࠎࠈޔᗧߢߔޕ
     ⁛┙ㇱ㐷ߩߣߒߡޔㄭᐕోޟޔ࿖ߩᄢቇ∛㒮ߦ⸳⟎ߐࠇߚᗵᨴ∝ኻ╷ㇱ㐷߇ޠෳ⠨ߦߥࠆ
ߣߩᗧ߇߹ߒߚࠆޔߪࠇߎޕᄢቇ∛㒮ߦ߅ߡߪ࡞ࡃࡠࠣޟᗵᨴ∝ࡦ࠲߁ߣޠฬ
⒓ߢㆇ༡ߐࠇߡࠆࠃ߁ߢߔ߇ࠇߎޕᅢߣߥࠆὐߪޔㆮવሶක≮ㇱ㐷ߣห᭽ޟޔᔅߕߒ߽
߇ߟߡߊࠆࠃ߁ߥㇱ㐷ߢߪߥ߁ߣޠὐߢߔߩ⟎⸳ޕℂ↱߇␠ޟળ㗴ൻߒߚ⺖㗴ࠊߥߔޔ
ߜ㧹㧾㧿㧭߇ᄙߊߩ∛㒮ߢ⊒↢ߒޔኾ㐷ㇱ㐷߇ᔅⷐߛߣ߁ⷐᦸ߇ߡ߈ߡࠍࠇߘޔᢥㇱ⑼ቇ⋭
߆ࠄߩ࠻࠶ࡊ࠳࠙ࡦߩᒻߢࠄࠇߚߎߣ߁ߣޠᵹࠇ߇ෳ⠨ߦߥࠆߩߢߪߥ߆ߣߩߎߣߢߒ
ߚޕ
     ޔ㧹㧾㧿㧭ߥࠄߧ㧺㧵㧼㨀㧔Უⴊ↢೨⸻ᢿ㧕߇⼏⺰ߐࠇߡ߹ߔ߹ޔޔߡߞ߇ߚߒޕ
ߐߦޔᗵᨴ∝ኻ╷ㇱ㐷ߥࠄߧㆮવሶක≮ㇱ㐷ࠍో࿖ߩᄢቇ∛㒮ߦ⸳⟎ߒߡߚߛߊᤨᦼߥߩߢߔޕ
ߎߩ࠴ࡖࡦࠬࠍㅏߐߕ␠ޔળ㗴߆ࠄߩᵹࠇߦߩߞߡߩߎޔળ⼏⊒ߢޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ߦ⸳⟎ࠍⷐᦸ
ߔࠆߴ߈ߛ߁ߣޔᗧߢ߹ߣ߹ߞߚߩߢߔޕ
     ᢥㇱ⑼ቇ⋭╬߳ߩㆮવሶක≮ㇱ㐷⸳⟎ⷐᦸߩࡐࠗࡦ࠻ߣߒߡޔߚߢߦߒޔ㧺㧵㧼㨀ߩ␠
ળ⺖㗴ࠍ〯߹߃ߚㆮવሶක≮᭴▽ߩᔅⷐᕈߩ߶߆ޟޔᰴઍࠪࠢࠛࡦࠨߦࠃߞߡࡈࠔ
ࡑࠦࠫࠚࡀ࠹ࠖࠢࠬ㧔⮎ߩㆬᛯ㧕ࠍㆮવሶක≮ߩ㊀ⷐᕈߩߎޟޔޠ㊀ⷐᕈ߇ᣢߦᄢቇ∛㒮
ౝߩකᏧߦ⍮ߐࠇߟߟࠆߎߣޟޔޠᦌᤒߣߥߞߡࠆㆮવሶ⸃ᨆ⎇ⓥߩฃߌ⋁ߦߥࠆߎ
ߣ⎇ޟޔޠⓥࠍᜂ߁∛㒮ߦ߅ߌࠆㆮવቇ⊛⎇ⓥࠨࡐ࠲ߣߒߡߩᓎഀ߇ᨐߚߖࠆߎߣޟޔޠㆮ
વᢎ⢒ࠍᜂ߁ㇱ㐷ߢࠆߎߣߩޠᓎഀ߇ࠆߎߣࠍᢛὼߣ⺑ߒߡޔᜂᒰቭߩᔅⷐࠍᓧࠆߴ߈ߛ
ߣ߁ᗧ߽ߢ߹ߒߚޕ
     ⷐᦸߦ㓙ߒߡߪߥ߁ࠃߩߎޔㆮવሶක≮ㇱ㐷߇ᨐߚߔߴ߈ᓎഀࠍ㗄⋡ߣߒߡṳࠄߐߕࠬ࠻ࠕ
࠶ࡊߒޔᬺോౝኈࠍᢛℂߒߡ⸥ࠍߩ߽߁߁ߘޔタߒߚ⸳⟎ߩᔅⷐᕈ߇ࠃߊࠊ߆ࠆⷐᦸᦠࠍᚑ
ߒࠍࠢ࠶ࠫࡠޔㅢߒߡ߇ࡊ࠶࠹ࠬ߁ߣࠆߔ࡞ࡇࠕߦ╬⋭ᧄޔᔅⷐߢࠆߦ⺰⚿߁ߣޔෳട
⠪৻หޔ㆐ߒ߹ߒߚޕ
     ߽߁৻ߟߣߞࠂߜޔ㆑߁ߣߒ߹ߒߡߪޔᖚ⠪ߐࠎߩ߶߁߆ࠄ⚻ߛߚޔࠈߒޔ㔍∛ߩኅ
♽ߢࠄߞߒ߾ࠆᖚ⠪ߐࠎߩ࠻ࡦࠕࠗࠢߪࠆޔᣇ߆ࠄⷐᦸ߇ߞߚߣߒߡ߽ޔㆮવක≮ߦ
ࠅ♖ㅢߐࠇߡߥవ↢߇ਥᴦකߛߞߚࠅߔࠆߣߢࠈߎߣߩ⑼≮⸻ߩߘޔᱛ߹ߞߡߒ߹ߞߡޔㆮ
વߩᜂᒰ⠪ߩߣߎࠈ߹ߢ࿁ߞߡߎߥߣ߁⚻㛎ࠍ߅ߒߐࠇࠆᏒ᳃ߩᣇ߽ߡ⥸৻ޔᏒ᳃ߩ
ᣇߜࠊߥߔޔޘක≮ߛߌߢߥߊޔ࿖᳃ߩ߆ࠄߩ⸳⟎ߩⷐᦸ߽ࠆߎߣ߽ߣࠎߜ߈ޔᜂᒰቭߦ
⺑ߔࠆ㗄ߢࠆߣ߁ᗧ߽߹ߒߚޕ
     ߐࠄߦࠍࡓ࠹ࠬࠪߢࡦ࠙࠳ࡊ࠶࠻ޔ᭴▽ߔࠆߎߣᕆോߢࠅ߹ࠇߎ߫ࠇߌߥߒ߁ߘߒ߽ޟޔ
ߢߖߞ߆ߊ┙ߜߍߡ᧪ߚో࿖ߩㇱ㐷ߩᄙߊ߇߁ߣޠ߁߹ߒߡߞߥߦޢ⽺ࠫޡෂᯏᗵࠍࠄ
ߖߚᗧ߽ߢ߹ߒߚߥ߁ࠃߩߎޕ⢛᥊ߦߪޔߩ㧔ࡏ࠻ࡓࠕ࠶ࡊߢߞߚ㧕ߩਅߢߪޔㆮ
વක≮ᜂᒰ⠪߇∛㒮ߩਛᨔߩᣇߦ⸒ߞߡ߽ߥ߆ߥ߆ฃߌઃߌߡߊࠇߥߣ߁ࠫࡦࡑ߇ⶄᢙ
ߩෳട⠪߆ࠄߦߓߺߡ߹ߒߚ߇ߜࠄߪߢࡊ࠶ࠕࡓ࠻ࡏޟޔࠅ߹ߟޕ߆ߥߩߢ࠻࠶ࡊ࠳࠙
ࡦߢⴕߊࠎߛ߁ߣޠᒝᗧᕁ߇ᄢಾߢోߩߎޔ࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏߆ࠄో࿖ߩᄢቇ∛㒮
㐳ተߡߦޔㆮવක≮ㇱ㐷ㇱ㐷߇ᔅⷐߢࠆᣦࠍ⸥タߒߚℂ↱ᦠ㧔వ߶ߤߩⷐὐࠍߒߚ࠻࠶ࡊ
࠳࠙ࡦ⸳⟎ⷐᦸᦠ㧕ࠍߒߡߚߛ߈ߚᧄޟޔ߫ࠇ߈ߢޔޠળ⼏ℂ㐳ߩ᎑వ↢߆ࠄࠄޔ
ߚߡో࿖කቇㇱ∛㒮㐳ળ⼏ߩ႐ߢޡޔℂ↱ᦠࠍޢ㈩Ꮣߚߛ߈⺑ߏޔߚߛ߈ߚ߁ߣޠ
ᗧߢ߹ߣ߹ࠅ߹ߒߚޕ
     ߐࠄߦㆮવක≮ߩ߹ߛචಽߢߥၞ߇ࠅޔㆮવක≮ߩၞᏅࠍၒࠆߚߦߪߘ߽߆ߒޔ
ߩၞߩᄢቇ∛㒮ߢߪㆮવක≮ㇱ㐷߇ᯏ⢻ߒߡߥ႐วߪޔෘഭ⋭ߩᜂᒰቭߦ߽ห᭽ߦޔޟޔ
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ㆮવሶක≮ㇱ㐷ߩ࠻࠶ࡊ࠳࠙ࡦ⸳⟎߇ᔅⷐߢࠆᣦ⺑ߏࠍޠߒߡߚߛ߈ޔၞ∛ߩ⋵ߦ․ޔ
㒮ߦޔㆮવሶක≮ㇱ㐷ߩ⸳⟎ࠍⷐ⺧ߒߡߚߛߊߎߣࠍᦼᓙߒߚߣ߁ᗧ߽ߢ߹ߒߚޕ
     એࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢޔ㧝߆ࠄߩឭ⸒ߪޟޔᓥ᧪ߩࡏ࠻ࡓࠕ࠶ࡊߢߪߥߊߡࠃߦࡦ࠙࠳ࡊ࠶࠻ޔ
ࠆㆮવሶක≮ㇱ㐷ߩᄢቇ∛㒮ౝߩ⁛┙ൻࠍ␠ޔળ߆ࠄߩⷐᦸ߇⋉ోޔࠆߊߡߢޘ࿖ㆮવሶක≮
ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߣߒߡฦᣇ㕙ߦ߈߆ߌߡޕߔߢߩ߽߁ߣޠࠆߢ߈ߴ߁ⴕޔ
     ߎߩ⸃ߢᧄࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊෳട⠪ోຬ߇৻⥌ߒߚߎߣࠍ߽ߞߡࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢޔ㧝ߩႎ๔ࠍ
⚳ੌߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ
     એߢߔޕ

ޣᷰㆺޤਭ↰వ↢ޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅ߽߁ߤޔᄙಽޔㆮવሶක≮ㇱ㐷ળ⼏ߩ߶߁߆ࠄߣ߁⊒ା
ߢޔ᎑వ↢ޔ߆ࠦࡔࡦ࠻ߚߛߌ߹ߔ߆ޕ
ޣ᎑ޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤ߽ߩߎޔㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ࠍ┙ߜߍߡએ㒠╙ޔ㧢࿁⋡߆
ࠄ⛽ߩߎޔᜬᯏ㑐ળຬᐲߦ⒖ⴕߒ߹ߒߡߩߘޔㇺᐲߩߡߴߔޔᄢቇ∛㒮ߩ∛㒮㐳ਗ߮ߦ࿖┙㜞
ᐲක≮ᯏ㑐߅ߪߦ࠲ࡦ࡞࠽࡚ࠪ࠽ޔ߽ߤߌߔ߹ࠅߟޔㅍࠅߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߘޕ㓙ߦᰳ
ߣ߁߽ߩ߽৻✜ߦᷝઃߒߡㅍߞߡ߅ࠅ߹ߒߡߩߊߚ߅ޔᄢቇߪ߹ߛ᧪ߡ߹ߖࠎࠃߣ߁ࠃ
߁ߥߩࠍ৻✜ߦ߅ㅍࠅߒ߹ߒߚ ޕᐕߚߞߡߩߘޔലᨐ߇ࠄࠊࠇߡޔ࿁ೋߡ  ߩߔߴߡ
ߩᄢቇ∛㒮ߩઍ⠪߇㓸߁ߎߣߦߥߞߚߣ߁߰߁ߦᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
     ߘࠇߢߣޔਛりߩ㗴ߢࠅߪ߿ޔෘ↢ഭ⋭ߢ߽ࠎ߇ޔኻ╷ߢߪ߇ࠎὐ∛㒮ߣ߁ߩࠍ
⸳ߌߡ߹ߔߣࠇߘޕห᭽ߦޔ㔍ᴦᕈ∔ᖚޔᏗዋ㔍∛ߦߟߡߪὐ∛㒮ൻߣ߁ߎߣ߽⠨߃ߡ
߅ࠄࠇࠆࠃ߁ߢߔߩߢߩߘޔὐ∛㒮ߦᔅ㗇ߩⷐઙߣߒߡㆮવක≮ߩኾ㐷ኅ߇߹ࠇࠆߎߣߣ
߁ߩߘޔᢥ⸒ࠍઃߌട߃ߡ߶ߒߣ߁ࠃ߁ߥߎߣߪⷐᦸࠍߖࠆߣᕁ߹ߔޕ
     ߣޔ㧺㧵㧼㨀ߩ㗴߇ᓟ߶ߤߡߊࠆߣᕁ߁ࠎߢߔߌߤ߽ߚߒߣࠅ߆ߞߒޔߩᢛߞߚ
ߣߎࠈߢฃߌ߹ߒࠂ߁ߣ߁ߎߣߢⶄߪߦߎߘޔᢙߩ⥃ᐥㆮવኾ㐷කࠆߪቯㆮવࠞ࠙ࡦ
߇ࠆߎߣߢߔߣ߆∝ࡦ࠙࠳ޔ⟲ߩᖚ⠪ߐࠎߩࠤࠕߩߢ߈ࠆዊఽ⑼ක߇߹ࠇࠆߎߣߣ
߁ߢࠈߎߣࠆ߇❱⚵ߚߒߣߞߜ߈ޔฃߌ߹ߒࠂ߁ߣ߁ߎߣߦߥߞߡ߹ߔߩߢࠃ߁߁ߘޔ
߁ߥฬ೨ߛߌߢߪߥߊߡታ⾰ൻ߇᳞ࠄࠇߡࠆߣ߁߁߁ߘޔᐢㆮવක≮ࠍᜂᒰߔࠆㇱ
㐷ߩታ⾰ൻ߇᳞ࠄࠇߡࠆߣ߁ࡔ࠶ࠫߪߩߎޔㅪ⛊ળ⼏߆ࠄ߽ࠈࠈߥߣߎࠈߦ⊒ା
ߢ߈ࠆߩߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߔޕ
ޣᷰㆺߩޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤ㧝⇟⋡ߩ࠶࡚ࠪࡦߢࠅ߹ߔ⚵❱ߩ᭴▽ߣ⸻≮ߩᵹࠇ⚵ߦ․ޔ
❱ߩ᭴▽ߦߟߡߩ߅ࠍߚߛ߈߹ߒߚߌࠇߤ߽ࠄ߆߁߶ߩࠕࡠࡈޔᓮ⾰╬ߏߑ߹ߒߚࠄޕ
ᓮ⾰ࠆߪࠦࡔࡦ࠻╬ࠍߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔ߇↰⫣ޕ߆߁ࠂߒߢ߇߆ޔవ↢߅
㗿ߒ߹ߔޕ
↰⫣ޣ㧔ᣩᎹක⑼ᄢቇ㧕ޤᣩᎹߩ⫣↰ߢߔߌߤߣߥ߆ߩࠄߚߞ߿߁ߤޔߢ߁ߣࡦ࠙࠳ࡊ࠶࠻ޔ
߁ߩࠍߜࠂߞߣ⠨߃ߡߚࠎߢߔ߇ోޔޔ࿖කቇㇱ㐳∛㒮㐳ળ⼏ߩ㈩ઃ⾗ᢱߣ߁ߩࠍ⑳ߚߜ
2&( ߢᢥ⑼⋭ߩࡍࠫߦⴕߊߣࠄࠇࠆࠊߌߢޔߣࠆߢࠇߘޔ࿁ߪ⮎ኂⵍኂ⠪ߩࠍ⡞߈߹
ߒࠂ߁ߣ߆ޔญໃญ⬄ⵚߦߟߡߜ߾ࠎߣℂ⸃ࠍᷓ߹ߒࠂ߁ߣ߆ߦߣߎߚࠇߐᦸⷐޔ㑐ߒߡߪޔ
ᢥ⑼⋭߇ߘߎߦޔߤߌߔߢࠎߥ߾ߓ࠭ࡘࠠࠬࠢࠛޔ߆タߖߥߣ␜߇ߣߎ߁ߣߚߞ߿ޔ
ߖߥߩߢߩߎޔᐕ߆ߢߔߏߊタࠆࠃ߁ߦߥߞߚࠎߢߔߡߒ⛯⛮ޔߢߩߥޕߒߡߞߡߎޔ
߁ᄌࠊࠅ߹ߒߚߣ߁ߩࠍߖߡߊߩߪ৻ߟߩᚻߛߣᕁ߁ࠎߢߔࠍࠇߘޕታ㓙ߦ߿ߞߡࠆߩ
ߪ⮎ޔኂߩⵍኂ⠪ߩળ߇߿ߞߡߡޔ㧡ᐕ㑆ߕߞߣ߿ߞߡߡߩ⟵⻠ޔᢙߪߎࠇߛߌᄌࠊࠅ߹ߒ
ߚߣ߆ߞߡޔታ㓙ߦ␜ߒߚߩࠍࠇߡޔߣࠆࠇࠊ⸒ߢ߹ߎߘޔකቇᢎ⢒ߩ࡚ࠢࠪࡦߣߒߡߪޔ
⮎ኂߩ⻠⟵ࠍࠇߥ߈߾ߌߥߣ߁߰߁ߦߥߞߡޔᒰὼᔕߒߡ߈߹ߔߩߢ߁߁ߘޔ
ߥᵹࠇ߽ࠎߓ߾ߥ߆ߥߣᕁ߹ߔޕ
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ޣᷰㆺߪࠆޔ߆ߣ࠻ࡦࡔࠦޕ߆߁ࠂߒߢ߇߆ߦ߆߶ޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤᓮ⾰╬ߪ
ߘࠇߢߪޔᰴߩ࡚ࠢࠪࡦߩ߶߁ߩࠍ߅㗿ߒߚߣᕁ߹ߔޕ



㧞㧕ㆮવකቇᢎ⢒
ࠦ࠺ࠖࡀ࠲㧦ᰞᤩᵗ㧔ାᎺᄢቇ㧕

ޣᰞޤାᎺᄢቇߩᰞߢߏߑ߹ߔޕ
     ㆮવකቇᢎ⢒ߩߎߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩ࠶࡚ࠪࡦ߽ߣߞߕޔᐕ⚵߹ࠇߡ߅ࠅ߹ߒߡᦨޔㄭ
ߪߟ߽৻ߟ࠹ࡑࠍߡޔߡߒߘޕߔ߹ࠅ߅ߡߞ߿ࠍࠢࡢࡊ࡞ࠣޔ࿁ߩ࠹ࡑߪޔ
ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ੱࠄ߆ࠇߘޔ㘃ㆮવቇળޔㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣቇળߩวหߢޔත೨ߩ
ㆮવකቇᢎ⢒ߣߒߡߩࡕ࠺࡞ߣߥࠆߴ߈ࠞࠠࡘࡓ᩺ࠍឭ␜ߔࠆߣ߁ߎߣߢߏߑ߹ߔޕ
ⴕߩࡕ࠺࡞ࠦࠕࠞࠠࡘࡓ㧔ࠦࠕࠞ㧕ߦߪޔၮ␆⊛ߥㆮવකቇߪタߞߡߡ߽⥃ޔᐥ⊛
ߥㆮવቇߣ߁ߩߪోߊᤋߐࠇߡ߅ࠅ߹ߖࠎߢޔߪ߽ߤ⑳ޔᡷ⸓ߩߚ߮ߦ⥃ᐥㆮવቇ߇ᣂߚ
ߦᤋߐࠇࠆࠃ߁ߦദജߪ⛯ߌߡߪ߈ߚߟ߽ࠅߢࠅ߹ߔߌߤ߽ޔ߹ߢ߇ࠇߘޔታࠍ⚿߱
ߦߪ⥋ߞߡ߅ࠅ߹ߖࠎߚߞ߁ߘߦࠞࠕࠦޔߛߚޕౝኈ߇⋓ࠅㄟ߹ࠇࠆߩࠍᓙߞߡࠆߛߌ
ߢߪᤨ㑆߇ߤࠎߤࠎవㅍࠅߦߥߞߡߒ߹߹ߔߩߢߜߚ⑳ޔ⡯⢻㓸࿅ߣߒߡᄖߦะߌߡࡔ࠶
ࠫࠍߔߎߣ߇ᔅⷐߢࠆߣ߁ߎߣߢޔ࿁ߩᬺࠍߕߞߣㅴߡ߹ࠅ߹ߒߚޕ
    ߎࠇ߹ߢߩᵹࠇߣߚߒ߹ߒߡߪߕ߹ޔਔቇળߩㆮવᢎ⢒㑐ㅪᆔຬળߩᆔຬ߇ਛᔃߦߥߞߡක
ቇㇱත೨ㆮવᢎ⢒ࡕ࠺࡞ࠦࠕࠞࠠࡘࡓ᩺ࠍᚑߒ߹ߒߡޔ㧥ߦߘߩࡉ࠶ࠪࡘࠕ࠶ࡊࠍⴕ
ޔ࿁ߎߩࡢࠠࡦࠣߢߦࠇߘߦࠄߐޔኻߒߡߩᬌ⸛ࠍട߃߹ߒߚోޕߩ᭴ㅧߪᏀߩᰣߦ
ࠅ߹ߔࠃ߁ߦੱޔߕࠄ߅ߡߞߣߞߩߪߦ࡞ࠗ࠲ࠬࠞࠕࠦࠆࠁࠊߪࠇߎޔ㘃ㆮવኾ㐷කߩᄢ㗄
⋡ޔਛ㗄⋡ޔዊ㗄⋡ߣ߁ࠬ࠲ࠗ࡞ࠍߣߞߡ߅ࠅ߹ߔ߁߁ߎޕᒻᑼࠍߣߞߚߩߪ߇߁߶ߩߎޔ
ࠈࠈࠗࡔࠫߒ߿ߔߣ⠨߃ߚߚߢߔ߇ޔᄢ㗄⋡ߣߒߡ㧔㧝㧕ޔਔᒐ㧝ߣࡓࡁࠥޔㆮવ
ሶޔߪࠇߎޕᓥ᧪߆ࠄⴕࠊࠇߡࠆ↢ൻቇޔಽሶ↢‛ቇߢࠈߎߣߚߞ߁ߎޔᢎ⢒ߐࠇߡࠆޔ
ၮᧄ⊛ߦߪߩਛߢ߈ߡࠆၮᧄ⊛ߥㆮવ⽎ࠍቇ߱ߣ߁߽ߩߢࠅ߹ߔߩߎޕฝ┵ߦ
ࠅ߹ߔ⿒ᤊߪޔၮᧄ⊛ߦߪߩࠦࠕࠞࠍߘߩ߹߹〯ⷅߒߡࠆ߽ߩ⊕ࠄ߆ࠇߘޕᛮ߈ߩᤊߪޔ
ߘࠇߦዋߒୃᱜߥࠅᡷ✬ࠍട߃ߚ߽ߩߣ߁ᒻߦߥߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
    㧔㧞㧕ߪޔߣߔߢࠞࠕࠦߩ߇ࠇߎޔᱜᏱߣ⇣Ᏹޔᄌ⇣ߣ∔ᖚߣ߁ࠃ߁ߥᒻߩ㕖Ᏹߦੑ㗄
ኻ┙⊛ߥ߽ߩߦߥߞߡ߅ࠅ߹ߔߩߢߩࡓࡁࠥޔߊߥߪߢߣߎ߁߁ߘޔᄙ᭽ᕈߣ߁ߎߣࠍᛠី
ߒߩߘޔਛߩ৻ߟߩࡈࠚ࠭ߣߒߡ∔ᖚ߇ࠆߣ߁ߎߣࠍℂ⸃ߢ߈ࠆࠃ߁ߥౝኈࠍ⚵ߺߚߡࠃ
߁ߣ߁ࠦࡦࡊ࠻ߢߞߡࠅ߹ߔޕ
    ߘߒߡޔ㧟⇟⋡ߪߊోߢࠞࠕࠦߩ߇ࠇߎޔᤋߐࠇߡߥߣߎࠈߥࠎߢߔߌߤ߽⥃ޔᐥ
ߦ߅ߡㆮવᖱႎࠍߤ߁ᵴ↪ߒߡߊ߆ߣ߁ㇱಽߢ߭ߗ߽ࠇߎޔቇ↢ߦቇࠎߢ߅ߡ߶ߒౝ
ኈߥߩߢ⁛┙ߩ㗄⋡ߣߒ߹ߒߚޕએߩ⚿ᨐ⥄ࡓࡘࠠࠞ࡞࠺ࡕޔߪޔᄢ߈ߊਃߟߦಽߌߡ
⚵ࠎߢߏߑ߹ߔޕ
    ᚯࠅ߹ߒߡߩߎޔ㧔㧝㧕ߢߔߌߤޔ㤥ᢥሼ߇㧥ߩᲑ㓏ߢߞߚ⚛᩺ߢޔᣣߎߎߦ⿒ߊട
ࠊߞߚߩ߇ޔ߆߁ߣޔᣣߩඦ೨ਛߩ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦߩਛߢߐࠄߦୃᱜ߇ട߃ࠄࠇߚ႐ᚲߢ
ࠅ߹ߔߩߎޔ߫߃ޕ᩺ߢߪߣࡓࡁࠥޟㆮવሶߩ㑐ଥ߇⺑ߢ߈ࠆ߁ߣޠ㆐⋡ᮡߩ೨ߦ⚦ޟ
⢩ᦼ㧘⚦⢩ಽⵚ㧘ㆮવሶߣᨴ⦡ߩ㑐ଥࠍ⺑ߢ߈ࠆ߁ߣޠ㆐⋡ᮡࠍ߅ߡ߹ߔ㧚ߎߩ
ౝኈߪࠦࠕࠞߢߪ߶߆ߩߣߎࠈߦ߽⸥タ߇ߐࠇߡ߹ߔ߇ߪ߽ߤ⑳ޔ࿁ᚑߒߡࠆࡕ࠺࡞
ࠞࠠࡘࡓోߢㆮવකቇࠍ൮ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߣ⠨߃߹ߒߚߩߢߡ߃ޔ㊀ⶄࠍᛚ⍮ߩߢᦨ
ೋߦߎߩࠃ߁ߥ㗄⋡ࠍタߖߡ߅ࠅ߹ߔߚ߹ޕ㧰㧺㧭ߩⶄߣ៊்ߣ߁⸒⪲ࠍᣂߚߦࠇߚࠅ㧘
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ࡒ࠻ࠦࡦ࠼ࠕߩᓟߦࠛࡇࠫࠚࡀ࠹ࠖࠢࠬ߇ߞߚߩࠍ㗅⇟ࠍᄌ߃ߚࠅ߽ߒߡ߹ߔࠦ࠻ࡒޕ
ࡦ࠼ࠕߦߟ߈߹ߒߡߪߩࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒߣߔߢࠞࠕࠦߩޔ᭴ㅧߣ߁ߩ߇ߞߡޔᰴߪࡒ
࠻ࠦࡦ࠼ࠕߩㆮવሶ⇣Ᏹߦࠃࠆ∔ᖚߣ߁ߩ߇ߞߡߩߘޔㅜਛߪ߽ߥࠎߢߔߨޔߢߩߥޕ
ࡒ࠻ࠦࡦ࠼ࠕߩࠥࡁࡓߦߟߡߒߞ߆ࠅቇ߱ޔߪߢࠞࠕࠦߩޔࠄ߆ࠇߘޕ㧼㧯㧾ߣ߁⸒
⪲ߪߡߊࠆࠎߢߔ߇ޔߩㆮવሶ⸃ᨆᛛⴚߪ㧼㧯㧾ߦ㒢ࠅ߹ߖࠎߩߢߪࠇߎޔㆮવሶ⸃ᨆᛛ
ⴚߩⷐࠍቇ߱ߣ߁߰߁ߦߒߡࠅ߹ߔޕ
    㧔㧞㧕ߩࠥࡁࡓߩᄙ᭽ᕈߣ∔ᖚߣ߁ߣߎࠈߢߪߩࡓࡁࠥޔߕ߹ޔᄙ᭽ᕈߪߤߩࠃ߁ߦߒߡ⊒
↢ߔࠆߩ߆ߣߔߢࠞࠕࠦߩߪࠇߎޕ㧰㧺㧭ࡌ࡞ߩੱᏅߣ߁৻⸒ߢߐࠇߡ߹ߔߌ
ࠇߤ߽ޔಽሶᯏ᭴ߦߎߘޔߡߒߘޔၮߠߡᐲߪဳߣߒߡߩᄙ᭽ᕈߩᤋߩߐࠇᣇߦߟ
ߡቇ߱ߡߒߘޕᰴߦㆮવⷐ࿃ߣⅣႺⷐ࿃ߩ㑐ਈࠍቇ߱ޕㆮવⷐ࿃ޔⅣႺⷐ࿃ߣ߁⸒⪲ߩਛߦߪޔ
⢝ఽߩ⊒↢⇣Ᏹߩ㗔ၞ߆ࠄᚑੱߩᄙ࿃ሶ∔ᖚ↢ޔᵴ⠌ᘠ∛߹ߢࠍోㇱࠃ߁ߥᒻߢߖߐ⼂ޔ
ࠆߎߣࠍᗐቯߒߡ߹ߔޔࠄ߆ࠇߘޕᰴߦ↢ᱺ⚦⢩♽ᄌ⇣ߣ⚦⢩ᄌ⇣ߢߔߨߩޔߪߣޕ
ࠦࠕࠞߦ߽ࠆౝኈߢߔߌߤ࡞࠺ࡦࡔޔㆮવޔ㕖ࡔࡦ࠺࡞ㆮવޔᨴ⦡ޔᄙ࿃ሶㆮવߥߤࠍቇ
߱ߩࡓࡁࠥߣ⮎ޔ߇ߔߢߩ߽ߥߪߎߎޔߡߒߘޕ㗄⋡ࠍട߃߹ߒߚߩ⮎ޕലᕈޔోᕈߣ
ᦠߡࠅ߹ߔߩߢޔᒰὼ↢ޔߪߦߎߎޔᱺ⚦⢩♽ᄌ⇣ߣ⚦⢩ߩ㆑ߩℂ⸃߽ᔅⷐߦߥࠅ߹
ߔޕ
    㧟⇟⋡ߪ⥃ޔᐥߦ߅ߌࠆㆮવᖱႎߩᵴ↪ߣ߁ߎߣߢߣ߹ޔ߆߁ߣࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺⇟৻ޔ
ߚ߆ߞߚߩߪߎߎߩㇱಽߥࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔࠃࠅ߽ኅ♽࿑ࠍ߈ߜࠎߣᦠߌࠆߎߣޔߡߒߘޕ
ㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ⋡⊛߿ᗧ⟵ࠍℂ⸃ߒߡ⺑ߢ߈ࠆߎߣߩߎޔࠄ߆ࠇߘޕ᩺ߢߪㆮવක≮ߦ߅ߌࠆ
ᦨޕߚߒ߹ࠍ⪲⸒߁ߣޠࠬࠢ࠶ࠪࠛࠝࠗࡃޟೋߪޔㆮવᖱႎߩ․ᕈߣขᛒߣ߁߰߁ߦ
ᦠߚࠎߢߔߌߤ߽ࠎࠈߜ߽ޔㆮવᖱႎࠁ߃ߩᵈᗧὐߣ߁ߩߪࠆࠎߢߔ߇․ࠅ߹ޔᱶᕈߣ
߆․ᕈߣ߁⸒⪲߇ߦߡߒ߹߁ߣޔߚ߹ߪࠇߎޔㆮવᖱႎߩ․ᱶ⺰ޔㆮવߪ․ߥ߽ߩߢ
ࠆߣ߁ᭂ┵ߥ⠨߃ߩ߶߁ߦ⪭ߜㄟࠎߢߒ߹߁น⢻ᕈ߽ࠆߩߢߣߞࠂߜޔಽ߆ࠅߦߊߊߥߞߚ
ㇱಽ߽ࠆ߆ߣᕁ߁ࠎߢߔߌࠇߤ߽ߪࠍࡦࠗ࠼ࠗࠟߪߢߎߎޕߚߒ߹ࠍ⪲⸒ߚߞ߁ߎޔ
ߓޔㆮવᖱႎߩᗧ⟵ࠍߒߞ߆ࠅℂ⸃ߔࠆߣ߁ᗧߢߞߡ߅ࠅ߹ߔࠄ߆ࠇߘޕㆮવࠞ࠙ࡦ
ࡦࠣߡߒߘޕㆮવකቇ㑐ㅪߩᖱႎߦߥࡓࠗ࠲࡞ࠕޔᖱႎߦ߈ߜࠎߣࠕࠢࠬߢ߈ࠆߣ߁ߎ
ߣ߽⛘ޔኻߎࠇ߆ࠄߩ⥃ᐥකߦߪਇนᰳߢࠆߣ߁ߎߣߢߩࠄࠇߎޔౝኈ߽⋓ࠅㄟߺ߹ߒߚޕ
    ߘࠇߣห᭽ߦޔవ߶ߤኅ♽࿑߇ᦠߌࠆߎߣߣ߁ߎߣ߇ߏߑ߹ߒߚߩߢޔኅ♽࿑ߣ߁ߩߪ
৻ߤ߁߿ߞߡᦠߊߩ߆ߣ߁ኅ♽࿑ߩᦠ߈ᣇߢߔߨޕዋߥߊߣ߽㧟ઍߦࠊߚߞߡ߁߁ߎޔ
ᖱႎࠍᚻߦࠇࠆᔅⷐ߇ࠆ߁߁ߎޔࠄ߆ߎߘߡߒߘޔᖱႎࠍ⺒ߺขࠆᔅⷐ߇ࠆౕ߁ߣޔ
߽␜ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕኅ♽࿑⸥ภߦߟ߈߹ߒߡߪߢ߹࡞ࡌߩߎߤޔᔅⷐߥߩ߆ߣ߁ߎߣ߽
㗴ߦߥࠅ߹ߔߌࠇߤ߽ ߦߎߎޔ2&( ߩߦ㤛⦡ߊ✢ࠍࡑࠠࡦࠣߒ߹ߒߚߌࠇߤ߽ޔኅ♽ຬߣ
߁߆ޔߩ⼂ߣߒߡߪ⟕ᖚ⠪⟕ⵍޔᖚ⠪ࠄ߆ࠇߘޔᱫޟ߽ߦߎߎޕචሼߪ↪ߒߥޠ
ߣࠊߑࠊߑᦠߡࠅ߹ߔߌࠇߤ߽߇ࠇߎޔ႐ߢᱜߒߊᦠ߆ࠇߡߥߎߣ߇ᄙߢߔࠇߘޕ
߆ࠄࠢࠗࠛࡦ࠻ߣ⊒┵⠪ޕᱫ↥ޔᅧᆼ⥄ޔὼᵹ↥ޔ߭ߗߪߢ߹ߎߎޕቇ↢ߣߒߡᦠߌࠆࠃ߁ߦ
ߥߞߡ߶ߒ߽ߩߢߔޕ
    ߘࠇ߆ࠄޔᒰὼߥ߇ࠄઍ⇟ภߣ⇟ภߩᦠ߈ᣇޔᇕᆪޔ㔌ᇕޔㄭⷫᇕࠄ߆ࠇߘޔᄙ⢝߹ߢޕ
㙃ሶ✼⚵ߥߤߪᣣᧄߢߪߘ߁ᄢ߈ߥ㗴ߦߥࠄߥߩߢߪࠇߎޔᔕ↪✬ߣߒߡቇ↢ߦߪ᳞ߥߊ
ߡࠃߣ⠨߃߹ߒߚ♖ޕሶឭଏޔෆሶឭଏࠄߎߎޔㄝ߽ᔕ↪✬ߥߩߢቇ↢ߦ᳞ࠆᔅⷐߪߥߛ
ࠈ߁ߣᦨޕᓟߦᤨߛ߹ޔὐߢ⊒∝ߒߡߥࠆࠁࠊޔ᳗㆙ߦ⊒∝ߒߥ࿃⠪ޔਛ㤥ߢߔߨޕ
ߘࠇ߆ࠄ∔⚻ߩ࠻ࡦ࠽ࡒ࠼ߦ․ޔᖚ߿ኅᣖᕈ⣲≌ߢ㗴ߦߥߞߡ߈߹ߔᧂ⊒∝ߩᄌ⇣⠪ޕ
ߎߎ߹ߢߩ⸥ภߪߗ߭ቇ↢ߣߒߡりߦߟߌߡ߶ߒߣ߁ߎߣࠍߒว߹ߒߚޕ
    ߎߎߢޔవ↢ᣇߦߪߎࠇࠄࠍ߬ߞߣᓮⷩߚߛߡߦߋߔޔᓮᗧߚߛߌࠇ߫ࠎߢߔߌ
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ߤ߽߁߽ޔዋߒߥߣߥ߆ߥ߆㔍ߒߣ߁ߎߣ߽ߏߑ߹ߔߩߢߚ߹߫ࠇ߈ߢޔឝ␜ࠍߒߡޔ
ᢙᣣ㑆ߣ⸒߹ߔ߆ߩߊࠄ߫ߒޔ㑆ࡄࡉ࠶ࠢࠦࡔࡦ࠻ߩࠃ߁ߥᒻߢవ↢ᣇߩᓮᗧࠍߚߛ
ߡޔขࠅ߹ߣߚߣ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
    ᦨ⚳⊛ߦߪోߩߎޔ࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ోߪࠇߎޔ࿖ߩක⢒ᯏ㑐ߔߴߡ߇ળຬߣߥߞߡ
߅ࠅ߹ߔߒੱࠄ߆ࠇߘޔ㘃ㆮવቇળޔㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣቇળߩߎޔਃߟߩวฬߢࠬߒߡ
ߊߎߣࠍᗐቯߒߡ߅ࠅ߹ߔޕએߢߔޕ
ޣᷰㆺޔ࠻ࡦࡔࠦࠄ߆߁߶ߩࠕࡠࡈޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤᓮ⾰╬ߏߑ߹ߒߚࠄ߅㗿ߚߒ߹
ߔޕᄢ┻వ↢߅ޔ㗿ߒ߹ߔޕ
ޣᄢ┻㧔ၯ₹කᄢ㧕ޤၯ₹කᄢߩᄢ┻ߢߔޔߟ৻ޕኅ♽࿑ߩ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦᚑߢ߈ࠆߩߪ࠰ࡈ࠻ߺߚ
ߥߩࠍߎ߁㈩ࠆࠃ߁ߥߎߣ߇ߢ߈ߥ߆ߣ߁ߎߣߪ߆߇ߢߒࠂ߁߆ޕ
ޣᰞ߽ߟߪࠇߎޤ㗴ߦߥߞߡࠆߎߣߢߩߘޔ㔚ሶࠞ࡞࠹ߦ߈ߜࠎߣኅ♽࿑߇ᦠߌߥߒޔ㔚ሶࠞ
࡞࠹ߩࡊࡠࡃࠗ࠳߇߈ߜࠎߣᱜߒኅ♽࿑ࠍᦠߌࠆࠃ߁ߥ࠰ࡈ࠻ࠍឭଏߒߡߥߣ߁㗴
߇ߏߑ߹ߔߪࠇߎޔ߽ߤߌߔߢࠎߥߌ߾ߜߊߥࠄ߿߽ߎߘޔࠎࠈߜ߽ߪࠇߎޕหᤨਗⴕߢ
߿ߞߡߊߴ߈㗴ߛߣᕁ߹ߔߛߚޕ࿁⑳ߤ߽ߣߒߡߪޔ㔚ሶࠞ࡞࠹ߩ㗴ߪᗐቯߪߒߡ
߅ࠅ߹ߔߌߤ߽ߪߢ߹ߎߘޔ▸࿐ߣߒߡ㆙ߊ߫ߥ߆ߞߚߩߢߡߒߪ╬ࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ޔ
߅ࠅ߹ߖࠎߩߘޕᔅⷐᕈߪ㊀ޘᛚ⍮ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ
ޣᄢ┻ޔࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒޔߤߌߔߢࠎߥߟ৻߁߽ޔߣޤߪ߿ߞߡߡ߁ߣ∛ࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒޔ
ߪోὼࠅ߹ߖࠎߢߒߚߌࠇߤ߽⚿ޔዪ∛ߩࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒޔ᳇ࠗࠦ࡞ࡒ࠻ࠦࡦ࠼ࠕㆮવߣ
߁⺋⸃߇߹ߛ߹ߛߔߏߊᄙࠎߢߔߨޕᚑੱߢߪࡔࡦ࠺࡞ㆮવߣࡒ࠻ࠦࡦ࠼ࠕㆮવሶ⇣Ᏹߦ
ࠃࠆ߽ߩ߇ᄢඨߣߛޘᕁ߁ࠎߢߔߌߤޔዊఽ⑼㗔ၞߢߪ㧥ഀᣇ߇ࡔࡦ࠺࡞ㆮવߥࠎߢߔࠃߢޕ
ߔ߆ࠄߩߘޔ㗄⋡ߣߒߡ߽৻ߢ∛ࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒߩߘޔᔕᦠߡ߽ࠄߞߡࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒߩߘޔ
∛ߩਛߦߪ࡞࠺ࡦࡔޔㆮવߣ㕖ࡔࡦ࠺࡞ㆮવ߇ߞߡߣ߁߰߁ߦߥ߁߰߁߁ߘޔᒻߢᦠߡ
߽ࠄ߃ࠆߣ㕖Ᏹߦ⺋⸃߇ߥߊߥࠆࠎߓ߾ߥ߆ߣᕁ߹ߔᦨޔߪߩ߁ߣޕೋߦࡒ࠻ࠦࡦ࠼ࠕ
∛ߣ߁ߣޔᔅߕࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߢਔⷫ߇㐿ߡߢߔߨ࡞ࠦࠗ∛ࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒޔᲣ♽ㆮવߣ
߁߰߁ߦߔߏߊ⺋⸃ߐࠇߡޔᰴߩᣣߦᥧ㗻ߒߡ᧪ࠆᣇ߇ᄙ߽ߩߢߔ߆ࠄޕ
ޣᰞߩߎߎޤᣂߒ߽ߩߦߪࡁࠥޔࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒޔߡߊߥߡࠇߪ⪲⸒߁ߣ∛ࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒޔ
ࡓߩ․ᓽߞߡ⇣ࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒࠄ߆ߛߪⷐޔᏱߩਛߩࡒ࠻ࠦࡦ࠼ࠕߩ߶߁ߩߛߌߎߎߦタߞ
߆ߞߡ࡞࠺ࡦࡔޔㆮવߩ߿ߟߪ⋥ធ⊛ߦߪᤋߐࠇߡߥߢߔߨޕ
ޣᄢ┻ࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒߩߘޔࠄߚߞߛࠎࠆߌߛߚߡߖߐ┙⁛ߒ߽ޔߡߞ∛ࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒޕ߃߃ޤㆮવ
ߣ㕖ࡔࡦ࠺࡞ㆮવ߇ࠆߣ߁߰߁ߦ♽ߒߡ߽ࠄ߁ߎߣߣࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒޔߣޔㆮવߣ߁
ߩࠍ߽ߒࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒޔㆮવሶ⇣Ᏹߦࠃࠆ∛᳇ߣ߆ࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒޔߦ߁߰߁߁ߘޔㆮવሶ
ߣ߁߰߁ߥ⸒⪲ࠍߞߡ߽ࠄ߃ࠆߣࠎߓ߾ߥ߆ߣᕁߞߡ߹ߔߣߎ߆⚦ߣߞࠂߜޕ
ߢޕߤߌࠎߖ߹ߺߔޔ
ޣᰞޕ߃ޤᕟࠄߊߎߎ߇ࠇߘޔ㧔ࡕ࠺࡞ࠞࠠࡘࡓ  㧕   ޔ㧕ߛߣᕁ߹ߔߨޕ
ޣᄢ┻ࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒޕߨߔߢࠇߎޤㆮવߢߔߨޕ
ޣᰞࠎߐߊߚߪߩ߆⚦ߢ⪲⸒߹ޔߢߎߎޤタߖಾࠇߥߩߢޔᕟࠄߊߎߜࠄߩ㗄⋡ߣߒߡߎޔޔ
ࠇߪࡒ࠻ࠦࡦ࠼ࠕㆮવሶᄌ⇣ߣᦠߚ߶߁߇ࠃ߆ߞߚ߆߽ߒࠇߥߢߔߌߤޕ
ޣᄢ┻ޕߪޕߨߔߢ߁ߘޤ
ޣᰞޕߔ߹ࠅ߅ߢ⼂ߥ߁ࠃߩߘޤ
ޣᄢ┻ޕࠎߖ߹ߺߔޕߪޤ
ޣᷰㆺޕ߆ߔߢࠄ߆⑳ޕ߆߁ࠂߒߢ߇߆ߦ߆߶ޤ㧞ὐࠆࠎߢߔߌߤ⥄⑳ޕりޔᚑߦ߽߆߆ࠊߞ
ߡ߹ߔ߇ޔ㧝ὐߪ≮߆ߣޔߪߟ৻ޔ⢒ߣ߆ߣ߁㗄⋡ߪޔ࿁ߩਛߦߞߡࠆࠎߢߔ߆ޕ
ቇળߦߔ႐วߣߢ߈ߣࠆߔߦࠞࠕࠦߣޔᄙಽߜࠂߞߣ㆑ߞߡߚࠅ⥄ޕಽߢᕁߞߚࠎߢߔ
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ߌࠇߤ߽ߩࠞࠕࠦޕ႐วߦߪߩ߆߶ޔ႐ᚲߢᄙಽߞߡ߁߁ߘޔ႐ᚲ߇ࠆߣᕁ߁ࠎߢߔ߇ޔ
ቇળߦߔ႐วߦߪޔቇળߣߒߡ৻ߟ߹ߣ߹ߞߚᒻߢᄙಽ⠨߃ߡޔቇળߣ߆߁߁ߘޔᒻߦߔࠆޕ
ߘߎߢࠆ⒟ᐲࠕ࠙࠻ࡊ࠶࠻ࠍߤ߁ߔࠆ߆ߣ߆≮߁߁ߘޔ⢒ߣ߆ߣ߆ߣࠈߎߣ߁߁ߘޔ
߆ߣޔㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߪߞߚࠎߢߔ߆ޕ
ޣᰞޤㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߪߡ߹ߔޕਅߩ߶߁ߦޕ
ޣᷰㆺ߫߃ޔߦࠈߎߣ߁߁ߘޤᖚ⠪ળߣ߆߆ߣ߆߁ߤ߆߇߁߶ߚࠇࠍࠈߎߣߥ߁߰߁߁ߘޔ
ߣ߁ߩߪߣࠆߔ߆ߒ߽ޔᔅⷐ߆ߣޕ
ޣᰞࠅ⋓ޕߢ߹ߎߤޔߦ߈ߣߚߞߣࠬࡦ࠶ࠛ࡞ࡑ࠾ࡒߩߘޤㄟߺߚߎߣߪ߽ߩߔߏߊߚߊߐࠎ
ߞߡޔㅒߦࠅ⪭ߣߒߩᬺߩ⚿ᨐߥ߽ߩߢߔ߆ࠄߣߞࠂߜޔޔහ╵ߪߢ߈ߥߢߔߌࠇߤ߽ޕ
߽ߜࠈࠎㆮવක≮ߣ߁ᄢ߈ߥਛߦߘ߁ߞߚࠦࡦࡊ࠻ߪᛮߌߡߪߌߥߩߪ㊀ޘᛚ⍮ߥࠎ
ߢߔߌߤߣߞࠂߜޔ⠨߃ߐߖߡߊߛߐޕ
ޣᷰㆺޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕࠎߖ߹ߺߔޤ
ޣᄢ┻ߣߞࠂߜޤ឴ߍ⿷ขࠆࠃ߁ߥ⾰ߦߥߞߜ߾߁ࠎߢߔߌߤޔవ߶ߤ㧼㨃㧿ߣ߆߆㧮㨃㧿ߣ߆⚿ޔ
ዪߜߞߎޔߩන⺆ߣ߁ߩߪᦨᓟ߹ߢᱷࠆࠎߢߔ߆ߨޔࠅ߹ߟޕ᥉ㅢ৻⥸ߩᣇߦߪಽ߆ࠄߥ
න⺆߇ޕ
ޣᰞߩࡓ࠳ࡦࡕࡔߛ߹ߪࠇߎޤᲑ㓏ߢߔߩߎޕዊ㗄⋡ߣ߁ߩߪޕ
ޣᄢ┻ޤಽ߆ࠅ߹ߒߚޕ
ޣᰞޤᢛℂ߇ᔅⷐߛߣᕁߞߡ߹ߔޕ
ޣᄢ┻ޔߣޤ᥉ㅢߩ⸒⪲ߦ⋥ߒߡߊߛߐޕ
ޣᰞ⇟৻ޤ㊀ⷐߥߩߪߩߎޔࠅߪ߿ޔᄢ㗄⋡ޔਛ㗄⋡ߩㇱಽ߇߈ߜࠎߣߒߚᒻߢ߃ࠆߣ߁ߎߣࠍఝ
వߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߢߚ߹ߦ․ޕዊ㗄⋡ޔᓟࠈߩ߶߁ߩ㗄⋡ߥߤߪ⚿ޔ᭴ࠕ࡞࠲ࠗࡓߦᄌࠊߞߡ
ߊࠆ߽ߩ߽ࠆߣᕁ߁ߩߢߊࠃࠢࡢ࠻࠶ࡈߪࠇߎޔ߽߽ߤ⑳ޔࠎࠈߜ߽ޔᡷ✬ߢ߈ࠆࠃ߁ߥᒻ
ߦߪߒߚߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔߌࠇߤ߽ޕ
ޣᄢ┻ߦ߆ߎߤޤߔࠎߛߞߚࠄಽ߆ࠅ߿ߔ↪⺆ߦ⇛ޕ⒓ߢߪߥߊߡޕ
ޣᰞޕߪޤᛚ⍮ߚߒ߹ߒߚޕ
ޣᷰㆺ߁߽ޔ߾ߓޕߪޤ㧝ੱߔߺ߹ߖࠎޕ
ޣፒ㧔࿖┙ᓴⅣེ∛⎇ⓥࡦ࠲㧕ޤᓴⅣེ∛⎇ⓥࡦ࠲ߩፒߢߔ߇ޕᓟࠈߩ߶߁ߛߣᕁ߹ߔߌ
ߤ߽ޔㆮવሶක≮ߣࡃࠗࠝࠛࠪ࠶ࠢࠬߣ߁⸒⪲ߦߐࠇߡߚߩߢߔ߇ޕ
ޣᰞߩߎޤ㧔㧟㧕 ߢߔ߆ޕ
ޣፒࡦࠗ࠼ࠗࠟޕߔߢ߁ߘޤฦ⒳ᜰ㊎ߣߩ㑐ଥߢޔࠍ⸒ࠊࠇߚߩ߆ߣ߁ߩ߇ߜࠂߞߣવࠊࠅߦ
ߊࠎߢߪߥ߆ߣ߁ߩߣࡦࠗ࠼ࠗࠟޔᜰ㊎ߣߩ㑐ଥߢㆮવක≮ࠍ߈ߜࠎߣ⠨߃߹ߒࠂ߁ߣ
߁ߎߣߢࠇ߫ࠎࠈߜ߽ߦࠬࠢ࠶ࠪࠛࠝࠗࡃޔ߹ࠇࠆᔨߢߪࠆߣᕁ߹ߔߌߤ߽␠ޔળ
ߣߩ㑐ㅪࠆߪᴺᓞ߿ⷙߣߩ㑐ଥߣ߁ߎߣࠍ߈ߜࠎߣℂ⸃ߔࠆߣ߁ߎߣࠍ㗄⋡ߦᝒ߃ࠆ
ߩ߆୶ߡ߃ࠍࠇߘޔߪࠆޔℂ⊛ߥ㕙ࠍ߈ߜࠎߣ⠨߃ߥ߈߾ߥࠄߥ㗔ၞߥࠎߢߔࠃߣ
߁ߎߣࠍࠆߩ߆ߩߘߣߞࠂߜޔㄝߪࡃࠗࠝࠛࠪ࠶ࠢࠬߣ߁⸒⪲ߛߌ߇৻ੱᱠ߈ߔࠆߣޔ
ࠍવ߃ߚߩ߆ߣߞࠂߜޔಽ߆ࠅߦߊ߆ߥߣᕁߞߚࠎߢࠦࡔࡦ࠻ߒ߹ߒߚޕ
ޣᰞޤᓮᜰ៰ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߔޕታߪߎߎߪߩࡊ࡞ࠣޔਛߢ߽߁߹⸒⪲ࠍតߒಾࠇߕߦ⧯ޔ
ᐓᶖൻਇ⦟ᗵࠍᱷߒߟߟޔඦᓟߩߎߩ✚ว⸛⺰ߦߪ߆ᒻࠍߐߥߌࠇ߫ߌ߹ߖࠎߩߢᦨޔᓟޔ
ㅜਛߢߡ߈ߚ⸒⪲ࠍߘߩ߹߹ߞߡ߅ࠅ߹ߒߡߩࠢࡢࡊ࡞ࠣ߇ߥࠎߺߢࠇߎޕਛߢߔߞ߈
ࠅߒߚ߆ߣ߁ߣޔታߪߘ߁ߢ߽ߏߑ߹ߖࠎߩߢޔᣇᴺߣ߆ޔࠍߎߎߢ᳞ࠆߩ߆
ߣ߁ࠄߎߘޔㄝߩᢛℂ߇ᔅⷐߢߔߒޔ߆ࠃᢥ⸒╬ߢߔߨ߭ߗ߫ࠇ߇╬࠻ࡊࡦࠦޔᢎ߃
ߡߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔ߽ߣߎ߁߁ߘޕߡޔవ↢ᣇߦࠦࡔࡦ࠻ࠍ߅㗿ߔࠆߣ߁߰߁
ߦߐߖߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ
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ޣᷰㆺ↰⫣ޤవ↢ޕߙ߁ߤޔ
↰⫣ޣ㧔ᣩᎹක⑼ᄢቇ㧕⥄ޤಽߢߞߡ߅ߡ⸒߁ߩߪࠇߥࠎߢߔ߇ߩߪࠇߎޔකቇᢎ⢒ߩࠦࠕࠞ
ࠠࡘࡓߦタߞߡࠆ㗄⋡ࠍᡷቯߒ߿ߔࠃ߁ߦߞߡࠆࠎߢߔߌߤ߽߽ࠎߐ⊝ޔᓮሽߓߛߣ
ᕁ߹ߔ߇ޔၮ␆කቇߩߣߎࠈߣ⥃ߣࠇߘޔᐥߩකቇߪ৻ᔕޟޘቇ߁ߣޠᓥ᧪ߩ㗔ၞߩᨒ
⚵ߺߢߞߚߣߎࠈߣోޔりߦࠊߚࠆ∝ߩࠃ߁ߥᮮᢿ⊛ߥౝኈߣ߇㗄⋡ߢ┙ߞߡߡޔೋ࿁
ߩᐔᚑ㧝㧠ᐕ߆ࠄ㧝㧥ᐕߢᄌࠊߞߚߩ߇⣲≌ߥࠎߢߔࠃߨ߁߽ޕ⣲≌ක≮ߣ߁ߩߪߎ߁߿ࠆࠎ
ߛߣ߁ᒻߢࡓ࠴ޔක≮߆ࠄోㇱࠇߚᒻߩ߽ߩࠍࠇࠆߣ߁ᗧߢߪޔᏗዋ㔍∛⠪ߩ⥃ᐥ
⊛ߥࠕ࠙࠻ࡊ࠶࠻ࠍ⋡ᜰߒߚߢޔㆮવක≮ߣߒߡޔ㗄⋡ߣߒߡߎࠇࠍ⚵ߺᦧ߃ࠆߣޔߢࠇߘޕ
ၮ␆ߣߒߡߪߎࠇࠍീᒝߒߥߐߣޔߢޕታ㓙ߩ⸻≮ߣߒߡߪߎ߁߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ߁ਛߦޔ
ࠞ࠙ࡦࡦࠣ߇ߢ߈ࠆߣ߆ޔ㔍∛ᖚ⠪ߩࡇࠕࠞ࠙ࡦࡦࠣߣ⸒ࠊࠇߡޔޔᷰㆺవ↢߇⸒ࠊ
ࠇߚࠃ߁ߥౝኈࠍㅒߦขࠅㄟࠎߢߊࠃ߁ߥ⚵ߺᦧ߃ߚࡃ࡚ࠫࡦ߽ߞߚࠄࠎߓ߾ߥ߆
ߥߞߡᕁߞߡߡޔᰞవ↢ߣߜࠂ߁ߤ⋧⺣ߒߡࠆߣߎࠈߢߔޕ
ޣ᎑ޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤᤓᣣ᧪ࠄࠇߚකቇᢎ⢒⺖㐳ߩ↰వ↢߽ߎߩㆮવߩ㗔ၞߪත೨ᢎ⢒ߢ߽
㕖Ᏹߦ㊀ⷐߛߣ߁⼂ࠍ߅ᜬߜߢߦࠞࠕ߽ࠦߢߦߋߔߪࠇߎޔṁߌㄟࠆࠃ߁ߥᒻߢߩឭ
᩺߁߽ޔߋߔߪࠇߎޕ㧝ᐕ㧞ᐕ߁߽ޔㆮવሶߩߎޔ㗔ၞߪ㕖Ᏹߦᣣㅴᱠߢߔߩߢත೨ᢎ⢒ߢ߽
߈ߜߞߣ߿ࠆߴ߈ߛࠈ߁ߣ߁߅⠨߃ࠍ߅ᜬߜߥߩߢޔߢࡦ࡚ࠫࡃߔ␜߽ߢߦߋߔߪࠇߎޔ
ࠦࠕࠞߩో㕙ᡷቯߣ߁ߩߪ㧟ޔ㧠ᐕᓟߦߥߞߡߒ߹߁ߩߢ↰⫣ޔߪࠇߘޔవ↢߇⸒ࠊࠇߚ
ࠃ߁ߥᣂߒㆮવߩ㗄⋡ࠍട߃ࠆߣ߁߽ߩ߽ޔਛ㐳ᦼߩ⋡ᮡߣߒߡߗ߭ߣ߽ߞߡߚߛ߈ߚ
ߣᕁ߹ߔޕ
ޣᰞ߁߽ޔߪࠇߎޤᐕਛߦ߈ߜࠎߣࠬߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߡ↰⫣ޔޔవ↢ߦᓮᜰ៰ߚߛߚᰴ
࿁ߩࡕ࠺࡞ࠦࠕࠞᡷቯ߳ะߌߡߣ߁ߩߪੱߚ߹ߪࠇߎޔ㘃ㆮવߩᢎ⢒ផㅴᆔຬળߣ߆߁ߘޔ
ߞߚ㑐ㅪߩᆔຬળ߽ࠅ߹ߔߩߢߣߩ߁߁ߘޔหߣ߁ᒻߢᬺߪㅴߚߣ⠨߃ߡ߅ࠅ
߹ߔ߅ߊߒࠈࠃޕ㗿ߚߒ߹ߔޕ
ޣᷰㆺޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤ



㧟㧕ㆮવቇ⊛ᬌᩏࠍߋࠆ⻉㗴
ࠦ࠺ࠖࡀ࠲㧦ਛጊᥓ㧔ᣣᧄᄢቇ㧕

ޣਛጊ߅ߊߒࠈࠃޤ㗿ߒ߹ߔޟޕㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ߅ߌࠆ⻉㗴ޔߪޠᒰೋ  ฬߢޔᒰᣣ  ฬട
ࠊߞߚߩߢ  ฬߩෳട⠪ߣޔ㕖Ᏹߦෳട⠪߇ᄙߊߡ⋓ᴫߢߒߚޕ

㧵㧚 ೨ࠕࡦࠤ࠻ߦߟߡ
⊝ߐࠎߦᗵ⻢↳ߒߍ߹ߔߩߪޔ೨ࠕࡦࠤ࠻ߒߚߎߣߢߔޔߪࠇߎޕೋߩ⹜ߺߢߞߚߣᕁ
߹ߔߩࠇߎޕ࿁₸߇ 㧑ޔක⢒ᯏ㑐 㧑ߢޔ㕖Ᏹߦࠬࡐࡦࠬ߇ࠃࠈߒߊߡᗵ⻢↳ߒߍ߹
ߔߦࠇߎޔߪߢޕᴪߞߡⴕ߈߹ߔޕ
 㧝⇟⥄ޟᣉ⸳ߩᬺോߦ߅ߡㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ߆߆ࠊߞߡ߹ߔ߆ߦޠኻߒߡޔ ߇ޠߪޟޔ
⥄ߩߎޕߔߢ  ߇ޠ߃ޟᣉ⸳ߩㆮવቇ⊛ᬌᩏߣ߁ᢥ⸒ߦߟߡࠍ࠻ࡦࡔࠦߥࠈࠈޔ
ߚߛ߈߹ߒߚޕಽ߆ࠅߦߊߣ߁ߏᗧ߇ࠅ⟠ޔߔߢ߫߃ޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅ⸶ߒ↳ޔ᳓
⓫ೝࠄ߆ࠇߘޔㆮવࠞ࠙ࡦࡦ߽ࠣߩ߽ߚߞ߁ߘޔㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ߹ࠇࠆࠎߓ߾ߥ߆ߣ
߁ᔨࠍ߅ᜬߜߩࠕࡦࠤ࠻ߦ╵߃ߡߚߛߚᣇ߽ࠄߞߒ߾ࠆࠎߢߔߌߤߪߎߘޔᷰㆺળ
㐳ߩ߶߁߆ࠄߪࠇߎޔ᷹ቯߦ߆߆ࠊࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏߣ߁߰߁ߦᝒ߃ߡߊߛߐߛߊߡߒ㉼⸃ޔ
ߐߣ߁ߎߣߢㅴߐߖߡߚߛ߈߹ߒߚޕ
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 ᰴߪ㧝㧙㧝߇ࠇߎޔ㗄⋡ߢߔߌࠇߤ߽ޔ㊀ⶄ߇ߞߚߩߢࠍࠇߘޔᢛℂߒߚࠄޔᄢ⚂  㗄
⋡ߦᒰߚࠅ߹ߔޕ㧝ߪ㧿㧯㧰ߪࠇߎޔ㧿㧯㧰㧝ޔ㧞ޔ㧟ޔ㧢ޔ㧣&ޔ42.# ߣ߆ᦠߚߞ߁ߘޔ
߈ᣇࠍߥߐߞߡߚᣇ߽ࠄߞߒ߾ࠆࠎߢߔߌࠇߤ߽⛔ࠍࠇߘޔวߔࠆߣ㧥ࡦࠦ࠻ࡒࠄ߆ࠇߘޔ
࠼ࠕޔᨴ⦡ޔ㧿㧹㧭ޔ㧴㧰ޔ㨀㨀㧾ߣ᧪߹ߔߌࠇߤ߽ޔߪߩߚߒ߹ߒߦߎߎޔዋߥߊߣ߽
㧞ᣉ⸳એޔੑߟߩᣉ⸳એࠆ߽ߩࠍߒ߹ߒߚޕਅ߳ⴕߞߡߊߛߐߚߞ߁ߎޕㆮ
વሶߢᦠ߆ࠇߡ߹ߔߨߣߞࠂߜޕ⚦⢩ㆮવሶᬌᩏ߽ࠆߺߚߢߔߌߤޔ2)Zߪࠇߎޔᓟߢਛ
⼱వ↢ߩ߶߁ߦ߅છߖߒ߹ߔޕ
 ਅߩ↹㕙ߦ⒖ߞߡ㧝㧙㧞ߦߟߡߢߔ߇ࠇߎޕ㕖Ᏹߦ㗴߇ߞߚࠎߢߔߌߤઁޔᣉ⸳߆ࠄߩ
ଐ㗬ߪน⢻ߢߔ߆㧫ߣ߁߁߁ߎޔ⡞߈ᣇ߽ਇ߇ߞߚߣߢߪᗵߓߡ߹ߔ߇ޠߪޟޕ
 ߢޕ ߇ޠ߃ޟޔᬌᩏౝኈ⑼ߦࠃࠅޔ㧞ߣ߁ߩߎޕ㧞ߣ߁ߩࠍࠈࠈᓮᗧࠍ
ߚߛߚߣߎࠈ߇ࠆࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔౝㇱࠆߪޔห⎇ⓥࠍߒߡࠆߩߪฃߌߡߚࠅޔ
ߘࠇ߆ࠄઁޔᣉ⸳ࠆߪઁ⸻≮⑼߆ࠄߩ߽ߩߪฃߌઃߌߡࠆߣ߆ߡߞߥ⇣߇㉼⸃ࠈࠈޔ
߹ߒߡ߽ࠇߎޔᓟߩ࠻ࠤࡦࠕޔขࠅᣇߩ⺖㗴ߛߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߘࠇ߆ࠄ㧝㧙㧟⥄ޔᣉ⸳ߢታᣉߒߡࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ㗴ὐߪߢߔ߆㧫ߣ߁߰߁ߥߎߣ
ߢޔታᣉ⾌↪ ޔഭജᤨ㑆 ߩߎޔㄝࠅ߇ᦨᄢߩ߽ߩߢߔࠍߎߎޕਛᔃߦ⸛⼏ߒ߹ߒߚޕᯏེޔ
♖ᐲ⸽ޔ⍮⼂ਇ⿷ޔࡓ࠹ࠬࠪޔᬌᩏ⚿ᨐߩขᛒޕߔ߹ࠅ߇ઁߩߘޔޔ
㧝㧙㧠⥄ޟޔᣉ⸳ߢታᣉߒߡࠆ㓙ߩ⾌↪ߩరࠍ߅ᢎ߃ߊߛߐߪࠇߎޠޕవ߶ߤߩߣ㕖
Ᏹߦࡦࠢߒߡࠆࠎߢߔߌߤ⟕࠻ࡦࠕࠗࠢޔᖚ⠪ߦᛄߞߡ߽ࠄ߁ޔකዪ⾌⎇ⓥ⾌ߢᛄ߁ޔ
∛㒮⽶ᜂޔ㒾⸻≮ౝߪࠇߎޕᓟߢ⸒߹ߔޕ
 ߘࠇ߆ࠄ㧝㧙㧡♖ޟޔᐲ▤ℂߦߟߡ᳇ࠍઃߌߡࠆὐ߇ࠇ߫߅ᢎ߃ߊߛߐߣߎ߁ߣޠ
ߢߚߞ߁ߎޔ㕖Ᏹߦ↪ߥࠕࡦࠤ࠻࿁╵߇ࠅ߹ߒߚⶄޕᢙߩᬌᩏᣇᴺࠍ⏕ޔߪࠇߎޕ
ᤨ㑆ߩ㑐ଥߢ⺒ࠎߢ߅ߡߚߛߌࠇ߫ߢߔߥޘ⦡ޕ࿁╵߇ߚࠊߌߢߔޕ
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╙  ࿁ో࿖ㆮવሶක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ ᯏ㑐ᣉ⸳ ೨ࠕࡦࠤ࠻   

⛽ᜬᯏ㑐ᣉ⸳  
 ᣉ⸳ਛ

࿁╵  ᣉ⸳
 

߁ߜක⢒ᯏ㑐  ᣉ⸳ਛ

࿁╵  ᣉ⸳
 


⥄ᣉ⸳ߩᬺോߦ߅ߡㆮવቇ⊛ᬌᩏߦ㑐ࠊߞߡ߹ߔ߆ ޕ


Ԙ
ߪ 






ԙ
߃ 




 ⾰  ߢԘߣ╵߃ߚᣇߪએਅ㧔 એਅ㧕ߦ߅╵߃ߊߛߐޕԙߩᣇߪ߅ߦ ޔㅴߺߊߛߐ
㧝г㧝 ⥄ᣉ⸳ߢታᣉߒߡࠆᬌᩏߩ㗄⋡ࠍ߅ᢎ߃ਅߐ

ㆮવቇᬌᩏ
5%&㧔ࠆߪ⣄㜑ዊ⣖ᄌᕈ∝㧕

ࡒ࠻ࠦࡦ࠼ࠕ

ᨴ⦡

5/#㧔⣄㜑ᕈ╭⪜❗∝㧕

*&㧔ࡂࡦ࠴ࡦ࠻ࡦ∛㧕

664 ኅᣖᕈࠕࡒࡠࠗ࠼ࡐ࠾ࡘࡠࡄ࠴㧕

36 ㆃᑧ∝⟲ .36$TWICFC ∝⟲㧕

&42.# ᱤ⁁ᩭ⿒ᩭ᷆⫷࡞ࠗ⪜❗∝ 

ࡑ࡞ࡈࠔࡦ∝⟲

8*.

%/6

/'0

#2%

#4

ࠗ࠰࠱ࡓ∝⟲

ࡊࠝࡦ∛

⣄㜑ᕈ╭⪜❗∝ 5$/# 㧕

(#2

,#-

.QG[U&KGV\ ∝⟲

ૐࡈࠜࠬࡈࠔ࠲ⴊ∝ #.2. 㧕

╭ᒝ⋥ᕈࠫࠬ࠻ࡠࡈࠖ

⣢⊹⾰ㆊᒻᚑ %;2# 1* 㧕

ࠕࠗ %)*

()(4

ǩ㧝̅ࠕࡦ࠴࠻ࡊࠪࡦᰳ៊∝

(CDT[ ).# 㧕

ጊဳవᄤᕈ╭ࠫࠬ࠻ࡠࡈࠖ (%/& 㧕





ઁ  ᣉ⸳     㗄⋡
2)Z ᬌᩏ
+.$

-4#5

7)##

%;2%

+62#

%;2%





ઁ  ᣉ⸳     㗄⋡

㧝г㧞 㧝г㧝ߦߟߡઁޔᣉ⸳߆ࠄߩଐ㗬ߪน⢻ߢߔ߆㧫


Ԙ
ߪ 






ԙ
߃ 





ᬌᩏౝኈ⑼ߦࠃࠅ 
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㧝г㧟 ⥄ᣉ⸳ߢታᣉߒߡࠆㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ㗴ὐߪߢߔ߆㧫㧔ⶄᢙ࿁╵น㧕 ᣉ⸳ਛ
Ԙ  ታᣉ⾌↪





ԙ  ഭജᤨ㑆



    
Ԛ  ᯏེ 



    
ԛ  ♖ᐲ⸽





Ԝ  ⍮⼂ਇ⿷





ԝ  ࠪࠬ࠹ࡓ





Ԟ  ᬌᩏ⚿ᨐߩขᛒ㧔ႎ๔ᦠ⊒ⴕ⸥ޔタ▤ޔ㧕

ԟ  ߘߩઁ㨇 ੱ⊛ࡄࡢ  ್ቯߦ㑐ߔࠆഭജ  㨉


․ߦߥߒ








ᧂ࿁╵ 




    

㧝г㧠 ⥄ᣉ⸳ߢታᣉߒߡࠆ㓙ߩ⾌↪ߩరࠍ߅ᢎ߃ਅߐ㧔ⶄᢙ࿁╵น㧕 ޕᣉ⸳ਛ
Ԙ  ࠢࠗࠕࡦ࠻⟕ᖚ⠪ 

    
ԙ  කዪ⾌⎇ⓥ⾌ 


    
Ԛ  ∛㒮⽶ᜂ


        
ԛ  㒾⸻≮ౝ



    
        ᧂ࿁╵ 




    

㧝г㧡 ♖ᐲ▤ℂߦߟߡ᳇ࠍߟߌߡࠆὐ߇ࠇ߫ޕߐߛߊ߃ߒ߅߅ޔ
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だということです。それから、精度管理については、先ほどのアンケートのところに書きました
けれども、この項目は、恐らくこの議事録としてアップロードされるので、そういったことは非
常に重要なこと、公表していくことが重要なことであるということです。
それから、遺伝学的検査情報をきちんと報告、解釈できる高度な知識と技術を有する遺伝子解
析担当者が必要。実はこれは日本遺伝子診療学会でそういったワーキンググループ、委員会が立
ち上がっておりますので、そういった方面も含めて、例えば各施設ごとにこういった高度な知識
と技量を有する解析担当者がいれば、非常に有用だというふうなこと。それから、一つの会社の
例でしたけれども、遺伝子の結果報告について問い合わせをしたんだけれども、もっともらしい
答えが返ってこないというふうなことがありまして、改善をお願いしたいと。でも、これは、現
場では非常に問題点になっていたことで挙げさせていただきました。以上です。
当日作成した簡単な議事録案（指摘を受けた点は修正済）
1）事前アンケートの主旨説明
事前アンケートにおける「遺伝学的検査」の範囲が不明確であったが、今回は「測定可能なも
の」を対象とした。
２）アンケート結果についてオーバービュー
３）自施設が遺伝学的検査に関わっているか否かについて
79/99 施設から回答があり、本アンケートでは、約 150 の疾患が自施設で実施している検査項
目として挙げられたが、東北大松原先生によると厚労省の難治性疾患に関連するアンケートで
は実施している検査項目として 470 あまりの疾患が挙げられており、本アンケートでは、他の
診療科や研究室などで行っている検査の情報が反映されていない可能性が示唆された。これに
対しては、施設ごとに自施設で検査可能な検査に関する情報を集約するシステムを構築してい
くことが重要である。その際に、高田先生が昨日プレゼンテーションされたデータベースを用
いて連携していくのも一つの方法であろうと述べられた。
４）関わっている施設では他施設からの依頼受付が可能か否かについて。
約 7 割の施設で、他施設からの依頼は可能との解答であったが、項目ごとに科別・研究室ごと
の対応であり、一律に他施設からの依頼は可能とはいえない（共同研究ならば受け入れ可とい
う施設もあり）。検査が、「研究の一貫としての検査」なのか「臨床サービスとしての検査」
であるのかを分けて考えることが重要。研究目的の場合には倫理審査の問題がある一方で、臨
床検査の場合には、疾患ごとに費用（保険・自費・研究費など）や診療録を作成する必要があ
る（富山大学北島先生）などの問題点が挙げられた。
５）自施設で実施している際の費用の拠出元について。
６）自施設で実施している遺伝学的検査の項目について。
７）精度管理について
他施設から、検査を受け入れする場合に費用の出し入れに、病院間ごとの契約が必要であるこ
とや、保険に収載されているものについては 4000 点ではコストに見合わない場合があること、
保険に収載されていないものについては研究費から拠出あるいは自費診療行為として行われて
いる現状がある。薬事承認されていない試薬や機器を用いているという現状があるため、まず、
先進医療として申請していくことが重要であり、多数の症例実績を積むことが申請のために重
要であることから、検査項目（疾患）ごとにセンター化していくことが必要であろう（何の検
査項目を申請していくか。）検査費用には、検査の固定費やランニングコストの他、人件費も
含まれており、コストダウンの面からもセンター化による集約が望ましい。施行する施設がな
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い検査に関しては、NPO 法人オーファンネット・ジャパンが対応できる場合もある。NPO 法人オ
ーファンネット・ジャパンの利用も選択肢の一つとして考慮する。
先進医療から臨床検査に移行した場合に、特許の問題が生じる可能性があることも指摘された。
また、どのような疾患を今後、先進医療として申請していくのがよいのかなどを詰めていくこ
とが重要であると述べられた。
遺伝学的検査結果の電子カルテへの記載に関する取り扱いについては、アクセス制限を設けて
いる施設と設けていない施設があり、倫理審査に施設間差がある。東京女子医大では疾患区分
ごとにアクセス制限のレベルを階層化し対応しているとのことであった（松尾真理先生）。日
本医学会のガイドラインとの兼ね合いがあることや、古典的な遺伝学的検査結果（ペニシリン
禁・血液型など）は昔からカルテの一号用紙に記載しており、セキュリティーを高めることも
重要であるが、検査の結果を診療に役立てることがより重要であること、遺伝に関する情報は
不変であるのに診療録は 5 年保存であり、情報の保存に関しても考えていく必要があることが
議論された。精度管理については、事前アンケートで解答された項目が解決法の一つとして重
要である一方で、集中化が重要であろう。その際には、検査の臨床的有用性や臨床的妥当性に
留意することが重要であると述べられた。
臨床検査の結果の開示が不十分であるといわざるを得ない検査施設も一部にあるという問題
や、遺伝学的検査情報をきちんと報告・解釈できる高度な知識と技術を有する遺伝子解析担当
者が必要。
@@@@社の B@C@1, @R@A2 遺伝子の結果報告について問い合わせたが、不備な点があった。改善
をお願いしたい。
８）その他

【渡邉】ありがとうございました。フロアのほうからコメント、御質問等がございましたら。松
原先生、よろしくお願いいたします。
【松原（東北大学）】東北大学の松原です。NPO 法人のオーファンネットジャパンも運営させて
いただきます。オーファンネットジャパンのことを取り上げていただいたのは非常にい
いんですけども、積極的に活用するというのは、ちょっとそこまでの強いあれは言い過
ぎのような気がしますので、まあ、オーファンネットジャパンの利用も選択肢の一つと
して考えるという程度にしていただいたほうがいいと思います。
【中山】そのとおりに書き換えておきます。
【松原】お願いいたします。
【渡邉】ありがとうございました。久保田先生。
【久保田（山梨大学）】中山先生が最後に、下から 4 行目ですけれども、高度な知識や技術を有
する遺伝子解析担当者。ちょっと、きのう、野村先生ともお話ししたんですけれども、
今そういった担当者が必要だという動きで考えている 1 人ですけれども、先ほど、アン
ケートの結果で、各施設で、中山先生ですね、すみません。自分の施設でどれだけの遺
伝子検査が行われているかを我々が把握すると、あの部分というのがもし大変であるな
ら、やはり担当者というのを各大学病院に１人ずつ置いて、その解釈がきちっとできる
方、これは必ずしもＭＤ(医師)でなくてもいいと思うんですけど。その各大学病院の、
あるいは大学の臨床部門の検査を把握できるという意味も、こういった高度な知識を持
っている人でないとできないと思いますので、そういう意味でも、いろんな方々を病院
に、大学病院に配置していくというのも一つの方向性ではないかと。ちょっと補足させ
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ߎߪߘߩㄝࠅߦࠆߔⷐޔᔅⷐߥ߽ߩ⥃ޔᐥᬌᩏߣ߁߹ޔችవ↢ߩ㗔ၞ߆߽ߒࠇ߹
ߖࠎߌߤߣࠎ߾ߜࠍੱ߁߁ߘߦ߆ߞߤޔ⟎ઃߌߡ∛ޔ㒮ߩਛߩᯏ⢻⹏ଔߣ߆߁ߘޔ
߁ߣߎࠈߦࠇߡ߆ߥߣࠅ߬ߞ߿ޔᐞࠄ⸒ߞߡߡ߽ߥ߆ߥ߆Ⴧ߃ߥߣ߁ߘޕ
߁ߎߣࠍ߿ߞߡߊߴ߈ߓ߾ߥ߆ߣߪᕁ߹ߔߌߤޕ
ޣᷰㆺޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤవ↢ޔ߆ࠦࡔࡦ࠻ߪޕߩޔ
ޣ᎑ߩߘޤ႐วߦ߇ੱ߁߁ߤޔᔅⷐߥߩ߆ߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߔߣ⸽ࠅ߬ߞ߿ޔᐲޔኾ
㐷ኅߩቯᐲ⹜ޔ㛎ࠍ߿ߞߡ⹏ଔߣ߁ߣࠆߔ߁ߘޕ㆐⋡ᮡߣ߁ߎߣߦߥߞߡޔ
߇ߢ߈ࠆੱߥߩ߆ߣ߁ߩࠍ⏕ߦߒߥߌࠇ߫ߌߥߣ߁ߎߣߦߥߞߡޔㆮવሶ
⸻≮ቇળߢߪߘߩḰࠍೋߡࠆߣ߁ߎߣߢߔߩߢߚ߹ޔᓮᗧࠍߚߛߌࠇ߫ߣ
ᕁ߹ߔޕ
ޣᷰㆺᦨޕ߆ߔߢߟ৻ࠄ߆߁߶ߩ⑳ޤᓟߩߣߎࠈߦߞߚ⚿ߩߘޔᨐႎ๔ߦߟߡߪߪ߿ޔ
ࠅࠈࠈߥ⺖㗴߇ࠆߣᕁ߹ߔޕᓟ߶ߤᄙಽޔਛ⼱వ↢ߩ߶߁߆ࠄ߅߇ࠆ߆߽
ߒࠇ߹ߖࠎߌࠇߤ߽ޔ2)Z ߦ㑐ߒߡ߽ޔታߪ㧠␠߇߿ߞߡ߹ߔߌࠇߤ߽ޔᬌᩏߩᦠ߈
ᣇ߇ోߊ㆑߹ߔࠍࠇߘޕᐲ߽ᐲ߽⸷߃ߚࠎߢߔߌࠇߤ߽ߣߞ߿ޔዋߒᬌ⸛ߒߡ
ߚߛߌࠆߎߣߦߥߞߡޔᄙಽ߁߁ߎޔળ⼏ߩߣߎࠈߢޔᄙಽߩߘޔᬌᩏળ␠ߩႎ๔
ߦߟߡߣ߆߽ᬌ⸛ߒߡߚߛߚߢࠍߣߎ߁ߣߒ߶ߡߒߦ߁߰߁߁ߎޔឭ⸒
ߒߡ߽ࠎߓ߾ߥ߆ߥߣᕁ߹ߔ߇ޕ߆߁ࠂߒߢ߇߆ޔ
ޣਛጊߣߞࠄߜޤߚߩ߇ߢߔߨ࠻ࡦࠗࠨޔᄌ⇣ߣ߁⸒⪲ࠍߘߩ߹߹ᦠߚࠄޔᄌ⇣ߛߌࠍ
ߎ߁ᵈ⋡ߒߡߚ⚛ੱߩක≮⠪߇ߥߚߪᄌ⇣ࠅ߹ߔࠃߞߡ⺑ߒߡߒ߹ߞߚߣߛޕ
߆ࠄ࠻ࡦࠗࠨޔᄌ⇣ߞߡ߆ߣ߁ߎߣ߇ಽ߆ߞߡߥߣߌߥࠎߢߩߘޔㄝߩ
⿷߽ᔅⷐߢ⸥タߒߥߌࠇ߫ߌߥߣߚߞ߁ߘޔᗧ߽ࠅ߹ߒߚޕ
ޣᷰㆺޤฎᎹవ↢ޔ߆߆߇ߢߔ߆ߩޔὐߦ㑐ߒߡߪޕ
ޣฎᎹ㧔᧲੩ᄢቇක⑼ቇ⎇ⓥᚲ㧕⚿߆ߥ߆ߥޤᨐߩ⸃㉼ߪ㕖Ᏹߦ㔍ߒߣߎࠈ߇ࠆߩߢޔޘ
ߩㆮવሶߦࠃߞߡ߽㆑߹ߔ߆ࠄޔᬌᩏળ␠ߩ߶߁ߢ߽ߩߘޔㄝࠍࠃߊᬌ⸛ߒߡߚߛ
ߡޔㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍㅢߓߡ⚿ᨐ߇ߞߡࠆ႐วߦߪᲧセ⊛ోߛߣᕁ߁ࠎߢ
ߔ߇ޔᓟ⥃ߩ⥸৻ޔᐥක߇ߔࠃ߁ߦߥߞߡߊࠆߣ㕖Ᏹߦෂߥߎߣ߇ᄙࠎߓ߾ߥ
߆ߣ ᔨߒߡ߅ࠅ߹ߔޕએߢߔޕ
ޣᷰㆺޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤፒవ↢߅ߊߒࠈࠃޔ㗿ߒ߹ߔޕ
ޣፒ㧔࿖┙ᓴⅣེ∛⎇ⓥࡦ࠲㧕ޤᓴⅣེ∛ߩፒߢߔ߇ࠅߡߛߚߡߣ߹ޔߕ߹ޔ
߇ߣ߁ߏߑ߹ߔ৻ޕᔕߘߩࡢࠠࡦࠣߦߚߩߢࠦࡔࡦ࠻ߒ߹ߔୃޔߟ৻ޕᱜࠍߒߥ
ߣߌߥߩߪޔ㜞ᐲవㅴක≮ߣ߁⸒⪲ߪߪ߃ߥߩߢޔవㅴක≮ߣోㇱ⟎߈
឵߃ࠆᔅⷐ߇ࠆߣᕁ߹ߔ߁߽ޕ㧝ὐߪߢߔߨࠬࠢࠕޔ㒢ߦߟߡߥࠈࠈޔ
߿ࠅᣇ߇ߞߡޔታ㓙ߦ߿ࠄࠇߡࠆߣߎࠈ߽ࠆߣ߁ߎߣ߽ႎ๔ߚߛߡࠇߘޔ
߇ߤ߁ߥߩ߆ߣ߁㗴߽ታ㓙ߦ㗴ߦߥࠅ߹ߒߚޕㅜਛߢ߫߃ޔㆮવቇ⊛ᬌᩏߢߪ
ࠆߌࠇߤ߽ⴊޔᶧဳ߇߈ߜࠎߣ⸥ߐࠇߡࠆࠎߓ߾ߥ߆ߣ߁ߎߣߦ߽ᄙዋ㑐ଥ
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ߔࠆࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔ2)Z એᄖߦ߽ޔㆮવቇ⊛ᬌᩏߩ⚿ᨐ߇ᐢߊක≮ᓥ⠪ߦ⍮ߐࠇ
ࠆߎߣ߇ᔅⷐߥ∔ᖚ߿∛ᘒ߽ࠆߣߩߩ߽ߩ∝⊒ᧂࠎࠈߜ߽ޕᬌᩏ⚿ᨐߩᛒߣหߓߢ
ߪߥߩߢߔߌࠇߤ߽ߩߘޔㄝޔᔅⷐߥᖱႎࠍ߈ߜߞߣࠕࠢࠬߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߣ
߁ὐߣޔᲑ㓏⊛ߦߔߴߡࠬࠢࠕߡߴߥߒ߅ޔ㒢ࠍߤ߁ߔࠆ߆ߣ߁㗴ߢߪߥࠎ
ߓ߾ߥ߆ߣ߁ᗧ߽ߞߚߎߣ߽ߣߞࠂߜޔઃߌട߃ߐߖߡߚߛ߈ߚߣᕁ߹
ߔޕ
ޣਛጊߦ࠹࡞ࠞޔࠍߩ߁ߣ⩶ࡦࠪ࠾ࡍޕߚߒ߹ࠅ߇⺰⼏ߩߘޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤ
⚕ߦᦠߚᤨઍᤨߚᦠߦ࠹࡞ࠞ⚕ޔઍ߇ߞߚߣߔࠆߣߢߔߨࠥࠦࡑࠔࡈߪࠇߘޔ
ࡁࡒࠢࠬߦ߽㑐ଥߒߡߊߣ߁ࠃ߁ߥߚߞ߁ߘޔᗧ߽ࠅ߹ߒߚޕ
ޣᷰㆺޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅ߽߁ߤޤᰴߩ࡚ࠢࠪࡦߦ⒖ࠅߚߣᕁ߹ߔޕ



㧠㧕↢೨⸻ᢿ߳ߩኻᔕ㧔⌕ᐥ೨⸻ᢿࠍ㧕
ࠦ࠺ࠖࡀ࠲㧦ਃቛ⑲ᒾ㧔ᣣᧄක⑼ᄢቇ㧕

ޣਃቛࡦ࡚ࠪࠢߩߎޤ㧠ߢߪ࿁ޔ↢೨⸻ᢿ߳ߩኻᔕߣ⌕ᐥ೨⸻ᢿࠍߣ߁ߎߣߢޔੑ
ߟߩ࠹ࡑࠍㆬࠎߛࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔߕ߹ޔෳട⠪ߪ㧞㧣ᣉ⸳㧟㧞ฬߢࡦࠣࠢ࠶ࡃޔ
࠼ߪ⥃ᐥㆮવኾ㐷කߢ↥ߪߢ߹ޔᇚੱ⑼ක߇ᄙ߆ߞߚࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔ࿁ߪዊఽ⑼
කޔౝ⑼ߩవ↢߽ߞߡߚߛߚࠅߚ߹ޔቯࠞ࠙ࡦ⼔⋴ޔᏧޔഥ↥Ꮷߣᄙᓀ
ߥࡔࡦࡃߢ⸛⺰ࠍⴕ߹ߒߚޕ
     ࠬࠗ࠼ࠍ߅㗿ߒ߹ߔ⌕ޕᐥ೨⸻ᢿߦ߅ߌࠆ㗴ὐߦߟߡߦ৻╙ޔߕ߹ޔว
ࠍߒ߹ߒߚޕෳടᣉ⸳ߩ߁ߜ⌕ᐥ೨⸻ᢿ㧔㧼㧳㧰㧕ߣ߆߆ࠊࠆࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍᜂᒰߒ
ߚߩߪ㧝㧣ᣉ⸳ߢߩߡߴߔޔᣉ⸳ߢߪߥ߆ߞߚߩߢߪࠇߎޔ⍴ߊޕ㗴ߦߥߞߚࠍ
ߒ߹ߒߡߩߘޔኻᔕᣇ╷ࠍ⠨߃߹ߒߚⶄޕᢙᣉ⸳߆ࠄ߿ߪࠅ㗴߇ࠅ߹ߒߡ߹ޔ
ߕ৻ߟߪߪࠇߎޔන⚐ߥ㗴ߢߒߚߩߢޔਇဋⴧォᐳߢ∔ᖚࠍᜬߞߚఽࠍಽᇂߒߚߣ
ߩ⌕ᐥ೨⸻ᢿ߇น⢻߆ߤ߁߆ߣ߁ߎߣߢߪߞߚࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔታ㓙ߦߪߎࠇࠍฃ
ߌߡᛚࠍฃߌߚᣉ⸳߇ࠅ߹ߒߚߩߢߦ․ߪࠇߎޔ㗴ߪߥ߆ߞߚࠎߢߔߌߤߞ߿ޔ
߬ࠅ⍮߇ߜࠂߞߣ߁߹ߊߞߡߥ߆ߞߚߩ߆ߥߣ߁ߎߣߢߩߘߣࠎߜ߈ޔᗧ⼂⏕
ࠍߔߴ߈ߢࠆߣ߁ߎߣ߇ࠅ߹ߒߚߪⷐޕਇဋⴧဳォᐳߢ∔ᖚࠍᜬߞߚఽߢ߽
ࠇ߫ߪࠇߘޔ㊀◊ߥఽߢࠇ߫ߩޔᣣᧄ↥ᇚੱ⑼ቇળߩ⌕ᐥ೨⸻ᢿߩክᩏߩኻ⽎ߣߥ
ࠅᓧࠆߣޔߛߚޕᔅߕㅢࠆ߆ߤ߁߆ߪ∝ߏߣߩᬌ⸛ߦߥࠅ߹ߔߩߢޔᔅߕㅢࠆߣߪ㒢
ࠄߥߌࠇߤ߽น⢻ߢࠆߣ߁ߎߣߢ߇⏕ߪࠇߎޔขࠇߚ㗴ߦߥࠅ߹ߒߚޕ
    ⶄᢙᣉ⸳߆ࠄ߹ߒߡᦨ߽ᄢ߈㗴ߣߥࠆߩߪޔᣇߢታᣉᣉ⸳߇㒢ࠄࠇߡ߅ࠅ⚫ޔ
ࠍߖߑࠆࠍᓧߥ᧲߇ࠇߘޔ߽߆ߒޕ੩ㇺౝߣ߆ࠆޔ⒟ᐲ㔌ࠇߚᣉ⸳ߦⴕߞߡߒ߹
߁ߣ߁ߎߣ߇㗴ߢࠈ߁ߣ⥄ߩߘޔߚ߹ޕᣉ⸳ߦ⚫ߒߚߣࠎߐ࠻ࡦࠕࠗࠢޔ
ߩክᩏ⁁ᴫ߇ਇߦߥߞߡߒ߹߁ߎߣ߇ᄙ߇ࠇߎޕ㗴ߢࠆߩߢߪߥ߆ߣ߁ߎ
ߣ߇߹ߒߚ⚻ߩߎޔߡߞࠃޕㆊߩࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊ߇ਇߣߥߞߡ߅ࠅޔታ㓙ߦߘߩ㧟
ᐕߚߞߡ߽ክᩏߩ⚿ᨐ߽ߥߒߊో߆ߩࠆߡߞߥ߁ߤޔಽ߆ࠄߥߣ߁ࠃ߁ߥ⁁
ᴫߢ⥄ࠎߐ࠻ࡦࠕࠗࠢޔりߦኻߒߡਇ⋉ߦߥߞߡࠆߩߢߪߥ߆ߣ⌕ޔᐥ೨⸻ᢿ
ࠍᏗᦸߐࠇࠆᣇߦኻߔࠆਇ⋉ߪ⦟ߊߥߩߢߪߥ߆ߣ߁ߎߣߣޔߣޔၞᩰᏅ
߇ሽߔࠆߩߢޔታߪࠞࡦ࠼ࠝࡇ࠾ࠝࡦߦߟߡߩ⌕ޔᐥ೨⸻ᢿߩࠞࡦ࠼ࠝࡇ࠾ࠝ
ࡦࠍⴕߞߡ߹ߔ߆ߣ߁ߎߣߢࠕࡦࠤ࠻ࠍขࠄߖߡߚߛߡߩ߁ߣޠߪޟޔ
߇㧞㧥ᣉ⸳߇ߩ߁ߣޠ߃ޟޔ㧠㧡ᣉ⸳ߢ߁ߣߥ߇ߣߎߚߞ߿ޔᣉ⸳߇ታ㓙ߦ

- 121 -

ߪᄙࠎߢߔߌࠇߤ߽ᧄޕᒰߦ㗴ߦߥࠆߩߪ⌕ޔᐥ೨⸻ᢿࠞࡦ࠼ࠝࡇ࠾ࠝࡦߢߪߥ
ߊߡ⌕ޔ߆߁ߣ࠻ࠬࠔࡈޔᐥ೨⸻ᢿࠍ߅㗿ߒߚᣉ⸳ߢߔߨࠄ߆ߛޕ㧜ᰴߦߥࠆߩ
߆߽ߒࠇ߹ߖࠎߌࠇߤ߽ࠆߡߞⴕޔᣉ⸳ߩ೨Ბ㓏ߩߣߎࠈߦኻߒߡᖱႎ߇ోߊߞߡ
ߎߥޔߪࠎߐ࠻ࡦࠕࠗࠢޔ߽߆ߒޕታ㓙ߦߪߘߩታᣉࠍߒߚᣉ⸳ߢߪߥߊߡޔታ㓙
ߦߪߘߩ߅㗿ߒߚᣉ⸳ߩߣߎࠈߦࠎߢࠄߞߒ߾ࠆ⥄ޔߪⷐޕಽߩߣߎࠈߩㄭᚲޔ
ዬߣ㔌ࠇߚߣߎࠈߢ㧼㧳㧰ࠍฃߌߚ႐วߦߩࡊ࠶ࠕࡠࠜࡈޔᣇ߇߆ߥࠅ߫ࠄ߫
ࠄߦߥࠆน⢻ᕈ߇㜞ߩߢޔክᩏ⁁ᴫߩࠊࠁࠆㅘᕈࠍߢ߈ࠇ߫↥ᇚੱ⑼ቇળߦ߅㗿
ߒߚߩ߆ߥߣ߁ߎߣࠍ⠨߃ࠄࠇ߹ߒߚޔߚ߹ޕዬߣ㔌ࠇߚ႐ᚲߢ߫߃ޔ㧼
㧳㧰ࠍฃߌߚᖚ⠪ߐࠎߢ߽ޔㅒߦዋߒㅪ⛊ࠍขࠆࠃ߁ߦߒߡࠄ߆ࠄߜߘޔ߆⡞ߡ
߹ߔ߆ߣ߆߁߁ߘޔᖱႎࠍߎߜࠄ߽ߎ߹ߦ⡞ߡߊᣇᴺ߿߹ߚ⚫ߔࠆᲑ㓏ߢ߽ޔ
߿ߞ߬ࠅㅪ៤ࠍขࠆᣇᴺࠍ⠨߃ߡ߅߆ߥߊߡߪߌߥߩ߆ߣᕁࠊࠇ߹ߔޕ
    ߹ߚ৻ߟߪࠇߎޔᖱႎߣߒߡ↥ޔᇚੱ⑼ቇળߢߪޔᛚޔਇᛚߩ㐿߽⠨ᘦߒߡ
ࠆߣ߁ߎߣߢߔ߇ࠆࠇ⸅ߦࠪࡃࠗࡊࠅߥ߆ޔ㗴ߢߔߩߢ↥ߪࠇߎޔߛ߹ޔᇚ
ੱ⑼ቇળߩേ߈ࠍᓙߜߚߣ߁ߎߣߦ⚳ࠊߞߡ߹ߔ⌕߇ࠇߎޕᐥ೨⸻ᢿߩߢߔޕ
     ࠬࠗ࠼ࠍ߅㗿ߒ߹ߔޕᒰὼߩߏߣߊޔ࿁ߪ㧺㧵㧼㨀߇༛✕ߩ⺖㗴ߣߥߞߡ߅ࠅ
߹ߔߩߢߡߟߦࠄߜߎޔ㐳ߊࠍߒ߹ߒߚޕ
    ᦨೋߦޔෳട⠪ߩਛߦᤘᄢቇߩ྾రవ↢ߣᚑ⢒ක≮ࡦ࠲ߩᏀวవ↢߇ࠄߞߒ߾
߹ߒߚߩߢޔᖱႎឭଏࠍߒߡߚߛ߈ޔᤓᣣߩ⻠Ṷ㧟ߩߣߎࠈߢࠍߒߡߚߛߚ
ౝኈߩ⏕ߣ⥃ޔᐥ⎇ⓥߩ㐿ᆎߦߟߡߪ↥ޔᇚੱ⑼ቇળߩ㐿ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ㐿ߣޔ
ߘࠇࠍฃߌߚᣣᧄ↥ᇚੱ⑼ቇળߩ↢೨⸻ᢿߦኻߔࠆ⸃ߩឭࠍᓙߟ⁁ᴫߢࠆߣ
߁ߎߣࠍ⏕ߚߒ߹ߒߚޕ
    ታ㓙ߩࠄߊࠇߤޔวࠊߖ߇᧪ߡࠆ߆ߣ߁ߩߪޔᄙߊߩㅪ⛊߇᧪ߡࠆᣉ⸳߆
ࠄޔᢙઙߩߺߣ߁ᣉ⸳߽ࠅ߹ߔ߇ޔታ㓙ߦߪ߽߁㧞㧜ਁីߞߡᖚ⠪ߐࠎ߇߿ߞߡ
߈ߚᣉ⸳߽ࠆߣⶄ߽߆ߒޕᢙߣ߁ᣉ⸳߽ࠆߣ߁ߎߣߢࠬࡑࠅߥ߆ޔࠅߪ߿ޔ
ࠦࡒߩᓇ㗀߇ᄢ߈߆ߞߚࠎߓ߾ߥ߆ߣ߁ߎߣ߇⠨߃ࠄࠇ߹ߔޕ
     ࠬࠗ࠼ࠍ߅㗿ߒ߹ߔޕታ㓙㗴ޔ㧟㧡ᱦએߩᣇ߇ኻ⽎ߛߣߒߡ߽ߩࠅߥ߆ޔᢙ
ߩᣇ߇ޔታ⊛ߦߪో߽ߒ߽ޔຬ߇ᬌᩏࠍᏗᦸߐࠇࠆߣߔࠇ߫߁߽ߪࠇߎޔᄢᄌߥߎߣ
ߦߥࠆߣ߁ߎߣߦߥࠆޕᏗᦸ⠪߇Ვߔࠇ߫ߦࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦࠆࠁࠊޔෳടߐ
ࠇߚᣉ⸳߽ᐞߟ߆ࠅ߹ߔߌࠇߤ߽ߪߢߌߛߎߘޔᄙಽࠞ࠙ࡦࡦࠣ߇፣უߔࠆ
ߢࠈ߁ߣ߁ߎߣ߇⏕ታߦ੍᷹ߐࠇ߹ߔ⥸৻߁ⴕࠍ࠴࠶࠲࠻ࠬࠔࡈߩߘޔߪߢޕෳ
ടᣉ⸳ߩߣߎࠈߢචಽߥኻᔕ߇ߢ߈ࠆߩ߆ߣ߁ߎߣࠍ⠨߃ࠆߣ⇼ࠅߪ߿ߪࠇߎޔ╓
߇ઃߊᦨߩߘޔߨߔߢߦࠄߐޕೋߩࡈࠔࠬ࠻࠲࠶࠴ࠍฃߌߚᣉ⸳ߢ߽ߡߞ߿ࠍࠇߎޔ
ࠄ߃ࠆ߆ࠄⴕ߈ߥߐߣߪߚߥޔ㧟㧡ᱦએߛ߆ࠄ߿ߞߡ߽ࠄ߃ࠆࠃߺߐߥ߈ⴕޔ
ߚߦߥߞߡߒ߹߁ߣߩࠇߎޔᗧ⼂ࠍᄌ߃ࠆߎߣߪ⏕߁߽ޔታߦਇน⢻ߦߥࠅᓧࠆߣ
߁ߎߣ߇ ᔨߐࠇ߹ߒߚޕ
    ታ㓙ࠈߎߣߩߩࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦޔߪߟ৻߁߽ߣޔߐࠇߡࠆ㗴ὐߣߒߡߪޔᕟ
ࠄߊᨴ⦡⇣ᏱࠍᜬߞߚᣇߩᣣᏱ⸻≮ߦᒰߚߞߡࠆዊఽ⑼කߩ㑐ਈ߇ߥߘޔߚ߹ޕ
ߩࠞ࠙ࡦࡦࠣߦ߽ߒ߽ᒰߚࠆᜂᒰ⠪ߣߒߡ↥ᇚੱ⑼ක߇ⴕ߁ߣߔࠇ߫ࠅߪ߿ޔᬌᩏ
ࠍⴕ߁ੱ㑆ߣࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍⴕ߁ੱ㑆߇ోߊหߓߥࠆߩߪࠇߘߪࠇߘޔߚ߹ߪࠇߎޔ
ߢ৻ߟ㗴ߢࠈ߁ߣ߁ࠃ߁ߥᗧ߽ߐࠇ߹ߒߚ⇟৻ޔߟ৻߁߽ޔߚ߹ޕᔓࠇߡߪ
ߌߥߩߪޔሶଏߩߩⷰὐߣ߁ߩ߇ߩߎ߽ߡߒ߁ߤޔᬌᩏޔᬌᩏࠍ߿ࠆߣ߁
࠹ࠢࡁࡠࠫߩ㗴ߛߌߦㆶరߐࠇߡߊߣޔሶଏߩߩⷰὐ߇ోߊᛮߌ⪭ߜߡߒ߹
߁ߣ߁ߎߣ߽㗴ߢߪߥ߆ߣ߁ߎߣ߇ᜰ៰ߐࠇ߹ߒߚޕ
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     ࠬࠗ࠼߅㗿ߒ߹ߔࠄ߆ߎߎޕవߪ⧯ᐓޔಽ⑼ળߣ߁߆ߣࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢߩߎޔ
߁ߎߣߢߪ⧯ޔᐓ௲ߥㇱಽ߽ߞߚߩ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎߌࠇߤ߽ޔߛߚޔᐕਛߦߪ
߅߅ࠃߘߩᵹࠇ߇߹ߞߡߒ߹߁ߎߣࠍ⠨߃߹ߒߡޔឭ⸒ࠍ⠨߃߹ߒߚ࠰ࡦࠦޔߚ߹ޕ
ࠪࠕࡓߩઍ⎇ⓥ⠪ߢࠆᏀวవ↢߽ࠄߒߚߩߢߣߞࠂߜޔᐞߟ߆⊝ߪࠇߎޔ᭽ߦ
߽ᓮදജࠍߚߛ߈ߚߎߣߥߩߢޔᓮᛕ್߽ࠆ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎߌࠇߤ߽߅ޔ㗿ߒ
ߚߣ߁ߎߣߢߔޕ
     ৻ߟߪޔ㧺㧵㧼㨀ߪ߽߁↢೨⸻ᢿߩ৻ߟߢࠆߎߣࠍౣ⏕ߒߡޔㅒߦᏒ᳃ࡌ࡞
ߢ߽߈ߜࠎߣߘߩ↢೨⸻ᢿߦ㑐ߒߡะ߈วߞߡߊޔߪࠇߘޕㅒߦሶଏߚߜߦኻߒߡ
ะ߈ว߁ߣ߁ߎߣߢ߽ࠅߚߞ߁ߘޔᗧ⼂ࠍ߹ߕᜬߟߣ߁ߎߣ߇ᄢߢߪߥ߆
ߣߪࠇߎޕᗧ⼂ߩㇱಽߢߔߌࠇߤ߽ޔታ㓙ߩታ⊛ߥኻᔕߣߒߡޔ㧺㧵㧼㨀ߦ㑐ߔࠆ⋧
⺣߇᧪ߚ႐วߦࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦߪࠇߎޔෳടࠍߔࠆޔߕࠄࠊ߆߆ߦߥߒޔㆮવሶක≮
ㇱ㐷߇ࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍߗ߭ߣ߽ฃߌߡߚߛ߈ߚߩߘޕኻᔕࠍߗ߭ߣ߽ฃߌߡߚ
ߛ߈ߚޕ
     ߚߛߒߪࠇߎޔᣉ⸳ᩰᏅ߇߈ߡߪߌ߹ߖࠎߩߢޕࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦޔߦߚߩߘޔ
߽ߣ߽ߣᤓᣣߡߚߛߚࠬࠗ࠼߿ߘߩઁߩ㧽㧒㧭╬ߩᖱႎߪ㐿ߔࠆ੍ቯߛߞߚ
ߘ߁ߢߔߌࠇߤ߽߽ࠇߘޔߡߩߎޔߪࠄ߆ࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦޔෳടᣉ⸳ߦߪᔅⷐߥ⾗
ᢱࠍឭଏߒߡߊߛߐࠆߣ߁ߎߣࠍ߅㗿ߒ߹ߒߚޔߢߩߔߢޕᣉ⸳㑆ᩰᏅ߇ߥࠃ߁
ߥᒻߢࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍⴕ߃ࠆࠍߗ߭ߣ߽ߞߡߚߛ߈ߚߣ߁ߎߣߣޔߣޕ
ታ㓙ߦⴕ߁ߩߪ↥⑼ߢߔߌࠇߤ߽ޔዊఽ⑼ߩవ↢ᣇߩදജ߽ᔅⷐߢޔ႐วߦࠃߞߚࠄޔ
ᬌᩏ೨ߩࠞ࠙ࡦࡦࠣ߆ࠄዊఽ⑼ක߇߆߆ࠊߞߡߚߛߊߎߣ߽㊀ⷐߢߪߥ߆ߣ
߁ࠃ߁ߥᗧ߽߹ߒߚޕ
     ߢߔߩߢߕ߹ޔㆮવሶක≮ㇱ㐷ߣㆮવሶ⸻≮ㇱ㐷ߣ↥⑼ዊఽ⑼߇ޔදജࠍߞ
ߡߊᔅⷐ߇ࠆߩߢߪߥ߆ߪࠇߎޕାᎺᄢቇߩฎᐣవ↢߇߅ࠍߐࠇߡ߹ߒߚߌ
ࠇߤ߽ߩߎޔ㧺㧵㧼㨀߇ߡ߆ࠄ৻✜ߦീᒝળࠍߒߡߥࠎࠈޔ㧺㧵㧼㨀ࠍߤ߁߁ౕ
วߦኻᔕߒߡߎ߁߆ߣ߁ࠃ߁ߥวࠍᜬߞߡߩߘޔ㗻ߩ߃ࠆࠍߞߡ߅ߊ
ߎߣߦࠃߞߡޔᓟ߁߹ߊߊߎߣ߇ߢ߈ࠆࠎߓ߾ߥ߆ߣ߁ࠃ߁ߥᓮᗧࠍߚߛ
߈߹ߒߚޔ߽ߣ߭ߗޔߢߩߔߢޕᣉ⸳ߩਛߢㆮવሶක≮ㇱ㐷߇ߚߛฃߌࠆߩߢߪߥߊߡޔ
↥⑼߿ዊఽ⑼ߣ߽㑐ㅪࠍᜬߜߟߟ߽ߣ߭ߗޔ㧺㧵㧼㨀ߦߔࠆኻᔕᣇᴺࠍ⠨߃ߡߚߛ߈
ߚޔߒߛߚޕ㧺㧵㧼㨀ߪߚߛߩ↢೨⸻ᢿߩ৻ߟߢߔߩߢߪࠇߎޔ㧺㧵㧼㨀ߦ㒢ࠄߕޔ
߿ߞ߬ࠅ↢೨⸻ᢿోߩ㗴ߣߒߡᝒ߃ߡߚߛߌࠇ߫ߣ߁ౕวߦ⠨߃ߡ߹ߔޕ
     ߹ߚߩߎޔ㗴ߦ㑐ߒߡߪޔ㓚ኂ⠪ߩలታ߇ᰳ߆ߖ߹ߖࠎⴕޔߢߩߔߢޕ߿┙
ᴺߣߩ߆߆ࠊࠅߢߔߨޕ⢝ఽ᧦㗄ߩ㗴߽ዋߒޔว߇ᦨᓟߩᦨᓟߢߚߩߢචಽߥ
วߪߒߡ߹ߖࠎߌࠇߤ߽߽ߚߞ߁ߘޔዋߒ߹ߒߚⴕޕ߿┙ᴺߣߩ߆߆ࠊ
ࠅߩਛߢޔᚒ߇ޘ㓚ኂ⠪ߩలታߦ߆ߢ߈ߥ߆ߣ߁ߎߣߢߛߚޔࠅߪ߿ޔᜂᒰ
⠪߇ߎࠈߎࠈᄌࠊࠆ⋭ᐡߩታߣ߆ߊ߆ߦߣޔߢߩߔ߹ࠅ߽ߣߎߚߞ߁ߘޔᚒޔߪޘ
߹ߕᦨޔೋߦ⎇ⓥ╬ࠍㅢߓߡⴕ߿┙ᴺߦኻߒߡᓇ㗀ࠍᜬߟߴ߈ߢߪߥ߆ߣ߁ᗧ
ࠍߚߛ߈߹ߒߚޕએߢߔޕ
ޣᷰㆺ࠻ࡦࡔࠦޔࠄ߆߁߶ߩࠕࡠࡈޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤᓮ⾰╬߇ߏߑ߹ߒߚࠄޕ
ᐔේవ↢߅ޔ㗿ߚߒ߹ߔޕ
ޣᐔේ㧔ᮮᵿᏒ┙ᄢ㧕ޤᮮᵿᏒ┙ᄢቇߩᐔේߢߔߌࠇߤ߽ޕන⚐ߦ⸘▚ߔࠆߣߨߒ߅߈ߞߐޔ
ߒߡߚߩߎޔᬌᩏߪ⑳ߪฃߌࠄࠇࠆߪߕޔᒰ⠪㧟㧡ᱦએߣ߆߁⸘▚ߦߒߡߺࠆ
ߣߪ⑳ޔฃߌࠄࠇ߹ߔࠃߨ߃ߣߥࠎߺߦߜߚੱ߁߁ߘޕㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍขࠅ
߃ߕߒߡ߁߁ߎߪࠇߎޔᬌᩏߢ߁ޔᬌᩏߢߪߚߥޔ㧟㧡ᱦએߥࠎߛߌߤޔ
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ᦨ⚳⊛ߦߪߎ߁ߢߔ⺑߁ߡߞߔߢޔࠍߒࠃ߁ߣߔࠆߣޔ㧞㧡ਁੱࠆߩߢޔ
㧝㧜㧜㧜ੱߩㆮવኾ㐷ක߇ߦ⺀↢ߒߚߣߒߡ߽ޔᐕ㑆㧞㧜㧜ઙޕ㧝ੱ߇㧞㧜㧜ઙޕ
ߘࠇߢ㧝㧜㧜㧜ੱ߇ోㇱേߌࠆߣߪᕁ߃ߥ߆ࠄޔඨಽߣߒߡ߽㧠㧜㧜ઙޕᲤᣣ㧝ઙએ
߿ࠄߥߣޔ㧟㧜ಽដߌߡ߿ࠆߣߒߚߣߒߡ߽ߩࠄߋߩߘޔᢙ߇ࠆߣ߁ߩ߇ታ
ᘒߥࠎߢߔߨޕ
     ߢߔ߆ࠄ⚿߇ߜߚੱߥ߁ࠃߊߡߒࡠࡈࡃࠝޔ᭴ࠆ⁁ᴫߥߩߢᧄޔᒰߦߘ
ߩࠠࡖࠝࡃߒߡߊࠃ߁ߥੱߚߜࠍߤ߁߁߰߁ߦኻᔕߔࠆߩ߆ߥߣ߁ߩ
߽ᧄޔᒰߦ㔍ߒ㗴ߛߥߣᕁߞߡࠆߣߎࠈߥࠎߢߔࠆ߈ߢޔࠄ߆ߛޕ㒢ࠅࠈࠎߥ
ᖱႎឭଏࠍߒߥ߇ࠄߩߘޔᬌᩏߔࠆੱߚߜߪࠆޔᗧ⟠ߢ߹ޔ᳓ᬌᩏߪ㧝ਁᢙජઙ
ߒ߆ޔታ㓙㧝㧜㧜ਁੱ㧝ᐕ㑆ߦ↢߹ࠇࠆࠊߌߛߌߤ⟠ޔ᳓ᬌᩏࠍฃߌߡࠆੱߪ㧝ਁޔ
ජੱߒ߆ߥࠊߌߢߔ߆ࠄᧄ߇ߜߚੱ߁߁ߘޔᒰߦᔅⷐߦㄼࠄࠇߡ߿ߞߡࠆࠃ
߁ߥ⁁ᴫߥߩߢߦߜߚੱߩߘޔኻߒߡ߿ࠆߣ߁ࠃ߁ߥࠗࡔࠫࠍᜬߞߡࠇ߫߹ޔ
ߢߤ߅ࠅߩߢߢ߈ࠆࠎߢߒࠂ߁ߌࠇߤ߽ᧄޕᒰߦߎࠇߓ߾ࠈࠈߥ㗔ၞߩవ↢ߚ
ߜߩ߅ജᷝ߃ࠍߚߛ߆ߥߣ㔍ߒ߆ߥߣ߁߰߁ߥᗵߓߩ⁁ᴫߛߣᕁ߹ߔޕ
     ߛ߆ࠄޔ႐วߦࠃߞߡߪޔᲣⷫᢎቶߣ߁ߩ߇ᅧᇚߐࠎߦࠆࠎߢߔߌࠇߤ߽ߨߘޔ
߁ߞߚࠃ߁ߥᖱႎឭଏࠍᚲߩߘޔߢޘኾ㐷ߩవ↢ߚߜ߇ߔࠆߣ߁ߩ߽ߩߟ৻ޔᚻߥ
ߩ߆ߥߣ߁߰߁ߦ߽⠨߃߹ߔߒޔ߆⠨߃ߥߣߌߥߢߔߨޕߨߦ߆⏕ޕ
ޣਃቛޔߢࠇߘޤวߩਛߢߪߢߔߨޔߪߟ৻ޔೋ╬ਛ╬ᢎ⢒ޕೋ╬ߛߣ㔍ߒߣᕁ߁ߩߢޔ
߿ߞ߬ࠅᢎ⢒ߩ႐ࠍߤ߁ߔࠆ߆ߣ߁ߩ߇৻ߟߣޔߣޔታߪ↥ᇚੱ⑼ߣ߁ߩߪޔ
ߜࠂߞߣ⧯ᐓ․ᱶߢߒߡ↥ޔᇚੱ⑼ቇળߣ↥ᇚੱ⑼කળߣ߁ߩ߇ሽߒ߹ߒߡޔ㐿ᬺ
ߩవ↢ߪߤߜࠄ߆ߣ⸒߁ߣ↥ᇚੱ⑼කળߩ⸒߁ߎߣࠍᲧセ⊛ࠃߊ⡞ߊߩߢޔᐔේవ↢ߦ
߽․ߦ߅㗿ߒߚߣ߁ޔታߪ⼏㍳ߦߪタߞߌߡ߹ߖࠎߌߤ߽ޔකળߣ㑐ଥߩᷓ
వ↢ࠍㅢߒߡ৻⥸ߩ↥ᇚੱ⑼ߢߔߨޔ㐿ᬺߩవ↢ᣇߦ߽ᗧ⼂ࠍߢ߈ࠆߛߌᄌ߃ߡߞ
ߡ߽ࠄߚߣᏗᦸߒߡ߹ߔ߆ߥ߆ߥޔߛߚޕታ⊛ߦߪᧄᒰߦ㔍ߒߣߎࠈ߽ࠆ
ߩߢߩߎޔฦㆮવሶ⸻≮ㇱ㐷ߦ߽ߗ߭ߣ߽දജࠍߚߛ߈ߚߒߪߊߒ⧯ޔዊఽ⑼ߩవ
↢߆ࠄࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍߚߛߡ߽ㅒߦߩߢߪߥ߆ߣᕁ߁ㇱಽ߽ࠅ߹ߔޕ
ޣਭ↰㧔ጊ᪸ᄢ㧕ߩޤᐔේవ↢ߩߔߏੱᢙ߇᧪ࠆ߆߽ߒࠇߥߣ߁ߎߣߣޔߣޔਃቛ
వ↢߇߁߹ߊ߹ߣߡߚߛߚࠬࠗ࠼ߩਛߩߎߣߢᕁߞߚࠎߢߔߌߤޔㇺౝߩ㧠ᣉ
⸳ߦᣣᧄਛߩᅧᇚߐࠎ߇㓸ਛߔࠆࠊߌߦ߆ߥߣߥߞߚߣ߈ߩߘޔᜂᚻߩ৻ߟ߇
ᚒోޘ࿖ߩㆮવሶක≮ㇱ㐷߇৻ߟߢߞߚߣߒߡޔᏀวవ↢ߦ߽ߜࠂߞߣ⾰ߣ߁߆ޔ
߅㗿ߥࠎߢߔߌߤߩߘޔ㧟㧜ಽߩࠞ࠙ࡦࡦࠣߩౝኈߣ߁ߩࠍࠄ߆ߛޔᩰᏅ߇ߥ
ߣ߁߰߁ߦᦠ߆ࠇߡߚ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎߌߤޔᮡḰ⊛ߥߘߩߔౝኈߣ߁ߩࠍ߅
␜ߒߚߛߡߪߩࠆߔࠗࠔࡈࠖ࠺ࡕޔߣޔᚒޔ߽ߡߒߣߚߞߛޘ߆ߎ߁߁ߩࠍ
ߔࠎߛߞߡ߁ߩࠍ࠾ࡘ࠻࡞ߥᒻߢ߭ߗࠍߩ߁߁ߘޔឭ␜ߒߡߚߛߌࠇ߫ߣ
ᕁߞߚࠎߢߔ߇ޕ
ޣᏀว㧔࿖┙ᚑ⢒ක≮⎇ⓥࡦ࠲㧕ߩࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦߪࠇߘޔޤਛߦߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ㜞↰
వ↢ޔᎹ⋡వ↢ߦ߽ߞߡߚߛߡߩࡦ࠙ࠞޔߟ৻߁߽ߣޔᣇ߽ߞߡߚ
ߛߡ৻ޔᔕߢߎߘޔዋߒឪࠎߢߢߔߨߩࠎߐ⊝ߚ߹ࠍߩ߽ߩߘޔߢޔᗧࠍ⡞ߊߣ
߁ᒻߦߒߡߔߣ߁ᒻߦߪ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
ޣᎹ⋡㧔߅⨥ߩ᳓ᅚሶᄢ㧕৻ޤᔕޔ㧺㧵㧼㨀ߩࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߦࠇߡߚߛߡ߹ߔᎹ⋡ߢ
ߔߩ࠼ࠗࠬޕਛߢߜࠂߞߣߡ߈ߚࠎߢߔߌߤ߅ߣߞࠂߜޔߨߒߚࠎߢߔ߇ޔᏗ
ᦸ⠪߇Ვߔࠇ߫ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓෳടᣉ⸳ߛߌߢߩኻᔕ߇࿎㔍ߢߩ࠼ࠗࠬޕ⇟⋡߆
ߦޔㆮવሶ⸻≮ㇱ㐷ߢ߽ߘߩࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍⴕ߁ߣ߁ߎߣߢ߅߇߹ߒߚߌߤޔ
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ߘࠇߪ߽߁ࠞ࠙ࡦࡦࠣࠍⴕߞߡᬌᩏ߽ߒߡߊߣ߁ߎߣߢޔ࿁ߩࡢࠠࡦࠣࠣ
࡞ࡊߢߪ߹ߞߚߣ߁ߎߣߥࠎߢߒࠂ߁߆ޕ
ޣਃቛߦࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦߩߘޔߨߔߢߪⷐޔ߇ࠎߖ߹ࠅ⸶ߒ↳ߢߕࠄ⿷⪲⸒ޕࠎߖ߹ߺߔޤᄙ
ಽޔߡߒࠍࠣࡦࡦ࠙ࠞޔᄙಽ߿ࠄߥߣ߁ੱ߽ࠆߪߔߛߣᕁ߁ࠎߢߔߨߩߘޕ
߿ࠄߥߞߡ߁ੱߩᦨೋߩࡈࠔࠬ࠻࠲࠶࠴ࠍ߹ߕ߿ߞߡߊߣ߁ࠃ߁ߥߢߔޕ
ߛ߆ࠄߩߎޔᬌᩏࠍߔࠆ႐วߦߪߔߺ߹ߖࠎߪࠣࡦࡦ࠙ࠞޕฃߌࠆߌࠇߤ߽ޕ
ޣᎹ⋡ޤฃߌߡߊᣇ㊎ߣߒߚޕ
ޣਃቛޤฃߌߡࠍ߅ޔߪࠣࡦࡦ࠙ࠞޔ⡞߆ߖߡߚߛߡޔౝኈ╬ߩ⺑ߐߖߡߚߛ
ߡߩߘޔߢޔᐲߪᔅⷐߢߢࠇߘ߽ߡߒ߁ߤޔᬌᩏࠍߔࠆߣޔ㧺㧵㧼㨀ࠍᏗᦸߐࠇࠆ
ᣇߦኻߒߡߪޔᐲߪࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߩ߶߁ߦ⚫ߐߖߡߚߛߊߣࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦޕ
ෳടᣉ⸳ߩ߶߁ߦ⚫ߐߖߡߚߛߊߣ߁ᵹࠇߢߔޕ
ޣᎹ⋡ޤಽ߆ࠅ߹ߒߚ߽⑳ޔߩߢ߹ޕෳടߐߖߡߚߛߡߡߩߘޔᵹࠇߣߜࠂߞߣ㆑ߞߡ
ߚᗵߓߛߞߚߩߢޕߚߒ߹߈ߛߚߡࠇߐ⏕ޔ
ޣਃቛޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅ⸶ߒ↳ߢߕࠄ⿷⪲⸒ޤ
ޣᎹ⋡ࠅ߬ߞ߿ޔߟ৻߁߽ޔߣޤෳടᣉ⸳ޔㆮવሶ⸻≮ㇱ㐷ߛߌߓ߾ߥߊߡߩ⑼↥ޔవ↢ޔዊ
ఽ⑼ߩవ↢ߣߒߡߪࠇߎޔኻᔕߒߡ߆ߥ߈߾ߌߥߣ߁ߎߣߪᄢ߆ߥߣ
߁ߩࠍߔߏߊᕁ߹ߒߚߒߥ⊛࠼࠳ࡦ࠲ࠬ࠼࡞ࠧޔߪߟ৻߁߽ޔߣޔᖱႎߣ߁
ߩࠍᐢߊવ߃ࠆࠃ߁ߥࡎࡓࡍࠫߣ߆ߢ⊒ߢߩ߽ߚߞ߁ߘޔାߒߡߊߣ߁ߎߣ
߽ᔅⷐ߆߽ߒࠇߥߢߔޔߢࠇߘޕ೨ߦࠆ⒟ᐲߩ࿁ߩᬌᩏߦ㑐ߒߡߩᖱႎࠍ⊝ߐ
ࠎߦࠃߊ⍮ߞߡߚߛߚߢߢࠇߘޔᡷߡ㔚ࠍߚߛߊߣ߁ࠃ߁ߥᒻߩ߁ߘޔ
߁ᬺ߽ᔅⷐߥߩ߆ߥߣ⠨߃ߡ߹ߔߊోޕታน⢻߆ಽ߆ࠄߥࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔ
వ߶ߤᐔේవ↢߇⸒ߞߚࠃ߁ߦᧄᒰߦߚߊߐࠎߩᣇ߇߃ߚߣ߈ߦߪߩߘޔߪߕ߹ޔᖱ
ႎឭଏߩߘޔᖱႎߩ႐ᚲࠍߜ߾ࠎߣ⍮ߞߡ߽ࠄߞߡ߁ߣߐߛߊߺ⺒߅ߕ߹ࠍߎߘޔ
ࠃ߁ߥᒻߢߚ߹ޔࠄ߆ࠇߘޔ㧞Ბ㓏ߢޔታ㓙ක≮ᯏ㑐ߦ᧪ߡߚߛߊߣ߁ࠃ߁ߥߎߣ
߽น⢻ߥߩ߆ߥߣ߁߰߁ߦߜࠂߞߣᕁ߹ߒߚޕ
ޣਃቛߦࠄߜߘޔߚ߹ޔߢࠅ߅ߣߩߘޤ㑐ߒߡߪᏀวవ↢߅㗿ߒ߹ߔޕ
ޣᏀวߩߘޕߔߢࠅ߅ߣߩߘޤߚߣߦዋߒᤨᦼࠍ⟎ߡ⑼↥ޔᣉ⸳ߩฬ೨ߣޔߡߒߘޔ
ߟߋࠄ߆ࠄᆎࠆߣ߁ߣߎࠈߢޔෳടᣉ⸳ߩࡎࡓࡍࠫߦߩߎޔᬌᩏߩߎߣߣ߆ޔ
ࠞ࠙ࡦࡦࠣߩߎߣߛߣ߆ࠍタߖࠄࠇࠆࠃ߁ߥᒻߦߪߒߚߣᕁߞߡࠆࠎߢߔߘޕ
ࠇࠍߥߗᣧߊߐߥ߆ߣ߁ߣޔߡߞ߇ࠇߥࠈࠈޔᣧߊߔߣߘߩᬌᩏ߇
ࠅ߈ߣ߁ᒻߢߡߒ߹ߞߡޔቇળߣߩ㑐ଥߥߤࠈࠈࠅ߹ߔߩߢߩߘޔㇱಽߪߘ
ߩㇱಽ߇ߡ৻ᔕ߿ࠆߣ߁ߎߣߦߥߞߡ߆ࠄ৻ޔᔕߔߣ߁ߩߢᦼߩߢ߹ࠇߘޔ㑆
߇ࠅ߹ߔߩߢߦࠎߐ⊝ߢࠈߎߣ߁߁ߎޔᓮᗧࠍߚߛ߈ߥ߇ࠄࡉࠍߩ߽ߩߘޔ
࠶ࠪࡘࠕ࠶ࡊߒߡߊߣ߁ߎߣߢߔޕ࿁᧪ߡ㕖Ᏹߦࠃ߆ߞߚߥߣᕁ߁ߩߪ࠰ࡦࠦޔ
ࠪࠕࡓߪᧄ߇ߩ߽ߩߎޔᒰߦᐔේవ↢߽㕖Ᏹߦᓮሽߓߢߞߡߚߛߡࠆࠎߢߔ
ߌߤ⚿ޔዪߩߎߤޔਅߦ⟎ߊߩ߆ޔᣣ↥ᇚߩਅߦ⟎ߊߩ߆ߩߎߤޔਅߦ⟎ߊߩ߆ߣ߁
ߎߣ߇ᧄޕᒰߪቇળߩਅߦ⟎ߚ߶߁߇ߩߘޔ߆ߥ߆ߥޔߛߚޔㇱಽ߇ߎ߁ߣߊ⟎ޔ
ߣߦߥࠆߣޔቇળߣߩ㑐ଥߢߢ߈ߥ⥄ޔ߾ߓޕਥ⊛ߥ⚵❱ߢ߿ࠅ߹ߒࠂ߁ߣ߁ߎ
ߣߢᆎ߹ߞߡߪࠇߎޔߦឃઁ⊛ߥ߽ߩߢ߽ߢ߽ߥߊߡ࠰ࠝ߁߁ߘޔࠈߒޔ
ࠗ࠭ߐࠇߚߣߎࠈߪߥ߆ߥ߆േߌߥߒ⽿ߥࠎࠈޔછ㗴߽ࠆߩߢ⥄ޔਥ⊛⚵❱ߢ
߿ߞߡߣ߁ߎߣߥࠎߢߔᧄޔࠈߒޕᒰߦߎ߁߁ㅪ⛊ળ⼏ߣ߆ᧄࠈߒޔᒰߦߘߎ
ߦⴕ߆ߥ߈߾㚝⋡ߥߩ߆ߞߡޕฦၞߢ࿎ߞߡᦨޔೋߪฃߌߡ߽ࠄ߃ࠆߞߡ߁ߥࠄ߫ޔ
߿ߞ߬ࠅᧄޔߨߔߢߡߊࠃ߇߁߶ߩߘޔᒰߦදജߒߡߚߛߡߢߔߨߪࠇߎޔ↢೨
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⸻ᢿߩ৻ߟߩᬌᩏߢߒ߆ߥߩߢࠍࠈߎߣߩߎߘޔᓮදജߚߛߡߊ߆ߦߣޔ㧯㨂㧿
㧔⛐Ძណข㧕ߩ⋧⺣߇ߞߚߣ߈ߦޔߡߒࠍߣߎߩߘޔࠄ߆ߥߡߞ߿ߪߜ߁ޔ㧯㨂
㧿ߪߎߎ߇߿ߞߡ߹ߔࠃߣ߁ߩߣࠆޔᗧߢߪหߓᛒߦߥࠆࠎߢߪߥ߆ߣߚޕ
ߛߩߘޔߪࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦޔᬌᩏࠍߔࠆߩߢࠇ߫ߩߘޔᬌᩏࠍߔࠆߣߎࠈߩ߈ߜߞߣ
ߒߚ᧦ઙߛߣ߆߆ࠍ⥄ಽߚߜߢߒวߞߡޔᖱߣ߁߆߁ߣߟࠍࠖ࠹ࠝࠢޔ
ߎߣߥߩߢᧄࠈߒޔᒰߦߥߡߞ߿ޔᣉ⸳ߩᣇ߽ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߦߞߡߚߛ
ߡ߹ߔߩߢߣߞ߽ޔߡߛߚߡߞޔᓮᗧࠍߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔᧄޕᒰߦߎ
ߎߣߩㅪ៤ࠍ߈ߜߞߣߒߡޔߢߩߔߢޕฦߣߎࠈߢീᒝળߣ߁ߎߣߢࠇ߫ޔᤓᣣߩ
ࠬࠗ࠼߽ోㇱߚߒ߹ߔߩߢޔߡߛߚߡߞࠍߩ߁߁ߘޔฦᣉ⸳ߢߒߡ
ߚߛߡߡߒߣߩ߽ߩߘޔߚ߹ޕ߆߿ߪࠅਇ߇ࠇ߫⸒ߞߡߚߛߌࠇ߫ޔዋߒߕ
ߟ⋥ߒߡߦࠫࡍࡓࡎࠍߩ߽ߚߒߣߞߜ߈ߪߦ⊛⚳ᦨޔߖࠆࠃ߁ߥᒻߦߪߒߚߣ
ᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
ޣፒ㧔࿖┙ᓴⅣེ∛ࡦ࠲㧕ޤ࿖ᓴߩፒߢߔ⥄⑳ޕりߪ↥⑼ߩකᏧߢ߽ߥߌࠇ߫ߩߜ߁ޔ
ᣉ⸳ߪ↥ᦼߩኾ㐷ᣉ⸳ߢߪࠅ߹ߖࠎ߇ޔ㑐ߣ߁ߎߣ߽ߞߡޔ↢೨⸻ᢿ⟠ޔ
᳓ᬌᩏߩߣߩࠞ࠙ࡦࡦࠣ╬ࠍ⚿᭴ᄙᢙታᣉߒߡ߹ߔޔߣࠆߔࠄ߆ߣߎ߁߁ߘޕ
࿁ߩ㧺㧵㧼㨀ߩᬌᩏ߇߃⟠᳓ᬌᩏࠍฃߌࠆߴ߈ੱ߇ోㇱฃߌࠆߎߣࠍᏗᦸߐࠇࠆߣ
ߒߡ߽㧝ਁᢙජੱޔߛߚޕ㧝ਁᢙජੱ߇ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߩක≮ᯏ㑐ߛߌߢోߒ߽ޔຬ߇
Ꮧᦸߔࠇ߫චಽߦⴕ߈ᷰࠄߥߣ߁ෂᗋ߇ᄢᄌࠅ߹ߔߒޔ࿁ߩߎߩࠣ࡞ࡊߩឭ
⸒ߣ߁ߩߪࠆޔᗧߢᅷᒰߛߣᕁ߁ߩߢߔ߇ߩߘޔ߫ࠇߢޔ೨Ბ㓏ߣߒߡߩㆮવ
ࠞ࠙ࡦࡦࠣߥࠅ⋧⺣ࠍฃߌࠆߣ߁ౝኈ⥄߇ߩߎޔ㧺㧵㧼㨀ᬌᩏࠍ߈ߞ߆ߌߣߒ
ߡޔ↢೨⸻ᢿߩࠅᣇߦߟߡ⠨߃ࠆ㕖Ᏹߦᖱႎࠍᓧࠆᯏળߢ߽ࠆߣᕁ߁ࠎߢ
ߔߨޔߣࠆߔ߁ߘޕ㧺㧵㧼㨀ߣ߁ߩߪޔታᣉᯏ㑐ߛߌߢߪߥߊߡ⥃ߪࠆޔߎߎޔ
ᐥㆮવኾ㐷ක߇ᔅ㗇ߣ߁᧦ઙ߇ઃߡࠆࠊߌߢߔ߆ࠄߚߞ߁ߘޔᣇ࠰ࡦࠦࠍޘ
ࠪࠕࡓߩᧄળຬߣߪ⸒߹ߖࠎߌߤ߽ࠆޔᗧߢߪ߇ࠇߘޔᬌᩏታᣉߘߩ߽ߩߢߪߥ
ߊߡߩߘޔ೨Ბ㓏ࠆߪᓟߩࡈࠜࡠߣ߁߽ߩ߇ࠆᗧߢߪ࿁ߩ⎇ⓥߩਥߚࠆ
⋡⊛ߢࠆߣ⠨߃ࠆߩߢࠆޔᗧߢߪ߁߁ߘޔᣇࠍᐢߊߋߔޔߦߔࠆߩߪ㔍ߒ
߆߽ߒࠇ߹ߖࠎߌߤ߇ࠇߘࠈߒޔᄢಾߥࠎߢߪߥ߆ߣᕁߞߡ߹ߔޕ
᧻ޣේ㧔᧲ർᄢቇ㧕᧲ޤർᄢߩ᧻ේߢߔޕ㧺㧵㧼㨀ߩᬌᩏ⾌↪ߦߟߡߜࠂߞߣ৻⸒ޕ࿁㧞㧝
ਁߣ߁ߎߣߢᆎ߹ࠆߘ߁ߢߔߌࠇߤ߽ޔቇળਛߦࡏࠬ࠻ࡦߩ㧹㧳㧴㧔ࡑࠨ࠴ࡘ
࠶࠷✚ว∛㒮㧕ߩᣇ߇᧪ࠄࠇߡޔ⡞ߚଔᩰߪ㧞㧟㧡࠼࡞ߛߞߚࠎߢߔߨޕ㧞ਁߢߔޕ
ߛ߆ࠄޔౝᄖଔᩰᏅ߇㧝㧜એߣ߁ߩߪߣࠎߢ߽ߥ߅㊄ߢߔߪࠇߎޕᣣᧄߢߪޔ
ᬌᩏ߇ߢ߈ߥߣ߁ߎߣߢߦࠞࡔࠕޔ㗬ߒ߆ߥࠎߢߔߌࠇߤ߽ߎޔࠅ߬ߞ߿ޔ
ࠇ߆ࠄ㧝㧜㧜㧜ੱฃߌࠆߣߔࠆߣ㧞ం߇ࠪࠤࡁࡓߦᵹࠇࠆߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߔߩ
ߢߩߘޔㄝޔㆡᱜଔᩰߣ߁ߎߣࠍࠍ⋡ߣߞࠂߜޔశࠄߖࠆᔅⷐ߽ࠆ߆ߣᕁ߹ߔߩ
ߢߩߘޔㄝߩࠄ߆ߎߎ߫ࠇ߈ߢޔឭ⸒ߣ߁߆ޔ߆᧪߅߽ߣߎ߁߁ߘޔ㗿ߒߚ
ߣᕁ߹ߔޕ
ޣᏀวޤᄙಽ৻ޔᩴ㑆㆑ߞߡࠆߩߢߪߥߢߒࠂ߁߆ޕะߎ߁ߢ߽㧝㧥㧜㧜ߣ߆ࠅ߬ߞ߿ޔ㧞
㧜ਁߋࠄߣ⡞ߡ߹ߔ৻߁߽ޕ࿁⏕ߒ߹ߔޕᄙಽޔᬌᩏ߇Ⴧ߃ࠇ߫ᷫߞߡ߈ߡޔ
ߘߒߡߩߎޔㇱಽߪ㕖Ᏹߦ↢೨⸻ᢿߣ߁ߎߣߣߪࠇߎޔ࿖⋉ߣ߁߅ޔ㊄߇ᄖ߳ᵹ
ࠇࠆߣ߁ߎߣ߽ߞߡᧄޔᒰߪޔవߎߛߚޕ߫ࠇ߇ࠈߎߣࠆࠇߊߡߞ߿߇߆ߎߤޘ
ߩᰴઍࠪࠢࠛࡦࠬࠍឥ߃ߡࠆޔᢙ߇ⴕߊߩ߇ࡍࠗߢ߈ࠆߩ߆߇ߎߤޔฃߌᜬߟߩ
߆ߩߎޔߚ߹ޕㇱಽߩࠈࠎߥࠕ࡞ࠧ࠭ࡓߥߤߪࡠޔ㧔ᢎ㧕ߩߣߎࠈ߽߳ߩߔߏ
ࡄ࠹ࡦ࠻߇ⴕߞߚࠅߣ߆ޔ߆⚦ޔታ㓙ߤߩߊࠄ߿ߞߡߤߩߊࠄఢ߆ࠆ߆߽ߜࠂ
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ߞߣಽ߆ࠄߥߩߢᧄޔᒰߦ߿ߞߡߊࠇࠆᣉ⸳߆ᧄޕᒰߦߐߕ߆ޔ㧰㧺㧭⎇ⓥᚲߩࠝࠝ
ࠗవ↢߽ᦨޔೋߩࠍᜬߞߡࠄߒߚߣ߈ߦ߁߁ߘޔ࿖⋉ߣ߁ㇱಽߢోࠍࠇߎޔㇱ
ߔࠎߢߪߥߊߡޔᣣᧄߢߣ߆ߢ߈ߥߩ߆ߣ߁ࠃ߁ߥߎߣࠍᜬߞߡࠄߒߡߢߔߨޕ
ߚߛޔ↢೨⸻ᢿߣ߁ߎߣߣߩߘࠈࠈޔ㔍ߒㇱಽ߇ࠆߥߣ߁ߎߣߢ᧻ޔ
ේవ↢ߩᓮᜰ៰ߪ߽߁ߘߩߣ߅ࠅߛߣᕁ߹ߔޕ
᧻ޣේ߇␠࠹࠽ޤ㧝㧡ਁߢߔߣ⸒ߞߡ߹ߔߒޔዋߒᢙ߇Ⴧ߃ࠇ߫ඨ㗵ߦߔࠆߣᕁ߹ߔޕ
ޣᏀวߣࠆߥޕߪࠇߘޤᕁ߹ߔޕ
᧻ޣේ⛘ޤኻߘࠎߥߦߒߥߣᕁ߁ࠎߢߔࠃޕ࿁ೋߡߣ߁ߎߣߢߥޘ⦡ޔᖱ߇ࠆ߆߽
ߒࠇ߹ߖࠎߌࠇߤ߽ߩߘߣߞࠂߜޔㄝߪߣࠅ߆ߞߒ߇߆⺕ߣߞࠂߜ߁߽ޔᷤߒߥߣޔ
⸒୯ߢోㇱ߿ࠄࠇࠆߣ߅ߥ߽ߢࠎߣޔ㊄߇ࠕࡔࠞߦᵹࠇࠆߎߣߦߥࠆߣᕁ߹ߔ
ߩߢ⚻߁߁ߘޔᷣ⊛㕙ߣ߁ߩߪޔㆮવሶᬌᩏߢ⋧ᒰߒߞ߆ࠅߡ߆ߥߌࠇ߫
ߌߥߣᕁ߹ߔߩߩߘޕⅣႺᢛ߽ߗ߭෩ߒߊ⹏ଔࠍ߅㗿ߒߚߣᕁ߹ߔޕ
ޣ᎑߇⑳ޤ⡞ߚߣߎࠈߢߪ⥄ߢࠞࡔࠕޔᏆ⽶ᜂ߇㧞㧟㧡࠼࡞ߢߩ߆߶ߩߘޔㇱಽߪ㒾ળ
␠߆ࠄᡰᛄࠊࠇࠆߣુ߹ߒߚߦ߁߰߁ߣߥߪߢ߹߹ߩߘޔࠄ߆ߛޕᕁ߹ߔޕ
ޣᧄ㧔ᓼፉᄢቇ㧕ޤᓼፉᄢቇߩᧄߢߔߌࠇߤ߽ߦߎߎޔߐࠇߡࠆ㧢⇟ߩࠬࠗ࠼߽
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ㅢߞߚߣ߁߽ߩࠍߒߡޔฦᣉ⸳ߢߒߡ߽ࠄߞߡࠆߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߔߩߘޕ
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ߥ߇ߡࠆࠎߢޕஜᚲߣ߆ߢߔߨޕࠈߎߣ߁߁ߘޔ
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ߔߌࠇߤ߽৻ࠆޔቯߩᲧ₸ߢవᄤ⇣Ᏹߩሶ߇↥߹ࠇࠆߩ∝ࡦ࠙࠳ޔሶ߇↥߹ࠇࠆߣ
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ߦࠃࠅ߹ߒߡޔ㧥㧥㧑ಽ߆ࠆࠃߣ߁ߩߪߦⵣߩߘޔ㓝ߐࠇߡࠆߩߪࠬࠎߐ⊝ޔ
ࠢ߇ࠅ߹ߔࠃߣ߁ߣߛࠎࠆߡߞߥߦࠫ࠶ࡔ߁߁ߘޔᕁ߹ߔ߇ࠢࠬޕ
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つもないはずなんです。すべて、長くても半年以内に返事は行っています。ですから、
何らかの返事は行っているはずなので、３年間というのは多分ないと思うんです。申請
施設には行っていますから、申請施設からそのクライアントが最初に出発した相談施設
に返事がないというだけだと思います。現在のところ東京に２か所、それから名古屋に
１か所、それから大阪に３か所。それから、あとは大分と鹿児島と北九州に１か所ずつ
ですけれども、実際に遺伝子疾患を対応しているのは慶応大学と名古屋市大だけです。
あとのほかのは、全部、開業の先生がいわゆる均衡型転座に起因する習慣流産というケ
ースでスタートしたフィッシュでの染色体の検査をしているという施設がほかの施設に
なっているんです。今のところそんな状況です。これも、多分、何かの形で情報公開、
施設の名前を出すのがいいのかどうなのか。ただ、出しても、じゃあ、その施設が何を
対応するのかというのは今言ったとおりなので、そういう疾患名を、こういう疾患をそ
こが対応しているということを学会が出すのがいいのかどうか、とても難しいところが
あると思ってますので、検討はしたいと思いますけれども。一応、メディアは全部知っ
ているんです。毎回、メディアには審査したたびにプレスに流しますから、どこの施設
が何例登録したというのは、実はメディアは全部知っているんですけれども、余りそう
いう情報はメディアのほうでは出していないというのがあって、まあ、ちょっと考えて
みたいとは思いますけど。
【渡邉】ありがとうございます。多分、その点を誤解ないように記載しないと、問題なのは、多
分実施施設と２次的に遺伝カウンセリングを行う施設の連携が問題だと思いますから、
そこのところを明確にしていただいたほうがよろしいかと思います。
【小崎（慶應義塾大学）】慶応大学の小崎です。平原先生から御指摘いただいた東京の１施設で
ありますが、その申請の内容によっては、やっぱり自施設の倫理委員会を通すことが難
しい内容もありまして、一概に期間が長いことだけを問題にするということはいかがな
ものかと思います。
【三宅】いや、その３年間の間、連絡が一つもないということが問題点だと。
【小崎】うちかどうかは、そこは分かりませんが。
【三宅】恐らくそのおっしゃられていた施設のところはですね、３年間全く連絡もなくて、どう
なったんだろうというまんまで、全くその紹介元のところからが蚊帳の外に置かれてし
まっていると、カウンセリングの体制もどうなるか分からないのと、あと、実は妊娠に
絡んでくる話なので、その妊婦さんの管理です。管理の問題とかが出てくるというのが
ありまして、それで随分悩まれていたという話を伺わせていただきました。
【渡邉】ありがとうございました。それでは、次のほうに移りたいと思います。

５）発症前診断への対応
コーディネーター：難波栄二（鳥取大学）
【難波】発症前診断ですが、基本的に昨年から大きく動いた内容はそれほどありません。今回１
４名の方にお集まりいただきました。読売新聞社の記者さんにも参加していただき議論
いたしました。今回は、信州大学が学会で報告されているアンケート調査の内容をまず
報告いただき、昨年度の内容も確認しながら話を進めました。
信州大学の関島先生からは、２００６年に取ったアンケートと今回取ったアンケート
で、件数自体はそれほど変わっていないとの報告でした。発症前診断の件数はそれほど
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ࠍࠃࠅలታߐߖߥߣ∝⊒ޔ೨⸻ᢿߪߢ߈ߥߣߩ⚿⺰ߢߔޕ
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⸰ࠇࠆᣇߩᢙߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߔޕஜᚲ߿ኾ㐷ᣉ⸳એᄖߩ╙ࠆࠁࠊޔ㧝ᰴޔ㧞ᰴ
ߩᣉ⸳ߦࠆ⒟ᐲߩ⋧⺣߇ⴕߞߡࠆน⢻ᕈ߇ࠅߩࠄࠇߘޔᣉ⸳ߩㆮવࠞ࠙ࡦࡦ
ࠣߪචಽߢߥߊ∝⊒ޔ೨⸻ᢿ߇ᐢ߇ߞߡߥน⢻ᕈ߇ࠅ߹ߔ╙ޕ㧝ᰴޔ㧞ᰴߩ
ᣉ⸳ߩ߽లታߐߖߡࠁߊᔅⷐ߇ࠆߣ߁ᗧߢߔޕᄢ㒋ߢߪ㔍∛ࡦ࠲߇ࠆ
⒟ᐲߘߩᓎഀࠍᨐߚߒߡ߹ߔ߇ోޔ࿖⊛ߦߪߘ߁߁߽ߩ߇߈ߜࠎߣߢ߈ߡࠆࠊߌ
ߢߪࠅ߹ߖࠎޕ
     ⊒∝೨⸻ᢿߩࠈࠈߥᖠߺߦߟߡ߽⼏⺰ߒ߹ߒߚޕᇕ⚂⠪߇ࠠࡄ࠰ࡦߢ᧪ࠆ
ߣ⚿ޔዪᦨޔᓟߦߪ㔌ᇕߒߡߒ߹߁߇ࠅ߹ߔߦࠇߎޕኻߒߡߪ߽ߩߘ⸘⸳↢ੱޔ
ߩࠍ⠨߃ߡࠁߊᔅⷐ߇ࠅ߹ߔߥ߁ࠃߩߎޕ႐วߦߪޔవ߶ߤߩ⼏⺰ߦࠅ߹ߒߚࠃ߁
ߦޔㆮવࠞ࠙ࡦߩᣇ߇ߞߚࠍ߈ߜࠎߣ᭴▽ߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢߔ⥃ޔߚ߹ޕ
ᐥㆮવኾ㐷කએᄖߩᣇ㧔ㆮવࠞ࠙ࡦ߿ᔃℂ჻㧕ߦࠃࠆ⁛⥄ߩࠞ࠙ࡦࡦ߽ࠣ
ലߢࠆߣߩᗧ߽ࠅ߹ߒߚ⌕ޕᐥ೨⸻ᢿߩߚߩㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߪⶄᢙ࿁㧔㧟
࿁એ㧕ߣ߁ߎߣߪో߷߶ޔຬߩࠦࡦࡦࠨࠬߢߔ᧲ޕ੩ᅚሶකᄢߩ߶߁߆ࠄ⥄ޔಽ
ߩੱ↢⸳⸘ࠍᦠߡ߈ߡ߽ࠄㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߦᵴ߆ߔߣ⦟ߣߩᗧ߇ࠅ߹ߒ
ߚޔࠅࠃߦࠇߎޕᖠ߹ߒߎߣ߽ᄙߩߢߔ߇ࠅߥ߆ޔᐢᖱႎ߇ಽ߆ࠆߩߢߣࠅ
ࠇߡࠆߣߩߎߣߢߔޕ
     ኅᣖᕈ⣲≌ߦ㑐ߒߡߪⓍᭂ⊛ߦ߿ߞߡߞߚ߶߁߇ࡔ࠶࠻߇ᄙߣ߁⚿⺰ޔ㧞ᐕ
೨ߩ⼏⺰ߢߡ߅ࠅߩߘޔᣇะߢ⦟ߣߩߎߣߢߒߚޔߚ߹ޕኅᣖᕈ⣲≌ߩ⊒∝೨⸻ᢿ
ࠍలታߐߖߡߊߎߣ߇∝⊒ޔ೨⸻ᢿߘߩ߽ߩߩℂ⸃ࠍᐢࠆߎߣߥࠆߣߩ⼂߽ߐ
ࠇ߹ߒߚޔߒ߆ߒޕߪߥ߆ߥ߆లታߒߡ߹ߖࠎߎࠇߪ∝⊒ޔ೨⸻ᢿߩࡔ࠶࠻߇
චಽߦ⼂ߐࠇߡߥߚߦޔㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣ∝⊒ޔ೨⸻ᢿߦ⥋ߞߡߥߩ߇
ታᖱߣߩ⸃ߢߔޕ
     ㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩᢱ㊄ߦ㑐ߒߡ߽ࠈࠈᗧ߇߹ߒߚ᧲ޕ੩ᅚሶකᄢߪ㧝ᤨ
㑆㧝ਁ㧡㧜㧜㧜ߢߔ߇ޔฦᯏ㑐ߩᢱ㊄ߪ߆ߥࠅޕㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩߜ߾ࠎߣ
ߒߚ⟎ઃߌߩߚߦ߽ޔޔ㜞ߣ߁ࠎߢߪߥߩߢߔ߇ߚߒߣࠎߜ߈ޔᢱ㊄
♽߇ᔅⷐߣߩ⚿⺰ߢߔߩߎޔߒ߆ߒޕᢱ㊄߇ᛄ߃ߥੱߦߪߤ߁ኻᔕߒߚࠄ⦟߆ߣߩ
ᗧ߽߹ߒߚߦࠇߎޕ㑐ߒߡߪߦ⠨߃ࠆߣߒߡޔㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣ߇⛽ᜬߢ
߈ࠆᢱ㊄ߢ߿ߞߡߊߴ߈ߣߩ⚿⺰ߢߔޕ
     ᦨᓟߦޔㆮવࠞ࠙ࡦߩᢙࠍჇ߿ߔߩߦߤ߁ߒߚࠄ߆ߦߟߡ߽⼏⺰ߒ߹ߒ
ߚ߆ߥ߆ߥޕᓧ╷߇ߥߩߢߔ߇ޔฬฎደᄢቇߩవ↢߆ࠄߪ∛ޔ㒮㐳߇࿁߆⸥⠪ળ
ࠍ߿ߞߚߣߦߡߒߣ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑࠢࠬޔឭ᩺ߔࠆߎߣߦࠃࠅㆮવࠞ࠙ࡦߩ₪
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ᓧߦᚑഞߒߚߣ߁ౕ⊛ߥ߇ႎ๔ߐࠇ߹ߒߚ߁߁ߘޕᗧߢߪޔ㧺㧵㧼㨀ߩ㗴
ߦ߆ࠄㆮવࠞ࠙ࡦࡦࠣߩ㊀ⷐᕈࠍᒝ⺞ߔࠆߣޔലᨐ⊛߆߽ߒࠇ߹ߖࠎࠞࠖ࠺ࡔޕ
࡞ࡃࡦࠢߩవ↢߆ࠄޔㆮવࠞ࠙ࡦߩࠦࠬࠍ⸳⟎ߒኾ㐷⡯ߩੱ᧚ࠍ⢒ᚑߔࠆ߇ޔ
ࠠࡖࠕࠕ࠶ࡊࠍߤ߁ߔࠆ߆ߣ߁ᗧ߽ࠅ߹ߒߚߩߎޕ㗴ߪߢࡑ࠹ߩߢߎߎޔ
ߪߥߩߢߔ߇ޔ㊀ⷐߥ⺖㗴ߩ৻ߟߢߔޕએߢߔޕ
ޣᷰㆺࠄ߆߁߶ߩࠕࡠࡈޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޤᓮ⾰ߣ߫ࠇߌߛߚ࠻ࡦࡔࠦޔᕁ߹ߔ
߇ޔᐔේవ↢߅ޔ㗿ߒ߹ߔޕ
ޣᐔේ㧔ᮮᵿᏒ┙ᄢቇ㧕ޤਭ↰వ↢ߩߣ߈ߦ߽ߣߥ߆߁ߘߣߞࠂߜޔᕁߞߚࠎߢߔߌߤ߽ޔ
ၮᧄ⊛ߦ⚿ዪޔߪߩ߁ߣ❱⚵ߩߎޔ߆ࠈࠈߥᗧߢࠈࠈߥᓎഀ߇ࠆߣᕁ
߁ࠎߢߔߌߤ߽ߨޔߪߟ৻ޔቇⴚ⊛ߛߣ߆ቇⴚᖱႎ឵ࠍߒߡ߇ߥࠎߺޔหߓㅢߩߘ
ߩࡊ࠶࠻ࡈࠜࡓߦ┙ߞߡࠍߣߎߥࠈࠈޔ⠨߃߹ߒࠂ߁ߣ߆ኻᔕߒ߹ߒࠂ߁ߣ
߁ߎߣࠍߔࠆᖱႎߩ႐ߣߣࠎ߾ߜࠍࡓ࠹ࠬࠪޔࠆߚߩߘߩ⸳ߛߣ߆ੱߛߣ߆ޔ
ߘ߁ߞߚࠃ߁ߥߎߣࠍᗐቯߒߚߘߩ㑵⚵❱ߣ߁߆ࠅ߬ߞ߿ޔߢߣߎ߁ߣࠆߔޔ
⠨߃ࠆߴ߈ߛߥߣᕁ߁ࠎߢߔߌࠇߤ߽ޕၮᧄ⊛ߦޔ࿖߇߆ߩ߇ࠎߩ⸻≮ὐ∛㒮ߣ߆ޔ
߁ࠃ߁ߥ⚵ߺࠍࠆߣޔോᯏ᭴ߪ◲නߦേߊࠎߢߔ⿒ޕሼߛࠈ߁߇ߛࠈ߁
߇ߒߥ߈߾ߌߥ߆ࠄേߊߩߎޔߤߌߛޕㆮવሶ⸻≮ߣ߁ߩߪߥߩߢߔߥޕ
ߌࠇߤ߽ޔᔅⷐߛᔅⷐߛߞߡߺࠎߥ⸒߁ࠎߛߌࠇߤ߽ߩޔᚢ⇛ߛߣോᯏ᭴ߞߡേ߆
ߥߢߔࠃ⛘ޔኻޕᄙಽ߇ࠇߎޔᔅⷐߥߎߣߪߺࠎߥಽ߆ߞߡࠆࠎߛߌߤ߁߁ߘޔ
േ߆ߔߣ߁ߩߪ߇ࡦࡃࡠ࠰ࠅ߬ߞ߿ޔേ߆ߥߣ⛘ኻήℂ߁ߤޔߣࠆߥߣࠆߔ߁ߘޕ
߁࠰ࡠࡃࡦߩߪߓ߈ᣇࠍߔࠆ߆߁ߩߪޔᄙಽߪࠈߎߣߩޔᄙಽࡏࡦ࠹ࠖࠕࡌ
ࠬߢࠍ≮⸻ߥࠎߺޔോߢ߿ߞߡࠆߣߎࠈ߇ᄙಽୟ⊛ߦᄙߒߣ❱⚵ޔ߽ߤߌߛޕ
ߡߪ⁛┙ߒߚߣߎࠈࠍࠆߣ߁ࠦࡦࡦࠨࠬߛߌߪዋߒߕߟ㉯ᚑߐࠇߡ߈ߚߣ߁߰
߁ߥޕᄙಽࠄ߆ߛޔฦ∛㒮߇ߘࠇߙࠇᮮ৻✢ߢዋߒߕߟേߡߊߣ߈ߦޔߌߛࠆ߈ߢޔ
ߎ߁߆ࡌࡦ࠴ࡑࠢ߇߶ߒࠎߢߔࠃߨ߇ੱ߁߽ߪߎߎޕჇ߃ߡ੍▚ភ⟎߇ઃߡ
ࠆߣ߆ߢߔߨ▚੍ߪߎߎޕភ⟎߇ߥ≮⸻ޔߪࠆޕႎ㈽ߢേߊߩߪߎࠇߛߌߞߡޔ
ߎࠇߛߌߩㇱಽߩߣߎࠈߪࡍࠗߔࠆߛࠈ߁ߣ߆ߢޔ߆ߘ߁ߞߚࠃ߁ߥ߆ߣੱߩߘޔ
ᣉ⸳ߣ߆‛ߣ߆㊄ߣ߆ߩߘޔㄝࠅߩߣߎࠈࠍߢ߈ࠆࠃ߁ߥᖱႎ߇ⴕ߈᧪ߢ߈ࠆߣ
߆ߥߣᗵߓࠆߪࠇߎޕ᎑వ↢ߦ߅㗿ߒߚࠎߢߔߌࠇߤ߽ޕℂᔨߛߌߢ৻↢ 
߿ߞߡߡ߽ޔᄙಽޔോᯏ᭴ߞߡߘࠎߥ◲නߦേ߆ߥߢߔࠃ߁߁ߘޕᒰߚࠅߩ
㗴ߛߣᕁ߹ߔߌߤ߽ޕ
ޣ᎑ޤ㜞↰వ↢⺞࠻ࠤࡦࠕޔᩏߒߚߣᕁ߁ࠎߢߔߌߤ߽ᦨޕㄭޔߩㆮવሶක≮ㇱ㐷ߩੑ
ජᐕߢߔ߆ߨߣߞߕޔ೨ߦศ↰వ↢߇߿ߞߡߚߛߚߣߩᦨޔㄭ߿ߞߚਛߢޕ
ޣ㜞↰㧔ർ㉿ᄢቇ㧕ߩߣߩߣࠇߘޤ㑐ଥߢޕ߁߁ߤޔ
ޣ᎑ޤฦㆮવሶක≮ㇱ㐷ߩታᘒߩ⺞ᩏޔੱ߇߆߆ࠊߞߡࠆ߆ߣ߆ߪࠇߘޔᢙᐕ೨ߦ߿ߞߡ
ߚߣᕁ߁ࠎߢߔߌߤ߽ޕ
ޣ㜞↰ᦨޤೋߦ╙ޔ㧝࿁ߩߣ߈ߢߒߚ߆࠳ࡢޕవ↢߆ߥߣߩߚߞ߿ޔหߓࠃ߁ߥ߿ߟࠍ㧞ᐕ೨ߦ
߿ߞߡ߹ߔߦߎߎޔޕᚻరߦߪ࠺࠲ߪߥߢߔߌࠇߤ߽ߪ࠼ࡦ࠻ޔᄢ߈ߊᄌࠊߞ
ߡߥ߆ߞߚߢߔߨޕᢙߪჇ߃ߡ߹ߒߚߌߤޕ
ޣ᎑⺞⁁ޔߚ߹ޤᩏߣ߁ߩࠍⴕߞߡઁޔᄢቇߢߪߎࠎߥߦలታߒߚੱຬࠍឥ߃ߡߛࠇߎޔ
ߌలታߒߚㆮવක≮ࠍ߿ߞߡ߹ߔࠃߣ߁ࠃ߁ߥߎߣࠍ߆ߛࠎߥߡߞ߿ߥࠎߺޕ
ࠄᔃߒߡ߿ࠎߥߊߡ߿ߓ߾ߥߊߡ߽ߜߚ⑳ޕࠆ߇ࠈߎߣࠆߡߞ߿ߌߛࠇߎޔ
㗎ᒛߞߡ߿ࠄߥߊߡߪߣ߁ࠃ߁ߥ࠺࠲߇ឥߞߚࠄ∛ߡߒࠍࠇߘޔ㒮㐳ߦߡ
ߚߛߊߣ߁⺞࠻ࠤࡦࠕޔߚ߹ޕᩏߪታᣉߒߡ߈ߚߣᕁ߹ߔޕᐔේవ↢߁ߘޔ
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߁ߎߣߢࠃࠈߒߢߒࠂ߁߆ޕ
ޣ㜞↰ޤᐔේవ↢߇⸒ߞߡࠆߩߪߩߎޔߡߊߥ߾ߓ߁ߘޔㅪ⛊ળ⼏ߩߢߔࠃߨ㧫
ޣᐔේ߁߁ߘޔࠄ߆ߛޕ߿߿ޤᓎഀ߽ߎߩળ⼏ߦߞߡ߽ࠎߓ߾ߥ߆ߥߣ߁ߩ߇
ߩឭ᩺ߢ࠻ޕࠃߔߢࠎߥߌ߾߈ߥߢࡓࠗ࠲࡞ࠕߌߛࠆ߈ߢޕࠃߔߢࠎޕ
ࡦ࠼߇ߤ߁ߥߞߡࠆߣޔᲤᐕߎ߁ߥߞߡࠆࠎߛߣޔዋߒߕߟᄌࠊߞߡࠆߥࠄᄌࠊ
ߞߡࠆߣ߁ޕၮᧄ⊛ߦߪ߅㊄߇ઃ߆ߥ߽ߩࠍߤ߁߿ߞߡ⺑ᓧߐߖࠆ߆ߣ߁ߘޔ
߁߁ߢߔ߆ࠄࠆޔᗧࡌࡦ࠴ࡑࠢ߇ߥߣ㚝⋡ߥࠎߛࠈ߁ߣޕ㊄߇ઃ߆
ߥߣޔࠄ߆ߛޕ㊄߇ઃߊᚢ⇛߇ขࠇࠇ߫ߢߔߌߤޔࠈߎߣߩޔታߦߪ㔍ߒ
ߢߔࠃޕ
ޣ㔍ᵄޤᕟࠄߊޔߪߟ৻ޔ㔍∛ߩὐߣ߆ࠆޔߤߌߚߒ߹ࠇࠊ⸒߈ߞߐޔ⒟ᐲ⊛⾗㊄߇ߤߎ
߆ߦߥߣ⛘ኻ߽േ߆ߥߣᕁ߁ࠎߢߔߨޔ߫߃ޔߪߦߚ߁߁ߘޕవ߶ߤߩ㧺
㧵㧼㨀ߣ߆ޔ߆␠ળ⊛ߦ㊀ⷐᕈࠍ⍮ߒߚߢߥࠎࠈޔ߁ߣ߆ߣࠆ߇ੱߩߘޔ
ᣇ╷߇߽∛ࠅ߬ߞ߿ޕ㒮㐳ࠍേ߆ߔߩ߽ޔᚒޔޘᣂߒࡦ࠲ߣ߆ߦࠆߔⷐޔ߆
߇ߢ߈ࠆߣ߈ߓ߾ߥߣ߆ߥ߆ߥࠍੱޔჇ߿ߖߥࠎߛߣ߁ߩ߇ࠆࠎߢߔߨ߆ߛޕ
ࠄޔ߆߈ߞ߆ߌ߇ߥߣ㔍ߒߣᕁ߁ࠎߢߔߌߤޕవ↢߇⸒ࠊࠇࠆࠃ߁ߦޕ
ޣᐔේ∛ޔࠄ߆ߛߦ߆⏕ޤ㒮㐳߇ߎ߁߁ߩ߇ߣ⸒ߞߡߦࠢ࠶ࠖࡈࠖࠪࡍࠬ߁ߎߌߛߎߘޔ
㊀ὐൻߢ߈ࠆߣ߁ߩߪޔฦ∛㒮ߦ․⦡߇ࠆ߆ࠄߢ߈ࠆࠎߛߣᕁ߁ࠎߢߔࠃޔߛߚޕ
ߎ߁߁ᮮᢿ⊛ߦᮮߢਗ߫ߥ߈߾ߌߥߣ߁ߩߪߪࠇߎޔ㕖Ᏹߦޕߪߚ߹ߚ߹ޔ
ᐕߩ㧠߆ࠄ߁ߜߩᄢቇߩ∛㒮㐳ߦߥߞߚࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔ㔍ߒߢߔᧄޔᒰߦߪޔ
ߞ߈ࠅ⸒ߞߡ┙ߩ߆߶ߢࠇߘޕᄢቇߥࠎ߆߽⡞ߡߡ߽߽ߡߣޔࠅ߬ߞ߿ޔ㔍ߒ
ߥߣ߁ᗵߓߪߒ߹ߔޕ
ޣ᎑ޤ⠨߃ߡࠆߩߪޔߪߟ৻ޔ㔍ᴦᕈ∔ᖚస⎇ⓥᬺߢߩࠇߙࠇߘޔ㔍∛ᡰេߩߚߩ
ฦၞߢߩὐࠍࠈ߁ߣ߁߅߇ࠅ߹ߔߩߢߩߘޔ㓙ߦߪో߁߁ߎޔ࿖ㆮવሶ
ක≮ㇱ㐷ㅪ⛊ળ⼏ߣ߁ࡀ࠶࠻ࡢࠢ߇ࠅ߹ߔోߪࠇߎޕ࿖ߩ⚵❱ߢߔޔߤࠎߣ߶ޔ
ߴߡߩᄢቇ߇ෳടߒߡ߹ߔߞߡ߁ߎߣߪવ߃ߡࠅ߹ߔޕὐ∛㒮ߦߪߤ߁߁ᯏ
⢻ࠍᜬߞߡߥ߈߾ߌߥ߆ߣ߁ࠃ߁ߥߎߣࠍෘഭ⋭ߦቯߡߚߛߌࠇ߫ߙࠇߘޔ
ࠇߩ∛㒮ߢദജߒߡ߁߁ߘޔࠍᢛ߃߹ߒࠂ߁ߣ߁ߎߣߦߥࠆߩߢߪߥ߆ߣ
߁ߎߣࠍᦼᓙߒߡࠆߩ߇৻ߟ∛ޔߪߟ৻߁߽ޕ㒮ᯏ⢻⹏ଔޔක≮ᯏ㑐ᯏ⢻⹏ଔߩਛߦ
ߎߩㆮવㇱ㐷ߣ߁㗄⋡ࠍ⸳ߌߡ߶ߒߣ߁ߣߚ߈ߡߒߪ⺧↳߽ࠇߘޕ⠨߃ߡ߅
ࠅ߹ߔޕ
ޣਭ↰㧔ጊ᪸ᄢቇ㧕ޤᐔේవ↢ߣߞࠂߜ߽ߩ⑳ޔᝄࠅߞߡߚߛߌߚࠎߢࠍ⛗ߩߎޔឬ
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と私は思うんです。ちょっと分かりにくいかもしれませんけど。
【渡邉】ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。じゃあ、次のセクションに移りた
いと思います。

６）ファーマコゲノミクスへの対応
コーディネーター：中谷

中（三重大学）

【中谷】三重大学の中谷です。よろしくお願いします。昨年のファーマコゲノミクスのワークシ
ョップは、日本医学会のガイドラインが出たあとで、データの取扱いについてかなり白
熱した議論がありました。今年も、まずデータの取扱いについて話し合いました。２番
目にはデータの解析活用法、３番目にはファーマコゲノミクスの今後についてといった
ことについて議論しました。
データの取扱いにつきましては、昨日の野村先生のアンケートにありましたように、
電子カルテにも載せてしまっている施設もありますし、まだ匿名化している施設もあり
ます。ですが、今後、一般の臨床検査として取り扱うためには、電子カルテでデータを
共有化することが重要であろうと考えています。
データの解析活用法については、現在、各診療科にお任せという状況になっているよ
うです。例えば、ＩＬ２８Ｂは肝臓内科に任せているということです。電子カルテ化す
る意義は、データの共有化、つまり検査室、遺伝子診療科、診療科と薬剤部等でデータ
を共有して、より良い治療をしようということではあるのですが、この連携が十分にな
されていないのではないかということを感じます。
さらに、今ＰＧｘがちょっとやや足踏みを弱めているのは、臨床的有用性が担保され
ていないものが多いためと考えられ、今後、外人のデータではなくて日本人のデータを
蓄積する必要があろうと考えられます。ただ、今回改定されましたＰＧｘ検査の運用指
針の中には、検査のあと、しかるべき時期に検体を破棄することと書いてあります。破
棄することと書いてあるのですが、今後は、データ、検体を蓄積して、日本人のデータ
を集めていく必要があるんじゃないかという意見がありました。ただ、ＰＧｘは研究と
臨床の狭間にありますので、なかなか同意の取り方が難しいと思います。昨日の人類遺
伝学会のシンポジウムでありましたけれども、一般的同意をどのようにして取っていく
かというのが今後大事だと思います。
次に、日本人のデータや倦怠をを他施設間で共有していくときに、その倦怠の保存方
法や検査方法のその標準化がなされているかどうかというのが非常に重要な問題だろう
と思います。これなども、ＪＣＣＬＳの検体化の管理マニュアルなどに準拠して、各施
設が標準化された、均一な方法で保存し、解析していくのがいいんじゃないかという意
見でした。
それからさらに、ファーマコゲノミクスの今後ですけれども、ちょっと夢のような話
も話しいろいろあったのんですが、今は、例えば現在はＳＮＰのワンポイントを標的と
してで検査をしていることが多いのんですが、今後は NGS の普及とともにホールゲノム
シークエンスやエクソンシークエンスエクソームシークエンスが簡単に実施できるよう
になり、シーケンス解析がより使われる可能性があります。そうしますと、このＰＧｘ
検査に関しても、インシデンタルファインディングという問題が出てくると思います。
得られた個人情報をどう取り扱うかということですが、ゲノムカードやＩＣカードの
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にもリスキーだろうという方向に意識が傾いてしまい、今ちょっと引いてしまっているの
です。それからあともう一つは、政府がいつ潰れるのか、衆院選はいつになるのか、とい
う話が現実味を帯びて出てきていて、そちらの模様眺めの事情もあって、厚労省が動けな
くなっているという状況なのです。政府では、医療等分野の個人情報が犯罪等何らかの行
為によって漏洩されてしまったときに、その訴訟が起きたらどうなるかということになる
と、もう、とてつもなく恐ろしいということで、ちょっと作業が止まってしまっています。
この先、ちょっと先が見えていないという話でした。
【福嶋】リコンタクトの話だと思うんですけれども、どのように得られた成果、インシデンタル
ファインディングを返すかということで、今の考え方としては、その当事者、患者さんに
有用であると思われる場合には返してあげようよということで、何でも、得られたものは
全部返すべきだというふうにはなっていないと思うんです。そうするとどういう判断で、
どこがそういうふうに有用だと考えるかというところは、１段階、具体的には倫理委員会
で、その能力があるかどうかは分かりませんけど、倫理委員会でこういう情報が得られた
ので返すべきでしょうかというので諮問するという道なのではないかなと思います。答え
になってないですか。
【堤】すみません、一つだけ。
【渡邉】はい、どうぞ。
【堤】マイナンバー法の検討があって、今、その様子を見てゲノム指針の公表が遅れているとい
う状況だったんですけれども、医療イノベの澤井さんが来ているので、ちょっとそこら辺
だけ、一言、正確に説明しておいていただいたほうがいいと思います。
【澤井（医療イノベーション推進室）】皆さん、こんにちは。突然失礼いたします。私は、内閣
官房医療イノベーション推進室で個別化医療を担当しております澤井と申します。今日、
皆さん、先生方の御意見を聞きまして、非常に大きな課題、これから国がやらなければい
けないことを非常に重く感じております。
先ほどの高田先生のほうからの話に加えまして、今国がどうなっているかというところ
を簡単に御報告いたします。医療イノベーション５か年戦略というのが内閣の決議で、７
月３１日に日本再生戦略というものと一緒に出ています。御存じのように、与党が危ない
という中でどうなっているかという話なんですけれども、まず、遺伝情報、社会、これだ
け本当にいろんな解析技術がなってきている中で、差別のないような形でどういうふうに
して発信していけばいいか、法制度を作るべきかということに関しましては、昨年度から、
内閣官房プラス厚労省、それから文科省、それから経産省のほうと、あり方についての制
度の検討が続いております。先ほどのお話があったように、厚労省のほうでマイナンバー
に基づく医療情報個別法の検討というのが４月から開始されています。これは税と社会保
障の一体改革のところで、特に医療情報の機密性の高いものについてどう活用すべきかと
いうところで論点が出ていました。御存じの先生方が多いと思いますが、非常にそういっ
た意味では、ステークホルダーが分かれる中で、利活用と保護のあり方ということについ
て論点が出て、パブコメがちょうど１０月にまとめられたというところで一度止まってお
ります。そういった中で、３省のゲノム指針をこれからどう出すかということを生命倫理
室、文科省のほうが今検討しているという状況にあります。
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るというようなビジョンをシンプルに、いろいろな難しいことがあることはよく分かって
いるんですけど、そういうようなことなんかも御検討いただくといいのかなと思いまし
た。それはいろんなバックグランドがありますけれども、その方から出身者がいると思う
んですけど、ぜひ、そういうことも御検討いただけたらと思います。
【渡邉】ありがとうございました。多分、今いただいたことも含めて、いろいろ、提言というの
を多分まとめていかなくちゃいけないと思って、それはまた、ここでやったものを今回報
告書も含めて検討しなくちゃいけないかなというふうに思っています。
もう、そろそろ終わりが近づいてまいりました。まず、来年度、続きまして松原先生の
ほうが大会長をされますので、松原先生のほうから、まずお言葉をいただければと思いま
す。
【松原（東北大学）】来年は、日本人類遺伝学会の大会に引き続いて、１１月に仙台で開かせて
いただきます。今よりも少し、１か月あとということで、少し仙台も寒くなってきており
ますけども、皆様、ぜひ御出席ください。また、仙台でお会いしましょう。どうぞよろし
くお願いします。（拍手）
【福嶋】そろそろ終わりますが、理事長として御礼を一言申し述べさせていただきます。今回も
多くの施設の代表の方にお集まりいただきまして、我が国の遺伝子医療のあり方について
深いディスカッションをいただきました。課題もまた明らかになったわけで、宿題も多い
わけですけれども、ぜひとも、この議論で御提言いただきましたプランが少しでも実現で
きるように努力してまいりたいと思います。
連絡会議の事務局を務めていただいている木村さん、ちょっと御挨拶を。
【木村（ソーテーリア）】いつもお世話になっております。ソーテーリアの木村と申します。去年か
ら携わっております。まだまだ分からないことがいっぱいありますので、先生方に教えて
いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。（拍手）
【福嶋】今回の課題、いろいろ宿題があります。また、この報告書にまとめていろいろなところ
に配布していきたいと思います。それぞれの活動に御利用いただければと思います。あり
がとうございました。（拍手）
【渡邉】本当に、皆様、長い間どうもありがとうございました。まずは、今ここにいらしていた
だいているコーディネータの先生方、どうもありがとうございます。十分な議論ができた
と思っております。あとは、今回のテーマであります現状、課題の明確化と、あと共有と
いう形で、皆様の施設にまた持ち帰っていただいて、あと、報告書、あとは新しいもので
早急に配布いたしますので、よろしくお願いいたします。あと、この間にいろいろとお手
伝いいただきました、ソーテーリアの方、信州大学の皆さん、あとは日本医大の皆さん、ど
うもありがとうございました。あと、伝言ですけれども、先ほど高田先生のほうからお話
がありました、施設登録をまだお書きになっていらっしゃらない先生は、木村さんのほう
に紙がありますので、書いていっていただければと思います。あと、来年度に向けまして
は、皆さんのほうにアンケートのほうをお配りさせていただいています。ぜひ来年度、ぜ
ひ充実したものにさらにしていただきたいというふうに考えておりますので、ぜひお答え
いただいて返却いただければと思っております。また今後ともよろしくお願いいたしま
す。どうもありがとうございました。（拍手）
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［11 月 2 日（水）までに返信をお願いします．
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全国遺伝子医療部門連絡会議アンケート（2012.10.27/28）
今後の活動の為、会議の内容についてのアンケートにご協力ください。

1.本会議に参加されたお立場について伺います。
a.維持機関施設の代表者

b.維持機関施設の代表者の代理

c.維持機関施設の職員

d.未登録医療機関の個人会員（職員・その他）

e.その他（教育機関・企業・その他）の個人会員

f.その他（具体的に：

）

2.あなたの職種・資格についてお教えください。
a.臨床遺伝専門医
e.研究者

b.臨床遺伝専門医以外の医師

f.認定遺伝カウンセラー（GC）

c.看護職

d.臨床検査技師

g.GC コース修了者

h.その他（具体的に：

）

3.遺伝子医療への関与についてお教えください（複数回答可）。
a.遺伝カウンセリング実施（１ヶ月に
c.カンファレンスに参加（１ヶ月に

例程度）

b.遺伝学的検査実施に関与
d.遺伝子医療部門の管理・運営

例程度）

e.その他（

）

4.配布資料や会議の全体的な内容はいかがでしたか？ご意見・ご感想をお聞かせください。

5.今回のテーマであるこれからの遺伝子医療「現状・課題の明確化と共有」についての講演はいかがでしたか？
ご意見・ご感想をお聞かせください。
全般的に

1.講演 1 遺伝子医療部門調査報告から

2.講演 2 改定された「ファーマコゲノミクス検査の運用指針」

3.講演 3 無侵襲的出生前遺伝学的検査（ＮＩＰＴ）
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6.参加した代表者ワークショップについてのご意見・ご感想をお聞かせください。（＊参加したテーマに○）
1）各施設の機構構築と診療システム
4）出生前診断

5）発症前診断

2）遺伝医学教育

3）遺伝学検査の諸問題

6）ファーマコゲノミクス検査

7.代表者ワークショップ毎に人数の片寄りがあり、多いと活発な議論になりにくい印象を持ちます。今後の代表
者ワークショップについてご意見をお聞かせください。
（複数回答可）
①このままで良い。
②新しいワークショップがあると良い（

）

③人数を限定して、そろえる方が良い。
④人数が増えたら、分ける。
⑤その他（

）

8.総合討論についてのご意見・ご感想をお聞かせください。

9.今回は日本人類遺伝学会に連続するかたちで開催致しました。
開催時期について、ご意見をお聞かせください。

10.本連絡会議は維持機関会員制度により運営されています。運営体制について、ご意見がありましたらお聞か
せください。

11.次年度の会議にどのような内容の議題・テーマを希望しますか？具体的にご提案ください。

12.本連絡会議への要望事項など、ご意見・ご希望をお聞かせください。

以上、ご協力ありがとうございました。
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1. 本会議に参加されたお立場について伺います
・ 維持機関施設の代表者

31名

・ 維持機関施設の代表者の代理
・ 維持機関施設の職員

23名

16名

・ 未登録医療施設の個人会員（職員･その他）
・ その他（教育機関・企業･その他）の個人会員
・ その他

1名
3名

2名（大学院生１名）

2. あなたの職種･資格についてお教えください
・ 臨床遺伝専門医

58名

・ 臨床遺伝専門医以外の医師
・ 看護職

6名

1名

・ 臨床検査技師
・ 研究者

1名

2名

・ 認定遺伝カウンセラー（ＧＣ）
・ その他

２名

・ 無回答

1名

5名

（GCコース院生・新聞記者）

3. 遺伝子医療への関与についてお教えください（複数回答）
・ 遺伝カウンセリング実施
―１ヶ月に

64名

0～1例(1名）1例（10名）1～2例(5名）2例(6名）2～3例（6名）2～4例(1名）
2～5例（1名）3例(2名）4例（5名）4～5例(1名）5例(4名）5～10例（1名）
6例(1名)10例(9名）15例（3名）15～20例（1名）16例（1名）20例（2名）
30例（1名）30～40例（1名）40例（1名）100例（1名）

・ 遺伝学的検査実施に関与

・ カンファレンスに参加
―１ヶ月に

34名

46名
１例（13名） 2例(6名） 2～3例（1名） 3例（4名） 3～4例（1名）
4例（10名） 4～5例（1名） 10例（5名） 20例（1名） 無回答（2名）

―3か月に

1例（1名）

―数か月に

2～3例（1名）

・ 遺伝子医療部門の管理･運営

・ その他

33名

6名
カウンセリング 年に１～2例（1名）
定例カンファレンス 1ヶ月に1回（1名）
立ち上がる途中（1名）
遺伝診療部門立ち上げ（1名）

- 141 -

研究ベースでの遺伝子解析（1名）
遺伝カウンセリング、出生前診断、着床前診断などの記事を執筆（1名）

4. 配布資料や会議の全般的な内容はいかがでしたか
a 維持機関施設の代表者
・ 有用な情報が濃縮されている。
・ 参加者の名簿があると良かった。
・ up to date (NIPT) 中心すぎた。
・ 適切であった。（2名）
・ かなり厚いので、冊子にして下さるとありがたい。スライドと配布資料は一致させて欲しい。
・ 自由に発言できる雰囲気で良いと思いました。
・ NIPTを始め、遺伝医療の最近の動向が分かり有用だった。
・ 情報量が多い。
・ 良くorganaizeされていて、有益でした。
・ 会場が良くなかった。アイランドタワーではスライドが目立たなかった。
・ もう少し、事前に問題点を明確にしておくべきか。例えば、直前のFAX調査が、遺伝学的な検査の問題
については、既に辻班で十分討議され報告書にまとめられている訳で、それをもう一度列挙することに、
あまり意義が無い。具体的なアクションについてさぐるべきだろうと思われる。議論が深まってない。
・ わかり易くて良い。
・ 良い。(3名）
・ スタッフの方々の御苦労は大変なもので、感謝いたします。1日目の最初に参加予定者の所属名簿を
配布して欲しかった。
・ 有意義でした。
・ 最初の会議で、後方は机がなかったので、不便でした。

b 維持機関の代表者の代理
・ 資料は多すぎず、わかり易かった。（過去の）前年度の会議であがった問題点とその解決策など、
項目ごとに年次ごとに改善改良の進行状況が見えると良いと思います。
・ 初日は参加できませんでしたが、大変勉強になりました。また、遺伝子診療に関わる多くの先生方と
知り合うことができ、大変良い機会となりました。
・ ワークショップなど多彩な企画で勉強になりました。
・ 2日目の会場は良かったです。（机もあり、ディスカッションもしやすかったです。）
・ 充実していると考えます。（2名）
・ まとめるのは難しい点がありました。
・ 代表者会議の時の座席がいつも北（東）から南（西）、大学→それ以外という順番に固定されており、
発言しやすさにも影響しているかもしれないと思う。
・ 良い。
・ 地域別の懇談が、隣のテーブルの声が大きく、話が聞こえにくかった。出席者の多い、出生前診断のWG
だったが、2列ずつくらいでもいいから、対面式？参加者の顔がお互いに見える配置にする必要があった。
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・ 非常に参考になった。
・ メモなどができる余白が欲しかった（WS資料） WS参加者名簿がWS時に欲しい。
・ 資料内容の重なりが多いように感じました。

c 維持機関施設の職員
・ 充実した内容であったと思います。
・ up-to-date, topical なものも多く、良かった。
・ 良かったです。
・ 同じ内容のものが、繰り返し配布されていたりするので、最初にすべての資料をまとめて渡してほしい。
・ up-to-dateな内容をきいて有意義でした。
・ フォームの統一がもう少しされると良い。
・ 各施設の状況がわかり勉強になった。

d 未登録医療施設の個人会員 （職員・その他）
・ 初めての参加でしたが、活発なディスカッションがなされていた。

e その他（教育機関・企業・その他）の個人会員
・ とても参考になった。

5. 今回のテーマであるこれからの遺伝子医療「現状・課題の明確化と共有」についての講演について。
全般的に
a 維持機関施設の代表者
・ 具体的事項が多く、本質的議論がもう少しあって良い。
・ NIPTを急遽組み込まれたのはヒットと思います。
・ タイムリーなトピックもあって良かったと思います。
・ コンパクトに良くまとまっていました。企画としてはとても良い内容でした。
・ 現状が分かった。
・ 良かった。（2名）
・ かたよっている。小児科、産婦人科の問題→だから広がらない。
・ 理解が進みました。
・ 有意義でした。
・ 素晴らしかったです。

b 維持機関の代表者の代理
・ 日本国内での広い視野の状況がわかって良かった。
・ 良かった。
・ 活発なディスカッション、問題提起があり、良かったと思います。
・ 時間が限られており効率よかった。
・ 充実していました。
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・ 参考になりました。
・ 現場にも同様な対策をとりたいと考える。
・ 知りたいことが分かって良かった。
・ それぞれ重要なテーマであり、現状の把握に役立った。
・「共有する」意識を統一（整えて）していく意味で有用だった。

c

維持機関施設の職員

・ 少々、散漫的でした。

e

その他（教育機関・企業・その他）の個人会員

・ 有意義だった。

１.講演１ 遺伝子医療部門調査報告から
a

維持機関施設の代表者

・ ホームページのupdateがどのくらいの頻度で行われるか心配。
・ しっかりしたネットワーク形成を望む。
・ 有用であり、情報のupdateにむけた活動を望む。
・ 有用であった。
・ 特にありません。
（2名）
・ 貴重な情報でした。
・ 施設間の連携を深める取り組みとして評価できる。
・ 情報を頂いて、ありがとうございました。
・ 全体の現状がわかることは良かった。
・ 今後のこのシステムの「メンテ」が重要と思いました。
・ 一般的な方針はわかるが、特異性などはわからないので、それがわかれば、紹介などの参考になる。
・ 努力に頭が下がる思いです。大変ありがとうございます。参考とさせて頂きます。公開すべきだと
思います。
・ まず、理解を深められた。
・ この講演の時間をもっと取った方が良かった。3名の講演者の講演内容は良かった。
・ 有意義でした。
・ 全体像が分かった。
・ 良かった。
・ 重要案件だと思いました。
・ 電子カルテ記載を考える上で、参考になった。

b

維持機関の代表者の代理

・ 日本国内での広い視野の状況がわかって良かった。
・ 現状が把握できて良かった。
・ 各医療機関での可能な検査項目を再調査して（受け入れ状況、有料かどうかなども含め）、HP上に
アップして、アクセスできるようにして欲しい。
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・ 現状がよく分かりました。
・ わかり易かった。
・ 情報共有に有用でした。
・ 遺伝情報の取り扱いについて参考になった。SORDの活動を理解できた。
・ これからも連絡会議が中心となってアンケート調査をして報告してほしい。
・ 他施設の情報が分かり有用。

c 維持機関施設の職員
・ 非常に意義のある調査と思いますが、updateされないと情報が古くなることと、対応の程度に差が
あると思いますが、丸をすべて同一の丸と解釈してよいのかどうかと感じました。
・ 全体的な流れが分かって良かった。
・ 遺伝情報の取り扱いについて興味深かった。
・ 代施設の個別の状況が分かると良い。

ｄ 未登録医療機関の個人会員（職員・その他）
・ 特に無し。

e その他（教育機関・企業・その他）の個人会員
・ 重要なデータベースであると感じた。

2.講演２ 改定された「ファーマコゲノミクス検査の運用指針」
a 維持機関施設の代表者
・ 問題点がよく分かった。
・ よく整理されていた。
・ 最新のトピックスで良かった。
・ 役に立った。（2名）
・ Pgxの講義が、まだわかりにくかったです。治験IRB（薬事法適応）のことも含め、もう少し具体的で
わかりやすいお話が聞きたかった。
・ 混乱していることが判りました。
・ 内容として少し理解しにくかったです。
・ PGxに関するGL策定の過程が分かって有用であった。
・ 他学会での取り組みについての現状なども情報が頂ければと考えました。
説明がくわしく、良く理解できました。
・ 苦労が分かった。
・ 将来的には「GOT、GPT」と同じ取り扱いになるのではと思うのですが？
・ 全体的な流れがよく分かった。
・ わかり易かった。
・ 少し、長かった。
・ 少し、散漫な内容で、ファーマコゲノミクス検査について特化した方が良かった。
・ 良い講演でした。もう少しコンパクトでも良かったが。
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・ 良かった。
・ 周知が必要と思われました。

b 維持機関の代表者の代理
・ 日本国内での広い視野の状況が分かって良かった。
・ 少し、内容が詳細すぎて分かりにくかった。
・ わかり易かったと思います。（2名）
・ 保険適応検査がどの程度あるかなど、現状についての情報がもう少し欲しい。
・ 現状がよく分かりました。
・ 少し難しい印象を持ちました。
・ 分かりにくかった。長い。
・ 今後当施設でも増加すると思われる。
・ 少し分かりにくかった。

c 維持機関施設の職員
・ もう少しまとめて簡潔に話して欲しかった。
・ 電子カルテ記載について詳しく知りたい。
・ 現状がよく分かりました。

ｄ 未登録医療機関の個人会員（職員・その他）
・ とても勉強になりました。ありがとうございました。

e その他（教育機関・企業・その他）の個人会員
・ 有意義でした。
・ データの取り扱い（保管・共有）と臨床への応用

３．講演３ 無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT)
a 維持機関施設の代表者
・ 情報が有用で問題点がよく分かった。
・ 割り当て時間が短かった。
・ よく現状をまとめてあった。出生前診断そのものに関する議論が必要。
・ 良かった。今後の参考になる。
・ 最新のトピックスで良かった。
・ 有用な情報であった。
・ 非常に有用であった。
・ タイムリーで良かった。内容もわかり易かったです。
・ 出生前診断のことをよく知らない参加者には、もう少し詳しい解説が必要だと思います。
・ タイムリーな話題で良いと思いました。
・ NIPTについて、コンソーシアムを作った目的→理解できた。
・ 問題点について、もっと詳しい情報の提供を頂きたかったと思います。ビデオ/DVDの形で基本的な
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説明がクライアントさんに出来る様に本会議が説明を提供して頂きたい。
・ 実情がわかった。
・ 「NIPTを行う対象患者が一般の人には知られていない」ということが問題であることが分かりました。
・ 現状での方針がわかり易かった。
・ 非常に明確に説明頂き、参考になった。
・ 大変重要な問題。
・ 参考になった。
・ 分かり易かった。
・ 複数のより短い講演を組み合わせた方が良かったかもしれない。
・ とてもタイムリーであった。（2名）
・ 最新の情報が聞けて良かった。
・ よく理解できた。

b 維持機関の代表者の代理
・ NIPTの現状が良く分かった。（2名）
・ タイムリーな企画で役に立ちました。
・ 重要なテーマで、よく確認できました。
・ この話題が取り上げられていて良かった。
・ 日本国内での広い視野の状況がわかって良かった。
・ 期待通りの興味深い内容でした。
・ よく分かった。
・ 今後、染色体異常以外にも適応となる可能性あること。
・ タイムリーな話題で一番聞きたかった話が聞けて良かった。
・ 技術が進み、数多くの疾患についてNIPTができるようになると、すべての診療科がこの検査に
ついて理解することとともに、何らかのガイドライン（or法整備？）が必要。
・ もう少し時間をとって聞きたかった。

c 維持機関施設の職員
・ 分かりやすいご説明でした。
・ 明確なレクチャーで大変よく分かりました。
・ 今後、倫理面や規制を含め議論が必要と考える。
・ 良く分かった。
・ 講演があってよかったと思います。
・ よく分かった。説明して頂いてとても良かった。
・ もう少し論点を整理したディスカッションがあると良いと思いました。

ｄ 未登録医療機関の個人会員（職員・その他）
・ 産婦人科/小児科の立場でのオピニオンの差があることが分かりました。もう少しディスカッションの
時間があると良かったかなと思います。
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e その他（教育機関・企業・その他）の個人会員
・ タイムリーな内容でわかり易かった。

6. 参加した代表者ワークショップについてのご感想・ご意見
参加したテーマ
1 各組織の機構構築と診療のシステム

（11名）

2 遺伝医学教育

（6名）

3 遺伝学検査の諸問題

（25名）

4 出生前診断

（17名）

5 発症前診断

(10名）

6 ファーマコゲノミクス検査

（5名）

―1. 各組織の機構構築と診療のシステム （11名）
・ 有用だった。（a１名）
・ 方向性が示された。（a1名）
・ 良かったと思います。（a1名）
・ 前向きな討論ができた。実効性、自分達の所で実行できるかは不明・不安。（a1名）
・ 有意義でした。人数が多い。自己紹介と施設紹介だけで大部分の時間が使われた。
他施設の状況が分かって良かったけど・・・。（ｂ１名）
・ 収益・人材の配置など各施設間の事情があり、調整・構築に諸問題もあるが、何より、各施
設で施設長・院長・学部長などのレベルで必要性を認識し、トップダウンで進めてもらえる
よう本会議からのワークショップでの結果をふまえて、各施設長への提言（臨床・研究・教育
に不可欠なこと）していくのが望ましい。（ｂ１名）
・ 充実した話でした。（ｃ１名）
―2. 遺伝医学教育

(6名）

・ 教育項目の確認になり、良い機会であった。（a1名）
・ 大枠ができあがって良かったと思います。（a1名）
・ 具体的な内容、行動目標が定まった。（a1名）
・ 系統的な遺伝学のカリキュラムを考える上で役に立った。（ｂ1名）
・ 遺伝に関する卒前教育について必要な内容について、かなりしっかりとした議論ができたと
思います。本学でも今年度より3年次の遺伝教育や臨床遺伝に関する内容を盛り込むことに
なったので、大変参考になりました。（ｂ1名）
・ 大学に遺伝医学教育を行う講座がないことが、他施設と比べ、もの足りない。（ｃ１名）
―3. 遺伝学検査の諸問題

(25名）

・ 最大の人数で、積極的なディスカッションが行われ良かった。私は企画した方なので、
皆様に感謝申し上げます。（a1名）
・ 良かった。時間が短い。（a1名）
・ 問題点を挙げるのみで方向性が出てない。討議は「方向性」を出すことが重要と思われる。
（a1名）
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・遺伝情報を一般的な医療に組み込む方向で取り組むべきと考えました。
（a1名）
・活発な討議があり、多くの問題点が浮き彫りになったと思います。
（a1名）
・現状の問題点を再認識した。
（a1名）
・アンケートを元に実施された点が良かった。
（a1名）
・意見交換が活発で、自施設について再度考えるための部門に返していきたい。
（b1名）
・出席してかなり勉強になった。有意義であったと思われる。
（b1名）
・もう少し的をしぼった議論がしたいです。
（ｂ1名）
・問題点がかなり明確になったと思います、これらが提言にとどまることなく、実施の方向で
すすむように、会議後も引き続き取り組む必要があると思います。
（ｂ１名）
・もう少しあらかじめ問題を整理した方が良かった。
（ｂ1名）
・早く一律で値題（？）が決まり、保険が通ればと感じました。
（c1名）
・疾患ごとの検査の状況は大切な情報であるから、今回のデータではなく、現状をより示す
データをお取りいただきたい。
（ｃ１名）
・アンケート内容に沿ってのディスカッションで色々な意見が聞けてよかったですが、もう少し
提言作成に向けて項目を誘導しても良かったかもしれません。
（ｄ1名）
・全国の医療機関における遺伝学的検査の現状をお聞きすることができ、学生として大変
勉強になりました。
（f1名）
―4. 出生前診断

（17名）

・NIPTの問題を中心に議論した。
「結局は出生前診断にまつわる問題に帰着する」という点で
一致できた。→口コミ報道では知り得ない実状が分かり大変参考になった。
（a1名）
・私の発言した内容は録音に残っているかと思います。
（a1名）
・NIPT中心であった。PrenatDiagの環境整備を早急に。特に母体保護法の改正
（胎児条項を入れる）の気運です。
（a1名）
・議論が白熱し、NIPTの対応について問題の深さを考える機会となった。
（b1名）
・NIPTという大きなトピックに対して、議論できた。
（b1名）
・多岐にわたる意見・論点があるため、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞでもないと意見がまとめにくかったし、論点が
分かりにくかった。事情からのWSのテーマを分けて頂き感謝している。総合討論では、各
遺伝子部門、関連学会との協力、国への要望という目的があるのだから、これに当てはめて
討論内容を整理した方がわかり易かった可能性がある。
（b1名）
・NIPT、大変かつ緊急なテーマでしたので、助かりました。
（b1名）
・NIPTの話は問題点が多くて混乱してしまった。
（c1名）
・産科医と小児科医、臨床遺伝専門医がどう関わるかという討議が中心で「遺伝カウンセラー」
は名称さえ出てこない状態でした。討論にも参加できない状況でした。
（ｃ1名）
・最初に、テーマ（細目）をいくつかList upして欲しかった。
（c1名）
―5. 発症前診断

(10名）

・コスト面がスタッフの確保などの問題を各施設とも抱えていることが分かった。
（a1名）
・体制やカウンセリングのやり方について、いろんな意見が聞けて参考になった。
（a1名）
・カウンセラーの大切さがよく分かりました。
（a1名）
・現在までのDiscussionの問題点がよく分かりました。
（c1名）
―6. ファーマコゲノミクス検査

（5名）
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・ 各施設での事情、いろいろな問題点が分かり良かった。（c1名）

7. 今後の代表者ワークショップについて（複数回答）
① このままで良い
（41名

WS１：8名 WS2：2名 WS3：14名 WS4：10名 WS5：2名 WS6：4名 無回答：1名）

・ 今回初めて参加したが、今回のものは良かった。（WS1）
・ 人数が少なかったので、全員が発言できて良かった。（WS1）
・ 興味がないところに配置になっても実がなくなると思います。（WS２）
・ 興味関心が第一です。（WS４）
② 新しいワークショップがあると良い。
（8名

WS3：2名

WS４：4名

WS５：1名

無回答：1名）

・ PGDについて（WS4)
・ 産科・小児科が出られることのできるテーマで新設する。（WS4）
・ 遺伝カウンセリングを社会に定着させるためのWS（WS4）
③ 人数を限定して、そろえる方が良い。
（5名

WS3：2名

WS5：1名

WS6：1名

無回答：1名）

④ 人数が増えたら、分ける
（21名

WS１：3名 WS2：4名 WS3：5名 WS4：3名 WS5：6名）

・ グループダイナミクスからすると全員が議論に参加し、活発な議論ができるのは最大６名と
言われています。（WS1）
・ いくつかトピック別にするのはいかがでしょう。（WS5）
⑤ その他

（10名

WS2：1名

WS3：6名

WS4：1名

WS5：2名）

・ WSとしては7名が上限（皆が能動的に参加するとすれば）。場所の確保が問題。（WS2）
・ 議論は活発だった。いろいろな人に指名後コメントをもらうようにしたら良かったと後で
思った。（WS3）
・ 少なくとも個人での参加の場合は、WSの内容を指定できるようにして下さい。（WS3）
・ 1施設からの参加者の上限を決める。（WS3)
・ あらかじめ意見を整理して、それを“たたき台”にしていく方が良いのでは？（WS3）
・ 数か月前にテーマを募ったらどうでしょうか？刻一刻と変化している状況もあると思うの
で。（WS3）
・ ４～５人ずつのグループに分けてKJ法をやって・・・後半で全体をまとめるというのも良いのでは
ないでしょうか。（WS4）
・ その時の状況によって、内容もフレキシブルに。（WS５）
・ 具体的なテーマを議論した方がいいのでは。（WS5）
８． 総合討論について
. 良いと思います。（a2名）
. そもそもの話も含め、深い議論ありがとうございます。（a1名）
. 会場の問題あり。やや一方向性の印象あり。「総合討論」では、会場の問題が大きいと
思われる。（a1名）
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. 参加できなかったワークショップの内容が分かるので良い。（a1名）
. 特にありません。（a1名 b1名）
. 各グループのまとめは良くできていた。これらの提言が学会、国などに反映されるよう努めて
ほしい。（a1名）
. 情報量が多い。（a1名）
. no problem（a1名）
. 活発な意見交換があり、有意義だったと思います。この場での議論に終わらせず、外部への
提言/情報発信をお願いします。（a1名）
. まとめ以外に個別の意見があったことが、参考になりました。（a1名）
. 全体的に有益だった。（a1名）
. 会場の後ろの人は遠くて議論に加わりにくかったのでは。（a1名）
. 充実していた。（a1名）
. よくまとめられ、認識を共有することができ、良かった。（b1名）
. 有益な情報が得られたと思います。（b1名）
. 参考になりました。（b1名）
. 勉強になりました。（b1名 c1名）
. 平原先生が言われたことが重要だと思う。議論した内容が実現するような戦略が必要だと
思う。（b1名）
. 充実した討論であったと思う。（b1名）
. 他のセッションの問題点が明らかになった。（b1名）
. もう少し時間が長い方が良いのでは？（b1名）
. 難波先生の司会もあって皆がよく発言できていた。（b1名）
. 簡単なもので良いので、まとめをスライドとして示された方が、ぐっとわかり易かった。（b1名）
. 報告方法が統一されると聞きやすい。内容は有効であると思う。Ex.ディスカッション状況
→提案
. 他のワークショップの内容も把握でき、大変参考になりました。遺伝学的検査を利用し合う
ことは良いと思うが、Quality Controlをどうするかに不安を感じた。（b1名）
. 他のテーマのディスカッションでも、同じような話題が出ており、問題点と考えられていることは、
全施設ほぼ共通なのだなぁと思いました。ポイントは「金（資金）」だと再認識しました。（b1名）
. 時間が短い。（b1名）
. さまざまな見解・意識があること。（b1名）
. 具体的な議論で準備しておいた方がいいと思います。（b1名）
. 今後、ますますall Japanで遺伝医療を進めていかなければならないと感じました。（c1名）
. 内容があっちこっちにいったため、理解が難しい。（c1名）
. 各施設が1名となっており、一般が参加しにくい。必ずしも各施設の代表が、その施設の現状を
分かっていない。（c1名）
. このような専門の会議においてすら、基本的知識を共有できていないことが多いことに
驚いた。（c1名）
・ 短期間で議論のまとめをして下さった座長の先生方に感謝します。（c1名）
・ 様々な分野の問題点が知れて良かった。（e1名）
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・ NIPTについての議論は様々な意見があり大変勉強になった。（e1名）

9. 今回は日本人類遺伝学会に連続するかたちで開催いたしました。
開催時期について、ご意見をお聞かせ下さい。
（良い：36，期間短縮：4，人類遺伝学会会期中：3，別日：12）
・ 今のままで良い。（a12名 b3名 c5名 d1名 e2名)
・ 良い。（同じメンバーが移動・参加）（b1名）
・ 適切と思います。（c1名）
・ 連続して良い。（a1名 b1名 c1名）
・ 参加しやすいので良いと思う。（a1名 b1名）
・ 学会に連続して長期の出張になるのは大変ですが、いろんな事を総合的にかんがみると
妥当だと思います。（b1名）
・ 集まりやすく現実的と思います。（b1名）
・ 日程・場所等ともに参加しやすかったと思います。（f1名）
・ 遠方の方には、参加しやすいので良いのではないかと思います。（b1名）
・ 特に問題はないと思います。（b2名）
・ 4日間は結構長いと感じました。日曜日の午前中で終えて頂ければと思います。（a1名）
・ 良いと思いますが、できれば一日に短縮して頂いた方がさらに良いかと。（a1名）
・ 期間が短くなった方が良い。（土曜日一日のみなど）（b1名）
・ 大変ありがたいですが、もう少しコンパクトになると良いかもしれません。（ｃ1名）
・ 体力的にはきついが仕方ない。（b1名）
・ やや疲れました。（b1名）
・ 便利である反面、長い出張となってしまいます。（a1名）
・ これ以外は、難しいと思いますが、長丁場で大変なのも事実です。（a1名）
・ 関連した話題を学んだあとという意味では良いものの、長期間休みがとりにくい人も
いるのかも知れない。（b1名）
・ 会期中に行って開催して欲しい。（a1名 c1名）
・ 人類遺伝学会の会期中の（金）（土）にして欲しい。（a1名）
・ 別の方が良い。開催地も固定する日帰りですむところに）などご配慮を頂きたい。（a1名）
・ 相当な長丁場になってしまうので、分散させるのが良いかもしれません。（a1名）
・ 水～日までずっと滞在するのは厳しい。できれば逆に別々にしてほしい。（a1名）
・ 学会とあわせて長期間になるので、業務の都合上、全日程参加するのが難しい。できれば
他の時期に別個で開催してほしい。（ｂ１名）
・ 別途開催して欲しい。（b1名 c1名）
・ 土日開催にして頂ければと思います。（a1名）
・ 負担が大きい。やはりセパレートが良いのは。（a1名）
・ 同時だと病院をあける時間的な問題から、別日の方が都合が良いです。（b1名）
・ 10月～11月は学会シーズンで忙しい。他学会との重なりで参加できないことがある。（b1名）
・ 人類遺伝につづけてやるのは疲れる。別の日が良いと思う。（b1名）
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・ 連続開催ならば同じ会場で行った方が良いと思いました。日本人類遺伝学会と別日程で
お願いしたいと思います。（連続になると病院の方が長期不在になってしまいます。（b1名）

10 . 本連絡会議は維持機関会員制度により運営されています。
運営体制についてご意見がありましたらお聞かせ下さい。
・ 年に一回の全国会議、あとは地域ブロック会議があっても良いかも。（a1名）
・ これで良い。（a5名 ｂ2名 c1名）
・ 学会のシンポよりは、はるかに多くの意見が出るので、この体制でいいのではと思います。
（a1名）
・ 予算の割に、具体的アクションに乏しい印象ある。（a1名）
・ 現状でよろしいと思います。（a1名）
・ 特にありません。（a5名 b5名 e1名）
・ bestだと思います。（a1名）
・ 担当大学の負担が重いのではないでしょうか？学会事務会社と分業するなど・・・。（b1名）
・ 安心運営です。（b1名）
・ 全大学が加入して良かった。（b1名）
・ 自主参加者と代表者で区別せず、全員で議論することが望ましい。食事も費用をとって同様に
提供すべきであると思います。（b1名）
・ この体制なので、すべての大学が参加しているので大変良いと思います。（b1名）
・ 病院長に遺伝部門の重要性を認識してもらうために良いシステムだと思います。（b1名）
・ 事務方もまきこめるようになると、会議の結果を持ち帰り、反映され易いかもしれません。
（難しいでしょうね）一人より二人、立場の違う人を連れて来れればと思います。施設認定の
必須条件になると良いと思います。（b1名）
・ 特に異論はないが、参加したい人への情報提供をもっとすべき。（c1名）
・ 費用負担について病院には、何とか理解して頂いております。（c1名）
・ 非維持機関会員にも参加（聴講）の機会を今後も続けてください。（d1名）

11. 次年度の会議にどのような内容の議題・テーマを希望しますか．具体的にご提案ください
・ やはりhotな話題についての議題。（a1名）
・ 本年と同じで良い。ただし、1年間でどのように進展があったかディスカッションする。（a1名）
・ 積極的治療が可能な疾患の体制づくりなど。（a1名）
・ 各地域の連携について。（a1名）
・ 遺伝学的検査のfollow up (up date) (a1名）
・ 遺伝医療と保険診療（何を保険にして何を私費にするか等）DTC genetic testy (a1名）
・ NGSの遺伝子診療の応用、問題点と課題（a1名）
・ 出生前診断をめぐる環境整備について、特に母体保護法改正や「生命の価値、命の
選別問題」を（a1名）
・ 特にありません。（a1名 c1名）
・ 同じでOKと思います。（a1名）
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・ 遺伝カウンセラーの卒後就職の現状について知る機会が欲しい。具体的には各施設に
どのように採用させているかなど。（a1名）
・ 次世代シーケンスの時代の遺伝医療。（a1名）
・ 次世代シークエンサー医療をみすえて。（a1名）
・ NIPTのその後（現状）・医学教育の中での遺伝教育。（a1名）
・ 人的資源が少ない施設へのサポートなど。（今回お話した先生が一人で全てやってらっしゃ
ると伺い驚きました。）（b1名）
・ 遺伝医療の日本での現状（検査、治療、保険適応など変化が多くてcatch upできない）を
サテライズしていただくとありがたい。（b1名）
・ ひきつづきNIPT（b1名）
・ 遺伝子検査のコスト・カウンセリングのコスト どうやって徴収するのか？保険と自費、研究
費からの支出の線引きは？クライアントから検査費用（検体輸送費）を徴収できるか。（b1名）
・ 会議の3～6か月前にテーマを募集したらいかがでしょう。（b1名）
・ 災害によるカルテや情報喪失に対する対策について、難病当事者に対しても自身の情報を
クラウドして保存することを選択として示す。あるいはひな型の作成。（b1名）
・ 出生前診断（どこまでが重篤な疾患なのか）（b1名）
・ 出生前診断全般のその後の動向。（b1名）
・ Gene Review Japanの運営方法（いかに和訳疾患をふやすか？）（b1名）
・ NIPT（b1名 c1名）
・ 現行の議題。（b1名）
・ 保険収載の遺伝病学的検査。（c1名）
・ 次世代型シーケンサー。（c1名）
・ 遺伝子検査の精度管理。（ｄ1名）
・ 遺伝子検査ビジネスへの対応。（e1名）
・ ①Direct-to-consumer遺伝子解析について ②WGSの診断上の問題点など。（f1名）

12. 本連絡会議への要望事項等，ご意見・ご希望等
・ 全体に議論の準備が少ない印象あり。この連絡会議の中での具体的行動グループなどが
出ても良いと思われる。（a1名）
・ 病院評価認定機構（？）の審査項目に、個人遺伝医療情報管理体制整備に関する項目を
新設し、遺伝診療部門を安全管理体制の要項とする様、申し入れてはいかがでしょうか？
経済面での貢献が難しいとしても、情報保護・安全管理面で要件とするのは不可能ではない
・・・というより、そうする必要性は考えられるのではないかと思います。（ｂ1名）
・ 福嶋先生のご尽力が大きくますます発展しています。ずっと福嶋先生が理事長をつとめて下さ
ればよいのですが、その後のことも考慮が必要な時期にもなっているかもしれません。病院
機能評価のpointに遺伝医療部門の充実のいうことが入れば、病院長はすぐに動いてくれる
と考えます。ぜひコンタクトして下さい。（a1名）
・ 年々役割が増している。社会への貢献度も大きい。スタッフの方々に大変感謝いたします。
（a1名）
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・ 本会議参加者への会議内容や今後の指針を示すのみでなく、施設代表者か院長・学長・
学部長などへ理解して頂き。施設全体として動いていきやすいように提言していくことは、これ
まで以上にしっかり行い、全国でも一緒に動いていける調整を続け、活動内容を医療者・研究
者・一般の方々へも是非広く知らせていって頂ければ有難いです。（ｂ1名）
・ ワークショップの内容を継続して発展していくを願います。（ｂ1名）
・ 前年の提言が一年たってどのように進展したのかが分かりにくい。毎年、同じようなことが議論
され、前に進んでいないように感じる部分が多い。（b1名）
・ お世話になっています。次年も継続お願いします。（ｂ１名）
・ 遺伝子解析機関の登録などは、明日にでも行って欲しい事ですので、繰越金などあれば、
それを使ってでも、早急に行っていくことが、より完全なデータベース作りの一歩ではないで
しょうか。（お忙しい先生に頼るばかりでは、申し訳ありませんので）（b1名）
・ 院内の問題だが、代表者は忙しすぎて処理しなくてはいけない事案が多すぎ、病院代表
としての窓口として適当でない可能性がある。対外的な代表者と連絡係を両方登録すること
ができると良いと思う。（b1名）
・ 初めて参加しましたが（私自身は）、とてもおもしろいと思いました。各施設の方が悩みを率直に
話され、活発に論じられる雰囲気が良いと思いました。（b1名）
・ 福嶋先生のカリスマ性と実行力で、毎年、着実な活動ができていて素晴らしいと思います。遺伝
医学系統講義はすばらしい先生方の講義が受けられてうれしいです。学生教育にも大変役
立っています。（b1名）
・ 前年度のワークショップでの提言が、その後どのような取り組みを経て、現状はどうであるかと
いった情報のフィードバックがもう少しあると良い。（b1名）
・ お弁当が高いのでは？病院長は稼げないのであれば、やめてしまえばいいのでは、という
方向に行きがちです。→遺伝診療の重要性を病院の責任者にアピールしてほしい。特に大学
病院に対してお願いします。（b1名）
・ このままで良い。（c1名）
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資料 1
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資料 2

་Ꮫ㒊༞๓㑇ఏ་Ꮫᩍ⫱
ࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ

2013 ᖺ 1 ᭶

᪥ᮏ་Ꮫ
ᅜ㑇ఏᏊ་⒪㒊㛛㐃⤡㆟
᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ
᪥ᮏ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᏛ

1
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ࠕ་Ꮫ㒊༞๓㑇ఏ་Ꮫᩍ⫱ ࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ ࡘ࠸࡚
ᝈⓎᶵᗎࣄࢺࡢከᵝᛶࡢ⌮ゎࡣ㸪㑇ఏᏊゎᯒᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡼࡾᛴ㏿㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ከ
ࡃࡢᝈ࡛㑇ఏせᅉࡢ㛵ࡀ᫂ࡽࡉࢀ㸪ಶேࡢ⒪ࡣከᵝᛶᇶ࡙ࡃ⸆≀ࡢ㑅ᢥ㸪స⏝
ࡢᅇ㑊ࡀ⌧ᐇ࡞ࡾ㸪࠶ࡽࡺࡿデ⒪ศ㔝࠾࠸࡚㑇ఏሗࡀ୍⯡デ⒪ྍḞ࡞ሗ࡞ࡾࡘࡘ
࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡶ࡞࠸㸪ࡍ࡚ࡢ་⒪⪅ࡣᇶᮏⓗ࡞㑇ఏ་Ꮫ࣭㑇ఏ་⒪ࡢ▱㆑ࢆᣢࡕྜࢃࡏࡿࡇ
ࡀᚲ㡲࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᑗ᮶ࡢ་Ꮫ࣭་⒪ࡢᢸ࠸ᡭ࡞ࡿ་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡢ༞๓㑇ఏ་Ꮫᩍ⫱ࡢᐇ
࠾ࡼࡧᶆ‽ࡣႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬
㏆ᖺࡢ㑇ఏ་Ꮫࡢ㐍Ṍ๎ࡋࡓ༞๓㑇ఏ་Ꮫᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀୡ⏺ྛᅜ࡛ᶍ⣴ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡓ
࠼ࡤ⡿ᅜࡸⱥᅜ࡛ࡣ㸪ᅜෆࡢே㢮㑇ఏᏛ(Society of Human Genetics)ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚㑇ఏ་
Ꮫᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ㸬
་Ꮫᩍ⫱㸪࠶ࡿ࠸ࡣ་Ꮫయ࠾ࡅࡿ㑇ఏ་Ꮫࡢ⨨࡙ࡅࡣᅜࡼࡗ࡚ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡾ㸪ࢃࡀ
ᅜ࠾࠸࡚ࡣ㑇ఏ་Ꮫ㸪≉⮫ᗋ㑇ఏ་Ꮫ≉ࡋࡓㅮᗙࢆ᭷ࡍࡿ་Ꮫ㒊࣭་⛉Ꮫࡣࡈࡃᑡᩘ
㐣ࡂ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࢃࡀᅜ࡛ࡣ༞๓་Ꮫᩍ⫱࠾࠸࡚ಟᚓࡍࡁᇶᮏⓗ㡯ࢆࡲ
ࡵࡓᩍ⫱ෆᐜ࢞ࢻࣛࣥࡋ࡚ࠕ་Ꮫᩍ⫱ࣔࢹ࣭ࣝࢥ࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ㸦ࢥ࢝ࣜ㸧ࡀ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࢥ࡛࢝ࣜྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㑇ఏ་Ꮫࡢෆᐜࡣᇶ♏་Ꮫⓗෆᐜࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸪
⮫ᗋ㑇ఏ་Ꮫⓗෆᐜࡣ༑ศࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡛ࡣ㸪༑ศ࡞㑇ఏ་Ꮫ㸪≉
⮫ᗋ㑇ఏ་Ꮫࡢ▱㆑ࡀ༑ศ࡞ࡲࡲ་ᖌ࡞ࡿᏛ⏕ࡀ⏕ࡲࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬
㑇ఏ㛵ࡍࡿṇ☜࡞▱㆑ࡣࡍ࡚ࡢ་⒪⪅ᚲせࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪་Ꮫᩍ⫱ࡢ୰࡛⮫ᗋ㑇
ఏ་Ꮫࢆ࠺⨨࡙ࡅ㸪ᩍ⫱ࡋ࡚࠸ࡃࡁ㸪᪩ᛴ࡞య⣔࡙ࡃࡾࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ
ࢇࡀࡳ㸪᪥ᮏ་Ꮫ㸪ᅜ㑇ఏᏊ་⒪㒊㛛㐃⤡㆟㸪᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ࠾ࡼࡧ᪥ᮏ㑇ఏ࢝࢘ࣥ
ࢭࣜࣥࢢᏛࡣ㸪ࢃࡀᅜࡢࡍ࡚ࡢ་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡀ㸪༞ᴗࡲ࡛ಟᚓࡍࡁ㑇ఏ་Ꮫ࣭㑇ఏ་⒪ࡢ
ෆᐜࢆࡲࡵࡓࠕ་Ꮫ㒊༞๓㑇ఏ་Ꮫᩍ⫱ ࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࢆᥦ♧ࡍࡿࡇࡋࡓ㸬ᅜ
ࡢ་Ꮫ㒊࣭་⛉Ꮫ࠾࠸࡚ࡣ㸪ᮏ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆཧ⪃㸪༞๓㑇ఏ་Ꮫᩍ⫱ࢆᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃ
ࡇࢆᮇᚅࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᮏ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᥦ♧ࡋࡓෆᐜࡣ㸪ࢥ࢝ࣜࡢᚋࡢᨵゞᫎࡉࡏ࡚
࠸ࡃࡇࡀᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

᪥ᮏ་Ꮫ
ᅜ㑇ఏᏊ་⒪㒊㛛㐃⤡㆟
᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ
᪥ᮏ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᏛ

2

- 159 -

ࠕ་Ꮫ㒊༞๓㑇ఏ་Ꮫᩍ⫱ ࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࡢෆᐜ
ࠕ་Ꮫ㒊༞๓㑇ఏ་Ꮫᩍ⫱ ࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࡣ㸪㸯㸬㑇ఏ་Ꮫࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
㸰㸬ᐙ⣔ᅗࡢ᭩ࡁ᪉ ࡢ 2 㒊ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ㸬
㸯㸬㑇ఏ་Ꮫࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
㸯㸬㑇ఏ་Ꮫࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ㸪་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡀಟᚓࡍࡁෆᐜࢆ୍⯡┠ᶆ㸪฿㐩┠ᶆ
ࡼࡗ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬యࡣࡁࡃ 3 ࡘࡢෆᐜศࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸬
ࠕ
㸦㸯㸧ࢤࣀ࣒㑇ఏᏊࠖࡣಶయ࠾ࡅࡿࢤࣀ࣒㸪㑇ఏᏊ㸪ᰁⰍయ➼ࡢ⣽⬊㑇ఏᏛⓗ࡞ࡽࡧ
⏕Ꮫⓗෆᐜࢆグ㍕ࡋ࡚࠾ࡾ㸪࠾ࡶᇶ♏་Ꮫᩍ⫱ࡢ୰࡛ᒚಟࡍࡿࡇࡀᐃࡉࢀࡿ㸬ࡇࡇ♧
ࡋࡓෆᐜࡢ㒊ศࡣ㸪ᖹᡂ 22 ᖺᗘᨵゞ∧ࢥ࢝ࣜ࠾࠸࡚ࡶグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㏆ᖺࡢ㑇
ఏ་Ꮫ࠾࠸࡚࢚ࣆࢪ࢙ࢿࢸࢡࢫࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡾ㸪⮫ᗋࡶ┤⤖ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ㸪ࡲࡓ࣑
ࢺࢥࣥࢻࣜ㑇ఏᏊࡘ࠸࡚ࡣ⌧⾜ࡢࢥ࡛࢝ࣜࡣᝈࡢࡳࡀグ㍕ࡉࢀ㸪ṇᖖࡢ࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ
㑇ఏᏊࡢ≉ᛶࡢ⌮ゎࡀ༑ศ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡇࡽ᪂ࡓ㡯┠ࢆ㏣ຍࡋࡓ㸬
ࠕ
㸦㸰㸧ࢤࣀ࣒ࡢከᵝᛶᝈࠖࡣ㸪ࢤࣀ࣒ࡢከᵝᛶࢆࡶಶయࡢከᵝᛶࡀᏑᅾࡋ㸪ࡑࡢ୍
ഃ㠃ࡋ࡚ᝈࡀ࠶ࡿ࠸࠺㐃⥆ⓗ࡞ࡽ࠼᪉ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬⌧⾜ࡢ
ࢥ࡛࢝ࣜࡇࡢෆᐜ᭱ࡶ㏆࠸ࡢࡣ㸪C ་Ꮫ୍⯡㸭㸲ᅉែ㸭㸦㸯㸧㑇ఏᏊ␗ᖖᝈ࣭Ⓨ
⏕Ⓨ㐩␗ᖖ ࡢ㡯࡛࠶ࡿࡀ㸪㑇ఏᏊࡢከᵝᛶ㸪ಶయࡢከᵝᛶࡀࠕṇᖖࠖᑐࠕ␗ᖖࠖ࠸࠺㡯ᑐ
❧ⓗ࡞ᵓᅗ࡛ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡁࡽ࠸ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪⌧⾜ࡢࢥ࢝ࣜࡢ฿㐩┠ᶆࡰྠᵝ
ࡢෆᐜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪฿㐩┠ᶆࡢ⾲⌧ࢆᚲせᛂࡌ࡚ಟṇࡋࡓ㸬ࡲࡓ⸆⌮㑇ఏᏛⓗ▱㆑ࡣ⮫ᗋ⌧ሙ
࠾࠸࡚ᚋ㔜せᗘࢆቑࡍ⪃࠼ࡽࢀ㸪᪂ࡓ࡞㡯┠ࡋ࡚グ㍕ࡋࡓ㸬
ࠕ
㸦㸱㸧⮫ᗋ࠾ࡅࡿ㑇ఏሗࡢά⏝ࠖࡣ㸪⌧ᅾࡢࢃࡀᅜࡢ་Ꮫᩍ⫱࠾࠸࡚᫂ࡽ㊊ࡋ
࡚࠸ࡿ㡿ᇦ࡛࠶ࡾ㸪⌧⾜ࡢࢥ࡛࢝ࣜࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸬㑇ఏሗࢆⓗ☜㞟ࡋ㸪㑇ఏ
ሗࡢ≉ᛶࢆ༑ศ⌮ゎࡋࡓୖ࡛㐺ษ࡞་⒪ࡘ࡞ࡆࡿ⬟ຊࡣࡇࢀࡽࡢ⮫ᗋ་ồࡵࡽࢀࡿ
ᚲ㡲㡯࡛࠶ࡿ㸬
㸰㸬ᐙ⣔ᅗࡢ᭩ࡁ᪉
㑇ఏᛶᝈ㝈ࡽࡎ㸪ⓗ☜࡞ᐙ⣔ሗࢆ㞟ࡋ㸪㐺ษゎ㔘ࡍࡿࡇࡣᝈ⪅⮬㌟ࡢデ⒪ࡢࡓ
ࡵࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡣㄽࢆࡲࡓ࡞࠸ࡀ㸪⌧⾜ࡢࢥ࡛࢝ࣜࡣᐙ⣔ᅗࢆ㐺ษసᡂࡍࡿ⬟
ຊࡣ฿㐩┠ᶆࡋ࡚ồࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡲࡓࢃࡀᅜࡢ⮫ᗋ⌧ሙ࠾࠸࡚ࡣ㸪⊂⮬ࡢグྕࡸᵝᘧ
ࡼࡿᐙ⣔ᅗグ㍕ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺⌧≧ࡀ࠶ࡿ㸬ඹ㏻ࡢ࣮ࣝࣝᇶ࡙࡞࠸ᐙ⣔ᅗࡸᐙ⣔ሗ
ࡣ㸪ㄗࡗࡓሗࡋ࡚ඹ᭷ࡉࢀ㸪ᝈ⪅ࡸ⾑⦕⪅ࡢ┈ࢆᣍࡃ༴㝤ࡶ࠶ࡿ㸬
ࡇࡇ࡛ࡣᐙ⣔ᅗ࠾ࡼࡧᐙ⣔ሗࡽఱࢆㄞࡳྲྀࡿࡁ㸪ࡲࡓᐙ⣔ᅗࡢᇶᮏⓗ࡞グྕࡢグ㍕
ἲࡘ࠸࡚♧ࡋࡓ㸬

3
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㸯㸬㑇ఏ་Ꮫࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ

୍⯡┠ᶆ

㑇ఏᏊࡽࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢὶࢀࡶ࡙࠸࡚⏕⌧㇟ࢆᏛࡧ㸪㑇ఏᏊᕤᏛࡢᡭἲᛂ⏝
ࡸࣄࢺࢤࣀ࣒ࡢゎᯒ㸪ࢤࣀ࣒ࡢከᵝᛶᇶ࡙ࡃಶయࡢከᵝᛶࢆ⌮ゎࡍࡿ㸬㑇ఏᏊኚ␗࣭
ᰁⰍయ␗ᖖᝈࡢⓎ⏕ࡢ㛵㐃ࢆ⌮ゎࡍࡿ㸬

㡯┠

฿㐩┠ᶆ

࣮࣮࢟࣡ࢻ

ᖹᡂ 22 ᖺᗘᨵゞࢥ࢝ࣜ

㸦㸯㸧
ࢤࣀ࣒㑇
ఏᏊ

1) ⣽⬊࿘ᮇ㸪⣽⬊ศ㸪㑇ఏᏊ
ᰁⰍయࡢ㛵ಀࢆㄝ࡛᫂ࡁ
ࡿ㸬

య⣽⬊ศ㸪ῶᩘศ


C-1-(2) ⣽⬊ศࡢ㐣⛬ࢆᅗ♧ࡋ㸪ㄝ᫂
࡛ࡁࡿ㸬
C-1-(2) ⣽⬊࿘ᮇࡢྛ㐣⛬㸪࿘ᮇࡢㄪ⠇
ࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿ㸬
C-1-(2) ῶᩘศࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
C-1-(2) 㑇ఏⓗከᵝᛶࢆῶᩘศࡢ㐣
⛬ࡽㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
C-2-(1) ⣽⬊ศࡘ࠸࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
C-2-(1) ⣽⬊࿘ᮇࡢྛᮇࡑࡢㄪ⠇ࢆ
ᴫㄝ࡛ࡁࡿ㸬
C-2-(1) ῶᩘศࡢ㐣⛬ࡑࡢព⩏ࢆ
ㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
C-2-(6) 㑇ఏᏊᰁⰍయࡢᵓ㐀ࢆㄝ᫂
࡛ࡁࡿ㸬
C-2-(6) ࢤࣀ࣒㑇ఏᏊࡢ㛵ಀࡀㄝ᫂
࡛ࡁࡿ㸬

2) ࢤࣀ࣒㑇ఏᏊࡢ㛵ಀࡀㄝ
࡛᫂ࡁࡿ㸬
3) ᰁⰍయࡢᵓ㐀ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬 Ⓨ⏕Ꮫࡢᇶᮏ㸪ῶᩘ
ศ㸪య⣽⬊ศ㸪
㌿ᗙ

4) DNA ࡢྜᡂ㸪」〇ᦆയ㸪ಟ
ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬

ᨺᑕ⥺㸪⣸እ⥺㸪ά
ᛶ㓟⣲

5) DNA ࡽ RNA ࢆ⤒࡚ࢱࣥࣃࢡ
㉁ྜᡂ⮳ࡿ㑇ఏሗࡢኚ
㐣⛬ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬

6) ࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮㸪㌿ᅉᏊ㸪ࢡ
࣐ࣟࢳࣥᵓ㐀ࡼࡿ㑇ఏᏊ
Ⓨ⌧ࡢㄪ⠇ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
7) ࢚ࣆࢪ࢙ࢿࢸࢡࢫࡢᴫᛕ
ࡘ࠸࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
8) ࣑ࢺࢥࣥࢻࣜࢤࣀ࣒ࡢ≉
ᚩࡀㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
9) 㑇ఏᏊゎᯒᢏ⾡ࡢᴫせࢆㄝ
࡛᫂ࡁࡿ㸬

C-1-(2) ᰁⰍయࢆᴫㄝࡋ㸪ῶᩘศ࠾
ࡅࡿᰁⰍయࡢᣲືࢆㄝ࡛᫂ࡁ
ࡿ㸬
C-1-(2) ᛶᰁⰍయࡼࡿᛶࡢỴᐃక
ᛶ㑇ఏࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
C-1-(2) DNA ࡢ」〇㐣⛬ಟᶵᵓࢆㄝ
࡛᫂ࡁࡿ㸬
C-2-(6) DNA ࡢྜᡂ㸪」〇ಟࢆㄝ᫂
࡛ࡁࡿ㸬
C-3-(3) ᨺᑕ⥺ࡢ㑇ఏᏊ㸪⣽⬊ࡢస⏝
ᨺᑕ⥺ࡼࡿ⣽⬊Ṛࡢᶵᗎ㸪
ᒁᡤⓗ࣭㌟ⓗ㞀ᐖࢆㄝ࡛᫂ࡁ
ࡿ㸬
C-1-(2) ࢭࣥࢺࣛࣝࢻࢢ࣐ࢆㄝ࡛᫂ࡁ
ࡿ㸬
C-1-(2) ㌿⩻ヂࡢ㐣⛬ࢆㄝ࡛᫂ࡁ
ࡿ㸬
C-2-(6) DNA ࡽ RNA ࢆ⤒࡚⺮ⓑ㉁ྜᡂ
⮳ࡿ㑇ఏሗࡢኚ㐣⛬ࢆ
ㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
C-2-(6) ࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮㸪㌿ᅉᏊ➼ࡼ
ࡿ㑇ఏᏊⓎ⌧ࡢㄪ⠇ࢆㄝ࡛᫂
ࡁࡿ㸬

࣓ࢳࣝ㸪ࣄࢫࢺࣥ
ಟ㣭

C-2-(6) PCR ࡢཎ⌮ࡑࡢ᪉ἲࢆㄝ࡛᫂
ࡁࡿ㸬

4
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㸦㸰㸧
ࢤࣀ࣒ࡢከ
ᵝᛶᝈ

1) ࢤࣀ࣒ࡢከᵝᛶࡢศᏊᶵᵓ
ࡘ࠸࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
2) ࢤࣀ࣒ࡢከᵝᛶᇶ࡙ࡃಶ
యࡢከᵝᛶࡘ࠸࡚ㄝ࡛᫂
ࡁࡿ㸬
3) 㑇ఏせᅉ⎔ቃせᅉࡢ㛵㐃
ࡘ࠸࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
4) ⏕Ṫ⣽⬊⣔ิኚ␗య⣽⬊
ኚ␗ࡢ┦㐪Ⅼࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
5) Mendel(࣓ࣥࢹࣝ)㑇ఏࡢ 3 ࡘ
ࡢᵝᘧࢆㄝ࡛᫂ࡁ㸪௦⾲ⓗ࡞
㑇ఏᛶᝈࢆิᣲ࡛ࡁࡿ㸬
6) 㠀࣓ࣥࢹࣝ㑇ఏࡢᙧᘧࢆ
ࡿ࡞ᝈࡘ࠸࡚ࡑࡢᶵ
ᗎࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿ㸬
7) ᰁⰍయ␗ᖖࡼࡿᝈࡢ୰
࡛࡞ࡶࡢࢆᣲࡆ㸪ᴫㄝ࡛ࡁ
ࡿ㸬
8) ከᅉᏊ㑇ఏࡼࡿᝈ࣭య㉁
ࢆิᣲࡋ㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆㄝ࡛᫂
ࡁࡿ㸬
9) ⸆ࡢ᭷ຠᛶࡸᏳᛶࢤࣀ
࣒ࡢከᵝᛶࡢ㛵ಀࢆᴫㄝ
࡛ࡁࡿ㸬
10) 㞟ᅋ㑇ఏᏛࡢᇶ♏ࡘ࠸࡚
ᴫㄝ࡛ࡁࡿ

㸦㸱㸧
⮫ᗋ࠾ࡅ
ࡿ㑇ఏሗ
ࡢά⏝

1) ᐙ⣔ᅗࢆసᡂ࡛ࡁࡿ㸬

SNP㸪VNTR㸪CNV ࡞
㑇ఏᆺ⾲⌧ᆺ

Ⓨ⏕␗ᖖ㸪ከᅉᏊ
ᝈ

C-4-(1) ಶయࡢⓎ㐩␗ᖖ࠾ࡅࡿ㑇ఏ
ᅉᏊ⎔ቃᅉᏊࡢ㛵ಀࢆᴫㄝ
࡛ࡁࡿ㸬
⭘⒆㑇ఏᏛ㸪⸆⌮㑇 C-4-(1) ⬇<⏕Ṫ>⣽⬊య⣽⬊㸪ࡑࢀࡒ
ఏᏛ㸪ࣔࢨࢡ
ࢀ࠾ࡅࡿ㑇ఏᏊ␗ᖖࡀᘬࡁ
㉳ࡇࡍᝈࡢ┦㐪Ⅼࢆㄝ࡛᫂
ࡁࡿ㸬
࣓ࣥࢹࣝ㑇ఏࡢἲ๎ C-1-(2) Mendel(࣓ࣥࢹࣝ)ࡢἲ๎ࢆㄝ
࡛᫂ࡁࡿ㸬
ࢆࡍせᅉ:ᾐ㏱⋡㸪
ࢺࣜࣉࣞࢵࢺࣜࣆ࣮ C-4-(1) Mendel(࣓ࣥࢹࣝ)㑇ఏࡢ 3 ࡘࡢ
ᵝᘧࢆㄝ࡛᫂ࡁ㸪௦⾲ⓗ࡞㑇ఏ
ࢺ㸪ᾐ㏱ᗘ㸪⾲⌧ᗘ㸪
ᝈࢆิᣲ࡛ࡁࡿ㸬
⾲⌧ಁ㐍
࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ㑇ఏ C-4-(1) ࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ㑇ఏᏊࡢኚ␗
ࡼࡿᝈࢆ♧࡛ࡁࡿ㸬
Ꮚኚ␗ẕ⣔㑇ఏ㸪
࢚ࣆࢪ࢙ࢿࢸࢵࢡ
࡞ᶵᗎࡼࡿᝈ
ᩘⓗ␗ᖖ㸪ᵓ㐀␗ᖖ C-4-(1) ᰁⰍయ␗ᖖࡼࡿᝈࡢ୰࡛
࡞ࡶࡢࢆᣲࡆ㸪ᴫㄝ࡛ࡁࡿ㸬
㑇ఏᏊከᆺ㸪ᝈឤ
ཷᛶ㑇ఏᏊ

C-4-(1) ከᅉᏊ㑇ఏࡀᅉ࡞ࡿᝈ
ࢆิᣲࡋ㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆㄝ࡛᫂ࡁ
ࡿ㸬

⸆⌮㑇ఏᏛ

ὀ㸸
F-2-(1) ⸆≀⒪ࡢᇶᮏཎ⌮ ࡣ⸆
⌮㑇ఏᏛ㛵ࡍࡿ㡯┠࡞ࡋ

Hardy-Weinberg㸦ࣁ
࣮ࢹ࣮-࣡ࣥࣂ
࣮ࢢ㸧ࡢἲ๎
ᐙ⣔ᅗࡢゎ㔘㸪
Bayes㸦࣋ࢬ㸧ࡢᐃ
⌮㸪ࣜࢫࢡホ౯

ὀ㸸
F-2-(2) ⮫ᗋ᳨ᰝ ࡣ㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ
㛵ࡍࡿ㡯┠࡞ࡋ

2) 㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡢ┠ⓗព⩏
ࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿ㸬
3) 㑇ఏ་⒪࠾ࡅࡿ⌮ⓗ࣭ἲ
ⓗ࣭♫ⓗ㓄៖ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
࡛ࡁࡿ㸬
4) 㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢព⩏
᪉ἲࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
5) 㑇ఏ་Ꮫ㛵㐃ሗࡢࢡ
ࢭࢫࡀ࡛ࡁࡿ㸬
6) 㑇ఏሗᇶ࡙ࡃ㐺ษ࡞
⒪ἲࡘ࠸࡚ᴫㄝ࡛ࡁࡿ㸬

C-2-(6) ࢤࣀ࣒ゎᯒᇶ࡙ࡃ DNA ࣞ࣋
ࣝࡢಶேᕪࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬

་Ꮫ࢞ࢻࣛ
ࣥ㸪ྛ✀ᣦ㔪
ᚰ⌮࣭♫ⓗᨭ
OMIM㸪GeneTests ࡞
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㸰㸬ᐙ⣔ᅗࡢ᭩ࡁ᪉
ᐙ⣔ᅗࡢグ㍕࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢⅬὀពࡍࡿ㸬
i㸬ᇶᮏⓗ࡞ᐙ⣔ᅗグྕࢆ⌮ゎࡍࡿ㸬
ii㸬ᑡ࡞ࡃࡶ୕ୡ௦ࢃࡓࡾ㸪௨ୗࡢሗࢆྵࡴᐙ᪘Ṕࢆ⫈ྲྀࡍࡿ㸬
ࡲࡎ㸪௨ୗࢆ᫂ࡽࡍࡿ
a.

ᝈ⪅

b.

ሗᥦ౪⪅ ࡇࡢே≀ࡣᝈ⪅࡛࠶ࡿࡇࡶࡑࢀ௨እࡢே㸦ࡓ࠼ࡤぶ㸧ࡢࡇࡶ࠶ࡿ㸬

ḟ࠸࡛௨ୗࡢሗࢆධᡭࡍࡿ
c.

ᝈ⪅ࡢ୍ᗘ㸪ᗘ㸪୕ᗘ㏆ぶ⪅

d.

∗᪉ࡶࡋࡃࡣẕ᪉ᐙ⣔ࡢሗ

e.

⨯ᝈ࠾ࡼࡧ㠀⨯ᝈ⾑⦕⪅

f.

ሗࢆᚓࡓ㸦᭦᪂ࡋࡓ㸧ᖺ᭶᪥

iii㸬ᐙ᪘Ṕࡽ⮫ᗋⓗᚲせ࡞ሗࢆᘬࡁฟࡍ
a.

⏕ᖺ᭶᪥㸪⌧ᅾࡢᖺ㱋

b.

ᚲせ࡛࠶ࢀࡤ᳨ᰝ⤖ᯝࢆྵࡵࡓ㛵㐃ᗣሗ

c.

デ᩿ྡデ᩿ᖺ㱋

d.

Ṛஸᖺ㱋ࡲࡓࡣฟ⏕/Ṛஸᖺ

e.

Ṛᅉ

f.

㏆ぶ፧

g.

ዷፎṔ

h.

ὶ⏘㸪Ṛ⏘㸪Ꮚࡶࡀ࠸࡞࠸ሙྜዷ㑊ዷ*㸪␗ᡤᛶዷፎ*㸪ዷፎ୰⤯*㸪᪩⏘*㸪ዷ
ፎ㧗⾑ᅽ㸪ฟ⾑/Ṇ⾑㞀ᐖ࡞ࡢዷፎྜే㸦㐌ᩘࡢሗࡶྵࡵ࡚㸧*
*ࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡣ⫈ྲྀࡉࢀࡿࡁෆᐜ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᐙ⣔ᅗୖ࡛ࡢグྕ࡛ࡢ⾲グࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬ᚲ
せᛂࡌ࡚ᐙ⣔ᅗୖ㏣グࡋ࡚グ㍕ࡍࡿ㸬

iv㸬ᇶᮏⓗ࡞㑇ఏᵝᘧࢆㄆ㆑ࡍࡿ
a.

༢୍㑇ఏᏊᝈ㸦ᖖᰁⰍయඃᛶ㑇ఏ㸪ᖖᰁⰍయຎᛶ㑇ఏ㸪X 㐃㙐㑇ఏ㸧

b.

࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ㑇ఏᏊኚ␗ࡼࡿᝈ㸦ẕ⣔㑇ఏ㸧

c.

ᰁⰍయ␗ᖖ㸹ᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖ㸪つᶍ࡞Ḟኻ㸪ᵓ㐀␗ᖖ㸦㌿ᗙ࡞㸧

d.

ከᅉᏊᝈ

6
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ゎㄝ
1㸬 ᐙ⣔ᅗࡢᕥഃ࣮࣐ࣟᩘᏐ࡛ୡ௦␒ྕࢆグ㍕ࡍࡿ㸬ಶయ␒ྕࢆୡ௦ࡈཎ๎ࡋ࡚ᕥࡽ
㡰ࣛࣅᩘᏐ࡛ಶయグྕࡢྑୖグ㍕ࡍࡿ㸬ಶேࡣୡ௦␒ྕಶయ␒ྕࡼࡾ㸪I-2㸪
III-4 ࡢࡼ࠺࠶ࡽࢃࡍ㸬
2㸬 ཎ๎ࡋ࡚ኵ፬ࡣኵࢆᕥ㸪ጔࢆྑ᭩ࡃ㸬ྠ⬊ࡣཎ๎ࡋ࡚ᖺ㛗⪅ࢆᕥ᭩ࡃ㸬
3㸬 ᙜヱࡢᝈ↓㛵ಀࡢሙྜ㸪㓄അ⪅ࢆ┬␎ࡋ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸ [㸸ᐙ⣔ᅗ(1) II-4㸪ᐙ⣔ᅗ(2)
II-1] 㸬
4㸬 ኵ፬ࢆ⤖ࡪ፧ጻ⥺ࡢᩳ⥺ࡼࡿ୰᩿ࡣ㞳፧ࢆ⾲ࡍ [ᐙ⣔ᅗ(1) I-1  I-2] 㸬Ꮚࡀ୍᪉ࡢぶ
㣴⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㣴⫱ࡋ࡚࠸࡞࠸ぶࡢഃ୰᩿⥺ࢆධࢀࡿ㸬
5㸬 ṚஸࡋࡓಶேࡣṚᅉࢆၥࢃࡎᩳ⥺ࢆධࢀ࡚⾲グࡍࡿ㸬
6㸬 ᮶ㄯ⪅㸦ࢡ࢚ࣛࣥࢺ㸧࠾ࡼࡧⓎ➃⪅ࢆ♧ࡍ▮༳ࡣᕥୗࡽಶయグྕྥࡗ࡚グ㍕ࡍࡿ㸬
7㸬 㛵㐃ᝈࡢデ᩿ᖺ㱋ࡀࢃࢀࡤグ㍕ࡍࡿ [ᐙ⣔ᅗ(1)]㸬
8㸬 ㏆ぶ፧࠶ࡓࡿኵ፬ࡣ㔜⥺࡛⤖ࡪ [ᐙ⣔ᅗ(2) III-4  III-5]㸬
9㸬 ᐙ⣔ᅗࡢሗࡣ㛫⤒㐣ࡶኚࡋ㸪ᖺ㱋ࡶኚࢃࡿࡢ࡛㸪ᚲࡎసᡂ᪥ࢆグ㍕ࡍࡿ㸬

9

- 166 -

ཧ⪃㈨ᩱ
ᖹᡂ 22 ᖺᗘᨵゞ∧
C

་Ꮫᩍ⫱ࣔࢹ࣭ࣝࢥ࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ

㸦㛵㐃㒊ศࡢᢤ⢋㸧

་Ꮫ୍⯡

㸯 ⏕⌧㇟ࡢ⛉Ꮫ
㸦㸰㸧⏕ࡢ᭱ᑠ༢̺⣽⬊
୍⯡┠ᶆ㸸
⣽⬊ࡢᵓ㐀ࡑࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ࡣࡓࡽࡁࢆᏛࡪ㸬
࠙⣽⬊ࡢ༢ᵓ㐀ࠚ
฿㐩┠ᶆ㸸
1㸧 ⣽⬊ࡢほᐹἲࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
2㸧 ⣽⬊ࡢయീࢆᅗ♧࡛ࡁࡿ㸬
3㸧 ᰾ࣜ࣎ࢯ࣮࣒ࡢᵓ㐀ᶵ⬟ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
4㸧 ᑠ⬊య㸪ࢦࣝࢪయ㸪ࣜࢯࢯ࣮࣒➼ࡢ⣽⬊ෆ⭷⣔ࡢᵓ㐀ᶵ⬟ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
5㸧 ࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ㸪ⴥ⥳యࡢᵓ㐀ᶵ⬟ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
6㸧 ⣽⬊㦵᱁ࡢ✀㢮ࡑࡢᵓ㐀ᶵ⬟ࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿ㸬
7㸧 ⣽⬊⭷ࡢᵓ㐀ᶵ⬟㸪⣽⬊ྠኈࡢ᥋╔⤖ྜᵝᘧࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
8㸧 ཎ᰾⣽⬊┿᰾⣽⬊ࡢ≉ᚩࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
࠙⣽⬊ෆࡢ௦ㅰ⣽⬊྾ࠚ
฿㐩┠ᶆ㸸
1㸧 㓝⣲ࡢᵓ㐀㸪ᶵ⬟௦ㅰㄪ⠇㸦ᚊ㏿ẁ㝵㸪ࣟࢫࢸࣜࢵࢡຠᯝ㸧ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
2㸧 ATP ࡢຍỈศゎࡼࡾ⮬⏤࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀᨺฟࡉࢀࡿࡇࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
3㸧 ゎ⢾㸪TCA ᅇ㊰㸪㟁Ꮚఏ㐩⣔㸪㓟ⓗࣜࣥ㓟ࡼࡿ ATP ࡢ⏘⏕ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
࠙⣽⬊࿘ᮇࠚ
฿㐩┠ᶆ㸸
1㸧 ⣽⬊ศࡢ㐣⛬ࢆᅗ♧ࡋ㸪ㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
2㸧 ⣽⬊࿘ᮇࡢྛ㐣⛬㸪࿘ᮇࡢㄪ⠇ࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿ㸬
࠙ῶᩘศࠚ
฿㐩┠ᶆ㸸
1㸧 ῶᩘศࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
2㸧 㑇ఏⓗከᵝᛶࢆῶᩘศࡢ㐣⛬ࡽㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
࠙㑇ఏᏊᰁⰍయࠚ
฿㐩┠ᶆ㸸
1㸧 Mendel㸦࣓ࣥࢹࣝ㸧ࡢἲ๎ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
2㸧 㑇ఏᏊᆺ⾲⌧ᆺࡢ㛵ಀࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
3㸧 ᰁⰍయࢆᴫㄝࡋ㸪ῶᩘศ࠾ࡅࡿᰁⰍయࡢᣲືࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
4㸧 ᛶᰁⰍయࡼࡿᛶࡢỴᐃకᛶ㑇ఏࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
࠙DNA ⺮ⓑ㉁ࠚ
฿㐩┠ᶆ㸸
1㸧 DNA ࡢ」〇㐣⛬ಟᶵᵓࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
2㸧 ࢭࣥࢺࣛࣝࢻࢢ࣐ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
3㸧 ㌿⩻ヂࡢ㐣⛬ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬

㸰 ಶయࡢᵓᡂᶵ⬟
㸦㸯㸧⣽⬊ࡢᵓᡂᶵ⬟
୍⯡┠ᶆ㸸
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⣽⬊ࡢᚤ⣽ᵓ㐀ᶵ⬟ࢆ⌮ゎࡍࡿ㸬
࠙⣽⬊⭷ࠚ
࠙⣽⬊㦵᱁⣽⬊㐠ືࠚ
␎
࠙⣽⬊ࡢቑṪࠚ
฿㐩┠ᶆ㸸
1㸧 ⣽⬊ศࡘ࠸࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
2㸧 ⣽⬊࿘ᮇࡢྛᮇࡑࡢㄪ⠇ࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿ㸬
3㸧 ῶᩘศࡢ㐣⛬ࢆࡑࡢព⩏ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬

㸦㸴㸧㑇ఏ㑇ఏᏊ
୍⯡┠ᶆ㸸
㑇ఏᏊࡽ⺮ⓑ㉁ࡢὶࢀᇶ࡙࠸࡚⏕⌧㇟ࢆᏛࡧ㸪㑇ఏᏊᕤᏛࡢᡭἲᛂ⏝ࡸࣄࢺࢤࣀ࣒ࡢゎᯒࢆ⌮ゎࡍ
ࡿ㸬
฿㐩┠ᶆ
1㸧 㑇ఏᏊᰁⰍయࡢᵓ㐀ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
2㸧 ࢤࣀ࣒㑇ఏᏊࡢ㛵ಀࡀㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
3㸧 DNA ࡢྜᡂ㸪」〇ಟࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
4㸧 DNA ࡽ RNA ࢆ⤒࡚⺮ⓑ㉁ྜᡂ⮳ࡿ㑇ఏሗࡢኚ㐣⛬ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
5㸧 ࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮㸪㌿ᅉᏊ➼ࡼࡿ㑇ఏᏊⓎ⌧ࡢㄪ⠇ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
6㸧 PCR ࡢཎ⌮ࡑࡢ᪉ἲࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿ㸬
7㸧 ࢤࣀ࣒ゎᯒᇶ࡙ࡃ DNA ࣞ࣋ࣝࡢಶேᕪࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬

㸱

ಶయࡢᛂ
␎

㸲 ᅉែ
㸦㸯㸧㑇ఏᏊ␗ᖖᝈ࣭Ⓨ⏕Ⓨ㐩␗ᖖ
୍⯡┠ᶆ㸸
㑇ఏᏊ࣭ᰁⰍయ␗ᖖⓎ⏕Ⓨ㐩␗ᖖࡸᝈࡢⓎ⏕ࡢ㛵㐃ࢆ⌮ゎࡍࡿ㸬
฿㐩┠ᶆ㸸
1㸧 ⬇<⏕Ṫ>⣽⬊య⣽⬊㸪ࡑࢀࡒࢀ࠾ࡅࡿ㑇ఏᏊ␗ᖖࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍᝈࡢ┦㐪Ⅼࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
2㸧 Mendel㸦࣓ࣥࢹࣝ㸧㑇ఏࡢ 3 ࡘࡢᵝᘧࢆㄝ᫂ࡋ㸪௦⾲ⓗ࡞㑇ఏᛶᝈࢆิᣲ࡛ࡁࡿ㸬
3㸧 ከᅉᏊ㑇ఏࡀᅉ࡞ࡿᝈࢆิᣲࡋ㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬
4㸧 ᰁⰍయ␗ᖖࡼࡿᝈࡢ୰࡛࡞ࡶࡢࢆᣲࡆ㸪ᴫㄝ࡛ࡁࡿ㸬
5㸧 ಶయࡢⓎ㐩␗ᖖ࠾ࡅࡿ㑇ఏᅉᏊ⎔ቃᅉᏊࡢ㛵ಀࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿ㸬
6㸧 ࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ㑇ఏᏊࡢኚ␗ࡼࡿᝈࢆ♧࡛ࡁࡿ㸬

G
㸯

⮫ᗋᐇ⩦
デ⒪ࡢᇶᮏ

୍⯡┠ᶆ㸸
ᝈ⪅ሗࡢ㞟㸪グ㘓㸪デ᩿㸪⒪ィ⏬ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ㸬
࠙་⒪㠃᥋ࠚ
฿㐩┠ᶆ㸸
1㸧 㐺ษ࡞㌟ࡔࡋ࡞ࡳ㸪ゝⴥ㐵࠸㸪♩ṇࡋ࠸ែᗘ࡛ᝈ⪅᥋ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸬
2㸧 ་⒪㠃᥋࠾ࡅࡿᇶᮏⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏἲࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸬
3㸧 Ṕ㸦ッ㸪⌧Ṕ㸪᪤ Ṕ㸪ᐙ᪘Ṕ㸪♫Ṕ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࣞࣅ࣮ࣗ㸧ࢆ⫈ࡁྲྀࡾ㸪ሗࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡋᩚ⌮
࡛ࡁࡿ㸬
4㸧 デᐹ࡛ᚓࡓᡤぢ㸪デ᩿㸪ᚲせ࡞᳨ᰝࢆㄝ᫂㸪ሗ࿌࡛ࡁࡿ㸬

11
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資料 3
ᖹᡂ 25 ᖺ 3 ᭶ 9 ᪥

ࠕẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࠖࡘ࠸࡚ࡢඹྠኌ᫂

♫ ᅋ ἲ ே ᪥ ᮏ ་ ᖌ 
 㛗 ᶓ⩏Ṋ
᪥ ᮏ ་ Ꮫ 
 㛗 㧘ஂྐ㯢
බ┈♫ᅋἲே ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫ
⌮㛗 ᑠす㑳⏕
බ┈♫ᅋἲே ᪥ᮏ⏘፬ே⛉་
 㛗 ᮌୗஅ
୍⯡♫ᅋἲே ᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ
⌮㛗 ⚟ᔱ⩏ග


ࠕẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎࡢ࣓ࢹሗ㐨ࢆዎᶵ
ᅜẸࡽࡁ࡞㛵ᚰࡀᐤࡏࡽࢀࠊ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫࡢ୰᳨ウጤဨࡀタ⨨ࡉࢀࡲࡋࡓࠋྠጤဨ
ࡣࠊ᪥ᮏᑠඣ⛉Ꮫࡽࡢጤဨࠊ᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛࡽࡢጤဨࠊ࠾ࡼࡧἲᏛ࣭⌮ࡢᑓ㛛ᐙࡶጤ
ဨࡋ࡚ຍࢃࡾࠊ᭷㆑⪅ࡽࡢពぢ⫈ྲྀࢆ⾜࠺ࡶࠊබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡼࡾᗈࡃ୍⯡ࡽࡢព
ぢ⫈ྲྀࡶ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ་ᖌ࠾ࡼࡧ᪥ᮏ་Ꮫ࡛ࡶᮏ᳨ᰝ㛵ࡍࡿ㆟ࡀࡶࡓࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆ⤒࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫࡣࠕẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓
㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࠖᣦ㔪㸦㸧ࢆᥦ♧ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢᣦ㔪㸦㸧ࡣ㸪ࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺࡋ࡚ࠊ
㏻ࢆ㉸࠼ࡿ㈗㔜࡞ࡈពぢࡀᐤࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢࡈពぢࡶྲྀࡾධࢀࠊᖹ
ᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊࠕẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࠖᣦ㔪ࢆ☜ᐃࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡓࡧࠊ᪥ᮏ་ᖌࠊ᪥ᮏ་Ꮫࠊ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫࠊ᪥ᮏ⏘፬ே⛉་࠾ࡼࡧ᪥ᮏே㢮㑇ఏ
Ꮫࡣࠊ
ࠕẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࠖࡘ࠸࡚ඹྠࡋ࡚ୗグࡢ᪉㔪࡛⮫ࡴࡇ࠸ࡓ
ࡋࡲࡋࡓࠋ

㸯㸬 ᮏ᳨ᰝࡣ⌮ⓗ⪃៖ࡉࢀࡿࡁⅬࡢ࠶ࡿࡇࠊヨᩱࢆศᯒࡍࡿ᳨ᰝ♫ࡀᮍࡔᅜෆࡣ࡞࠸ࡇ
ࠊࢃࡀᅜ⊂⮬ࡢゎᯒ⤒㦂ࢹ࣮ࢱࡢ✚ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡞ࡽࠊࡑࡢᐇࡣࠊࡲࡎ⮫ᗋ◊✲
ࡋ࡚ࠊㄆᐃ࣭Ⓩ㘓ࡉࢀࡓタ࠾࠸࡚ៅ㔜㛤ጞࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊཌ⏕ປ
ാ┬ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢᐃࡵࡿࠕࣄࢺࢤࣀ࣒࣭㑇ఏᏊゎᯒ◊✲㛵ࡍࡿ⌮ᣦ㔪ࠖࠊ࠾ࡼࡧ᪥ᮏ་Ꮫࡢ
ࠕ་⒪࠾ࡅࡿ㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ࣭デ᩿㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖ๎ࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬 ᮏ᳨ᰝࢆᐇࡍࡿタࡢㄆᐃ࣭Ⓩ㘓ࡣࠊ᪥ᮏ་Ꮫ⮫ᗋ㒊㐠Ⴀጤဨࠕ㑇ఏᏊ࣭ᗣ࣭♫᳨ࠖ
ウጤဨࡢୗタ⨨ࡍࡿࠕẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࠖタㄆᐃ࣭Ⓩ㘓㒊࡛⾜࠺ࠋᮏ㒊
ࡣࠊ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫࠊ᪥ᮏᑠඣ⛉Ꮫࠊ᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛࡽࡢጤဨ࠾ࡼࡧἲᏛ࣭⌮ࡢᑓ
㛛ᐙ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ

㸱㸬 ᚋࠊฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡣࠊᅇࡢࡼ࠺࡞ᖖᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖ㛵ࡍࡿ᳨ᰝ௨እࡶ✀ࠎࡢ㑇
ఏᏛⓗ᳨ᰝࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᳨ᰝࢆ⏝࠸ࡓฟ⏕๓デ᩿࡛ࡣࠊ༑ศ࡞㑇ఏ
࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡀ⾜ࢃࢀࡿయไࡢᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ⚾ࡓࡕࡣࠊࢃࡀᅜ࠾ࡅࡿ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥ
ࢢయไࡢࡼࡾ୍ᒙࡢᬑཬᐇࡢࡓࡵດຊࡍࡿᡤᏑ࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬 ᪥ᮏ་ᖌࠊ᪥ᮏ་Ꮫࠊ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫࠊ᪥ᮏ⏘፬ே⛉་ࠊ᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛࡢဨ௨እ
ࡢࠊᏛ⾡ᅋయࠊ་Ꮫ◊✲ᶵ㛵ࠊ་⒪ᶵ㛵ࠊ⮫ᗋ᳨ᰝ♫ࠊ㑇ఏᏊゎᯒタࠊ㑇ఏᏊゎᯒࡢ௰♫ࠊ
ᗣ㛵㐃ᴗࠊ࣐ࢫ࣓ࢹ࡞ࡶࠊᮏᣦ㔪ࡢ⪃࠼᪉ࢆᑛ㔜ࡍࡿࡼ࠺ࡧࡅࡿࠋ
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資料 4
ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ㛵ࡍࡿᣦ㔪
බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫ⌮ጤဨ
ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ㛵ࡍࡿ᳨ウጤဨ

I ࡣࡌࡵ
 ་Ꮫࡢ㐍Ṍక࠸ࠊฟ⏕๓Ꮚᐑෆࡢ⫾ඣࡢ≧ែࢆデ᩿ࡍࡿฟ⏕๓デ᩿ᢏ⾡ࡀྥୖࡋ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋ୍㒊ࡢᝈࡘ࠸࡚ࡣࠊฟ⏕๓デ᩿ࢆࡶฟ⏕๓Ꮚᐑෆࡢ⫾ඣᑐࡋ࡚ࠊ
ࡲࡓࡣฟ⏕ᚋ᪩ᮇࡢ᪂⏕ඣᑐࡋ࡚⒪ࡍࡿࡇࡶྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ
⒪ࡢᑐ㇟࡞ࡽ࡞࠸ඛኳⓗ࡞␗ᖖࡘ࠸࡚ࡣࠊฟ⏕๓デ᩿ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ㞀ᐖࡀண
ࡉࢀࡿ⫾ඣࡢฟ⏕ࢆ㝖ࡋࠊࡘ࠸ࡣ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ⏕ࡁࡿᶒࡢᑛ㔜ࢆྰᐃࡍࡿ
ࡇࡘ࡞ࡀࡿࡢᠱᛕࡀ࠶ࡿࠋ
 ⌧ᅾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿฟ⏕๓ࡢデ᩿ᢏ⾡ࡣࠊ㉸㡢Ἴ᳨ᰝࠊ⤧ẟ᳨ᰝࠊ⨺Ỉ᳨ᰝࠊẕయ⾑Ύ
᳨࣐࣮࣮࢝ᰝ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺ࡞ࡗ࡚ࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡀ㛤
Ⓨࡉࢀࠊᾏእ࡛ᬑཬࡋጞࡵ࡚࠾ࡾࠊ⡿ᅜ࠾࠸࡚ࡣᑐ㇟ࢆ㝈ᐃࡋࡓ⮫ᗋᐇࡀጞࡲࡗࡓࠋ
ẕయ⾑ࢆ᥇ྲྀࡍࡿࡢࡳ࡛ࠊዷ፬ࡢ㌟యⓗࣜࢫࢡ࡞ࡃ⾜ࢃࢀࡿࡇࡢ᳨ᰝࡣࠊࡑࡢ⡆౽ࡉ
ࡽ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡶᐜ᫆ᬑཬࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀணࡉࢀࡿࠋ
 ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡣࠊẕయ⾑₢୰Ꮡᅾࡍࡿ⫾ඣ⏤᮶ࡢ cell-free
DNA ࢆẕయ⏤᮶ࡢ DNA ᩿∦ࡶ⥙⨶ⓗࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫࡍࡿࡇࡼࡾྛᰁⰍయ⏤
᮶ࡍࡿ DNA ᩿∦ࡢ㔞ࡢᕪ␗ࢆồࡵ࡚ࡑࢀࡽࡢẚ㍑ࡽࠊ⫾ඣࡢᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖࡢデ᩿
⤖ࡧࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡼࡿデ᩿
ࡢᑐ㇟࡞ࡿࡢࡣࠊᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾᬑཬࡋ࡚࠸ࡿᢏ⾡ࡣࠊᰁⰍయࡢ࠺ࡕࡢ
≉ᐃࡢᰁⰍయ㸦13 ␒ࠊ18 ␒ࠊ21 ␒㸧ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ 3 ࡘࡢᰁⰍయࡢᩘⓗ␗
ᖖࡣࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡼࡾデ᩿ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ⒪ࡘ
࡞ࡀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ⡆౽ࡉࢆ⌮⏤ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡀᗈ
ࡃᬑཬࡍࡿࠊᰁⰍయᩘⓗ␗ᖖ⫾ඣࡢฟ⏕ࡢ㝖ࠊࡉࡽࡣᰁⰍయᩘⓗ␗ᖖࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ
⏕ࡢྰᐃࡘ࡞ࡀࡾࡡ࡞࠸ࠋ
 ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡀ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡶ⾜ࢃࢀ࠺ࡿ≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
⌧ᅾࠊࡇࡢ᳨ᰝࡢၥ㢟Ⅼ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠾ࡃࡇࡣࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ
⏘⛉፬ே⛉Ꮫ࡛ࡣ⌮ጤဨෆẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ㛵ࡍࡿ᳨
ウጤဨࢆタࡅࠊࡉࡲࡊࡲ࡞どⅬࡽࡢ㆟ㄽࢆ⾜࠸ࠊࠕẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛ
ⓗ᳨ᰝ㛵ࡍࡿᣦ㔪ࠖࢆࡲࡵࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿࠋ
࡞࠾ᮏᣦ㔪࡛ᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࠕẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࠖࡣࠊ13 ␒ࠊ
18 ␒ࠊ21 ␒ࡢ 3 ࡘࡢᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖࢆ᳨ฟࡍࡿ㠀☜ᐃⓗ᳨ᰝࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᛶᰁⰍయࡢ
ᩘⓗ␗ᖖࢆ᳨ฟࡍࡿࡓࡵࡢ⾑ᾮࡼࡿ㠀☜ᐃⓗ᳨ᰝࡶ⮫ᗋᐇࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᅇࡢ᳨ウࡢᑐ㇟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᛶᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖ᳨ฟࡢࡓࡵࡢ᳨ᰝࡢᣦ㔪⟇ᐃࡣ
ู㏵᳨ウࢆせࡍࡿࠋ
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II ᳨ウࡢ⤒⦋
ᚑ᮶ࠊ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫࡣࠊฟ⏕๓⾜ࢃࢀࡿ᪂ࡓ࡞᳨ᰝᢏ⾡ࡀ⮫ᗋᛂ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡿࡓࡧࠊࡑࢀࡽࡢ᪂ᢏ⾡㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡸ㐺⏝ἲࢆࠕぢゎࠖࡋ࡚ဨᥦ♧ࡋ࡚
ࡁࡓࠋ⌧ᅾࡣࠊࠕฟ⏕๓⾜ࢃࢀࡿ᳨ᰝ࠾ࡼࡧデ᩿㛵ࡍࡿぢゎࠖࡋ࡚ᖹᡂ 23 ᖺ 6 ᭶
ᨵᐃࡉࢀࡓࡶࡢࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㡿ᇦࡢᢏ⾡ࡣ㐍Ṍࡀⴭࡋࡃࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ
࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡘ࠸࡚ࡶࠊ᪤ࡇࡢ᳨ᰝἲ㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆࠕฟ⏕๓⾜ࢃࢀࡿ
᳨ᰝ࠾ࡼࡧデ᩿㛵ࡍࡿぢゎࠖྲྀࡾධࢀࡿࡼ࠺ࠕぢゎࠖࡢࡉࡽ࡞ࡿᨵᐃࢆ┠ᣦࡋ࡚ᖹ
ᡂ 24 ᖺึ㢌ࡽᏛෆ᳨࡛ウࢆጞࡵ࡚࠸ࡓࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᖹᡂ 24 ᖺ 8
᭶ᮎࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡀ᪥ᮏᅜෆ࡛㛤ጞࡉࢀࡿࡢሗ㐨ࡀ࡞ࡉ
ࢀࡿཬࡧࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ฟ⏕๓᳨ᰝࡀ࠶ࡿ୰ࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ
ࡘ࠸࡚ࡶᏛࡋ࡚࡞ࢇࡽࡢᣦ㔪ࢆ♧ࡍࡇࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ
ࠕẕయ⾑ࢆ⏝
࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ㛵ࡍࡿ᳨ウጤဨࠖࡀタ⨨ࡉࢀࠊ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ᮏጤဨࡣࠊ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫ⌮ጤဨࡢ୰タ⨨ࡉࢀࠊ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫࠊ᪥
ᮏᑠඣ⛉Ꮫࠊ᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛࠊἲᏛ࣭⏕⌮ศ㔝ࡽࡢᑓ㛛ᐙࡀጤဨࡋ࡚ຍࢃࡾࠊ
⤌⧊ࡉࢀࡓࠋጤဨ࡛ࡣࠊᮏጤဨࢆᵓᡂࡍࡿጤဨࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊጤဨእࡢ᭷㆑⪅ࡶ㝶
ฟᖍࢆồࡵពぢࢆ⫈ྲྀࡋ㆟ㄽࢆ㔜ࡡࡓࠋฟᖍࢆồࡵࡓጤဨእࡢ᭷㆑⪅ࡣࠊ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉
Ꮫฟ⏕๓デ᩿ぢゎᨵᐃ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉጤဨ㛗ࠊNIPT ⮫ᗋ◊✲௦⾲⪅ࠊ᪥ᮏ་ᖌࠊ
㑇ఏ┳ㆤᏛศ㔝ࠊ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢศ㔝ࠊἲᏛ࣭་⒪⌮Ꮫศ㔝ࠊ᪥ᮏࢲ࢘ࣥ༠
ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࠊࡉࡽᣦ㔪ࢆබ⾲ࡋ࡚ࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺࢆ
ồࡵࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗈࡃ୍⯡ࡽࡢពぢࢆᣦ㔪⟇ᐃࡢཧ⪃ࡋࡓࠋ
㸦4 ᅇࡢጤဨࠊ࠾ࡼ
ࡧබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ᪥⛬ࠊࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺ㞟ᮇ㛫ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋጤဨ㸸
ᖹᡂ 24 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥ࠊ11 ᭶ 1 ᪥ࠊ12 ᭶ 7 ᪥ࠊᖹᡂ 25 ᖺ 2 ᭶ 4 ᪥㸹බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸸ᖹ
ᡂ 24 ᖺ 11 ᭶ 13 ᪥㸹ࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺ㞟㸸ᖹᡂ 24 ᖺ 12 ᭶ 17 ᪥㹼ᖹᡂ 25 ᖺ 1 ᭶ 21
᪥㸧
ࡇࡢࡓࡧࡲࡵࡓᣦ㔪ࡣࠊୖグࡢ 4 ᅇࡢጤဨࠊබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ࠾ࡼࡧࣃࣈࣜࢵࢡ
ࢥ࣓ࣥࢺࡽᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ

III ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡢၥ㢟Ⅼ
㸦1㸧 ዷ፬ࡀ༑ศ࡞ㄆ㆑ࢆᣢࡓࡎ᳨ᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࠋ
 ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡣࠊዷ፬ࡽࡢ᥇⾑ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡁࢃࡵ࡚⡆౽ᐇ࡛ࡁࡿࡇࡽࠊ᳨ᰝ㛵ࡍࡿ༑ศ࡞ㄝ᫂ࡀ་⒪⪅ࡽ♧ࡉࢀࡎࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊዷ፬ࡀࡑࡢ᳨ᰝࡢព⩏ࠊ᳨ᰝ⤖ᯝࡢゎ㔘ࡘ࠸࡚༑ศ࡞ㄆ㆑ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡲࡲ᳨
ᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᳨ᰝ⤖ᯝࡼࡗ࡚ዷ፬ࡀືᦂ࣭ΰࡋࠊ᳨ᰝ⤖ᯝ
ࡘ࠸࡚෭㟼ุ᩿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㸦2㸧 ᳨ᰝ⤖ᯝࡢព⩏ࡘ࠸࡚ዷ፬ࡀㄗゎࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡇࠋ
 ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡣࠊẕయ⾑୰ࡢ DNA ᩿∦ࡢ㔞ࡢẚࡽࠊ⫾ඣ
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ࡀ 13 ␒ࠊ18 ␒ࠊ21 ␒ᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖࢆࡶࡘྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ࡇࢆ♧ࡍ㠀☜ᐃⓗ᳨ᰝ࡛࠶
ࡿࠋデ᩿ࢆ☜ᐃࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊࡉࡽ⨺Ỉ᳨ᰝ➼ࡼࡿᰁⰍయศᯒࢆ⾜࠺ࡇࡀᚲせ
࡞ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊᚑ᮶ࡢẕయ⾑Ύ᳨࣐࣮࣮࢝ᰝᮏ㉁ⓗኚࢃࡿࡇࢁࡣ࡞࠸ࠋẕయ⾑ࢆ
⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢឤᗘࡀẕయ⾑Ύ᳨࣐࣮࣮࢝ᰝẚ㍑ࡋ
࡚㧗࠸ࡓࡵࠊ⿕᳨⪅࡛࠶ࡿዷ፬ࡀᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ☜ᐃⓗ࡞ࡶࡢㄗゎࡋࠊࡑࡢㄗゎᇶ
࡙࠸ࡓุ᩿ࢆୗࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㸦3㸧 ⫾ඣࡢᝈࡢⓎぢࢆ┠ⓗࡋࡓ࣐ࢫࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨ᰝࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶
ࡿࡇࠋ
 ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡣࠊዷ፬ࡽᑡ㔞ࡢ⾑ᾮࢆ᥇ྲྀࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ
⡆౽ࡉࡢࡓࡵࠊ་⒪⪅ࡣᐜ᳨᫆ᰝࡢᐇࢆ⪃៖ࡋ࠺ࡿࠋࡲࡓ᳨ᰝࡢ⡆౽ࡉࡺ࠼ዷ፬ࡶ᳨
ᰝࢆཷࡅࡿࡇࢆᕼᮃࡋࡸࡍ࠸≧ἣ࡞ࡾ࠺ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ≉ᐃከᩘࡢዷ፬ࢆᑐ㇟⫾
ඣࡢᝈࡢⓎぢࢆ┠ⓗࡋࡓ࣐ࢫࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨ᰝࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

IV ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝᑐࡍࡿᇶᮏⓗ⪃࠼᪉
 ་⒪ࡢᐇ㊶࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊཷ⒪⪅ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ሗࢆᥦ౪ࡋ༑ศ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼
࡛ࠊཷ⒪⪅ࡀࡑࡢデ⒪⾜ⅭࢆཷࡅࡿྰࢆỴᐃࡍࡿࡇࡀཎ๎࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺デ⒪
⾜Ⅽࡣデ᩿⮳ࡿࡓࡵࡢデᐹ⾜Ⅽࠊ᳨ᰝࠊデ᩿ࢆཷࡅ࡚ࡢ⒪⾜Ⅽࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡣࠊࡇࡢཎ๎๎ࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࡁデ
⒪⾜Ⅽྵࡲࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡋࡋࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡣࠊ๓
❶㸦1㸧㏙ࡓࡼ࠺ࠊࡑࡢ⡆౽ࡉࡽዷ፬ࡀࡑࡢព⩏ࠊ᳨ᰝ⤖ᯝࡢゎ㔘ࡘ࠸࡚༑ศ࡞
ㄆ㆑ࢆᣢࡓࡎ᳨ᰝࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊཷ⒪⪅ࡀ᳨ᰝࡘ࠸࡚ࡢ㐺ษ࡞ሗࢆ๓
༑ศ࡞ㄝ᫂ࡶཷࡅࡿ࠸࠺ཎ๎ࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡞࠸࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ
⫾ඣᑐࡋ࡚ฟ⏕๓⾜ࢃࢀࡿ㑇ఏᏛⓗ࡞᳨ᰝ࣭デ᩿ࡣࠊࡑࡢ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶ⤖ᯝࡽ
ᑟࢀࡿ♫ⓗᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡍࡿࠊ⮫ᗋ㑇ఏᏛࡢ▱㆑ࢆഛ࠼ࡓᑓ㛛་ࡀሗᥦ౪ㄝ᫂
࠶ࡓࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ㐣ཤẕయ⾑Ύ࣐࣮࣮࢝ࡼࡿฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡀࢃࡀᅜ࠾࠸࡚
ᐇࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㝿ࠊཌ⏕⛉Ꮫᑂ㆟ඛ➃་⒪ᢏ⾡ホ౯㒊ࡢẕయ⾑Ύ࣐࣮࣮࢝
㛵ࡍࡿぢゎ㸦ᖹᡂ 11 ᖺ 6 ᭶㸧ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ୰࡛ࠊẕయ⾑Ύ᳨࣐࣮࣮࢝ᰝࡢព⩏ࡢ
ㄝ᫂㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢ㔜せᛶࡀᣦࡉࢀࠊ᳨ᰝࡢ๓ᚋ᳨ᰝࡢព⩏ࡢㄝ᫂㑇ఏ࢝
࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ༑ศ⾜࠺ࡼ࠺㓄៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ᳨ᰝࢆៅ㔜ᐇࡍࡿࡼ࠺ὀពࡀႏ㉳ࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ༑ศ࡞㓄៖ࡢୗẕయ⾑Ύ᳨࣐࣮࣮࢝ᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑
ࡉࢀࠊៅ㔜ᐇࡉࢀࡿ᪉ྥ㐍ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡣ࠸࠺ࡶࡢࡢࠊ⏘፬ே⛉་⒪ࡢ⌧ሙࢆぢ
Ώࡍࠊ⌧ᅾ࠾࠸࡚ࡶࠊ⮫ᗋ㑇ఏᏛࡢ▱㆑ࢆഛ࠼ࡓᑓ㛛་ࡀデ᩿๓ᚋ᳨ᰝࡢㄝ᫂㑇
ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ⾜࠺ጼໃࡀᚭᗏࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⌧≧࡛ࡣẕయ⾑
ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆ⾜࠺๓᳨ᰝࡘ࠸࡚ࡢ༑ศ࡞ㄝ᫂㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ
ࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊዷ፬㐺ษ࡞ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊ᳨ᰝ⾜
ᚋࡑࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ዷ፬ࡀ㐺ṇ࡞ุ᩿ࢆ࡞ࡋ࠺ࡿࡼ࠺࡞㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ
ࡶయไࡢഛࡀ࠶ࡿ≧ἣゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ๓❶㸦2㸧㏙ࡓ᳨ᰝ⤖ᯝᑐࡍࡿዷ፬
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ࡢㄗゎࡸࡑࡢㄗゎᇶ࡙࠸ࡓุ᩿ࡢྍ⬟ᛶࡣᡶᣔࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆᚲせࡍࡿዷ፬ᑐࡋ࡚⮫ᗋ㑇ఏᏛࡢ▱㆑ࢆഛ࠼ࡓ
ᑓ㛛་ࡀ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ㐺ษ⾜࠺యไࡀᩚ࠺ࡲ࡛ࡣࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕
๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆࢃࡀᅜ࠾࠸࡚ᗈࡃ୍⯡⏘፬ே⛉⮫ᗋᑟධࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㑇
ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ㐺ษ⾜࠺యไࡀᩚࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊᮏ᳨ᰝࢆ⾜࠺ᑐ㇟ࡣᐈほⓗ࡞⌮⏤
ࢆ᭷ࡍࡿዷ፬㝈ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ≉ᐃከᩘࡢዷ፬ࢆᑐ㇟ࡋࡓ࣐ࢫࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡋ
࡚ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆ⾜࠺ࡢࡣཝៅࡴࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᾏእࠊ≉⡿ᅜ࠾࠸࡚ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡀᛴ
㏿ᬑཬࡋࡘࡘ࠶ࡿ⌧≧ࠊ࠾ࡼࡧࡇࡢ᳨ᰝࡢ⡆౽ࡉࢆ⪃៖ࡍࡿࠊ⌧ᅾࡢ≧ἣ࡛ࡣࠊ㐺ษ
࡞㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡀ⾜ࢃࢀࡎ᳨ᰝࡀ⾜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࠊࡁࢃࡵ
࡚៧៖ࡉࢀࡿែࢆᣍࡁࡡ࡞࠸ࠋ
ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆࢃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡶཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
㢪࠺ពぢࡢ୰ࡣࠊ㠃ⓗ⮬⏤ࡋࠊࡍ࡚ࡢዷ፬ࡀࡑࡢ⮬⏤࡞ពᛮࡼࡗ࡚ཷࡅ
ࡽࢀࡿࡼ࠺ᕼᮃࡍࡿពぢࡢࠊᚑ᮶⨺Ỉ᳨ᰝ➼ࡢくࢆక࠺ᡭᢏࡼࡿᰁⰍయศᯒ
ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞ࠊᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖࡢ⫾ඣࢆฟ⏘ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ዷ፬ࡀࠊ⨺Ỉ᳨ᰝ
➼ࡢ๓ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆཷࡅࡿࡇࡼࡾࠊくࢆక࠺᳨ᰝ
ࢆᅇ㑊࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡇࢆㄽᣐࡍࡿពぢࡶ࠶ࡿࠋࡓࡋࡇࡢࡼ࠺࡞ዷ፬ẕయ
⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆᐇࡋࠊ㝜ᛶࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓሙྜࠊࡑࡢⓗ୰⋡
ࡀ㧗࠸ࡓࡵࠊ⫾ඣࡀᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖࢆ᭷ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣࡁࢃࡵ࡚ప࠸ࡇࢆពࡍࡿࠋ
ࡑࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡶࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡀ㠀☜ᐃⓗ᳨ᰝ࡛࠶ࡿࡇ
ࢆ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ㏻ࡌ࡚ዷ፬ㄝ᫂ࡋࠊዷ፬ࡢṇࡋ࠸⌮ゎࢆᚓࡿࡇࡀࡁࢃࡵ࡚
㔜せ࡛࠶ࡿࡇኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ㚷ࡳࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡣࠊ༑ศ࡞㑇ఏ࢝࢘
ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᥦ౪ࡀྍ⬟࡞㝈ࡽࢀࡓタ࠾࠸࡚ࠊ㝈ᐃⓗ⾜ࢃࢀࡿࡵࡿࡁ࡛࠶
ࡿࠋᐇྍ⬟࡞タࡋ࡚ഛ࠼ࡿࡁせ௳ࠊᑐ㇟࡞ࡿዷ፬ࡢᇶ‽ࠊᐇࡉࢀࡿࡁ㑇ఏ
࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢෆᐜࠊࡘ࠸࡚ࡣ➨ V ❶グ㍕ࡍࡿࠋ

V ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆ⾜࠺ሙྜồࡵࡽࢀࡿせ௳ࠋ
V-1 ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆ⾜࠺タࡀഛ࠼ࡿࡁせ௳ࠋ
㸯㸬

ฟ⏕๓デ᩿ࠊࡃ 13 ␒ࠊ18 ␒ࠊ21 ␒ᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖࡘ࠸࡚ࠊ⮬↛ྐࡸ

ᨭయไࢆྵࡵࡓ༑ศ࡞▱㆑࠾ࡼࡧ㇏ᐩ࡞デ⒪⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⏘፬ே⛉་ᖌ㸦⏘፬ே⛉
ᑓ㛛་*1㸧ࠊฟ⏕๓デ᩿ࠊࡃ 13 ␒ࠊ18 ␒ࠊ21 ␒ᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖࡘ࠸࡚ࠊ
⮬↛ྐࡸᨭయไࢆྵࡵࡓ༑ศ࡞▱㆑࠾ࡼࡧ㇏ᐩ࡞デ⒪⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿᑠඣ⛉་ᖌ㸦ᑠ
ඣ⛉ᑓ㛛་*2㸧ࡀࡶᖖົࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆせࡋࠊ་ᖌ௨እࡢㄆᐃ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣛ
࣮*3 ࡲࡓࡣ㑇ఏ┳ㆤᑓ㛛⫋ࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋୖグࡢ⏘፬ே⛉་ᖌ㸦⏘፬
ே⛉ᑓ㛛་*1㸧ࡣ⮫ᗋ㑇ఏᑓ㛛་*4 ࡛࠶ࡿࡇࡀᮃࡲࡋࡃࠊୖグࡢᑠඣ⛉་ᖌ㸦ᑠඣ⛉
ᑓ㛛་*2㸧ࡣ⮫ᗋ㑇ఏᑓ㛛་*4 ࡲࡓࡣ࿘⏘ᮇ㸦᪂⏕ඣ㸧ᑓ㛛་*5 ࡛࠶ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
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ୖグࡢ⏘፬ே⛉་ᖌ㸦⏘፬ே⛉ᑓ㛛་*1㸧ࠊᑠඣ⛉་ᖌ㸦ᑠඣ⛉ᑓ㛛་*2㸧ࡢᑡ࡞ࡃࡶ
୍᪉ࡣ⮫ᗋ㑇ఏᑓ㛛་*4 ࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡇࢆせࡍࡿࠋ
*1 බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫㄆᐃ⏘፬ே⛉ᑓ㛛་
*2 බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏᑠඣ⛉Ꮫㄆᐃᑠඣ⛉ᑓ㛛་
*3 ᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ࣭᪥ᮏ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᏛㄆᐃ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ
*4 ᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛ࣭᪥ᮏ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᏛㄆᐃ⮫ᗋ㑇ఏᑓ㛛་
*5 ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ࿘⏘ᮇ࣭᪂⏕ඣ་Ꮫ࿘⏘ᮇ㸦᪂⏕ඣ㸧ᑓ㛛་  

㸰㸬㑇ఏ㛵ࡍࡿᑓ㛛እ᮶ࢆタ⨨ࡋࠊ㸯㡯㏙ࡓ⏘፬ே⛉་ᖌᑠඣ⛉་ᖌ㸦࠾ࡼࡧㄆ
ᐃ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡲࡓࡣ㑇ఏ┳ㆤᑓ㛛⫋㸧ࡀ༠ຊࡋ࡚デ⒪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࠋ
㸱㸬᳨ᰝࢆᕼᮃࡍࡿዷ፬ᑐࡍࡿ᳨ᰝ⾜๓ࡢ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ᳨ᰝ⾜ᚋ⤖ᯝࢆ
ㄝ᫂ࡍࡿ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢ࠸ࡎࢀࡘ࠸࡚ࡶࠊ༑ศ࡞㛫ࢆࡗ࡚⾜࠺యไࡀᩚ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊ᳨ᰝ⾜๓ᚋࡢ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡣࠊ1 㡯࡛ᣲࡆࡓᑓ㛛⫋ࡢࡍ
࡚ࡀ┤᥋㛵ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓ᳨ᰝ⾜๓ࡢ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡽ᳨ᰝࡢᐇ
ࡲ࡛ࡣࠊ⿕᳨ዷ፬⮬㌟ࡀ᳨ᰝཷ᳨ࡢせྰࡘ࠸࡚༑ศ⪃៖ࡍࡿ㛫ࢆࡶࡘࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࡇࠋ
㸲㸬᳨ᰝ⾜ᚋࡢዷፎ⤒㐣ࡢほᐹࢆ⮬タ࠾࠸࡚⥆ࡅࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸳㸬⤧ẟ᳨ᰝࡸ⨺Ỉ᳨ᰝ࡞ࡢくࢆక࠺⫾ඣᰁⰍయ᳨ᰝࢆࠊዷ፬ࡢពྥᛂࡌ࡚㐺ษ
⾜ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸴㸬ዷ፬ࡀくࢆక࠺⫾ඣᰁⰍయ᳨ᰝࢆཷࡅࡓᚋࡶࠊዷ፬ࡢࡑࡢᚋࡢุ᩿ᑐࡋ࡚ᨭࡋࠊ
㐺ษ࡞࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿࡇࠋ
㸵㸬ฟ⏕ᚋࡢ་⒪ࡸࢣࢆᐇ࡛ࡁࡿࠊࡲࡓࡣࡑࡢࡼ࠺࡞タᐦ㐃ᦠࡍࡿయไࢆ᭷ࡍ
ࡿࡇࠋ
  

V-2 ᑐ㇟࡞ࡿዷ፬ࠋ
ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆཷࡅࡿࡇࢆᕼᮃࡍࡿዷ፬ࡢ࠺ࡕࠊḟࡢ㸯㹼
㸳ࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⪅ࡍࡿࠋ
㸯㸬

⫾ඣ㉸㡢Ἴ᳨ᰝ࡛ࠊ⫾ඣࡀᰁⰍయᩘⓗ␗ᖖࢆ᭷ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ⪅ࠋ

㸰㸬

ẕయ⾑Ύ᳨࣐࣮࣮࢝ᰝ࡛ࠊ⫾ඣࡀᰁⰍయᩘⓗ␗ᖖࢆ᭷ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ⪅ࠋ

㸱㸬

ᰁⰍయᩘⓗ␗ᖖࢆ᭷ࡍࡿඣࢆዷፎࡋࡓ᪤ ࡢ࠶ࡿ⪅ࠋ

㸲㸬

㧗㱋ዷፎࡢ⪅ࠋ

㸳㸬

୧ぶࡢ࠸ࡎࢀࡀᆒ⾮ᆺࣟࣂ࣮ࢺࢯࣥ㌿ᗙࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡚ࠊ⫾ඣࡀ 13 ࢺࣜࢯ࣑࣮ࡲ

ࡓࡣ 21 ࢺࣜࢯ࣑࣮࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿ⪅ࠋ
V-3 ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆ⾜࠺๓་ᖌࡀዷ፬࠾ࡼࡧࡑࡢ㓄അ⪅㸦
ᐇୖ፧ጻ㛵ಀྠᵝࡢ࠶ࡿ⪅ࢆྵࡴ㸧ࠊ࠾ࡼࡧሙྜࡼࡗ࡚ࡣࡢᐙ᪘ㄝ᫂ࡋࠊ⌮
ゎࢆᚓࡿࡁࡇࠋ
㸦㸯㸧ฟ⏕ඣࡀඛኳⓗ᭷ࡍࡿ㞀ᐖࡸᖹᆒࡽࡢ೫ࡾ㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ㄝ᫂ࠋ
㸯㸬⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿᏊࡶࡣㄡ࡛ࡶඛኳ␗ᖖ࡞ࡢ㞀ᐖࢆࡶࡘྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢྍ⬟ᛶࡣ
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ࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸰㸬㞀ᐖࡣࠊࡑࡢᏊࡶࢆேⓗࡳࡓሙྜࡢಶᛶࡢ୍ഃ㠃࡛ࡋ࡞ࡃࠊ㞀ᐖ࠸࠺ഃ㠃
ࡔࡅࡽᏊࡶࢆࡳࡿࡢࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸱㸬㞀ᐖࡸᖹᆒࡽࡢ೫ࡾࢆࡶࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓሙྜ࡛ࡶࠊࡑࡢᡂ㛗Ⓨ㐩ࡣಶேࡼࡗ࡚ࡉࡲ
ࡊࡲ࡛࠶ࡾ୍ᵝ࡛࡞࠸ࡇࠋ
㸲㸬㞀ᐖࡢ᭷↓ࡸࡑࡢ⛬ᗘࠊᮏே࠾ࡼࡧᐙ᪘ࡀᖾᖾ࠸࠺ࡇࡢ㛫ࡣࠊࢇ
㛵㐃ࡣ࡞࠸ࡇࠋ
㸳㸬⏕ࡲࢀࡿ๓ཎᅉࡢᏑᅾࡍࡿඛኳⓗ࡞㞀ᐖࡸᖹᆒࡽࡢ೫ࡾࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᚋኳⓗ࡞㞀
ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࡇࠋ
㸦㸰㸧ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡢᑐ㇟࡞ࡿᰁⰍయ␗ᖖ㸦13 ␒ࠊ18 ␒ࠊ
21 ␒ࡢᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖ㸧㛵ࡍࡿ᭱᪂ࡢሗ㸦⮬↛ྐࢆྵࡴ㸧ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࠋ
㸯㸬ࡇࢀࡽࡢᰁⰍయ␗ᖖࡢ≉ᚩ࠾ࡼࡧ≧ࠋ
㸰㸬ࡇࢀࡽࡢᰁⰍయ␗ᖖࢆࡶࡗ࡚ฟ⏕ࡋࡓᏊࡶᑐࡍࡿ་⒪ࡢ⌧≧ࠋ
㸱㸬ࡇࢀࡽࡢᰁⰍయ␗ᖖࡣࠊฟ⏕ᚋࡢ⤒㐣ࡀ୍ᵝ࡛࡞ࡃࠊಶேᕪࡀࡁ࠸ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ฟ
⏕ᚋࡢ⏕άࡣಶேࡼࡾࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸲㸬ࡇࢀࡽࡢᰁⰍయ␗ᖖࡸྜేࡢ⒪ࡢྍ⬟ᛶ࠾ࡼࡧᨭⓗ࡞ࢣࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚ࡢㄝ
᫂ࠋ
㸦㸱㸧ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡢ⨨࡙ࡅࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࠋ
㸯㸬ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡢᑐ㇟࡞ࡿዷ፬ࡣࠊᚑ᮶くࢆక࠺᳨ᰝ
㸦⨺Ỉ᳨ᰝࡸ⤧ẟ᳨ᰝ㸧ࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡓዷ፬࡛࠶ࡾࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇
ఏᏛⓗ᳨ᰝࡀ࣐ࢫࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࠋ
㸰㸬くࢆక࠺᳨ᰝ࡛デ᩿ࡉࢀࡿᰁⰍయ␗ᖖࡢ 60㹼70%ࡀᩘⓗ␗ᖖ࡛࠶ࡿࡀࠊẕయ⾑ࢆ⏝
࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡀᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᰁⰍయᩘⓗ␗ᖖࡢ࠺ࡕࡢ 3 ࡘࡢᰁ
Ⰽయ㸦13 ␒ࠊ18 ␒ࠊ21 ␒ࡢᰁⰍయ㸧㝈ࡽࢀࡿࡇࠋ
㸱㸬ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡣࠊᰁⰍయᩘⓗ␗ᖖ௨እࡢḟࡢࡼ࠺࡞␗ᖖ
ࡣᑐ㇟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࠋᆒ⾮ᆺ㌿ᗙࠊᚤ⣽Ḟኻ࡞ࡢᵓ㐀␗ᖖࠋᚤᑠ࡛ࡶ㔜せ࡞ᩘⓗ␗
ᖖࠊ⫾ඣࡢᰁⰍయࣔࢨࢡࠋ⫾ඣ㑇ఏᛶᝈࠋ⫾┙ᛶࣔࢨࢡࠋ
㸲㸬ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡣࠊ≉ᐃࡢᰁⰍయ㸦13 ␒ࠊ18 ␒ࠊ21 ␒ࡢ
ᰁⰍయ㸧ࡢᩘⓗ␗ᖖࡢデ᩿ࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᰁⰍయࡢᩘⓗ␗ᖖ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ
ࢆ♧ࡍ㠀☜ᐃⓗ᳨ᰝ࡛࠶ࡾࠊ᳨ᰝࢆཷࡅࡿࡇࡼࡾ☜ᐃⓗデ᩿฿㐩ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࡇࠋ
㸳㸬≉ᐃࡢᰁⰍయ㸦13 ␒ࠊ18 ␒ࠊ21 ␒ࡢᰁⰍయ㸧ࡢᩘⓗ␗ᖖࡢデ᩿ࡢ☜ᐃࡣࠊくࢆ
క࠺᳨ᰝ㸦⤧ẟ᳨ᰝࡲࡓࡣ⨺Ỉ᳨ᰝ㸧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸴㸬ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࠊᑐ㇟࡞ࡿᰁⰍయ␗ᖖ㉳ᅉ
ࡍࡿᝈࡢ⒪ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇࠋ
㸦㸲㸧ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡢ⤖ᯝࡢゎ㔘ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࠋ
㸯㸬᳨ᰝࡀ㝜ᛶࡢሙྜࡣࠊᑐ㇟ࡍࡿᰁⰍయ␗ᖖࡢࡳࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡣࡁࢃࡵ࡚ప࠸ࡀࠊ㸮
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࡛ࡣ࡞ࡃࠊഇ㝜ᛶ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡇࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᑐ㇟ࡍࡿᰁⰍయ␗ᖖࡀ࡞࠸
ࡇࢆ☜ᐃࡉࡏࡿࡇࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࠋ
㸰㸬᳨ᰝࡀ㝧ᛶࡢሙྜࡣࠊᑐ㇟ࡍࡿᰁⰍయ␗ᖖࡢࡳࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࡀࠊഇ㝧ᛶ
ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡇࠋ㝧ᛶ㐺୰⋡ࡣ๓☜⋡ࡼࡾ␗࡞ࡿࡇࠋ☜ᐃデ᩿ࢆࡍࡿࡣࠊくࢆ
క࠺᳨ᰝ㸦⤧ẟ᳨ᰝࡲࡓࡣ⨺Ỉ᳨ᰝ㸧ࡀᚲせ࡞ࡿࡇࠋ
㸱㸬⤖ᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢẕయ⾑ࡢ᳨ᰝࡣពࡀ࡞࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠋ
㸲㸬᳨ᰝ⤖ᯝࡀุᐃಖ␃(Not Reportable)࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇࠋ
㸦㸳㸧ḟࡢẁ㝵ࡢ㑅ᢥ⫥࡞ࡾ࠺ࡿくࢆక࠺᳨ᰝࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࠋ
㸯㸬ᑐ㇟ࡍࡿᰁⰍయ␗ᖖࡢ᭷↓ࢆ☜ᐃࡉࡏࡿࡓࡵ✸่ࡼࡿ⨺Ỉ᥇ྲྀ࡛⨺Ỉ୰⫾ඣ⏤
᮶⣽⬊ࡢᰁⰍయ᳨ᰝ㸦⨺Ỉ᳨ᰝ㸧ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊ300 ศࡢ 1 ࡢ☜⋡࡛ὶ⏘ࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡢ
࠶ࡿࡇࠋ
㸰㸬⨺Ỉ᳨ᰝࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࠊᰁⰍయ␗ᖖ㉳ᅉࡍࡿᝈࡢ⒪ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇࠋ
㸦㸴㸧௨ୖࡢ㡯ࢆཱྀ㢌ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩥ᭩ࢆΏࡋ࡚༑ศㄝ᫂ࡋࠊ⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡓࡇࢆ
☜ㄆࡋࡓ࠶ࠊ᳨ᰝࢆཷࡅࡿࡇࡘ࠸࡚ᩥ᭩ࡼࡿྠពࢆᚓ࡚ࠊࡑࡢྠពᩥ᭩ࢆಖ⟶
ࡍࡿࠋ
㸦㸵㸧㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆཷࡅ࡞࠸
㑅ᢥࢆࡋࡓዷ፬ᑐࡋࠊࡑࡢዷ፬ࡢせㄳ࠶ࡿሙྜࡣࠊዷፎࡢ⤊ࡲ࡛㑇ఏ㛵ࡍࡿ┦ㄯ
ᛂࡌࡿࠋ
V-4 ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ་ᖌࡀዷ፬࠾ࡼࡧࡑࡢ㓄അ⪅
㸦ᐇୖ፧ጻ㛵ಀྠᵝࡢ࠶ࡿ⪅ࢆྵࡴ㸧ㄝ᫂ࡋࠊ⌮ゎࢆᚓࡿࡁࡇࠋ
㸦㸯㸧ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡢ⤖ᯝࡢゎ㔘ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࠋ
㸯㸬⤖ᯝࡀ㝜ᛶࡢሙྜࠊᑐ㇟ࡍࡿᰁⰍయ␗ᖖࡢࡳࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡣࡁࢃࡵ࡚ప࠸ࡀࠊ㸮࡛
ࡣ࡞ࡃࠊഇ㝜ᛶ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡇࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᑐ㇟ࡍࡿᰁⰍయ␗ᖖࡀ࡞࠸ࡇ
ࢆ☜ᐃࡉࡏࡿࡇࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࠋ
㸰㸬⤖ᯝࡀ㝧ᛶࡢሙྜࠊᑐ㇟ࡍࡿᰁⰍయ␗ᖖࡢࡳࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࡀࠊഇ㝧ᛶࡀ
࠶ࡾ࠺ࡿࡇࠋ㝧ᛶ㐺୰⋡ࡣ๓☜⋡ࡼࡾ␗࡞ࡿࡇࠋ☜ᐃデ᩿ࢆࡍࡿࡣࠊくࢆక
࠺᳨ᰝ㸦⤧ẟ᳨ᰝࡲࡓࡣ⨺Ỉ᳨ᰝ㸧ࡀᚲせ࡞ࡿࡇࠋ
㸱㸬㝜ᛶࡲࡓࡣ㝧ᛶฟࡓ⤖ᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢ᳨ᰝࡣពࡀ࡞࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠋ
㸲㸬⤖ᯝࡀุᐃಖ␃(Not Reportable)ࡢሙྜࠊ⾑ᾮ୰ࡢ⫾ඣ⏤᮶ DNA ⃰ᗘࡀప࠸ࡇࡀ⌮
⏤࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡇࠋࡑࡢሙྜࠊ᳨ᰝࢆ⾜࠺ࡇࠊࡲࡓࡣࠊくࢆక࠺᳨ᰝࢆ⾜
࠺ࡇࡀ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸦㸰㸧
㸦㸯㸧ࡢࠊᚲせᛂࡌ᳨࡚ᰝ๓ㄝ᫂ࡋࡓ㡯┠㸦V-3㸧ࡢࠊ
㸦㸯㸧
ࠊ
㸦㸰㸧
ࠊ
㸦㸱㸧ࠊ
㸦㸳㸧
ࡘ࠸࡚ࠊዷ፬࠾ࡼࡧࡑࡢ㓄അ⪅㸦ᐇୖ፧ጻ㛵ಀྠᵝࡢ࠶ࡿ⪅ࢆྵࡴ㸧ࡢ⌮ゎ
ࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
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㸦㸱㸧☜ᐃデ᩿ࡋ࡚ࡢくࢆక࠺᳨ᰝ㸦⤧ẟ᳨ᰝࡲࡓࡣ⨺Ỉ᳨ᰝ㸧ࢆཷࡅࡿࠊࡲࡓࡣ
ཷࡅ࡞࠸ࡢ᪉㔪Ỵᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊ༑ศ࡞㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢୗ࡛ࡢዷ፬࠾ࡼࡧࡑࡢ㓄അ
⪅㸦ᐇୖ፧ጻ㛵ಀྠᵝࡢ࠶ࡿ⪅ࢆྵࡴ㸧ࡼࡿỴᐃࢆᑛ㔜ࡍࡿࠋ
㸦㸲㸧ㄝ᫂ࡋࡓෆᐜࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢᚋࡢ᪉㔪ࡘࡁࠊᩥ᭩グ㍕ࡋࠊᩥ᭩ࡼࡿྠពࢆᚓࡓ
࠺࠼࡛ࠊྠពᩥ᭩ࢆಖ⟶ࡍࡿࠋ
㸦㸳㸧V-1 -1 㡯㏙ࡓ⏘፬ே⛉་ᖌᑠඣ⛉་ᖌ㸦࠾ࡼࡧㄆᐃ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡲࡓࡣ㑇
ఏ┳ㆤᑓ㛛⫋㸧ࡣࠊᙜヱዷ፬ࡢዷፎ⤊ࡲ࡛ᢸᙜ་㐃ᦠࡋ࡚ᙜヱዷ፬ࡢ㑇ఏ㛵ࡍࡿ┦
ㄯᛂࡌࡿࠋ
㸦㸴㸧V-1 -1 㡯㏙ࡓ⏘፬ே⛉་ᖌᑠඣ⛉་ᖌ㸦࠾ࡼࡧㄆᐃ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡲࡓࡣ㑇
ఏ┳ㆤᑓ㛛⫋㸧ࡣࠊᙜヱዷ፬ࡢዷፎ⤊ᚋࡶࠊᙜヱዷ፬ࡢせᮃࡀ࠶ࢀࡤࠊ㑇ఏ㛵ࡍࡿ┦
ㄯᛂࡌࡿࠋ
V-5 ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆ⾜࠺᳨ᰝ♫ồࡵࡽࢀࡿせ௳
ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆᢸᙜࡍࡿ᳨ᰝ♫ࡣࠊࡑࡢ♫⊂⮬ࡢ᳨ᰝ
⢭ᗘࡸ⢭ᗘ⟶⌮ࡢ≧ἣࠊឤᗘࡸ≉␗ᗘࡘ࠸࡚ᇶ♏ࢹ࣮ࢱࢆ᳨ᰝᐇタ♧ࡋࠊ᳨ᰝࡢ
㉁ࢆಖドࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ᳨యࡢ㍺㏦ᡭẁࠊྲྀࡾ㐪࠼ࡢ㜵Ṇ➼ࡢࣜࢫࢡ⟶⌮
ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ᪉ἲࢆ࿊♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢ᳨ᰝᴗົࡢ㐙⾜ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿಶேሗࠊ᳨ᰝ⤖ᯝ➼ࡘ࠸࡚ࡢ⛎ᐦಖᣢࢆᚭᗏ
ࡍࡿࡶࠊ᳨యࡣ᳨ᰝ⤊ᚋ㏿ࡸᗫᲠࡋࠊࡢ᳨ᰝࡸ◊✲⏝ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᮏ᮲㡯ࡢ㡰Ᏺࡢࡓࡵࠊ᳨ᰝᐇタࡣ᳨ᰝ♫ࡢ㛫ᩥ᭩ࢆࡶࡗ࡚ዎ⣙ࢆࢃࡋࠊ
ࡑࡢᩥ᭩ࢆಖ⟶ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

VI ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝᑐࡍࡿ་ᖌࠊ᳨ᰝ♫ࡢᇶᮏⓗጼໃ
ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡢᐇタ࡛࠶ࡿ࡞࠸㛵ࢃࡽࡎࠊࡍ
࡚ࡢ་ᖌࡣẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝᑐࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ጼໃ࡛⮫ࢇ࡛ᕪ
ࡋᨭ࠼࡞࠸ࠋ
㸯㸬 ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡘ࠸࡚་ᖌࡀዷ፬✚ᴟⓗ▱ࡽࡏ
ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊዷ፬ࡀᮏ᳨ᰝ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆồࡵࡓሙྜࡣࠊ་ᖌࡣᮏ
᳨ᰝࡢཎ⌮ࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾㄝ᫂ࡋࠊⓏ㘓タ࡛ཷࡅࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆሗ
ࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇࢆせࡍࡿࠋ
㸰㸬 ་ᖌࡣࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆዷ፬ᑐࡋ࡚Ᏻ່᫆ࡵࡿ
ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ᳨ᰝ♫➼ࡀࡇࡢ᳨ᰝࢆ່ࡵࡿᩥ᭩࡞ࢆసᡂࡋ≉ᐃከᩘࡢዷ፬㓄ᕸࡍࡿࡇ
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ࡣᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ࠋ
VII ㄆᐃⓏ㘓ไᗘࡢ☜❧
➨ V ❶グ㍕ࡋࡓྛ✀せ௳ࢆ‶ࡓࡍࡓࡵࠊẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝ
ࢆᐇࡍࡿタࢆㄆᐃࡋࠊⓏ㘓ࡍࡿไᗘࢆⓎ㊊ࡉࡏࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠊᐇタ
ࡢㄆᐃ࣭Ⓩ㘓ࢆ⾜࠺ጤဨࡣࠊྛタࡽࠕᐇタࠖ࡞ࡿࡇࡢ⏦ㄳࢆཷࡅࠊࡑࡢ
タࡀẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࢆ⾜࠺タࡋ࡚➨ V ❶グ㍕ࡋࡓྛせ௳
ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿᑂᰝࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚⏦ㄳタ᳨ᰝ♫㸦࠾ࡼࡧ௦⌮ᗑࡀ࠶ࡿሙྜࡣࡑ
ࡢ௦⌮ᗑ㸧ࡢ㛫ࡢዎ⣙᭩ࡢࡋࠊ⿕᳨⪅ᑐࡍࡿ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢ㝿ࡢㄝ᫂ᩥ᭩ࡢ
ࡋࡘ࠸࡚⏦ㄳタࡽᥦฟࢆཷࡅࠊ᳨ᰝ♫㸦࠾ࡼࡧ௦⌮ᗑࡀ࠶ࡿሙྜࡣࡑࡢ௦⌮ᗑ㸧
ࡢዎ⣙ࡀࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊ࠾ࡼࡧ⿕᳨⪅ࡢㄝ᫂ᩥ᭩ࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࠋㄆᐃࡉࢀࡓྛࠕᐇタࠖࡣࠊᐇࡉࢀࡓẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨
ᰝࡢ⤖ᯝࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢዷፎࡢ㌿ᖐࡘ࠸࡚ࠊㄆᐃ࣭Ⓩ㘓ࢆ⾜࠺ጤဨሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡇࡢㄆᐃ࣭Ⓩ㘓ࢆ⾜࠺ጤဨࡣࠊㄆᐃࡉࢀࡓྛࠕᐇタࠖᑐࡋ࡚ᐃᮇ
ⓗホ౯ࢆ⾜࠺యไࢆᩚ࠼ࠊᐇ⾜ࡍࡿࠋ
ẕయ⾑ࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡋ࠸ฟ⏕๓㑇ఏᏛⓗ᳨ᰝࡀ⏘፬ே⛉㡿ᇦࢆ㉸࠼ࡓ♫ⓗせ⣲ࢆෆໟࡋ
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（2012年10月28日現在、
174 名）

参加者なし

参加者なし
参加者なし

参加者なし

参加者なし
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参加者なし

参加者なし
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参加者なし

参加者なし
参加者なし

参加者なし
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参加者なし
参加者なし
参加者なし

参加者なし

参加者なし
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施設名

部門名

2012年連絡会議参加者名

大阪市立総合医療センター

遺伝子診療部

中村博昭

国立病院機構

第一診療部

高橋和也

医療福祉学研究科
遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｺｰｽ

黒木良和、山内泰子

医王病院

川崎医療福祉大学大学院

<未登録施設参加者>
国立高度専門医療センター
施設名
国立がん研究センター研究所

部門名
遺伝医学研究分野

2012年連絡会議参加者名
牛尼美年子、友田茉莉

臨床遺伝専門医研修施設で未登録
施設名

部門名

2012年連絡会議参加者名

聖路加国際病院

遺伝子診療部

吉野美紀子

愛知県心身障害者コロニー中央病院

臨床第一部

水野誠司

その他の病院・施設・企業
施設名

部門名

2012年連絡会議参加者名

お茶の水女子大学

遺伝カウンセリングコース

川目

裕

がん研有明病院

遺伝子診療部

新井正美

国立がん研究センター東病院

病理・臨床検査科

桑田

健

宮城県立こども病院

産科

室月

淳

明理会中央総合病院

婦人科

熊耳敦子

内閣官房

医療イノベーション推進室

澤井典子

文部科学省

ライフサイエンス課

柴田鏡子

㈱エス

アール

エル

遺伝子・染色体解析センター

中條聖子

㈱エス

アール

エル

学術企画部

堤

学術情報グループ

正好

㈱ハプロファーマ

研究開発部

岩本恭典

三菱化学テクノリサーチ

調査コンサルティング2部

宗林孝明
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施設名

部門名

郵便番号

住所

電話

ファックス

責任者氏名

北海道大学病院

臨床遺伝子診療部

060-8638

北海道札幌市北区北15条西7丁目

011-706-6028

011-700-5356

矢部

札幌医科大学附属病院

小児科

060-8543

北海道札幌市中央区南１条西16丁目

011-611-2111
（内）3420

011-611-0352

堤

旭川医科大学病院

遺伝子診療カウンセリング室

078-8510

北海道旭川市緑が丘東２条1-1-1

0166-68-2480

0166-68-2489

蒔田

弘前大学医学部附属病院

神経内科

036-8562

青森県弘前市在府町5

0172-39-5142

0172-39-5143

東海林

秋田大学医学部附属病院

遺伝子医療部

010-8543

秋田県秋田市本道1-1-1

018-884-6159

018-836-2620

高橋

勉

山形大学医学部附属病院

遺伝カウンセリング室

990-9585

山形県山形市飯田西2-2-2

023-628-5329

023-628-5332

早坂

清

東北大学病院

遺伝科

980-8574

宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

022-717-8139

022-717-8142

松原

洋一

岩手医科大学附属病院

臨床遺伝科

020-8505

岩手県盛岡市内丸19-1

019-651-5111
(内8483、2263）

019-903-0171

福島

明宗

福島県立医科大学附属病院

産婦人科

960-1295

福島県福島市光が丘1

024-547-1290

藤森

敬也

群馬大学医学部附属病院

遺伝子診療部

371-8511

群馬県前橋市昭和町3-39-15

027-220-8122

027-220-8136

山田

正信

自治医科大学附属病院

遺伝カウンセリング室

329-0498

栃木県下野市薬師寺3311-1

0285-58-7342

0285-44-4902

岩本

禎彦

獨協医科大学病院

総合周産期母子医療センター

321-0293

栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880

0282-86-1111

0282-86-6856

渡辺

博

筑波大学附属病院

遺伝診療グループ

305-8575

茨城県つくば市天王台1-1-1
4B260

029-853-3177/3352

029-853-3333

有波

忠雄

埼玉医科大学病院

遺伝子診断治療センター準備室

350-0495

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

049-276-1220

049-276-1790

大竹

明

359-8513

埼玉県所沢市並木3-2

04-2995-1687

04-2996-5213

古谷

健一

防衛医科大学校

医学学系棟

一郎
裕幸
芳男
幹夫

千葉大学医学部附属病院

遺伝子診療部

260-8677

千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1

043-226-2324

043-226-2324

野村

文夫

日本大学医学部附属板橋病院

遺伝相談室

173-8610

東京都板橋区大谷口上町30-1

03-3972-8111

03-5375-8076

中山

智祥

帝京大学医学部

医学部長

173-8605

東京都板橋区加賀2-11-1

03-3964-4163

03-3964-9199

寺本

民生

日本医科大学付属病院

遺伝診療科

113-8603

東京都文京区千駄木1-1-5

03-3822-2131
(内5240）

03-5814-8156

島田

隆

東京大学医学部附属病院

臨床ゲノム診療部

113-8655

東京都文京区本郷7-3-1

03-5800-8672

03-5800-6548

後藤

順

東京大学医科学研究所附属病院

ゲノム診療部

108-8639

東京都港区白金台4-6-1

03-6409-2100

03-6409-2101

古川

洋一

東京医科歯科大学

生命倫理研究センター

113-8519

東京都文京区湯島1-5-45

03-5803-4724

03-5803-4725

吉田

雅幸

順天堂大学医学部附属順天堂医院

遺伝相談外来

113-8421

東京都文京区本郷3-1-3

03-3813-3111

03-3813-7440

服部

信孝

慶應義塾大学

臨床遺伝学センター

160-8582

東京都新宿区信濃町35

03-53633581(62901)

03-6368-4315

小崎

健次郎

東京医科大学病院

遺伝子診療室

160-0023

東京都新宿区西新宿6-7-1

03-3342-1510

03-5381-6651

大屋敷

東京女子医科大学

遺伝子医療センター

162-0054

東京都新宿区河田町10-22

03-3353-8111
(内34236)

03-5269-7689

斎藤

加代子

東京慈恵会医科大学附属病院

腎臓高血圧内科

105-8461

東京都港区西新橋3-25-8

03-3433-1111
（内3321）

03-3435-8665

花岡

一成

昭和大学病院

臨床遺伝医療センター

142-8666

東京都品川区旗の台1-5-8

03-3784-8551

03-3784-8355

中村

清吾

杏林大学医学部付属病院

臨床検査医学

181-8611

東京都三鷹市新川6-20-2

0422-47-5511

0422-79-3471

大西

宏明

東邦大学医療センター大森病院

臨床遺伝診療室

143-8541

東京都大田区大森西6-11-1

03-3762-4151

03-3765-7671

片桐

由起子

横浜市立大学附属病院

遺伝子診療部

236-0004

神奈川県横浜市金沢区福浦3-9

045-787-2689

045-701-3536

平原

史樹

聖マリアンナ医科大学病院

（準備中）

216-8511

神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

044-977-8111

044-977-2944

石塚

文平

北里大学病院

遺伝診療部

252-0375

神奈川県相模原市南区北里1-15-1

042-778-7966

042-778-7985

高田

史男

東海大学医学部付属病院

遺伝子診療科

259-1193

神奈川県伊勢原市下糟屋143

0463-93-1121
(内）2383

0463-91-4343

和泉

俊一郎

山梨大学医学部附属病院

遺伝子疾患診療センター

409-3898

山梨県中央市下河東1110

055-273-1111

055-273-7108

久保田

信州大学医学部附属病院

遺伝子診療部

390-8621

長野県松本市旭3-1-1

0263-37-2618

0263-37-2619

福嶋

義光

新潟大学医歯学総合病院

生命科学医療センター
遺伝子診療部門

951-8520

新潟県新潟市旭町通一番町754

025-227-0847

025-227-0377

中田

光

富山大学附属病院

検査部遺伝子・先進医療支援部門

930-0194

富山県富山市杉谷2630

076-434-7735

076-434-5081

北島

勲

金沢大学医学部附属病院

小児科

920-8641

石川県金沢市宝町13-1

076-265-2314

076-262-1866

新井田

要

金沢医科大学病院

遺伝子医療センター

920-0293

石川県河北郡内灘町大学1-1

076-286-3511
(内）5173

076-286-2372

新井田

要

福井大学医学部附属病院

遺伝診療部

910-1193

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

0776-61-8348

0776-61-8110

米田

神経遺伝外来
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施設名

部門名

郵便番号

住所

電話

ファックス

責任者氏名

浜松医科大学医学部附属病院

遺伝子診療部

431-3192

静岡県浜松市東区半田山1-20-1

053-435-2721

053-435-2096

前川

真人

岐阜大学医学部附属病院

遺伝相談外来

501-1194

岐阜県岐阜市柳戸1-1

058-230-6000
(内）6386

058-230-6387

近藤
深尾

直実，
敏幸

名古屋大学医学部附属病院

遺伝カウンセリング室

466-8550

愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

052-744-2282

052-744-2293

尾崎 紀夫

名古屋市立大学病院

臨床遺伝医療部

467-8602

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

052-851-5511

052-842-2269

鈴森

伸宏

藤田保健衛生大学病院

遺伝カウンセリング室

470-1192

愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1-98

0562-93-9392

0562-93-8831

倉橋

浩樹

愛知医科大学病院

倫理委員長

480-1195

愛知県長久手市大字岩作字雁又1-1

0561-62-3311

0561-63-3208

山口

悦郎

三重大学医学部附属病院

オーダーメイド医療部

514-8507

三重県津市江戸橋2-174

059-231-5476

059-231-5476

中谷

中

滋賀医科大学医学部附属病院

臨床遺伝相談科

520-2192

滋賀県大津市瀬田月輪町

077-548-2621

077-548-2603

田中

俊宏

奈良県立医科大学附属病院

カウンセリング室
（NICU）

034-8522

奈良県橿原市四条840

0744-29-8881

0744-24-9222

西久保

京都大学医学部附属病院

遺伝子診療部

606-8507

京都府京都市左京区聖護院川原町54

075-751-3751

075-751-4977

平家

俊男

京都府立医科大学附属病院

遺伝子診療部

602-8566

京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶
井町465

075-251-5651

075-251-5743

谷脇

雅史

大阪医科大学附属病院

遺伝カウンセリング室

569-8686

大阪府高槻市大学町2-7

072-683-1221

072-683-4810

米田

博

大阪大学医学部附属病院

遺伝子診療部

565-0871

大阪府吹田市山田丘2-15

06-6879-6558

06-6879-6539

酒井

規夫

大阪市立大学医学部附属病院

小児科

545-8585

大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3

06-6645-3816

06-6636-8737

新宅

治夫

近畿大学医学部

ゲノム生物学教室

589-8511

大阪府大阪狭山市大野東377-2

072-366-0221

西尾

和人

641-8510

和歌山県和歌山市紀三井寺811-1

073-441-0633

073-444-9055

吉川

徳茂

和歌山県立医科大学附属病院

敏也

関西医科大学附属滝井病院・枚方病院

臨床検査部

573-1191

枚方市新町2-3-1
（枚方病院）

072-804-0101

072-804-0131

高橋

伯夫

神戸大学医学部附属病院

遺伝子診療部

650-0017

兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2

078-382-6080

078-382-6099

戸田

達史

兵庫医科大学病院

臨床遺伝部

663-8501

兵庫県西宮市武庫川町1-1

0798-45-6346

0798-45-6347

玉置

知子

岡山大学病院

神経内科

700-8558

岡山市鹿田町2-5-1

086-235-7363

086-235-7368

松浦

徹

川崎医科大学附属病院

遺伝子医療部門（仮称）

701-0192

岡山県倉敷市松島577

086-462-1111

086-462-7897

角田

司

鳥取大学医学部附属病院

遺伝子診療科

683-8503

鳥取県米子市西町86

0859-38-6472

0859-38-6470

難波

栄二

島根大学医学部附属病院

臨床遺伝診療部

693-8501

島根県出雲市塩冶町89-1

0853-20-2220

0853-20-2215

山口

清次

広島大学病院

遺伝子診療部

734-8551

広島県広島市南区霞1-2-3

082-257-5210

082-257-5214

小林

正夫

山口大学医学部附属病院

遺伝診療部

755-8505

山口県宇部市南小串1-1-1

0836-22-2337

0836-22-2338

武藤

正彦

徳島大学病院

遺伝相談室

770-8503

徳島県徳島市蔵本町2-50-1

088-633-9218

088-633-9219

井本

逸勢

愛媛大学医学部附属病院

臨床遺伝医療部

791-0295

愛媛県東温市志津川

089-960-5122
（総務課）

089-960-5131
（総務課）

江口

真理子

高知大学医学部附属病院

臨床遺伝診療部

783-8505

高知県南国市岡豊町小蓮185-1

088-880-2402

088-880-2404

執印

太郎

香川大学医学部附属病院

遺伝子診療部

761-0793

香川県木田郡三木町大字池戸1750-1

087-891-2174

087-891-2175

秦

産業医科大学病院

呼吸器・胸部外科

807-8555

福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1-1

093-603-1611

九州大学病院

臨床遺伝医療部

812-8582

福岡県福岡市東区馬出3-1-1

092-642-5421

092-642-5435

原

福岡大学病院

遺伝医療室

814-0180

福岡県福岡市城南区七隈7-45-1

092-801-1011

092-862-8200

吉里

俊幸

久留米大学病院

遺伝外来

830-0011

福岡県久留米市旭町67

0942-31-7565

0942-38-1792

渡辺

順子

佐賀大学医学部附属病院

遺伝カウンセリング室

849-8501

佐賀県佐賀市鍋島5-1-1

0952-34-2541
（直通）

0952-34-2023

大田

明英

長崎大学病院

遺伝カウンセリング室

852-8501

長崎県長崎市坂本1-7-1

095-819-7363

095-819-7365

増﨑

英明

熊本大学医学部附属病院

中央検査部遺伝子検査室

860-8556

熊本県熊本市本荘1-1-1

096-344-2111

安東

由喜雄

879-5593

大分県由布市挾間町医大ケ丘1-1

097-549-4411

097-586-5119

古林

秀則

大分大学医学部附属病院

田中

利之
文啓
寿郎

宮崎大学医学部附属病院

遺伝カウンセリング部

889-1692

宮崎県宮崎郡清武町木原5200

0985-85-0988

0985-85-6149

山口

昌俊

鹿児島大学病院

遺伝カウンセリング室

890-8520

鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

099-275-5028

099-275-6846

熊本

一朗

琉球大学医学部附属病院

遺伝カウンセリング室

903-0215

沖縄県中頭郡西原町字上原207

098-895-1204

098-895-1090

成富

研二

国立精神・神経医療研究センター

遺伝カウンセリング室
/DNA診断治療室

187-8552

東京都小平市小川東町4-1-1

042-341-2711

042-346-1743

後藤

雄一

国立循環器病研究センター

臨床遺伝科

565-8565

大阪府吹田市藤白台5-7-1

06-6833-5012
(内）2506

06-6835-5451

森崎

隆幸

国立国際医療研究センター

遺伝子診断治療開発研究部

162-8655

東京都新宿区戸山1-21-1

03-3202-7181

03-3202-7364

加藤

規弘

- 192 -

全国遺伝子医療部門連絡会議 維持機関会員施設名簿 （2013年2月1日現在）

施設名

部門名

郵便番号

住所

電話

ファックス

責任者氏名

国立成育医療研究センター

遺伝診療科

154-8535

東京都世田谷区大蔵2-10-1

03-3416-0181

03-5494-7909

小崎

群馬県立小児医療センター

遺伝科

377-8577

群馬県渋川市北橘町下箱田779

0279-52-3551

0279-52-2045

鮫島希代子

埼玉県立小児医療センター

遺伝科

339-8551

埼玉県さいたま市岩槻区馬込2100

048-758-1811

048-758-1818

大橋

博文

千葉県こども病院

小児救急総合診療科，代謝科

266-0007

千葉市緑区辺田町579-1

043-292-2111

043-292-3815

高柳

正樹

神奈川県立こども医療センター

小児科（遺伝科）

232-8555

神奈川県横浜市南区六ツ川2-138-4

045-711-2351

045-721-3324

黒澤

健司

公立学校共済組合近畿中央病院

遺伝子診療センター

664-8533

兵庫県伊丹市車塚3-1

072-781-3712

072-779-1567

上道

知之

社会医療法人 母恋 天使病院

臨床遺伝診療室

065-8611

北海道札幌市東区北12条東3-1-1

011-711-0101

011-751-1708

外木

秀文

聖隷浜松病院

臨床遺伝センター

430-8558

静岡県浜松市中区住吉2-12-12

053-474-2222

053-471-6050

林

独立行政法人国立病院機構新潟病院

内科

945-8585

新潟県柏崎市赤坂町3-52

0257-22-2126

0257-24-9812

小澤

哲夫

東京都立小児総合医療センター

臨床遺伝科

183-8561

東京都府中市武蔵台2-8-29

042-300-5111

吉橋

博史

がん・感染症センター都立駒込病院

遺伝性乳がん・
卵巣がんカウンセリング外来

113-8677

東京都文京区本駒込三丁目18番22号

03-3823-2101

03-3824-1552

有賀

智之

社会医療法人財団右心会

腫瘍内科

212-0014

川崎市幸区大宮町31-27

044-544-4611

044-549-0662

仲田

洋美

大阪市立総合医療センター

遺伝子診療部

534-0021

大阪市都島区都島本通2丁目13番22号

06-6929-1221

06-6929-1090

依藤

亨

国立病院機構

第一診療部

920-0192

石川県金沢市岩出町二73-1

076-258-1180

076-258-6719

高橋

和也

医療福祉学研究科
遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｺｰｽ

701-0193

岡山県倉敷市松島288

086-462-1111
（内線54066）

升野

光雄

医王病院

川崎医療福祉大学大学院

川崎幸病院
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里華

泰広

第 11 回全国遺伝子医療部門連絡会議（開催予定）
大 会 長：松原 洋一
（東北大学／国立成育医療研究センター）
副大会長：川目
裕
（東北大学）
日時：2013 年 11 月 23 日（土）、24 日（日）
会場：江陽グランドホテル（宮城県仙台市）
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