3．仙台医療介護連携の会報告
1）仙台医療介護連携の会とは
仙台医療介護連携の会は、平成 24 年度在宅医療連携拠点事業後、平成 25 年度より
3 年間、宮城県第三期地域医療再生事業補助金として仙台往診クリニックが事業を実
施することとなり、その中で、在宅医療の推進と医療・介護連携にかかる課題解決等
に係る事業として始まった。
仙台市内の 12 職能団体と学識経験者を委員構成員とし、オブザーバーに行政を迎え
て、合計 10 回の会議とモデル事業、市民フォーラムを開催した。
会議では、平成 25 年度から平成 27 年度までの 3 年間、計 10 回の会議を経て、仙
台市における医療と介護の連携のあり方とその方向性について話し合い、検討を行っ
ている。本提案書は、これらの会議で話し合われた内容を取りまとめ、仙台市の医
療・介護の連携の促進と体制の方向性についてまとめている。

2）目的
《仙台医療介護連携の会開催要領より》
本会議は、平成 24 年度の事業を実施して明らかになった課題を仙台市内の現状を踏
まえて再度分析し、改めて解決策の検討を本会議で提案する。また、各団体において
取り組まれている内容を共有し、協力体制を作る事によって、真に医療・介護が包括
的に提供できる体制を作る土台が出来上がる事を目的としている。
本会議が終了した後も途切れることなく実施できる土台を形成し、第 6 次地域医療
計画における在宅看取り率 30％の目標に近づくように取り組む。
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3）構成団体・委員名簿
平成２７年度
№

団体名

役職名

氏名

1 一般社団法人仙台市医師会

副会長

青沼

清一

2 一般社団法人仙台市医師会

理事

浅沼

孝和

3 一般社団法人仙台市医師会

理事

菊地

亮

4 一般社団法人仙台歯科医師会

理事

駒井

伸也

5 一般社団法人仙台市薬剤師会

副会長

森川

昭正

6 一般社団法人仙台市薬剤師会

常務理事

小坂

浩之

7 公益社団法人宮城県看護協会

太白訪問看護ステーション

山崎

豊子

8 宮城県訪問看護ステーション連絡協議会

会長

松浦

千春

所長

9 仙台市地域包括支援センター連絡協議会

会長

折腹

実己子

10 宮城県ケアマネジャー協会

副会長

草刈

拓

11 仙台市老人福祉施設協議会

研修委員会

須藤

学

12 仙台市老人福祉施設協議会

看護ケアマネ委員会

小河

健

13 宮城県老人保健施設連絡協議会

理事

中谷

俊彦

14 NPO法人宮城県認知症グループホーム協議会

会長

蓬田

隆子

徳田

広子

青木

正志

浦山

美輪

西村

直哉

小坂

健

伊藤

道哉

15 仙台介護サービスネットワーク

実行委員

幹事
東北大学病院

16 宮城県病院協会

副委員長

地域医療連携センター

副センター長・教授
東北大学病院

17 宮城県病院協会

地域医療連携センター

看護師長
仙台市立病院 医療福祉相談室
医療ソーシャルワーカー
東北大学大学院 歯学研究科
副研究科長・教授
東北大学大学院 医学系研究科
講師

18 宮城県病院協会
19 学識経験者
20 学識経験者
平成２６年度
№

団体名

役職名

氏名

3 一般社団法人仙台市医師会

理事

菊地

亮

8 宮城県訪問看護ステーション連絡協議会

会長

伊澤

ひとみ

12 仙台市老人福祉施設協議会

看護ケアマネ委員会

菅野

朝子

大場

幸子

吉田

和子

15 仙台介護サービスネットワーク

幹事
東北大学病院

17 宮城県病院協会

副委員長

地域医療連携センター

看護師長

平成２５年度
№

団体名

役職名

氏名

3 一般社団法人仙台市医師会

理事

福田

陽一

8 宮城県訪問看護ステーション連絡協議会

会長

伊澤

ひとみ

12 仙台市老人福祉施設協議会

看護ケアマネ委員会

15 仙台介護サービスネットワーク

幹事

17 宮城県病院協会

東北大学病院

看護師長

29

副委員長

地域医療連携センター

菅野

朝子

大場

幸子

吉田

和子
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4）会議の概要と開催方法
（1）概要
年度 回

日時

2 19：00～21：00

「宮城県の施策に関する情報提供１」
宮城県医療整備課 永田靖和様、長寿社会政策課 小玉直文様
仙台ｻﾝﾌﾟ
仙台市の施策に関する情報提供１
ﾗｻﾞﾎﾃﾙ
仙台市介護予防推進室 菊地和子様、障害者支援課 石川浩之様
Ｇ討「これからの私たちに必要なこと、共通認識は何か」

委員20名
オブザー
バー8名

2014.3.25（火）
3 19：00～21：00

「第1、2回目のまとめ」事務局
委員20名
仙台ｻﾝﾌﾟ 「「地域」から見た地域包括ケア」 CLC代表理事 池田昌弘様
オブザー
ﾗｻﾞﾎﾃﾙ
Ｇ討「これまでの話し合いと情報提供を受けて、改めて私たちが取り組むべきこと
バー2名
について具体案を決める」

2014.5.26(月)
4 19：00～21：00

「平成26年度事業計画」事務局
「新たな財政支援制度を活用しだ事業提案の募集(消費税増収を活用した基金
仙台ｻﾝﾌﾟ
について）」事務局
ﾗｻﾞﾎﾃﾙ
Ｇ討「これまでの話し合いと情報提供を受けて改めて私たちが取り組むべきこと
について具体案を決める(2)」

委員17名
オブザー
バー6名

「これまでの話し合いのまとめ」事務局
仙台ｻﾝﾌﾟ
「情報共有と資源の見える化について」事務局
ﾗｻﾞﾎﾃﾙ
Ｇ討「連携のための情報共有について」

委員18名オ
ブザーバー
4名

2014.1.21（火）

5 19：00～20：30

「地域医療介護総合確保事業について」
宮城県医療整備課 地域医療班 永田靖和様
2014.11.18（火） 仙台ｻﾝﾌﾟ
「前回までの報告とモデル事業案について」 事務局
6 19：00～21：00 ﾗｻﾞﾎﾃﾙ
「燕沢地域ケア会議の概要」 燕沢地域包括支援センター折腹実己子様
Ｇ討「燕沢地域のモデル事業に、自分達がどう関われるか」
2015.2.10（火）
7 19：00～21：00

2015.5.19(火)

8 19：00～21：00

27
年
度

2015.9.1（火）

9 19：00～21：00

「宮城県第三期地域医療再生事業補助金 平成26年度の取り組みと27年度の
仙台ｻﾝﾌﾟ
計画」
事務局
ﾗｻﾞﾎﾃﾙ
G討「市民フォーラム開催を通して市民への普及啓発を考えよう」

委員14名
オブザー
バー3名

「仙台医療介護連携の会でのこれまでの話し合いのまとめ」
「市民フォーラムについて」 事務局
仙台ｻﾝﾌﾟ 「在宅ケア連絡会」について 仙台市高齢企画課 下山田健二様
ﾗｻﾞﾎﾃﾙ
「地域包括ケア体制構築に向けたアクションプランについて」
東北大学大学院歯学研究科 小坂健様
Ｇ討 「行政への提言内容について」

委員18名オ
ブザーバー
6名

2015.11.25（水） 仙台ｻﾝﾌﾟ
ﾗｻﾞﾎﾃﾙ

燕沢地域モデル事業
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2015.3.4(火)
1 10：00～12：00
年

委員16名
オブザー
バー5名

「燕沢地域ケア会議について」事務局
委員19名
仙台ｻﾝﾌﾟ 「仙台医療介護連携の会 第１～６回のまとめ」事務局
オブザー
ﾗｻﾞﾎﾃﾙ
Ｇ討「最期まで在宅で過ごせるというのを市民にどう伝えていくか。各職域ででき
バー2名
ること。」

10 19：00～20：30

パルシア

「在宅死亡率 全国と宮城県・仙台市の比較」
「仙台医療介護連携の会 これまでのまとめ」 事務局
Ｇ討「提言の優先順位を考える」

委員16名
オブザー
バー5名

燕沢地域ネットワーク会議 テーマ「高齢者を地域で支えるためにできること、自 地域住民50
分が住む地域の再発見」
名程度

2015.8.29（土）

枡江ｺﾐｭﾆ 枡江地域ネットワーク会議 テーマ「ご本人の思いを大切にした地域支援」 いず 地域住民25
ﾃｨｾﾝﾀｰ
みの杜診療所川井丈弘様、「地域で支える認知症」 向陽台包括 浅倉恵子様 名程度

2016.1.25（月）

燕沢公園
集会所

西山地域ネットワーク会議 テーマ「地域で支える認知症」いずみの杜診療所川 地域住民20
井丈弘様、「知っておきたい在宅医療のこと」遠藤美紀
名程度

パルシア

燕沢包括ケアマネのつどい テーマ「介護職員のたん吸引制度と研修の仕組み 居宅介護支
の理解」遠藤美紀、「つながラインについて」佐々木みずほ
援専門員

パルシア

西山地域ネットワーク会議 テーマ「地域で支える認知症」向陽台包括 浅倉恵
子様、「知っておきたい在宅医療のこと」遠藤美紀

2 10：00～11：45
27
年
度

Ｇ討＝グループ討議
参加者
委員20名オ
ブザーバー
6名

2014.8.21（火）

26
年
度

テーマ

「地域包括ケアにかかる統計」事務局
仙台ｻﾝﾌﾟ 「平成25年度薬物療法提供体制強化事業について」仙台市薬剤師会 副会長
ﾗｻﾞﾎﾃﾙ
森川昭正様
Ｇ討「実現可能な、今後2年間で取り組む課題をしぼる」

2013.11.21(木)

1 19：00～21：00

25
年
度

会場

3 10：00～12：00
2016.2.16（火）

4 14：00～15：30
2013.2.29（月）

5 10：00～12：00
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地域住民

4）会議の概要と開催方法

（2）開催方法
会議は、毎回同じ流れで開催した。
①開会挨拶（各団体持ち回りによる）
②事務局資料説明
②情報提供
③3 グループに別れて、テーマに添って話し合う
④閉会挨拶（各団体持ち回りによる）
以上を基本プログラム構成とし、実施した。
毎回のグループ編成は、毎回、医療・介護団体・職種等を考慮し、事務局で指定し
た。
会議終了後は、事務局が各々のグループ討議内容を議事録として書き起こし、さら
に図式化するなどして内容を取りまとめ、次回の資料とした。

5）会議内容の結果
平成 24 年度在宅医療連携拠点事業のタスクの中で、「多職種連携の課題抽出と解決
策の検討」があり、仙台往診クリニック（以下事務局）では、共通の課題を出し合い
解決策を検討する場として「在宅医療とみんながつながる会」という研修会兼会議を
3 回行っている。また、これらの課題解決策の一つとして、在宅療養に必要な情報を
事業所自らが情報発信できる「つながライン」のシステム開発を行った。
平成 25 年度からは、諸問題を解決するために、今後、どのように進むべきなのか。
この仙台の地で問題となっていることは何か、どのように行動すべきかを平成 24 年度
の実績を踏まえ、より具体的にする課題があった。
《結果を導き出すまでの方法》
今回は、全ての会議録を文字で起こした中から「どんな職種がどんな話をしている
のか」を探索的に抜き出し、それらを図にまとめていく方法として、
①定性分析（会議録の文章から、課題となるカテゴリを抜き出し、報告書と図にす
る）－事務局、外部研究者※5
②計量分析（定性分析で起こしたカテゴリ別に、その職種がどんな話を何回話してい
るのかを解析ソフト（KH コーダー）を使って導き出す）－外部研究者※5
の二つによりまとめている。
事務局は、毎回の会議報告と資料作成のため①の方法を実施、外部研究者※5 は、第
1 回から第 9 回までの議事録から①と②の双方による分析を行い、取りまとめてい
る。事務局作成の毎回の報告書は、発言者の意図が変化しないよう、言葉の前後のみ
をまとめて掲載することに留意している。
※5

北里大学医学部医学教育研究部門

助教

千葉宏毅氏

31

3．仙台医療介護連携の会報告

（1）仙台医療介護連携の会会議報告から
第１回、第２回の会議内容のまとめ図とこれまでの取組で出てきた課題
地域包括支援センターの管轄の単位での連携体制作り

各々の地域毎に特化した体制を作ろう！
グループホームで
は、看取りを行う
までの実践プロセ
スをこれまでも重
ねてきている。「家
族の気持ちの変
化」に対応するた
め、何度も話し合
うことで施設（ここ
では特養）で起
こっているようなト
ラブルを防いでい
ますよ。

看取りのプロ
セスに関する
説明や過程に
ついて多職種
で説明できる
ようになろう！

歯科医師も呼
んでください。
お願いしま
す！

医師の出席が難しい場合は、薬剤師に出席し
てもらおう！（薬剤による症状の予測、生活情
報の収集による診薬連携の促進）

歯科は、予防の段階からが一番大
切！スクリーニングするところから！そ
こから継ぐレールが必要！

専門職連
携体制の
構築

担当者会議
の積み重ね
による医療・
介護連携のレ
ベルアップを
図ろう！

やはり、医師とケアマネジャーとの連携は必要。ケアプランなど送って
もらいたいし、生活情報をもらいたい！（医療職から）

症状で考えると・・・
①認知症
②慢性疾患（心、循環器、生活習慣病）
の退院支援と在宅での受け入れの課題がある。
・薬の処方が多い人 ・治療が少し必要な人（病院以
外での対応が可能なレベル）

病院も、ケア会議を
開催するので、皆さ
ん勉強になりま
す！来てください！

各職種が取り組
んでいる範囲に
ついて知ろう！
（歯科、薬局は特
に知ってほし
い！）

《医療・介護連携のために必要と感じること》
・各地域で医療職の数など適切な配置と窓口の明確化
による連携体制の構築
・資源や情報の見える化による連携体制の構築
・利用者情報を共有する内容や方法の確立
《特に医療側が取り組まなければならないこと》
・在宅訪問しているかの見える化（診療所、歯科、調剤
薬局）
・認知症対応をしているかの見える化（認知症かかりつ
け医研修やフォローアップを受けている医師の配置の
見える化）
・診療所－訪問看護－調剤薬局の連携の促進（情報
共有を蜜に！レスポンス良く！）
《医療と介護共通の取組みで必要なこと》
・24時間対応可能か（診療所、調剤薬局、訪問看護、
訪問介護）
・医療依存度の高い患者（利用者）の受け入れを行って
いるか（吸引、経管栄養の対応）
・看取りまでの対応をしているか
・各種専門対応（悪化防止にかかる取組みの公表（運
動、口腔、栄養等）

薬剤師を呼んでく
ださーい！（薬剤師
より）

行政は、「柱と場の提供」のための音
頭をとってほしい！
コーディネートしてほしい！
そういう仕組みを作ってほしい！

「皆で見守る、皆で看
取る」の体制作りをし
ないといけない！

コミュニティ
の形成

認知症のMCI
段階の市民
向け広報がこ
れからは必
要！

80歳以上の人など、
お元気ですか？を把
握できるシステムが
ほしい！

背景因子で考えると・・・
①独居
②家族が疲弊している
③地域の人が受け入れない
（良識のない人、ゴミ屋敷の
人）

実践１：医療・介護資源マップで資源の見える化
実践２：各団体とのコラボによる研修会の実施
実践３：市民への更なる普及啓発と相談支援

こういう人は、地域で見守る
のも大変です！

【図 5】第 1 回、第 2 回の会議内容のまとめ図
【図 5】は、第 1 回と第 2 回で委員が発言したものをまとめた全体像である。
この全体像が出来上がった発言等について報告する。
①第 1 回から第 10 回までの分析 1
第 1 回、第 2 回会議では、各団体が医療・介護連携に関して、普段から課題と感じ
ている事を共有し、課題解決のための方法について意見を出し合った。

【図 6】討議の中で出てきた「課題」と「解決の手がかり」（第 1 回報告より）
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第 1 回の報告では、「課題」「解決の手がかり」各々の意見が出されているが、両者
に共通する意見として 4 つの視点があった。それが、【図 6】中央に示している「多か
った意見」である。
例えば、「地域の資源が見えるようになる」は、
→「やろうと思っても、どこからも依頼が来ない。在宅療養支援歯科診療所自体が認
知されていない、またどこにあるのかわからないため、ケアマネさんから紹介された
り、訪問看護 ST からの紹介だったり、ある程度決まった人になってしまっている。」
など、他にも多数意見が上がった。
また、「スムーズな本人情報の共有ができるシステム」は、
→「個別のケースに対してどうしていくのかっていう会議が絶対必要だと思うんで
す。それが一番現場で困っているので。そこにいろんな方々の協力が 1 人の高齢者に
対してさまざまな関係性がこう、一人一人できていくと、地域で暮らせる、地域で見
とれるっていう体制ができていくんだと思うんですよね。」
→「FAX をお送りしたりという形で状態報告をさせて頂くのですけれども、そういう
ことに対して、そういった事に対して、タイムリーにお返事をいただいたりすると私
達も活動がしやすいというところで、お忙しい先生と連携をとるということの課題が
あるのかなと思います。」
などである。
報告には掲載されていないが、「退院時連携」の部分について、次のような発言があ
った。
→「（例えば）大学病院から、入院中だけでいいんですよ。入院中だけなんですよね。
退院の時の申し送りさえしっかりしていればね、あとは、退院した後は、地域の薬局
が。大学病院の薬剤師が地域に出ていってという必要ないわけですよね。」
→だが、そのあとのことがどうなのかっていうのが、ある程度想像できないとただ、
その場でケア会議というか退院の調整はできませんし。その、やっている人達が、お
家に帰ったときにどういうふうな状況になっているのかっていうことをわかりながら
やってもらうっていう教育をしないと、病院側の課題ですね。記録を書くことは委員
ですけどね。それだけでいいといえば、そうなんですけども。今はそれも出来ないっ
て言うことです。」
などの意見もあった。
第 2 回の話し合いでも、引き続き「課題と取り組むべき具体案」について話し合った
【図 7】。
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【図 7】検討の中で出てきた課題と「解決の手がかり」
第 2 回の会議録からは、課題を解決するに当たって、より具体的に提案されたと思
われる言葉を抽出した。
例えば、「相互理解」の範囲から「相互活用に」。医療職の適正は位置を各地域で各
職種の窓口明確化を図る。」は、
→地域資源が見えるようになる、要は、良く言われる下の顔、お互いの仕事がわかる
とか、資源が見えるというのも同じなんですけど、たぶん、相互理解の範囲ですけ
ど、たぶん相互活用があると思うんですね。相互理解だけじゃなくて、その時に活用
しないと、相互にお互いに、得意ジャンルを分け合って連動しないと、それこそ、机
上の空論でしかないんで。その行き着くには、やはり先ず、症例をやってしまうぐら
いの気持ちで。（交流会とか研修会とかやってても、全然進まないから）その中で、交
流会とか言うのも同時進行でやっていくことがあの、みんな顔合わせたときに、どう
もどうもとなっていく一番いい、一つのやり方なのかなとは思っているんですね。
また、「現在の地域包括単位で、サービス担当者会議積み重ねをしていく」について
は、
→顔の見える付き合いとは、サービス担当者会議というのがやっているんですけれど
も、それを通じて、コアっていうか、地域でも先ず、多業種間の連携をもうちょっと
タイトにしていった方がいいんじゃないかなとは思うんですね。研修会とかは大きく
てもいいから、地域で見て行く場合には、もうちょっと細かいところで見ていかない
とお互いの業種が見えませんし、そこら辺のところが大事かなと思いますね。
→社会資源を知るというのは、個別ケースをさまざまな形で支援していく中で、おの
ずと繋がっていくと思うんです。ミクロのケース支援が増えていけばいくほど、こう
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増えていくんじゃないかと。
など具体的に挙げられた。
事務局では、第 1 回と第 2 回の話し合いのポイントを抜き出す中で、第 1 回から第
2 回は、医療・介護専門職の課題が中心であったことから、「「住民」に対しての視点
がどうであるのか」このことについて第 3 回では話し合っていくことが必要ではない
かと考え、「地域から見た地域包括ケア」と題し、NPO 法人全国コミュニティライフ
サポートセンター理事長の池田昌弘氏より、情報提供をいただいた【図 8】【図 9】。そ
の後、再度課題と取り組むべき方向性について話しあうこととした。
池田氏は「地域社会から高齢者を制度サービスに引き出す力が大きくなりすぎている
分だけ、地域社会で住民同士が支えたって過ごせるような支援が必要である」ことを
指摘された。これを受け、住民の立場から医療介護連携が地域に根ざした形となるこ
との重要性を共通認識として持つことができた。

【図 8】地域から見た地域包括ケアの形

【図 9】CLC の活動

では、「第 1 回から第 3 回までの話し合いを受け、改めて私達は何をどう取り組むべ
きなのか」。この事について、第 4 回では話し合いを行った【図 10】。
第 4 回では、第 1 回と第 2 回でまとめた実践 1 から実践 3 と第 1 回から第 3 回まで
に出てきた会話を「場」「方法」「場面」と「促進要因」「阻害要因」の二軸の視点で分
類し、会議で報告した【図 11】。第 3 回までの話し合いでは、第 1 回・2 回での「医
療・介護職の連携課題」に加え、「地域住民を主とした体制作りに、専門職として関わ
り、支えていく」という視点が加わった。このことにより、地域の主役は住民であ
り、その住民に対して専門職が支えるのであって、「多職種連携」が最終目的ではな
く、連携の先に「住民」がいる、「住民を支える医療・介護連携」であることを確認
し、更なる話し合いに向かった。
第 4 回では、第 1 回から第 3 回同様の課題が述べられる部分も多々あったが、一歩
踏み込んで、疾病（症状）や対応、制度に関する研修会の開催、団体として取り組む
べき事などの意見が発言されたが、これらを実施する体制の話し合いまでは踏み込め
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ていない。その後、第 1 回から第 3 回までの話し合いの内容を、一旦は、【図 5】とし
てまとめたが、図を読み込むそのポイントを事務局より再度報告した【図 12】。

【図 10】第 4 回話し合い内容（第 4 回報告より）

【図 11】場の視点から分類したの阻害要因となる発言詳細内容（P155～P160 拡大図掲
載）
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【図 12】第 1 回、第 2 回の会議内容のまとめと課題
ポイント①として、「地域包括支援センターの管轄単位での連携体制づくりである。
「地域包括支援センターが中心となって」という役割の話ではなく、「日常生活圏域単
位」という生活範囲で連携体制を構築することについて述べている。また、「各々の地
域に特化した体制作り」とは、仙台市内であっても、医療資源や介護資源、また専門
職の成熟度等に差がある事は否めないため、一律一斉の方法で連携を推進するのでは
なく、特化型でまずはやってみてはどうか」、ということである。
次に、ポイント②として、医師とケアマネジャー、訪問看護、薬局との情報共有が
挙げられる。介護保険等のサービスを利用する療養者（利用者）の「生活情報」はケ
アマネジャーから、「病気の症状等に対する対応、薬剤の情報」については、医師や薬
局から、各々の情報を共有する内容や方法を確立し、効率良く運用できるよう共通認
識を持っていくことが有効であるということであった。これについては、厚生労働省
でも、入退院時における医療と介護の連携の現状と課題について、調査結果と共に重
点的に取り組んだ先進事例も紹介されている【図 13】【図 14】【図 15】。
ポイント③として、「看取り」までのプロセスに関する説明や過程を専門職で説明で
きるようになることが上げられた。これは、施設での看取りが今後も増え続ける事に
対する対応策である。また、看取りまで対応するためには、訪問看護等のサービスが
現在の規定では利用しづらい部分についての制度改正への要望も上がっていた。
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ポイント④として、「医療・介護連携の実質的なレベルアップは、やはり療養者の
方々を通してしか考えられない。担当者会議との積み重ねによる連携のレベルアップ
を図っていくことが重要」と、委員の多くが発言していた。ここに関しては、薬剤
師、歯科医などの積極的な参加の意思がある意見が出されている。

【図 13】入退院時における医療と介護の連携の現状と課題※6

【図 14】都道府県医療介護連携調整実証事業※6
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【図 15】福島県（県中圏域）における退院調整ルール作成・運用について※6
※6.「平成 27 年度 都道府県医療介護連携調整実証事業 第 2 回都道府県在宅医療・介護連携担当
者・アドバイザー合同会議」平成 28 年 3 月 8 日開催資料 1-1

【図 16】連携のための情報共有について（第 5 回報告より）
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第 5 回では、「連携のための情報共有について」話し合いを行った【図 16】。ここで
は、具体的な共有方法について検討することを目的としていた。事務局では、第 1 回
～第 4 回までの話し合いの中で出てきた「資源の見える化」の具体的な案として、「つ
ながライン」を紹介し、実際に委員に操作を体験する場を設けた。
「つながライン」を使うことで連携が図られるという単純な結論には至らず、不安や
課題の共有となった。「電子媒体を使うことによる利便性の向上」については理解しつ
つも、一方で「個人情報を扱う面でのセキュリティ」については、多くの発言があっ
た。一方で「電話や FAX」での連絡は、現在も利便性としては有効であることが発言
されていた。（「結局は、電話で確認する」「FAX はいつでも都合のいい時に読めて、
一筆書いて返信すればいい（という手ごろさがある）」というところでの利用）、た
だ、若い世代はスマホで SNS 等を使った情報のやり取りが行われていて、インターネ
ットに繋がることへの抵抗感が薄いことなど、インターネット世代との感覚の差につ
いても意見が出された。
「ケア会議など、バーチャルな場で会議ができるのであれば」との発言も医師等か
ら出ていたが、「各々の職種が足で稼いできた情報を元に、現在は情報のやりとりが間
」という意見もあり、まとまらなかった。
に合っているのではないか。
現在、宮城県では MMWIN を使ったネットワークの構築等にも取り組んでいるが、
つながラインは、情報を検索するためには有効なツールであるとの意見をいただくこ
とができた。（「操作が簡単そうだ。」「こういうのは利用できるんじゃないか。」「つな
がラインははじめの一歩にはいいんじゃないか」などの意見）
もう一つ、共通フォーマットの作成についても一部触れられていたが、このような
インターネット媒体で共有する事自体に抵抗が否めない委員が多かった。
第 5 回までの検討を経て、そろそろモデル的でも実践を積み重ねなければならない
時期となり、これまでの課題の共有、解決への方法を実践することとした。
第 6 回は、「医療・介護が地域にどのように介入することができるか」についての検
討を行った【図 17】。
「専門職が地域に介入する」ことの限界だろうか、「病院からみると地域ではなく患
者単位。仙台は病院の役割分担ができていないので、大学でもかかりつけのように来
る。病院はあらゆる地域と関わる。地域の中は見えず、お任せとなる。」や「問題レベ
ルで開催する会議は変わる、サービス担当者レベル、地域の方の協力が必要なレベ
ル、多職種で関わっていくレベル。今仙台市では手引書の作成を進めている」などの
意見が出ているが、「地域」となると、それにどう介入していいのかがわからなくなる
部分もあるのではないか。「専門職は個別ケア会議には入りやすいが、地域のこととな
」とあるが、地域住民と情報を共有し、課題等を解決に導いてい
ると止まってしまう。
く段階の明確化を図っていくなど、地域介入には新たな課題が残っている。
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【図 17】燕沢地域のモデル事業に、自分達がどう関われるか（第 6 回報告より）
第 7 回では、第 1 回から第 6 回までの話し合いの中から、具体的な実践内容につい
てさらに取りまとめた【図 18】【図 19】。【図 18】はこれまでの話をイメージ図とし
た。【図 18】の、「地域の中で個別に包括ケアが行われている」ことの部分に、会議の
中で多く発言された「個別事例の取り組みの積み重ね」を含んでいる。ここに、重層
的に「普及啓発と相談支援」「専門職の研修・ケア会議つくり」を、さらに底辺に「資
源のみえる化による情報共有」がある。これらを実践する具体的内容を【図 19】で示
している。【図 19】は、課題の中心となる部分を【図 5】から抜き出し、実践 1、2、3
について、第 6 回までに発言された内容をまとめている。
各々の実践を行うための「キーワード」は、この実践を行うにあたって軸となる部
分である。「方法」「内容」は、明確に示されたが「実施主体」が明確ではないことが
課題である。
第 7 回では、実践 3「市民への更なる普及啓発と相談支援」を実施するために「最
期まで在宅で過ごせるというのを市民にどう伝えていくか」について話し合った。
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【図 18】医療・介護連携体制の構築と療養支援体制イメージ図

【図 19】実践 1・2・3 を行う「キーワード」と実施内容、方法
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医療・介護の相互理解が進んでいないことが第 1 回会議開催より明らかになる中、
「では、市民へどう伝えるか」という部分について、委員の発言を抽出した【図
20】。

【図 20】最期まで在宅で過ごせるというのを市民にどう伝えるか（第 7 回報告より）
まず、「看取り」が在宅でもできるということをいかに伝えるか。このことについ
て、医療・介護の両側面から支えることが重要であることが語られている。その次
に、広報の方法として、地域に広げていくための機会を企画し広報する、メディアを
使って広報する等の案も出されている。平成 27 年度は、市民フォーラムの開催を予定
していることから、本検証については後ほど示す。
第 8 回は、「実際に市民フォーラムを開催し、市民への普及啓発について考える」と
題し、グループワークを行った。前回の市民フォーラムの反省点と第 8 回で出た意見
を元に、事務局でプログラムを作成した。【図 21】
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【図 21】市民への普及啓発方法と市民フォーラムプログラム概要（第 8 回報告より）
平成 25 年に市民フォーラムを開催した際、定員を大幅に超える申込みがあり、200
名以上断らざる得なかった経緯や、内容がわかりにくかった点などの反省点や委員の
意見も踏まえて、今回は多数の申込みに対応できる場所を選定し、内容も申込みの際
に事前アンケートを取り、市民の知りたい事に的確に対応出来るようにした。合わせ
て、各団体よりスタッフ協力者を募り、体験型の展示ブースを設け、発表などの準備
を行い、当日を迎えた。市民フォーラムの実践については、後ほど検証する。
第 9 回は、行政への政策提言する内容を次の 6 項目にまとめた【図 22】。
①各団体が集まる場の継続、②多職種連携のための研修会の開催、③人材育成支援、
④地域づくり、⑤普及啓発活動の継続、⑥政策立案に関する行政の体制である。
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これらは、第 8 回までの発言を元に、政策提言に繋がる発言を抽出している。第 8
回で初めて出てきた内容として、「人材育成支援」がある。これは、介護事業所等が
「人材を募集しても集まらない。人材派遣会社に手数料を支払ってまで事業所を展開
」と人材確保に難渋していることから出てきた項目
しなければならない状況なんです。
である。

【図 23】行政への提言内容について（第 9 回報告より）
第 10 回は、第 9 回までのまとめの報告を行い、「提言の優先順位を考える」をテー
マに話し合った。最終回で、各団体から行政への要望と提言と合わせて話し合いを行
ったが、またこれまでの話し合いでは出なかった、多岐にわたって意見や要望も出さ
れた。やはり、研修・教育、普及啓発、人材育成、地域づくりなど継続の声が上がっ
た【図 24】。
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3．仙台医療介護連携の会報告

【図 24】グループ討議で出た意見（第 10 回報告より）
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5）会議内容の結果 （1）仙台医療介護連携の会会議報告から

②第 1 回から第 9 回までの分析 2
事務局による報告と委員に話し合いを続けてきたが、さらに、内容について外部研
究者による検証を行ったので報告する。

《使用ソフト「KH-Coder」と質的研究手法について》
まず、ソフトが読み込むにあたって、
「コーディングルール」を作成する。
（例：
「顔 – み
える」で、前後 10 字以内に「顔」と「見える」という言葉があると、
「顔が見える」という
言葉をして判断する、というようなルールの作成。これにより、頻出度などを測ることがで
きる）このコーディングルール次第で結果がいろいろ変わる。KH-Corder も計量テキスト
分析と言いながらも、手法としては質的研究手法に近い。いわゆる量的な結果というのは、
誰がやっても同じように結果が出るが、この手法は、コーディングルール次第で結果が変わ
る事もあることを結果の前提としておく必要がある。

ただ、同じように計量テキスト分析を行った結果が違うことの意見の食い違いを「間
違い」であるとして指摘することが目的ではなく、その違いがどこから生まれてきてい
るのかを探っていくことが本来の手法である。
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ࡇ or ఱ or ࠶ࡿ or ぢ࠼ࡿ or ศࡿ or ▱ࡿ or ᩍ࠼ࡿ)) or near(┦⌮ゎ - ┦ά⏝ - ࠸ - ά⏝ - 㐃ື - ⪁ࠎ - ࢫࢡࣜ
࣮ࢽࣥࢢ) or near(ண㜵 - ࢻࢡࢱ࣮ - ᠓ㄯ) or near(㆟ - ಶู - ࢣ࣮ࢫ - ᑠࡉ࠸) or near(㈨※ - άࡍ - ࢥࣥࣃࢡࢺ) or
near(㞀ᐖ⪅ - ᡭᖒ - ᨭ) or near(㞀ᐖ - ⟇) or near(࣐ࢵࣉ - 㢦 - 㞟ࡲࡿ) or near(་⒪ - ㆤ - ㈨※) or near(ㄆ▱ ከ⫋✀ - ◊ಟ) or near(ㄆ▱ - ┦ㄯ❆ཱྀ)
㸨㢦ࡢぢ࠼ࡿ㛵ಀㄢ㢟ゎỴ
near(㢦 - ぢ࠼ࡿ) or near(࠸ - 㛵ಀ - ་⒪ - ㆤ - 㐃ᦠ - ◊ಟ - ὶ - 㛤ࡃ - 㛤ദ - ศࡿ - ཧຍ - ⾜ࡃ - ฟᖍ ฟࡿ - 㞟ࡲࡿ) or near(୰Ꮫᰯ - ᑠᏛᰯ - ⏫ෆ - ༢ - ᐃᮇ - ලయ - ࢣ࣮ࢫ -  -  - 㐃ᦠ - ◊ಟ - ὶ - ศ
ࡿ - ཧຍ - ⾜ࡃ - ฟᖍ - ฟࡿ - 㞟ࡲࡿ) or near(ලయ -  - ࢣ࣮ࢫ - ㄢ㢟 - ᳨ウ - ゎỴ - ᐇ㊶ - ヰࡋྜ࠺)
㸨ᑓ㛛⫋✀㛫ࡢሗඹ᭷
near(་⒪ - ㆤ - ሗ) and (ᥦ౪ or ඹ᭷ or ࢩࢫࢸ࣒ or ࠶ࡿ or ᚲせ or సࡿ or ḧࡋ࠸) or near((་⒪⪅ or ་⒪⫋ or ་
ᖌ or ඛ⏕ or ࢣ㆟ or ᆅᇦࢣ㆟ or ㆟ or ከ⫋✀) - (⌮ゎ or ཧຍ or ሗඹ᭷ - ⾜ࡃ or ฟᖍ or ฟࡿ or 㞟ࡲࡿ ᮶ࡿ) or near(ࢣ࣐ࢿ - ་⒪ሗ - デ⒪ሗᥦ౪᭩ - デ⒪ሗ - ▱ࡿ - ᩍ࠼ࡿ - Ώࡍ) or near(ᣦ♧᭩ - デ᩿᭩ - ⣬ - ୍ᯛ
- ඹ᭷) or near(ṑ⛉ - ṑ⛉་ᖌ - ሗ - ඹ᭷) or near(⸆ᒁ - ⸆ᖌ - ሗ - ඹ᭷) or near(ᅾᏯ - タ - 㝔 - ሗ - ᥦ౪
- ඹ㏻ - ᵝᘧ - ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ)
㸨┳ྲྀࡾࡢ㛵ࢃࡾ
near((ᅾᏯ or ᐙ or ⮬Ꮿ or ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ or ≉㣴 or ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍ or ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍) - (┳ྲྀࡿ or ᭱ᮇ)) or
near(┳ྲྀࡿ - యไ) or near(ᐙ᪘ - ┳ྲྀࡿ - ゝ࠺ - ఏ࠼ࡿ - ㄝ᫂ࡍࡿ - ㄒࡿ) or near(24 㛫 - デ⒪ᡤ - 㝔 - ቑ࠼ࡿ - Ᏻ
ᚰឤ) or near(ᅾᏯ - ᐙ - ┳ྲྀࡾ - ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ) or near(タ - ┦ㄯ - ┳ྲྀࡾ) or near(⒴ᮎ - ་⒪ಖ㝤 - ゼၥ┳ㆤ)
or near(ᐙ᪘ - 㟁ヰ - ඛ⏕ - ゼၥ┳ㆤ - ᩆᛴ㌴ - ࡪ) or near(་⪅ - ヰࡍ - ᩆᛴ㌴ - ㄝ᫂ - ᑀ - ⧞ࡾ㏉ࡍ) or near(┳ྲྀ
ࡾ - ࣉࣟࢭࢫ - ㄝ᫂) or near(ᕷẸ - ┦ㄯ - Ṛ⏕ほ - ᭱ᮇ)
5ᅇ
㸨ሗඹ᭷ࡢ㞴Ⅼ
near((Facebook or LINE or SNS or 㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ or ࢭ࢟ࣗࣜࢸ or PC or ಶேሗ or ࢫ࣐࣍ or ࢼࣟࢢ or デ⒪ሗᥦ౪᭩)
- (ࢭ࢟ࣗࣜࢸ or 㞴ࡋ࠸ or ༴㝤 or ༴࡞࠸ or ᛧ࠸ or ࢘ࣝࢫ or ၥ㢟 or ᬯྕ or ࣁࢵ࢟ࣥࢢ))
㸨㹇㹒ࢶ࣮ࣝࡢ᭷ຠᛶ
near((Facebook or LINE or SNS or 㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ or ࢭ࢟ࣗࣜࢸ or PC or ಶேሗ or ࢫ࣐࣍ or ࢼࣟࢢ or デ⒪ሗᥦ౪᭩)
- (Ⰻ࠸ or ࠸࠸ or ᪩࠸ or ࡘ࡞ࡀࡿ or ᭷ຠ or ά⏝ or ࢫࣆ࣮ࢹ࣮))
㸨FAX࣭㒑㏦࣭ᏊࡢⅬ
near((ᆅᇦ or ሗ or FAX or 㟁ヰ or 㒑㏦ or Ꮚ)-(Ⰻ࠸ or ࠸࠸ or ☜ㄆ or Ᏻ or ౯್))
㸨㐲㝸㆟ࡢά⏝
near((TV or ࣂ࣮ࢳࣕࣝ or 㐲㝸) - (㆟ or ཧຍ or ⏝ or ά⏝ or ࢣ㆟))
㸨ࡘ࡞ࡀࣛࣥࡸ MMWIN ࡢά⏝
near((ࡘ࡞ࡀࣛࣥ or MMWIN or ᆅᅗ) - (⏝ or 㐃ື or ࠺ or ᳨⣴ or ࡸࡾྲྀࡾ or ┿ or ື⏬))
㸨ඹ㏻ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡢ⏝
near((ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ or デ᩿᭩ or ࢭࢫ࣓ࣥࢺ or ᵝᘧ) - (౽ or ῭ࡴ or ࡘ࡞ࡀࡿ or ⧅ࡀࡿ))
㸨་⒪ሗࡢᥦ౪
near((་⒪ and ሗ) - (࡞࠸ or ᚲせ or ḧࡋ࠸ or ᥦ౪ࡍࡿ or ㏦ࡿ or ㄝ᫂ or ⪺ࡃ or ᚓࡿ))
6ᅇ
㸨ゎỴᆺ㆟ࡢ㛤ദ
near((ᆅᇦࢣ㆟ or ࢣ㆟ or ㆟ or 㐃ᦠ or ࢸ࣮࣐) - (ᵝࠎ or Ⰽࠎ or ಶู or ලయ or ࢡࢩࣙࣥ or ࣉࣛࣥ or ゎ
Ỵ or ᫂☜) - (ᡭẁ or 㛤ദ or ᐇ or ཧຍ or ࢶ࣮ࣝ or ᳨ウ))
㸨ࢣ㆟ࡢㄆ㆑
near((ಶู or ᆅᇦ) - (ࢣ࣮ࢫ or ၥ㢟 or ゎỴ or ၥ㢟ゎỴ)) or near(㆟ - ၥ㢟 - ࣞ࣋ࣝ) or near(ఱ - ࡛ࡁࡿ - ࡛ࡁ࡞࠸ ㄆ㆑)
㸨ಶேሗಖㆤࡢᅔ㞴
near(ᆅᇦ - ㄢ㢟 - ಶேሗ) or near(ಶேሗ - ၥ㢟)
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㸨㐃ᦠ⫋✀ࡢ㆟ཧຍ
near((་ᖌ or ඛ⏕ or ࢻࢡࢱ࣮ or ṑ⛉་ᖌ or ⸆ᖌ or ⸆ᒁ) - (㆟ or ཧຍ or ฟᖍ or 㞟ࡲࡿ or ᮶ࡿ))
㸨ㄆ▱ᑐᛂࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
near((ㄆ▱ or MCI or BPSD) - (ၨⵚ or ၨⓎ or ᆅᇦ)) or near(ㄆ▱ - ་⒪ - ࡘ࡞ࡄ - ࢻࢡࢱ࣮) or near(ᆅᇦ - ་ᖌ - ᙇ
ࡿ) or near(ᬑཬၨⓎ - ⓙ - ▱ࡿ) or near(ㄆ▱ - デ⒪ - Ẽ - ཷデ) or near(ㄆ▱ - ከ⫋✀ - ◊ಟ) or near(ㄆ▱ - ┦ㄯ
̺┦ㄯ❆ཱྀ - ᶵ㛵 - ᣐⅬ - ᩚഛ)
7ᅇ
㸨24 㛫ᑐᛂࡢᐇ
near(24 㛫 - (ඛ⏕ or ་ᖌ or ࢻࢡࢱ࣮ or  デ or ་⒪ or ゼ┳ or ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ or ㆤ or 㐃ᦠ or ᑐᛂ or ࢧ
࣮ࣅࢫ or ᩚഛ)
㸨┦ㄯࡸ㈨※ࡢ‽ഛ
near(♫㈨※ - ᚲせ - ┦ㄯ - ❆ཱྀ) or near(᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍ - ࢧ㧗ఫ - ᩚഛ) or near(ᆅᇦ - タ - 㐃ᦠ)
㸨ㆤࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࡢㄝ᫂
near((ࢣ࣐ࢿ or ࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ or ゼ┳ or ┳ㆤᖌ) - (ࢧ࣮ࣅࢫ or ෆᐜ) - (ᚲせ or ㄝ᫂ or ▱ࡿ))
㸨ᅾᏯ┳ྲྀࡾㄝ᫂
near((┳ྲྀࡾ or Ṛࡠ or 㐣⛬ or ⧞ࡾ㏉ࡍ or ᐙ᪘) - (ヰࡍ or ㄝ᫂ or ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ)) or near(ᑓ㛛ᐙ - ◊ಟ) or near(Ṛ
- Ꮫࡪ) or near(≉㣴 - ᭱ᮇ - ┳ྲྀࡿ - ࣓࣮ࢪ)
㸨ᗈሗ࣭࿘▱ࡢᕤኵ
near(⌮ᛕ - ᬑཬ - ၨⓎ) or near(ὶ - ㅮᗙ - ᆅᇦ - ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ - ࣓ࢹ - 㓄ಙ) or near(デ⒪ᡤ - ᴗᡤ - ሗ බ㛤 - ࣐ࢵࣉ) or near(ᕷẸ - ࣇ࢛࣮࣒ࣛ - ࣋ࣥࢺ - 㛤ദ - ᗈሗ - ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ) or near(ㄆ▱ - ࢝ࣇ࢙ - ၨⓎ) or near(ࢸ
ࣞࣅ - ࢻ࣐ࣛ - ᫎ⏬ - Ẹἲ - NHK)
㸨ⱝᡭ་ᖌࡢᅾᏯᩍ⫱
near(་ᖌ - ་⪅ - ᩍ⫱ - ᅾᏯ - ⧅ࡄ - ◊ಟ)
8ᅇ
㸨࣓ࢹ➼ࢆࡗࡓၨⓎ
near(ᫎീ or DVD or ࣅࢹ࢜ or ᫎീ or ࢫࢸ࣮ࢪ or ᑍ or ྲྀᮦ or ₇ዌ or ࢥࣥࢧ࣮ࢺ or ᪂⪺ or ࢸࣞࣅ or ྜၐ) - (ࡍࡿ
or ぢࡿ or ⪺ࡃ or ࡈぴ))
㸨ᑓ㛛⫋✀ࡽࡢㅮ₇
near((་ᖌ or ゼၥ┳ㆤ or ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ or ṑ⛉ or ⸆ᖌ or ᰤ㣴ኈ or ࢣ࣐ࢿ) - (ヰࡍ or ヰ or ࡛ࡁࡿ or  デ or ㄆ
▱ or ┳ྲྀࡿ or ࢣ or άື or ▱ࡿ)) or near(ࢸ࣮࣐ - ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ - ㅮ₇))
㸨య㦂ⓗ࡞ၨⓎ
ᐃ or ㆤ or ࣟ࣎ or ࣟ࣎ࢵࢺ or ჾල or ࣒࢜ࢶ or ࢯ
near(ࢢࢵࢶ or ヨ㣗 or య᧯ or ᪩ཱྀ or ࢫࢺࣞࢵࢳ or ⾑ᅽ or
ࣇࢺ㣗 or ὶື㣗 or ࣑࢟ࢧ࣮㣗) - (య㦂 or య㦂ࡍࡿ or 㣗ࡿ or ᒎ♧) or ࣓࣮࣮࢝
㸨ࣥࢣ࣮ࢺ➼ࡢᐇ
near((๓ or ࣥࢣ࣮ࢺ or ㉁ၥ) - (ࡿ or ྲྀࡿ or ⪺ࡃ or ᢕᥱ)) or near(ሙ - ㉁ၥ)
㸨࣭య㦂ㄯࡢ⤂
near(య㦂⪅ - య㦂ㄯ - ⤒㦂 -  - ලయ - ⤂ - ヰ - ㄒࡾ)
㸨┦ㄯ࡞ࡢᐇ
┦ㄯ or near(⸆ᖌ - ⸆ - ┦ㄯ) or near(ㄆ▱ - ㆤ - ┦ㄯ) or near(㉁ၥ - ⟅࠼ࡿ)
㸨ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡸ㈨ᩱࡢ㓄ᕸ
near((ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ or ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ - ᒎ♧) - (ࣈ࣮ࢫ or ⨨ࡃ or 㓄⨨ or 㓄ᕸ or 㓄ࡿ))
9ᅇ
㸨ྛᅋయࡀ㞟ࡲࡿሙࡢ⥅⥆
near((㐃ᦠ or ㄢ㢟 or ඹ᭷ or 㐃⤡⥙ or 㢦 or ከ⫋✀) - (⧅ࡄ or ⥅⥆ or ⥆ࡅࡿ or ྜࢃࡏࡿ or 㞟ࡲࡿ or ඹ᭷)) or near(ศ
ᩓ - ࡞࠸) or near(ᆅᇦ - 㞟⣙ - ࡍࡿ) or near(⾜ᨻ - ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ) or near(Ꮫ - ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ)
㸨ከ⫋✀㐃ᦠࡢ◊ಟ㛤ദ
near((ᆅᇦࢣ㆟ or ໟᣓ or 㝔) - (ࢳ࣮࣒ or ᨭ࠼ࡿ or ᚲせ or ▱ࡿ)) or near((ከ⫋✀ or 㐃ᦠ) - (◊ಟ or ◊ಟ or ㅮ
⩦ or ὶ or ㅮ⩦ - ὶ - 㛤ദ)) or near(ᅾᏯ - 㐃ᦠ - ᑠᏊ) or near(ሗඹ᭷ - Ⅼᩘ) or near(ሗ - ඹ᭷ - ぢ࠼ࡿ
) or near(ᆅᇦໟᣓ - ◊ಟ - άࡍ) or near(୕ᖌ - ໟᣓ - ࢳ࣮࣒) or near( - ሗ - ⸆ᖌ) or near(ࡼࡑ - ⮬ศ ぢࡿ)
㸨ேᮦ⫱ᡂᨭ
near((ேᮦ or ࣐ࣥࣃ࣮࣡ or ࢫࢱࢵࣇ or ᑓ㛛⫋ or ㆤ⫋ or ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ or ㈨᱁ or ྠ⫋ or ከ⫋✀) - (⫱࡚ࡿ or ᑡ࡞
࠸ or ㊊ or 㞳⫋ or ࢵࣉ or ᨭ࠼ࡿ or ຓᡂ or ⫱ᡂ or ぢᏛ or ᐇ⩦ or ㅮ⩦ or ὶ)) or near(◊ಟ - ㈨᱁ - ྲྀࡿ) or
near(ேᮦ - ᥗࡲ࠼ࡿ) or near(ㆤ - (ேᮦ☜ಖ or 㣴ᡂ)) or near(ᅾᏯ - ⸆ᖌ - ቑ࠼ࡿ) or naer(ࢫ࣮ࣃ࣮ - (ಖᖌ or
ࢼ࣮ࢫ)) or naer(ㆤ - ศࡿ) or naer(་⒪ - ศࡿ) or naer(㞀ᐖ - ศࡿ) or naer(⾜ᨻ - ࢧ࣮ࣅࢫ - ศࡿ) or near(་⪅ ᩍ⫱) or near(ゼၥ┳ㆤ - 㣴ᡂ - ࣉࣟࢢ࣒ࣛ) or near(ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ - ᩍ⫱ - ጤク)
㸨ᆅᇦ࡙ࡃࡾ
near(ᆅᇦ or ⾜ᨻ or ྎᕷ or ᕷ or ᐑᇛ┴ or ┴ or ࠸ or ㈨※ or ࢧ࣮ࣅࢫ) - (ぢ࠼ࡿ or ࣂࢵࢡࢵࣉ) or near(OB ᆅᇦ - ࢳ࣮࣒) or near(⮬ศ - ୍ဨ) or near(ಶேሗ - 㧗㱋⪅ - ぢᏲࡿ) or PTA or near(ᆅᇦ - ㆟) or near(ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮ ࣮ࣜࢲ࣮ - ᰾ - ࣆࢵࢡࢵࣉ) or near(࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ - ேᮦ - ᣦྡ) or near(ඖẼ - 㛗࠸) or near(ඖẼ - ቑࡸࡍ) or near(ᙺ
or ࡅࡿ or ᨭ) or near(ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ - ぢ࠼ࡿ)
㸨㈨※ᢕᥱ࣭㓄⨨㐠⏝
near((ேဨ or 㐺ṇ) - 㓄⨨)) or near(⾜ᨻ - タ - ᢕᥱ) or near(ຠ⋡ - 㐠⏝) or near(ࣜࢧ࣮ࢳ or ேᮦ or 㓄⨨) or near( -
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ࣜࢧ࣮ࢳ) or near((㧗㱋⪅ or ᆅᇦ) - ༠ྠ)) or near(␗ື - ᑓ㛛 - 㓄⨨) or near(ᶓ - ࡘ࡞ࡀࡿ - ᑐᛂ) or near(ண⟬ - ᅾᏯ - య
ไ) or near((ᡭ⥆ࡁ or ᭩㢮) - (⡆⣲ or ⡆༢)) or ホ౯ or බ⾲ or near(⾜ᨻ - ே - ฟࡍ) or near(ᆅᇦ - ࣮ࣜࢲ࣮ - ฟࡍ) or
near(⌧ሙ - ▱ࡿ)
㸨ᬑཬၨⓎάືࡢ⥅⥆
near(ᕷẸ - (SOS or ┦ㄯ or ᝎࡳ or ၥ) - (❆ཱྀ or ࿘▱ or ཷࡅࡿ or ⪺ࡃ or ゎỴ or ၨⓎ)) or near((㝔 or タ) - Ᏻᚰ
- (࡞࠸ or ᗁ)) or near(ᅾᏯ - ᾐ㏱ - ᙅ࠸) or near(ㄪᏊ - ᝏ࠸ - 㝔) or near(⸆ - ┦ㄯ - ὀព) or near(┳ྲྀࡿ - ぬᝅ) or
near(ᕷẸ or ព㆑ or ኚࢃࡿ)
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䛔䛻㢦䜢▱䜛䚸䛹䛣䛾䛰䜜䛛䜢▱䜛䚸་⒪䞉ㆤ㐃ᦠ䛾◊ಟ䜔ὶ䛾㛤ദ
ᑠᏛᰯ༢⛬ᗘ䛾㞟䜎䜚䚸㞟䜎䛳䛯䜙ලయⓗ䛺ෆᐜ䞉ㄢ㢟䜢᳨ウ

ᆅᇦ㈨※䛾䛂ぢ䛘䜛䛃
タ䛾ሗ䜔యไ䚸ሙᡤ䛜ศ䛛䜛䚸ሗ䛜䠳䡁䠾䛺䛹䛷ぢ䛶ศ䛛䜛䚸┦䛻ά⏝䛧
䛒䛘䜛ሗ䚸ㄆ▱䛾┦ㄯ❆ཱྀ

ᑓ㛛⫋✀㛫䛾ሗඹ᭷
་⒪䚸ㆤሗ䛾ඹ᭷䛩䜛䝅䝇䝔䝮䛵䛟䜚䚸་⒪⪅䛾䜿䜰㆟䜈䛾ཧຍ䚸䜿䜰䝬
䝛䝆䝱䞊䜈䛾་⒪ሗᥦ౪䚸᭩ᘧ䛾ඹ᭷䚸ṑ⛉་ᖌ䞉⸆ᖌ䛸䛾ሗඹ᭷

┳ྲྀ䜚䜈䛾㛵䜟䜚
ᅾᏯ䚸ᒃఫ⣔タ䛷䛾┳ྲྀ䜚ᐇ䚸ᐙ᪘䜈䛾┳ྲྀ䜚䛾ㄝ᫂䚸Ϯϰ㛫యไ䚸ゼၥ┳
ㆤᖌ䛾㛵䜟䜚䚸ᕷẸ䛾Ṛ⏕ほ

⾲䠍 䜹䝔䝂䝸䛻䛛䛛䜛㢖ᗘ

➨䠍ᅇ
䛣䜜䛛䜙䛾⚾䛯䛱䛻ᚲせ䛺ඹ㏻ㄆ㆑

䝁䞊䝗ྡ

ᑓ㛛⫋✀㛫䛾ሗඹ᭷䛜᭱䜒㔜せ䛺ඹ㏻ㄆ㆑䚸་
ᖌ䚸┳ㆤᖌ䛿䜒䛱䜝䜣䛾䛣䛸䚸䛸䛟䛻ṑ⛉་ᖌ䛻䛚䛔
䛶䛭䛾ഴྥ䛜ぢ䛘䜛䚹 ୍᪉⾜ᨻ䠄ᐑᇛ┴䚸ྎᕷ䠅
䛿㢦䛾ぢ䛘䜛㛵ಀ䛾ᵓ⠏䜢㔜せど䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ぢ
䛘䜛䚹

⾲䠎

⫋✀ู
䠆㢦䛾ぢ䛘䜛㛵ಀ䛸
ㄢ㢟ゎỴ

་ᖌ
┳ㆤᖌ
ᐑᇛ┴
◊✲䞉ᩍ⫱
タ㛗䞉⟶⌮⪅
ṑ⛉་
ྎᕷ
┦ㄯဨ
⸆ᖌ
ྜィ
䜹䜲Ϯ್

ϱϬ;ϮϮ͘ϰϮйͿ
ϯϰ;Ϯϰ͘ϴϮйͿ
Ϯϯ;ϰϰ͘ϮϯйͿ
ϰϲ;Ϯϲ͘ϰϰйͿ
ϰϱ;ϯϯ͘ϯϯйͿ
ϭϭ;Ϯϱ͘ϱϴйͿ
ϳ;ϯϱ͘ϬϬйͿ
ϵ;ϭϵ͘ϱϳйͿ
ϰϰ;Ϯϴ͘ϱϳйͿ
Ϯϲϵ;Ϯϳ͘ϯϰйͿ
ϭϱ͘ϯϭϭ

䠂

䠆㢦䛾ぢ䛘䜛㛵ಀ䛸ㄢ㢟ゎỴ

Ϯϲϵ

Ϯϳ͘ϯϰй

䠆ᆅᇦ㈨※䛾ぢ䛘䜛

ϭϬϵ

ϭϭ͘Ϭϴй

䠆ᑓ㛛⫋✀㛫䛾ሗඹ᭷

ϯϭϭ

ϯϭ͘ϲϭй

䠆┳ྲྀ䜚䜈䛾㛵䜟䜚

Ϯϯϳ

Ϯϰ͘Ϭϵй

䠀䝁䞊䝗↓䛧

ϰϲϮ

ϰϲ͘ϵϱй

䠄ᩥ᭩ᩘ䠅

ϵϴϰ

䠆ᆅᇦ㈨※䛾
ぢ䛘䜛

ϭϴ;ϴ͘ϬϳйͿ
ϭϬ;ϳ͘ϯϬйͿ
ϭϴ;ϯϰ͘ϲϮйͿ
ϭϯ;ϳ͘ϰϳйͿ
Ϯϭ;ϭϱ͘ϱϲйͿ
ϲ;ϭϯ͘ϵϱйͿ
ϰ;ϮϬ͘ϬϬйͿ
ϱ;ϭϬ͘ϴϳйͿ
ϭϰ;ϵ͘ϬϵйͿ
ϭϬϵ;ϭϭ͘ϬϴйͿ
ϰϬ͘ϵϮϭΎΎ
㻡㻞

㢖ᗘ

䠆ᑓ㛛⫋✀㛫䛾
ሗඹ᭷

ϳϵ;ϯϱ͘ϰϯйͿ
ϱϮ;ϯϳ͘ϵϲйͿ
ϭϲ;ϯϬ͘ϳϳйͿ
ϱϬ;Ϯϴ͘ϳϰйͿ
ϯϯ;Ϯϰ͘ϰϰйͿ
Ϯϯ;ϱϯ͘ϰϵйͿ
ϯ;ϭϱ͘ϬϬйͿ
ϭϴ;ϯϵ͘ϭϯйͿ
ϯϳ;Ϯϰ͘ϬϯйͿ
ϯϭϭ;ϯϭ͘ϲϭйͿ
Ϯϱ͘ϯϭϵΎΎ

䠆┳ྲྀ䜚䜈䛾
㛵䜟䜚

ϯϴ;ϭϳ͘ϬϰйͿ
ϰϯ;ϯϭ͘ϯϵйͿ
ϵ;ϭϳ͘ϯϭйͿ
ϰϬ;ϮϮ͘ϵϵйͿ
ϯϰ;Ϯϱ͘ϭϵйͿ
Ϯϭ;ϰϴ͘ϴϰйͿ
ϳ;ϯϱ͘ϬϬйͿ
ϭϴ;ϯϵ͘ϭϯйͿ
Ϯϳ;ϭϳ͘ϱϯйͿ
Ϯϯϳ;Ϯϰ͘ϬϵйͿ
ϯϲ͘ϱϴϬΎΎ

䜿䞊䝇
ᩘ

ϮϮϯ
ϭϯϳ
ϱϮ
ϭϳϰ
ϭϯϱ
ϰϯ
ϮϬ
ϰϲ
ϭϱϰ
ϵϴϰ

㻡䠅㆟ෆᐜ䛾⤖ᯝ䚷䠄㻝䠅ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾㆟ሗ࿌䛛䜙
䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚

ᅗ䠎䠑 䜽䝻䝇㞟ィ䠄⫋✀ู䠅

䜽䝻䝇㞟ィ䛻䜘䜚ฟ䛯ᩘ
್䜢䝞䝤䝹䝥䝻䝑䝖ᙧᘧ
䠄䕕䠅䛷ᅗ䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䝟䞊䝉䞁䝔䞊䝆䛜㧗䛔䜒
䛾䜋䛹䚸䕕䛾䛝䛥䛜
䛝䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹

ᅗ䠎䠒 ᑐᛂศᯒ 䠄⫋✀ู䠅
䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚
ỈⰍ䛾䕿䛾⨨䛿䚸ཎⅬ䛻㏆䛔䜋䛹ฟ⌧
㢖ᗘ䛜㧗䛔䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹
ỈⰍ䛾䕿䛾䛝䛥䛿䚸ヰ䛾㔞䜢⾲䛧䛶䛔䜛䚹
ෆᐜ䜢♧䛩ỈⰍ䛾䕿䛾㏆䛟䛻ᕸ⨨䛥䜜䛯
⫋✀䠄㉥䛾䕕䠅䛜䚸䛭䛾ෆᐜ䜢ከ䛟Ⓨゝ䛧䛯
⫋✀䛸ุ᩿䛷䛝䜛䚹
⦪ᶓ㍈䛾ᡂศ䛿䚸ᑐᛂศᯒ䜢⾜䛖䛾䛻ᚲ
せ䛺ᅉᏊ䛷䛒䜛䚹䠄䛣䛾ሙྜ䛿䚸ୖᅉᏊ
䛴䛜ϴϭ͘ϵϭ䠂䜢༨䜑䛶䛔䜛䠅
䜎䛯䚸ᡂศ䠍䠄ϲϳ͘ϰ䠂䠅䛜⦪㍈䛾ᡂศϮ
䠄ϮϬ͘ϳϭ䠂䠅䜘䜚䜒ẚ㔜䛜㔜䛔䛾䛷䚸ᶓ㍈䜢
୰ᚰ䛻ぢ䛶⾜䛟䚹⦪㍈䠄ᡂศϮ䠅䛻୪䜣䛷䛔
䜛䕕䠄ྛ⫋✀䠅㛫䛻᭷ពᕪ䛿䛺䛔䛸ㄞ䜏ྲྀ
䜜䜛䚹
䠄䠖་ᖌ䚸ᩍ⫱䞉◊✲䛾㛫䛻᭷ពᕪ䛿ぢ䜙

ཎⅬ

䜜䛺䛔䠅
ヲ⣽䛺ᩘ್䛿䚸⾲䠎䛻♧䛩䚹

㻡㻟

㻟䠊ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾ሗ࿌

➨䠎ᅇ

䛆䛣䜜䛛䜙䛾⚾䛯䛱䛻ᚲせ䛺ඹ㏻ㄆ㆑䛇

ᐃᛶศᯒ䛷䜹䝔䝂䝸䞊䛥䜜䛯ウ㆟ෆᐜ

ఫẸయ䛾ᆅᇦໟᣓ
ᆅᇦ䛾䝸䞊䝎䞊䜔䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䛾ᚲせᛶ䚸Ẹ⏕ጤဨ䜔⏫ෆ䛸䛾㛵䜟䜚
⾜ᨻ⫋䠫䠞䛾ά㌍䚸ᑓ㛛⫋䛻䜘䜛ᕷẸάື䛾䝞䝑䜽䜰䝑䝥

ᆅᇦ㈨※䛾䛂ぢ䛘䜛䛃
ᑓ㛛⫋✀㛫䛾ሗඹ᭷
ṑ⛉་ᖌ䞉⸆ᖌ䛸䛾㐃ᦠ
ṑ⛉་ᖌ䛾䛛䛛䜚䛴䛡䚸ཱྀ⭍䜿䜰䛾ᐇ䚸⸆ᖌ䛾䛛䛛䜚䛴䛡ᶵ⬟

ㄆ▱ᑐᛂ䛾ྲྀ䜚⤌䜏
ㄆ▱䛾ᆅᇦ䜈䛾ၨⓎ䚸ㄆ▱䜢䛴䛺䛠་ᖌ䛾Ꮡᅾ䚸ㄆ▱ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛ከ⫋
✀䛾㛵䜟䜚䚸ㄆ▱䛾┦ㄯ❆ཱྀ䜔ᣐⅬ䛾ᩚഛ

┳ྲྀ䜚䜈䛾㛵䜟䜚

⾲ϯ 䜹䝔䝂䝸䛻䛛䛛䜛㢖ᗘ
➨Ϯᅇ
䛣䜜䛛䜙䛾⚾䛯䛱䛻ᚲせ䛺ඹ㏻ㄆ㆑

䝁䞊䝗ྡ

ṑ⛉་ᖌ䞉⸆ᖌ䛸䛾㐃ᦠ䚸ㄆ▱ᑐᛂ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䚸┳ྲྀ
䜚䜈䛾㛵䜟䜚䛻䛚䛔䛶䛿᭷ពᕪ䛜ฟ䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧ẚ㍑䛧
䛶䛔䜛䛾䛜䠍䠍⫋✀䛻䜒ཬ䜆䛯䜑䚸䛒䜎䜚ព䛿䛺䛥䛺䛔䚹
䛸䜚䛒䛘䛪᭷ពᕪ䛜䛺䛔䠄䠆䛜䛴䛔䛶䛔䛺䛔䠅㡯┠䛿䚸䛹䛾
⫋✀䜒Ⓨゝ䛧䛶䛔䜛ඹ㏻䛾ෆᐜ䛸ゝ䛘䜛䚹

⾲䠐

⫋✀ู

䠆ఫẸయ䛾ᆅᇦໟᣓ
䠆ᆅᇦ㈨※䛾ぢ䛘䜛
䠆ᑓ㛛⫋✀㛫䛾ሗඹ᭷
䠆ṑ⛉་ᖌ䞉⸆ᖌ䛸䛾㐃ᦠ
䠆ㄆ▱ᑐᛂ䛾ྲྀ䜚⤌䜏
䠆┳ྲྀ䜚䜈䛾㛵䜟䜚
䠀䝁䞊䝗↓䛧
䠄ᩥ᭩ᩘ䠅

㢖ᗘ
ϵϵ
ϭϬϮ
Ϯϳϳ
ϰϮ
ϵϭ
Ϯϯϵ
ϰϱϲ
ϵϮϯ

䠆ఫẸయ䛾 䠆ᆅᇦ㈨※ 䠆ᑓ㛛⫋✀㛫 䠆ṑ⛉་ᖌ䞉 䠆ㄆ▱ᑐᛂ 䠆┳ྲྀ䜚䜈䛾
ᆅᇦໟᣓ
䛾ぢ䛘䜛 䛾ሗඹ᭷ ⸆ᖌ䛸䛾㐃ᦠ 䛾ྲྀ䜚⤌䜏
㛵䜟䜚
㹋㹑㹕
་ᖌ
┳ㆤᖌ
ᐑᇛ┴
◊✲䞉ᩍ⫱
タ㛗䞉
⟶⌮⪅
ṑ⛉་
ྎᕷ
┦ㄯဨ
ಖᖌ
⸆ᖌ
ྜィ
䜹䜲Ϯ್

䠂
ϭϬ͘ϳϯй
ϭϭ͘Ϭϱй
ϯϬ͘Ϭϭй
ϰ͘ϱϱй
ϵ͘ϴϲй
Ϯϱ͘ϴϵй
ϰϵ͘ϰϬй

䜿䞊䝇ᩘ

Ϯ;ϮϬ͘ϬϬйͿ
ϯϲ;ϭϭ͘ϮϭйͿ
ϳ;ϭϭ͘ϭϭйͿ
ϱ;ϭϱ͘ϲϯйͿ
ϭϭ;ϳ͘ϵϭйͿ

ϭ;ϭϬ͘ϬϬйͿ
ϯϮ;ϵ͘ϵϳйͿ
ϲ;ϵ͘ϱϮйͿ
ϭϬ;ϯϭ͘ϮϱйͿ
ϭϵ;ϭϯ͘ϲϳйͿ

ϯ;ϯϬ͘ϬϬйͿ
ϭϬϵ;ϯϯ͘ϵϲйͿ
Ϯϰ;ϯϴ͘ϭϬйͿ
ϴ;Ϯϱ͘ϬϬйͿ
ϰϭ;Ϯϵ͘ϱϬйͿ

ϭ;ϭϬ͘ϬϬйͿ
ϭϭ;ϯ͘ϰϯйͿ
Ϯ;ϯ͘ϭϳйͿ
ϰ;ϭϮ͘ϱϬйͿ
ϱ;ϯ͘ϲϬйͿ

Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϱϭ;ϭϱ͘ϴϵйͿ
Ϯ;ϯ͘ϭϳйͿ
ϳ;Ϯϭ͘ϴϴйͿ
ϳ;ϱ͘ϬϰйͿ

ϯ;ϯϬ͘ϬϬйͿ
ϴϳ;Ϯϳ͘ϭϬйͿ
Ϯϯ;ϯϲ͘ϱϭйͿ
ϲ;ϭϴ͘ϳϱйͿ
ϯϵ;Ϯϴ͘ϬϲйͿ

ϭϬ
ϯϮϭ
ϲϯ
ϯϮ
ϭϯϵ

Ϯϭ;ϭϭ͘ϳϯйͿ

ϭϵ;ϭϬ͘ϲϭйͿ

ϰϭ;ϮϮ͘ϵϭйͿ

ϲ;ϯ͘ϯϱйͿ

ϭϬ;ϱ͘ϱϵйͿ

ϯϰ;ϭϴ͘ϵϵйͿ

ϭϳϵ

Ϯ;ϳ͘ϲϵйͿ
ϭ;ϯ͘ϴϱйͿ
ϳ;ϭϭ͘ϲϳйͿ
ϳ;ϭϭ͘ϲϳйͿ
ϯ;ϯϬ͘ϬϬйͿ
ϭ;ϭϬ͘ϬϬйͿ
ϭ;ϱϬ͘ϬϬйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϲ;ϳ͘ϰϭйͿ
ϰ;ϰ͘ϵϰйͿ
ϵϵ;ϭϬ͘ϳϯйͿ ϭϬϮ;ϭϭ͘ϬϱйͿ
ϭϯ͘ϯϲϴ
ϭϳ͘ϱϳϵ

ϭϬ;ϯϴ͘ϰϲйͿ
ϮϮ;ϯϲ͘ϲϳйͿ
ϯ;ϯϬ͘ϬϬйͿ
ϭ;ϱϬ͘ϬϬйͿ
ϭϱ;ϭϴ͘ϱϮйͿ
Ϯϳϳ;ϯϬ͘ϬϭйͿ
ϭϲ͘ϲϲϲ

Ϯ;ϳ͘ϲϵйͿ
ϭ;ϭ͘ϲϳйͿ
ϭ;ϭϬ͘ϬϬйͿ
ϭ;ϱϬ͘ϬϬйͿ
ϴ;ϵ͘ϴϴйͿ
ϰϮ;ϰ͘ϱϱйͿ
Ϯϰ͘ϲϱϲΎΎ

ϭ;ϯ͘ϴϱйͿ
ϲ;ϭϬ͘ϬϬйͿ
Ϯ;ϮϬ͘ϬϬйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϱ;ϲ͘ϭϳйͿ
ϵϭ;ϵ͘ϴϲйͿ
ϯϯ͘ϱϳϳΎΎ

ϱ;ϭϵ͘ϮϯйͿ
Ϯϰ;ϰϬ͘ϬϬйͿ
ϭ;ϭϬ͘ϬϬйͿ
ϭ;ϱϬ͘ϬϬйͿ
ϭϲ;ϭϵ͘ϳϱйͿ
Ϯϯϵ;Ϯϱ͘ϴϵйͿ
ϭϵ͘ϵϵϵΎ

Ϯϲ
ϲϬ
ϭϬ
Ϯ
ϴϭ
ϵϮϯ

㻡㻠

㻡䠅㆟ෆᐜ䛾⤖ᯝ䚷䠄㻝䠅ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾㆟ሗ࿌䛛䜙

ᅗ䠎䠓 䜽䝻䝇㞟ィ䠄⫋✀ู䠅

䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚

䜽䝻䝇㞟ィ䛻䜘䜚ฟ䛯ᩘ
್䜢䝞䝤䝹䝥䝻䝑䝖ᙧᘧ
䠄䕕䠅䛷ᅗ䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䝟䞊䝉䞁䝔䞊䝆䛜㧗䛔䜒
䛾䜋䛹䚸䕕䛾䛝䛥䛜
䛝䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹

ᅗ䠎䠔 ᑐᛂศᯒ 䠄⫋✀ู䠅

ཎⅬ

㻡㻡

䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚
ỈⰍ䛾䕿䛾⨨䛿䚸ཎⅬ䛻㏆䛔䜋
䛹ฟ⌧㢖ᗘ䛜㧗䛔䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹
ỈⰍ䛾䕿䛾䛝䛥䛿䚸ヰ䛾㔞䜢⾲䛧
䛶䛔䜛䚹
ෆᐜ䜢♧䛩ỈⰍ䛾䕿䛾㏆䛟䛻ᕸ⨨
䛥䜜䛯⫋✀䠄㉥䛾䕕䠅䛜䚸䛭䛾ෆᐜ䜢
ከ䛟Ⓨゝ䛧䛯⫋✀䛸ุ᩿䛷䛝䜛䚹

㻟䠊ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾ሗ࿌

➨䠏ᅇ

䛆䛣䜜䜎䛷䛾ヰྜ䛔䛸ሗᥦ౪䜢ཷ䛡䛶䚸ᨵ䜑䛶⚾䛯
䛱䛜ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝䛣䛸䛻䛴䛔䛶ලయ䜢Ỵ䜑䜛䠄䠍䠅䛇

ᐃᛶศᯒ䛷䜹䝔䝂䝸䞊䛥䜜䛯ウ㆟ෆᐜ

㢦䛾䜏䛘䜛㛵ಀ䛸ㄢ㢟ゎỴ
䛔䛻㢦䜢▱䜛䚸䛹䛣䛾䛰䜜䛛䜢▱䜛䚸་⒪䞉ㆤ㐃ᦠ䛾◊ಟ䜔ὶ䛾㛤ദ
ᑠᏛᰯ༢⛬ᗘ䛾㞟䜎䜚䚸㞟䜎䛳䛯䜙ලయⓗ䛺ෆᐜ䞉ㄢ㢟䜢᳨ウ

ᆅᇦ㈨※䛾䛂ぢ䛘䜛䛃
タ䛾ሗ䜔యไ䚸ሙᡤ䛜ศ䛛䜛䚸ሗ䛜䠳䡁䠾䛺䛹䛷ぢ䛶ศ䛛䜛䚸┦䛻ά⏝䛧
䛒䛘䜛ሗ䚸ㄆ▱䛾┦ㄯ❆ཱྀ

ᑓ㛛⫋✀㛫䛾ሗඹ᭷
་⒪䚸ㆤሗ䛾ඹ᭷䛩䜛䝅䝇䝔䝮䛵䛟䜚䚸་⒪⪅䛾䜿䜰㆟䜈䛾ཧຍ䚸䜿䜰䝬
䝛䝆䝱䞊䜈䛾་⒪ሗᥦ౪䚸᭩ᘧ䛾ඹ᭷䚸ṑ⛉་ᖌ䞉⸆ᖌ䛸䛾ሗඹ᭷

ఫẸయ䛾ᆅᇦໟᣓ
ᆅᇦ䛾䝸䞊䝎䞊䜔䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䛾ᚲせᛶ䚸Ẹ⏕ጤဨ䜔⏫ෆ䛸䛾㛵䜟䜚
⾜ᨻ⫋䠫䠞䛾ά㌍䚸ᑓ㛛⫋䛻䜘䜛ᕷẸάື䛾䝞䝑䜽䜰䝑䝥

┳ྲྀ䜚䜈䛾㛵䜟䜚
ᅾᏯ䚸ᒃఫ⣔タ䛷䛾┳ྲྀ䜚ᐇ䚸ᐙ᪘䜈䛾┳ྲྀ䜚䛾ㄝ᫂䚸Ϯϰ㛫యไ䚸ゼၥ┳
ㆤᖌ䛾㛵䜟䜚䚸ᕷẸ䛾Ṛ⏕ほ

⾲䠑 䜹䝔䝂䝸䛻䛛䛛䜛㢖ᗘ

➨䠏ᅇ
ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝䛣䛸䛻䛴䛔䛶ලయ䜢Ỵ䜑䜛䠄䠍䠅
䛂ᑓ㛛⫋✀㛫䛾ሗඹ᭷䛃䛿ᡤᒓู䛷ᕪ䛜䛺䛔䚸䛴
䜎䜚ⓙ䛜䛭䛾䜘䛖䛻ᛮ䛳䛶䛔䜛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛䚹⾜ᨻ
䛾Ⓨゝయ䛾୰䛷䛂㢦䛾ぢ䛘䜛㛵ಀ䛸ㄢ㢟ゎỴ䛃䛻㛵
䛩䜛Ⓨゝ䛜ከ䛔䚹
䛯䛰䛂ఫẸయ䛾ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䛃䛻䛴䛔䛶䚸⾜ᨻ䛿䛒䜎
䜚Ⓨゝ䛜䛺䛔䛜䚸ᡤᒓ䠄་⛉デ⒪ᡤ䚸Ꮫ䚸㝔䚸⸆
ᒁ䠅䛛䜙䛾⾜ᨻ䛻㡹ᙇ䛳䛶䜋䛧䛔䛸䛔䛖ኌ䛜ከ䛔䚹

⾲䠒

䠆ఫẸయ䛾ᆅᇦໟᣓ
䠆ᆅᇦ㈨※䛾ぢ䛘䜛
䠆㢦䛾ぢ䛘䜛㛵ಀ䛸ㄢ㢟ゎỴ
䠆ᑓ㛛⫋✀㛫䛾ሗඹ᭷
䠆┳ྲྀ䜚䜈䛾㛵䜟䜚
䠀䝁䞊䝗↓䛧
䠄ᩥ᭩ᩘ䠅

ᡤᒓู
䠆ఫẸయ䛾
ᆅᇦໟᣓ

་⛉デ⒪ᡤ
ᒃఫ⣔タ
⾜ᨻ
Ꮫ
ᆅᇦໟᣓ
㝔
ゼ┳㹑㹒
ゼၥධᾎ
⸆ᒁ
⪁༠
ྜィ
䜹䜲Ϯ್

Ϯϴ;ϭϭ͘ϳϲйͿ
ϯ;ϳ͘ϴϵйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
Ϯϰ;ϭϰ͘ϱϱйͿ
ϲ;ϭϬ͘ϵϭйͿ
Ϯ;ϭϱ͘ϯϴйͿ
Ϯ;ϲ͘ϵϬйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϮϬ;Ϯϱ͘ϬϬйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϴϱ;ϭϮ͘ϮϬйͿ
Ϯϱ͘ϳϰϬΎΎ

䠆ᆅᇦ㈨※䛾
ぢ䛘䜛

Ϯϱ;ϭϬ͘ϱϬйͿ
ϵ;Ϯϯ͘ϲϴйͿ
ϭ;ϳ͘ϭϰйͿ
Ϯϱ;ϭϱ͘ϭϱйͿ
ϭ;ϭ͘ϴϮйͿ
Ϯ;ϭϱ͘ϯϴйͿ
ϰ;ϭϯ͘ϳϵйͿ
ϱ;ϱϬ͘ϬϬйͿ
ϭϱ;ϭϴ͘ϳϱйͿ
Ϯ;ϯ͘ϲϰйͿ
ϴϵ;ϭϮ͘ϳϳйͿ
ϯϭ͘ϱϲϬΎΎ

䝁䞊䝗ྡ

㢖ᗘ
ϴϱ
ϴϵ
ϮϬϴ
Ϯϯϲ
ϭϮϵ
ϯϮϰ
ϲϵϳ

䠆㢦䛾ぢ䛘䜛㛵 䠆ᑓ㛛⫋✀㛫䛾 䠆┳ྲྀ䜚䜈䛾
ಀ䛸ㄢ㢟ゎỴ
ሗඹ᭷
㛵䜟䜚

ϲϲ;Ϯϳ͘ϳϯйͿ
ϭϱ;ϯϵ͘ϰϳйͿ
ϴ;ϱϳ͘ϭϰйͿ
ϱϭ;ϯϬ͘ϵϭйͿ
ϭϰ;Ϯϱ͘ϰϱйͿ
Ϯ;ϭϱ͘ϯϴйͿ
ϳ;Ϯϰ͘ϭϰйͿ
ϱ;ϱϬ͘ϬϬйͿ
ϯϭ;ϯϴ͘ϳϱйͿ
ϵ;ϭϲ͘ϯϲйͿ
ϮϬϴ;Ϯϵ͘ϴϰйͿ
ϭϵ͘ϮϲϯΎ
㻡㻢

ϵϲ;ϰϬ͘ϯϰйͿ ϰϭ;ϭϳ͘ϮϯйͿ
ϭϬ;Ϯϲ͘ϯϮйͿ
ϴ;Ϯϭ͘ϬϱйͿ
ϰ;Ϯϴ͘ϱϳйͿ
ϯ;Ϯϭ͘ϰϯйͿ
ϰϮ;Ϯϱ͘ϰϱйͿ ϯϭ;ϭϴ͘ϳϵйͿ
ϭϵ;ϯϰ͘ϱϱйͿ
ϱ;ϵ͘ϬϵйͿ
ϲ;ϰϲ͘ϭϱйͿ
ϱ;ϯϴ͘ϰϲйͿ
ϵ;ϯϭ͘ϬϯйͿ ϭϬ;ϯϰ͘ϰϴйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϭ;ϭϬ͘ϬϬйͿ
Ϯϲ;ϯϮ͘ϱϬйͿ ϭϵ;Ϯϯ͘ϳϱйͿ
Ϯϯ;ϰϭ͘ϴϮйͿ
ϳ;ϭϮ͘ϳϯйͿ
Ϯϯϲ;ϯϯ͘ϴϲйͿ ϭϮϵ;ϭϴ͘ϱϭйͿ
ϭϱ͘ϵϱϵ
ϭϳ͘ϬϮϵΎ

䠂
ϭϮ͘ϮϬй
ϭϮ͘ϳϳй
Ϯϵ͘ϴϰй
ϯϯ͘ϴϲй
ϭϴ͘ϱϭй
ϰϲ͘ϰϴй

䜿䞊䝇ᩘ

Ϯϯϴ
ϯϴ
ϭϰ
ϭϲϱ
ϱϱ
ϭϯ
Ϯϵ
ϭϬ
ϴϬ
ϱϱ
ϲϵϳ

㻡䠅㆟ෆᐜ䛾⤖ᯝ䚷䠄㻝䠅ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾㆟ሗ࿌䛛䜙
䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚

ᅗ䠎䠕 䜽䝻䝇㞟ィ䠄ᡤᒓู䠅

䜽䝻䝇㞟ィ䛻䜘䜚ฟ䛯ᩘ
್䜢䝞䝤䝹䝥䝻䝑䝖ᙧᘧ
䠄䕕䠅䛷ᅗ䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䝟䞊䝉䞁䝔䞊䝆䛜㧗䛔䜒
䛾䜋䛹䚸䕕䛾䛝䛥䛜
䛝䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹

ᅗ䠏䠌 ᑐᛂศᯒ 䠄ᡤᒓู䠅

䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚
ỈⰍ䛾䕿䛾⨨䛿䚸ཎⅬ䛻
㏆䛔䜋䛹ฟ⌧㢖ᗘ䛜㧗䛔䛣
䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹
ỈⰍ䛾䕿䛾䛝䛥䛿䚸ヰ䛾
㔞䜢⾲䛧䛶䛔䜛䚹
ෆᐜ䜢♧䛩ỈⰍ䛾䕿䛾㏆
䛟䛻ᕸ⨨䛥䜜䛯⫋✀䠄㉥䛾
䕕䠅䛜䚸䛭䛾ෆᐜ䜢ከ䛟Ⓨゝ
䛧䛯⫋✀䛸ุ᩿䛷䛝䜛䚹

㻡㻣

㻟䠊ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾ሗ࿌

➨䠐ᅇ

䛆䛣䜜䜎䛷䛾ヰྜ䛔䛸ሗᥦ౪䜢ཷ䛡䛶䚸ᨵ䜑䛶⚾䛯
䛱䛜ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝䛣䛸䛻䛴䛔䛶ලయ䜢Ỵ䜑䜛䠄䠎䠅䛇

ᐃᛶศᯒ䛷䜹䝔䝂䝸䞊䛥䜜䛯ウ㆟ෆᐜ

㢦䛾䜏䛘䜛㛵ಀ䛸ㄢ㢟ゎỴ
䛔䛻㢦䜢▱䜛䚸䛹䛣䛾䛰䜜䛛䜢▱䜛䚸་⒪䞉ㆤ㐃ᦠ䛾◊ಟ䜔ὶ䛾㛤ദ
ᑠᏛᰯ༢⛬ᗘ䛾㞟䜎䜚䚸㞟䜎䛳䛯䜙ලయⓗ䛺ෆᐜ䞉ㄢ㢟䜢᳨ウ

ᆅᇦ㈨※䛾䛂ぢ䛘䜛䛃
タ䛾ሗ䜔యไ䚸ሙᡤ䛜ศ䛛䜛䚸ሗ䛜䠳䡁䠾䛺䛹䛷ぢ䛶ศ䛛䜛䚸┦䛻ά⏝䛧
䛒䛘䜛ሗ䚸ㄆ▱䛾┦ㄯ❆ཱྀ

ᑓ㛛⫋✀㛫䛾ሗඹ᭷
་⒪䚸ㆤሗ䛾ඹ᭷䛩䜛䝅䝇䝔䝮䛵䛟䜚䚸་⒪⪅䛾䜿䜰㆟䜈䛾ཧຍ䚸䜿䜰䝬
䝛䝆䝱䞊䜈䛾་⒪ሗᥦ౪䚸᭩ᘧ䛾ඹ᭷䚸ṑ⛉་ᖌ䞉⸆ᖌ䛸䛾ሗඹ᭷

ఫẸయ䛾ᆅᇦໟᣓ
ᆅᇦ䛾䝸䞊䝎䞊䜔䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䛾ᚲせᛶ䚸Ẹ⏕ጤဨ䜔⏫ෆ䛸䛾㛵䜟䜚
⾜ᨻ⫋䠫䠞䛾ά㌍䚸ᑓ㛛⫋䛻䜘䜛ᕷẸάື䛾䝞䝑䜽䜰䝑䝥

┳ྲྀ䜚䜈䛾㛵䜟䜚
ᅾᏯ䚸ᒃఫ⣔タ䛷䛾┳ྲྀ䜚ᐇ䚸ᐙ᪘䜈䛾┳ྲྀ䜚䛾ㄝ᫂䚸Ϯϰ㛫యไ䚸ゼၥ┳
ㆤᖌ䛾㛵䜟䜚䚸ᕷẸ䛾Ṛ⏕ほ

⾲䠓 䜹䝔䝂䝸䛻䛛䛛䜛㢖ᗘ
➨䠐ᅇ ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝䛣䛸䛻䛴䛔䛶ල
య䜢Ỵ䜑䜛䠄䠎䠅
䛂ᆅᇦ㈨※䛾ぢ䛘䜛䛃䛂㢦䛾ぢ䛘䜛㛵ಀ䛸ㄢ㢟ゎỴ䛃
䛿䛩䜉䛶䛾ᡤᒓ䛷Ⓨゝ䛜ฟ䛶䛚䜚䚸᭷ពᕪ䛜䛺䛧䚹ṑ
⛉デ⒪ᡤ䛻䛚䛔䛶ᑓ㛛⫋✀䛸䛾ሗඹ᭷䜢ᙉ䛟
ᙇ䛧䛶䛔䜛Ⅼ䛿≉ᚩⓗ䚹 ┳ྲྀ䜚䛻㛵䛧䛶䛿䜋䜌䛩䜉
䛶䛾ᡤᒓ䛻䛚䛔䛶ྠពぢ䛸ゝ䛘䜛䚹

⾲䠔

ᡤᒓู
䠆ఫẸయ䛾
ᆅᇦໟᣓ

་⛉デ⒪ᡤ
ᒃఫ⣔タ
⾜ᨻ
ṑ⛉デ⒪ᡤ
Ꮫ
ᆅᇦໟᣓ
㝔
ゼ┳㹑㹒
⸆ᒁ
ྜィ
䜹䜲Ϯ್

ϯ;ϯ͘ϴϱйͿ
ϭϭ;ϭϱ͘ϰϵйͿ
ϭϳ;ϴ͘ϵϱйͿ
ϭ;ϯ͘ϳϬйͿ
ϭϲ;ϱ͘ϴϲйͿ
ϭ;ϯ͘ϯϯйͿ
ϯ;Ϯ͘ϲϯйͿ
ϰ;ϳ͘ϭϰйͿ
ϳ;ϲ͘ϬϯйͿ
ϲϯ;ϲ͘ϲϬйͿ
ϭϱ͘ϵϬϮΎ

䠆ᆅᇦ㈨※䛾
ぢ䛘䜛

ϴ;ϭϬ͘ϮϲйͿ
ϭϭ;ϭϱ͘ϰϵйͿ
Ϯϳ;ϭϰ͘ϮϭйͿ
Ϯ;ϳ͘ϰϭйͿ
Ϯϵ;ϭϬ͘ϲϮйͿ
ϳ;Ϯϯ͘ϯϯйͿ
ϭϱ;ϭϯ͘ϭϲйͿ
ϵ;ϭϲ͘ϬϳйͿ
ϱ;ϰ͘ϯϭйͿ
ϭϭϯ;ϭϭ͘ϴϯйͿ
ϭϰ͘Ϯϲϵ

䝁䞊䝗ྡ

㢖ᗘ

䠂

䠆ఫẸయ䛾ᆅᇦໟᣓ

ϲϯ

ϲ͘ϲϬй

䠆ᆅᇦ㈨※䛾ぢ䛘䜛

ϭϭϯ

ϭϭ͘ϴϯй

䠆㢦䛾ぢ䛘䜛㛵ಀ䛸ㄢ㢟ゎỴ

ϮϲϮ

Ϯϳ͘ϰϯй

䠆ᑓ㛛⫋✀㛫䛾ሗඹ᭷

Ϯϵϭ

ϯϬ͘ϰϳй

䠆┳ྲྀ䜚䜈䛾㛵䜟䜚

Ϯϲϴ

Ϯϴ͘Ϭϲй

䠀䝁䞊䝗↓䛧

ϰϳϭ

ϰϵ͘ϯϮй

䠄ᩥ᭩ᩘ䠅

ϵϱϱ

䠆㢦䛾ぢ䛘䜛㛵 䠆ᑓ㛛⫋✀㛫䛾 䠆┳ྲྀ䜚䜈䛾
ಀ䛸ㄢ㢟ゎỴ
ሗඹ᭷
㛵䜟䜚

ϮϮ;Ϯϴ͘ϮϭйͿ
ϭϱ;Ϯϭ͘ϭϯйͿ
ϲϮ;ϯϮ͘ϲϯйͿ
ϳ;Ϯϱ͘ϵϯйͿ
ϴϯ;ϯϬ͘ϰϬйͿ
ϳ;Ϯϯ͘ϯϯйͿ
Ϯϭ;ϭϴ͘ϰϮйͿ
ϭϯ;Ϯϯ͘ϮϭйͿ
ϯϮ;Ϯϳ͘ϱϵйͿ
ϮϲϮ;Ϯϳ͘ϰϯйͿ
ϭϬ͘ϲϲϳ
㻡㻤

ϯϯ;ϰϮ͘ϯϭйͿ ϭϵ;Ϯϰ͘ϯϲйͿ
Ϯϲ;ϯϲ͘ϲϮйͿ Ϯϴ;ϯϵ͘ϰϰйͿ
ϱϲ;Ϯϵ͘ϰϳйͿ ϱϳ;ϯϬ͘ϬϬйͿ
ϭϲ;ϱϵ͘ϮϲйͿ
ϳ;Ϯϱ͘ϵϯйͿ
ϲϱ;Ϯϯ͘ϴϭйͿ ϴϯ;ϯϬ͘ϰϬйͿ
ϭϬ;ϯϯ͘ϯϯйͿ
ϭ;ϯ͘ϯϯйͿ
ϯϳ;ϯϮ͘ϰϲйͿ ϯϱ;ϯϬ͘ϳϬйͿ
ϭϱ;Ϯϲ͘ϳϵйͿ ϭϯ;Ϯϯ͘ϮϭйͿ
ϯϯ;Ϯϴ͘ϰϱйͿ Ϯϱ;Ϯϭ͘ϱϱйͿ
Ϯϵϭ;ϯϬ͘ϰϳйͿ Ϯϲϴ;Ϯϴ͘ϬϲйͿ
Ϯϯ͘ϳϬϱΎΎ
ϭϴ͘ϴϬϰΎ

䜿䞊䝇ᩘ

ϳϴ
ϳϭ
ϭϵϬ
Ϯϳ
Ϯϳϯ
ϯϬ
ϭϭϰ
ϱϲ
ϭϭϲ
ϵϱϱ

㻡䠅㆟ෆᐜ䛾⤖ᯝ䚷䠄㻝䠅ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾㆟ሗ࿌䛛䜙
䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚

䜽䝻䝇㞟ィ䛻䜘䜚ฟ䛯ᩘ
್䜢䝞䝤䝹䝥䝻䝑䝖ᙧᘧ
䠄䕕䠅䛷ᅗ䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䝟䞊䝉䞁䝔䞊䝆䛜㧗䛔䜒
䛾䜋䛹䚸䕕䛾䛝䛥䛜
䛝䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹

ᅗ䠏䠍 䜽䝻䝇㞟ィ䠄ᡤᒓู䠅

ᅗ䠏䠎 ᑐᛂศᯒ 䠄ᡤᒓู䠅

䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚
ỈⰍ䛾䕿䛾⨨䛿䚸ཎⅬ䛻㏆
䛔䜋䛹ฟ⌧㢖ᗘ䛜㧗䛔䛣䛸䜢
♧䛧䛶䛔䜛䚹
ỈⰍ䛾䕿䛾䛝䛥䛿䚸ヰ䛾㔞
䜢⾲䛧䛶䛔䜛䚹
ෆᐜ䜢♧䛩ỈⰍ䛾䕿䛾㏆䛟
䛻ᕸ⨨䛥䜜䛯⫋✀䠄㉥䛾䕕䠅䛜䚸
䛭䛾ෆᐜ䜢ከ䛟Ⓨゝ䛧䛯⫋✀䛸
ุ᩿䛷䛝䜛䚹

㻡㻥

㻟䠊ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾ሗ࿌

➨䠑ᅇ

䛆㐃ᦠ䛾䛯䜑䛾ሗඹ᭷䛻䛴䛔䛶䛇

ᐃᛶศᯒ䛷䜹䝔䝂䝸䞊䛥䜜䛯ウ㆟ෆᐜ

ሗඹ᭷䛾㞴Ⅼ
䠢䠽䠿䡁䠾䡋䡋䡇䠈䠨䠥䠪䠡䛺䛹䛾䠯䠪䠯ᵝ䛾䝉䜻䝳䝸䝔䜱䚸䜴䜲䝹䝇䛺䛹䛾ὀពⅬ

ሗඹ᭷䛾᭷ຠ⏝
䠯䠪䠯䜔䝟䝋䝁䞁⏝䛾䜘䜛䛴䛺䛜䜚䜔䛩䛥䚸Ⅼ

䠢䠝䠴䞉㒑㏦䞉Ꮚ䛾ά⏝
䠢䠝䠴䜔㟁ヰ䛺䛹䠥䠰௨እ䛾䝒䞊䝹䛾᭷ຠᛶ

㐲㝸㆟䛾ά⏝
䠰䠲㆟䛺䛹䜢⏝䛧䛯㐲㝸䛷䛾㆟㛤ദ䛻䛴䛔䛶

䛴䛺䛜䝷䜲䞁䜔䠩䠩䠳䠥䠪䛾ά⏝
་⒪䞉ㆤ䛻≉䛧䛯ሗඹ᭷䝒䞊䝹䛾ά⏝

ඹ㏻䝣䜷䞊䝬䝑䝖䛾⏝
ྛ✀᭩㢮䚸䝣䜷䞊䝬䝑䝖䚸ᵝᘧ䛾ඹ㏻⏝

་⒪ሗ䛾ྲྀᚓ
ㆤ⫋ഃ䛻་⒪ሗ䛜ᚲせ䛷䛒䛳䛶䜒䛴䛯䜟䜙䛺䛔䚸䜟䛛䜙䛺䛔

⾲䠕 䜹䝔䝂䝸䛻䛛䛛䜛㢖ᗘ

➨䠑ᅇ
㐃ᦠ䛾䛯䜑䛾ሗඹ᭷䛻䛴䛔䛶

䝁䞊䝗ྡ

䠥䠰䜔䠯䠪䠯䜢䛳䛯ሗඹ᭷䛾Ⅼ䛻㛵䛩䜛ヰ䜢䛧
䛶䛔䜛䛾䛿䚸ゼၥ┳ㆤ䚸ゼၥධᾎ䛾ᡤᒓ䚸୍᪉䛭䛾䜘
䛖䛺ሗඹ᭷䜢㞴䛧䛔䛸ឤ䛨䛶䛔䜛ᡤᒓ䛿་⛉デ⒪
ᡤ䚸⾜ᨻ䚸Ꮫ䚸ᆅᇦໟᣓ䛸䛔䛖ഴྥ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹䛂ඹ
㏻䝣䜷䞊䝬䝑䝖䛾⏝䛃䛻䛴䛔䛶䛿䛚䜒䛳䛯䜘䜚䜒ᑡᩘ
ពぢ䛰䛳䛯䛯䜑ᕪ䛜⏕䛨䛺䛛䛳䛯䚹

ᡤᒓู

⾲ϭϬ

㢖ᗘ

䠆ሗඹ᭷䛾㞴Ⅼ
䠆ሗඹ᭷䛾᭷ຠ⏝
䠆&y䞉㒑㏦䞉Ꮚ䛾ά⏝
䠆㐲㝸㆟䛾ά⏝
䠆䛴䛺䛜䝷䜲䞁䜔DDt/E䛾ά⏝
䠆ඹ㏻䝣䜷䞊䝬䝑䝖䛾⏝
䠆་⒪ሗ䛾ྲྀᚓ
䠀䝁䞊䝗↓䛧
䠄ᩥ᭩ᩘ䠅

ϱϮ
ϱϮ
ϳϬ
ϭϴ
ϴϴ
Ϯ
ϲϯ
ϮϯϬ
ϰϬϯ

䠂
ϭϮ͘ϵϬй
ϭϮ͘ϵϬй
ϭϳ͘ϯϳй
ϰ͘ϰϳй
Ϯϭ͘ϴϰй
Ϭ͘ϱϬй
ϭϱ͘ϲϯй
ϱϳ͘Ϭϳй

䠆ሗඹ᭷
䠆䛴䛺䛜䝷䜲
䠆ሗඹ᭷
䠆&y䞉㒑㏦䞉 䠆㐲㝸㆟
䠆ඹ㏻䝣䜷䞊 䠆་⒪ሗ 䜿䞊䝇
䛾᭷ຠ
䞁䜔DDt/E
䛾㞴Ⅼ
Ꮚ䛾ά⏝
䛾ά⏝
䝬䝑䝖䛾⏝
䛾ྲྀᚓ
ᩘ
⏝
䛾ά⏝
་⛉デ⒪ᡤ
ᒃఫ⣔タ
⾜ᨻ
Ꮫ
ᆅᇦໟᣓ
㝔
ゼ┳㹑㹒
ゼၥධᾎ
⸆ᒁ
⪁༠

ϵ;ϭϰ͘ϮϵйͿ ϱ;ϳ͘ϵϰйͿ ϰ;ϲ͘ϯϱйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϴ;ϭϮ͘ϳϬйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϭ;ϭ͘ϱϵйͿ
ϭ;Ϯ͘ϱϬйͿ ϰ;ϭϬ͘ϬϬйͿ ϴ;ϮϬ͘ϬϬйͿ ϭ;Ϯ͘ϱϬйͿ ϲ;ϭϱ͘ϬϬйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϴ;ϮϬ͘ϬϬйͿ
ϱ;ϭϳ͘ϮϰйͿ ϰ;ϭϯ͘ϳϵйͿ ϵ;ϯϭ͘ϬϯйͿ ϭ;ϯ͘ϰϱйͿ ϭϮ;ϰϭ͘ϯϴйͿ ϭ;ϯ͘ϰϱйͿ ϭϬ;ϯϰ͘ϰϴйͿ
ϭϲ
ϭϯ;ϭϯ͘ϬϬйͿ ϭϮ;ϭϮ͘ϬϬйͿ ϱ;ϱ͘ϬϬйͿ ϭϵ;ϭϵ͘ϬϬйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϴ;ϴ͘ϬϬйͿ
;ϭϲ͘ϬϬйͿ
ϵ;Ϯϲ͘ϰϳйͿ ϳ;ϮϬ͘ϱϵйͿ ϭϭ;ϯϮ͘ϯϱйͿ Ϯ;ϱ͘ϴϴйͿ ϵ;Ϯϲ͘ϰϳйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϳ;ϮϬ͘ϱϵйͿ
ϱ;ϳ͘ϱϴйͿ ϴ;ϭϮ͘ϭϮйͿ ϭϲ;Ϯϰ͘ϮϰйͿ Ϯ;ϯ͘ϬϯйͿ Ϯϰ;ϯϲ͘ϯϲйͿ ϭ;ϭ͘ϱϮйͿ ϭϰ;Ϯϭ͘ϮϭйͿ
ϱ;ϭϴ͘ϱϮйͿ ϵ;ϯϯ͘ϯϯйͿ ϳ;Ϯϱ͘ϵϯйͿ ϱ;ϭϴ͘ϱϮйͿ ϱ;ϭϴ͘ϱϮйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϱ;ϭϴ͘ϱϮйͿ
ϭ;ϭϲ͘ϲϳйͿ Ϯ;ϯϯ͘ϯϯйͿ ϭ;ϭϲ͘ϲϳйͿ ϭ;ϭϲ͘ϲϳйͿ Ϯ;ϯϯ͘ϯϯйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϭ;ϭϲ͘ϲϳйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ Ϯ;ϭϲ͘ϲϳйͿ ϭ;ϴ͘ϯϯйͿ ϯ;Ϯϱ͘ϬϬйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϳ;ϱϴ͘ϯϯйͿ
ϭ;ϯ͘ϴϱйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ Ϯ;ϳ͘ϲϵйͿ

ྜィ

ϱϮ;ϭϮ͘ϵϬйͿ

ϱϮ;ϭϮ͘ϵϬйͿ

ϳϬ;ϭϳ͘ϯϳйͿ

ϭϴ;ϰ͘ϰϳйͿ

ϴϴ;Ϯϭ͘ϴϰйͿ

Ϯ;Ϭ͘ϱϬйͿ

ϲϯ;ϭϱ͘ϲϯйͿ

䜹䜲Ϯ್

ϭϳ͘ϬϰϯΎ

Ϯϭ͘ϰϭϯΎ

Ϯϱ͘ϲϰϱΎΎ

Ϭ͘ϭϰϳΎ

Ϯϳ͘ϲϵϵΎΎ

ϴ͘Ϭϰϭ

ϰϮ͘ϰϯϭΎΎ

㻢㻜

ϲϯ
ϰϬ
Ϯϵ
ϭϬϬ
ϯϰ
ϲϲ
Ϯϳ
ϲ
ϭϮ
Ϯϲ
ϰϬϯ

㻡䠅㆟ෆᐜ䛾⤖ᯝ䚷䠄㻝䠅ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾㆟ሗ࿌䛛䜙
䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚

ᅗ䠏䠏 䜽䝻䝇㞟ィ䠄ᡤᒓู䠅

䜽䝻䝇㞟ィ䛻䜘䜚ฟ䛯ᩘ
್䜢䝞䝤䝹䝥䝻䝑䝖ᙧᘧ
䠄䕕䠅䛷ᅗ䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䝟䞊䝉䞁䝔䞊䝆䛜㧗䛔䜒
䛾䜋䛹䚸䕕䛾䛝䛥䛜
䛝䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹

ᅗ䠏䠐 ᑐᛂศᯒ 䠄ᡤᒓู䠅
䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚
ỈⰍ䛾䕿䛾⨨䛿䚸ཎⅬ
䛻㏆䛔䜋䛹ฟ⌧㢖ᗘ䛜㧗
䛔䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹
ỈⰍ䛾䕿䛾䛝䛥䛿䚸ヰ䛾
㔞䜢⾲䛧䛶䛔䜛䚹
ෆᐜ䜢♧䛩ỈⰍ䛾䕿䛾㏆
䛟䛻ᕸ⨨䛥䜜䛯⫋✀䠄㉥䛾
䕕䠅䛜䚸䛭䛾ෆᐜ䜢ከ䛟Ⓨゝ
䛧䛯⫋✀䛸ุ᩿䛷䛝䜛䚹

㻢㻝

㻟䠊ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾ሗ࿌

➨䠒ᅇ

䛆⇩ἑᆅ༊䛾䝰䝕䝹ᴗ䛻⮬ศ㐩䛜䛹䛖㛵䜟䜜䜛䛛䛇

ᐃᛶศᯒ䛷䜹䝔䝂䝸䞊䛥䜜䛯ウ㆟ෆᐜ

ゎỴᆺ㆟䛾㛤ദ
ᆅᇦ䜿䜰㆟䜔㆟䛷㞟䜎䛳䛯ሙྜ䚸ලయⓗ䛺䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝷䞁䜢ฟ䛫䜛䜘䛖䛺
㛤ദ䛜ᚲせ

䜿䜰㆟䛾ㄆ㆑
㛤ദ䛩䜛䜿䜰㆟䛾ㄆ㆑䜢᫂☜䛻䛩䜛

ಶேሗಖㆤ䛾ᅔ㞴
ᆅᇦ䛷㞟䛩䜛ಶேሗ䛻䛴䛔䛶䛾㞴䛧䛥

㐃ᦠ⫋✀䛾㆟ཧຍ
≉䛻་ᖌ䚸ṑ⛉་ᖌ䚸⸆ᖌ䛾㆟ཧຍ䛾ᚲせᛶ

ㄆ▱ᑐᛂ䛾ྲྀ䜚⤌䜏
ㄆ▱䛾ᆅᇦ䜈䛾ၨⓎ䚸ㄆ▱䜢䛴䛺䛠་ᖌ䛾Ꮡᅾ䚸ㄆ▱ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛ከ⫋
✀䛾㛵䜟䜚䚸ㄆ▱䛾┦ㄯ❆ཱྀ䜔ᣐⅬ䛾ᩚഛ

⾲䠍䠍 䜹䝔䝂䝸䛻䛛䛛䜛㢖ᗘ

➨䠒ᅇ ⇩ἑᆅ༊䛾䝰䝕䝹ᴗ䛻⮬
ศ㐩䛜䛹䛖㛵䜟䜜䜛䛛

䝁䞊䝗ྡ

䠣䠤༠䚸䜿䜰䝬䝛䝆䝱䞊䚸⾜ᨻ䚸ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䚸⸆
ᖌ䛷䛿◊ಟ䜔㆟䛾㛤ദ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜔ලయ䛺䛹
ゎỴ䛧䛯ෆᐜ䜢ᑠつᶍ䠄ᑠᏛᰯ䠅༢䛷᳨ウ䛩䜉䛝䛸䛔䛖ពぢ䛜
ぢ䜙䜜䛯䚹ᆅᇦ䛾ሗ䜢㞟䛩䜛ᅔ㞴䛥䠄ಶேሗಖㆤ䠅䛻䛴䛔
䛶䛿⾜ᨻ䚸ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛜Ⓨゝ䛧䛶䛔䜛䚹 㐃ᦠ⫋✀㛫
䛾㆟ཧຍ䛾㔜せᛶ䛻䛴䛔䛶䛿䠣䠤༠䚸ㆤ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䚸ṑ
⛉་ᖌ䚸⪁⚟༠䛷Ⓨゝ䛜ぢ䜙䜜䛯

⾲ϭϮ

ᅋయู
䠆ゎỴᆺ㆟
䛾㛤ദ

ϴ;Ϯϰ͘ϮϰйͿ
㹅㹆༠
Ϯϳ;ϯϭ͘ϳϲйͿ
䜿䜰䝬䝛
ϭ;ϵ͘ϬϵйͿ
ㆤ䝛䝑䝖
ϵ;ϭϲ͘ϯϲйͿ
┳ㆤ༠
Ϯϵ;Ϯϳ͘ϲϮйͿ
⾜ᨻ
ϭ;ϵ͘ϬϵйͿ
ṑ⛉་ᖌ
ϭϳ;ϳ͘ϮϯйͿ
Ꮫ
ϭϰ;Ϯϱ͘ϰϱйͿ
ᆅᇦໟᣓ
ϭϭ;ϰ͘ϲϰйͿ
㝔
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ゼ┳༠㆟
ϭϳ;ϭϱ͘ϭϴйͿ
⸆ᖌ
ϲ;ϴ͘ϰϱйͿ
⪁༠
ϭ;Ϯ͘ϬϴйͿ
⪁⚟༠
ྜィ ϭϰϭ;ϭϯ͘ϬϵйͿ
ϴϵ͘ϬϱϰΎΎ
䜹䜲Ϯ್

䠆䜿䜰㆟䛾
ㄆ㆑

Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϴ;ϵ͘ϰϭйͿ
Ϯ;ϭϴ͘ϭϴйͿ
ϲ;ϭϬ͘ϵϭйͿ
ϱ;ϰ͘ϳϲйͿ
ϭ;ϵ͘ϬϵйͿ
Ϯ;Ϭ͘ϴϱйͿ
ϰ;ϳ͘ϮϳйͿ
ϵ;ϯ͘ϴϬйͿ
Ϯ;ϭϬ͘ϱϯйͿ
ϱ;ϰ͘ϰϲйͿ
ϵ;ϭϮ͘ϲϴйͿ
ϭ;Ϯ͘ϬϴйͿ
ϱϰ;ϱ͘ϬϭйͿ
ϯϰ͘ϯϴϴΎΎ

䠆ゎỴᆺ㆟䛾㛤ദ
䠆䜿䜰㆟䛾ㄆ㆑
䠆ಶேሗಖㆤ䛾ᅔ㞴
䠆㐃ᦠ⫋✀䛾㆟ཧຍ
䠆ㄆ▱ᑐᛂ䛾ྲྀ䜚⤌䜏
䠀䝁䞊䝗↓䛧
䠄ᩥ᭩ᩘ䠅

䠆ಶேሗಖㆤ
䛾ᅔ㞴

Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϭ;ϭ͘ϭϴйͿ
ϭ;ϵ͘ϬϵйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϴ;ϳ͘ϲϮйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϯ;ϭ͘ϮϴйͿ
ϱ;ϵ͘ϬϵйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
Ϯ;ϭ͘ϳϵйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϮϬ;ϭ͘ϴϲйͿ
ϰϳ͘ϳϬϬΎΎ
㻢㻞

䠆㐃ᦠ⫋✀䛾
㆟ཧຍ

ϳ;Ϯϭ͘ϮϭйͿ
ϭϬ;ϭϭ͘ϳϲйͿ
ϯ;Ϯϳ͘ϮϳйͿ
ϱ;ϵ͘ϬϵйͿ
ϭϱ;ϭϰ͘ϮϵйͿ
ϰ;ϯϲ͘ϯϲйͿ
Ϯϵ;ϭϮ͘ϯϰйͿ
ϵ;ϭϲ͘ϯϲйͿ
ϭϮ;ϱ͘ϬϲйͿ
ϭ;ϱ͘ϮϲйͿ
ϭϬ;ϴ͘ϵϯйͿ
ϳ;ϵ͘ϴϲйͿ
ϵ;ϭϴ͘ϳϱйͿ
ϭϮϭ;ϭϭ͘ϮϯйͿ
Ϯϵ͘ϮϳϰΎΎ

㢖ᗘ
ϭϰϭ
ϱϰ
ϮϬ
ϭϮϭ
ϲϰ
ϴϬϱ
ϭϬϳϳ

䠂
ϭϯ͘Ϭϵй
ϱ͘Ϭϭй
ϭ͘ϴϲй
ϭϭ͘Ϯϯй
ϱ͘ϵϰй
ϳϰ͘ϳϰй

䠆ㄆ▱ᑐᛂ䛾
䜿䞊䝇ᩘ
ྲྀ䜚⤌䜏

ϯ;ϵ͘ϬϵйͿ
ϰ;ϰ͘ϳϭйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϯ;ϱ͘ϰϱйͿ
ϲ;ϱ͘ϳϭйͿ
ϭ;ϵ͘ϬϵйͿ
ϭϮ;ϱ͘ϭϭйͿ
ϱ;ϵ͘ϬϵйͿ
ϭϳ;ϳ͘ϭϳйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϭϬ;ϴ͘ϵϯйͿ
Ϯ;Ϯ͘ϴϮйͿ
ϭ;Ϯ͘ϬϴйͿ
ϲϰ;ϱ͘ϵϰйͿ
ϵ͘ϭϲ

ϯϯ
ϴϱ
ϭϭ
ϱϱ
ϭϬϱ
ϭϭ
Ϯϯϱ
ϱϱ
Ϯϯϳ
ϭϵ
ϭϭϮ
ϳϭ
ϰϴ
ϭϬϳϳ

㻡䠅㆟ෆᐜ䛾⤖ᯝ䚷䠄㻝䠅ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾㆟ሗ࿌䛛䜙
䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚

ᅗ䠏䠑 䜽䝻䝇㞟ィ䠄ᅋయู䠅

䜽䝻䝇㞟ィ䛻䜘䜚ฟ䛯ᩘ
್䜢䝞䝤䝹䝥䝻䝑䝖ᙧᘧ
䠄䕕䠅䛷ᅗ䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䝟䞊䝉䞁䝔䞊䝆䛜㧗䛔䜒
䛾䜋䛹䚸䕕䛾䛝䛥䛜
䛝䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹

ᅗ䠏䠒 ᑐᛂศᯒ 䠄ᡤᒓู䠅
䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚
ỈⰍ䛾䕿䛾⨨䛿䚸ཎⅬ䛻㏆䛔
䜋䛹ฟ⌧㢖ᗘ䛜㧗䛔䛣䛸䜢♧䛧
䛶䛔䜛䚹
ỈⰍ䛾䕿䛾䛝䛥䛿䚸ヰ䛾㔞䜢
⾲䛧䛶䛔䜛䚹
ෆᐜ䜢♧䛩ỈⰍ䛾䕿䛾㏆䛟䛻
ᕸ⨨䛥䜜䛯⫋✀䠄㉥䛾䕕䠅䛜䚸䛭
䛾ෆᐜ䜢ከ䛟Ⓨゝ䛧䛯⫋✀䛸ุ
᩿䛷䛝䜛䚹

㻢㻟

㻟䠊ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾ሗ࿌

➨䠓ᅇ

䛆᭱ᮇ䜎䛷ᅾᏯ䛷㐣䛤䛫䜛䛸䛔䛖䛾䜢ᕷẸ䛻䛹䛖ఏ䛘䛶
䛔䛟䛛䠖ྛ⫋✀䛷䛷䛝䜛䛣䛸䛇

ᐃᛶศᯒ䛷䜹䝔䝂䝸䞊䛥䜜䛯ウ㆟ෆᐜ

Ϯϰ㛫ᑐᛂ䛾ᐇ
Ϯϰ㛫䛾 デ䚸Ϯϰ㛫ᑐᛂ䛾ゼၥ┳ㆤ

┦ㄯ䜔㈨※䛾‽ഛ
♫㈨※䛾┦ㄯ❆ཱྀ䛾タ⨨䚸䝃㧗ఫ➼䛾ᩚഛ䚸ᆅᇦ䛾タ䛸䛾㐃ᦠ

ㆤ䝃䞊䝡䝇ෆᐜ䛾ㄝ᫂
ゼ┳䚸䜿䜰䝬䝛䛻䜘䜛ㆤ䝃䞊䝡䝇ㄝ᫂䛾ᚲせᛶ

ᅾᏯ┳ྲྀ䜚䛸ㄝ᫂
┳ྲྀ䜚䚸Ṛ䛻㛵䛩䜛㐣⛬䛾ㄝ᫂䚸Ṛ䛻㛵䛩䜛Ꮫ䜃

ᗈሗ䞉࿘▱䛾ᕤኵ
ᅾᏯ་⒪䞉ㆤ䛾⌮ᛕ䛾ၨⓎ䚸ᅾᏯ་⒪䛾䝯䝕䜱䜰䛷䛾Ⓨಙ䚸ᕷẸ䝣䜷䞊䝷䝮䛾
㛤ദ䚸䝗䝷䝬䜔ᫎ⏬䛷䛾㓄ಙ䚸ㄆ▱䜹䝣䜵

ⱝᡭ་ᖌ䜈䛾ᅾᏯᩍ⫱
ᅾᏯ་⒪䛾ᩍ⫱䚸ⱝᡭ་ᖌ➼䜈䛾ᅾᏯ་⒪䞉ㆤ䛾ᩍ⫱

⾲ϭϯ 䜹䝔䝂䝸䛻䛛䛛䜛㢖ᗘ
䝁䞊䝗ྡ

➨䠓ᅇ ᭱ᮇ䜎䛷ᅾᏯ䛷㐣䛤䛫䜛䛸
䛔䛖䛾䜢ᕷẸ䛻䛹䛖ఏ䛘䛶䛔䛟䛛䠖ྛ
⫋✀䛷䛷䛝䜛䛣䛸
Ϯϰ㛫ᑐᛂ䛾㔜せᛶ䛿䜋䜌䛩䜉䛶䛾⫋✀㛫䛷ඹ㏻
䛾ෆᐜ䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹┳ㆤᖌ䜔タ㛗䞉⟶⌮⪅䛿་
ᖌ䛻ᑐ䛧䛶ᐙ᪘䜈䛾┳ྲྀ䜚䛾ㄝ᫂䜢ᮃ䜣䛷䛔䜛䚹

⾲ϭϰ

⫋✀ู

䠆Ϯϰ㛫ᑐᛂ䛾ᐇ
䠆┦ㄯ䜔㈨※䛾‽ഛ
䠆ㆤ䝃䞊䝡䝇ෆᐜ䛾ㄝ᫂
䠆ᅾᏯ┳ྲྀ䜚䛸ㄝ᫂
䠆ᗈሗ䞉࿘▱䛾ᕤኵ
䠆ⱝᡭ་ᖌ䜈䛾ᅾᏯᩍ⫱
䠀䝁䞊䝗↓䛧
䠄ᩥ᭩ᩘ䠅

㢖ᗘ

䝟䞊䝉䞁䝖

ϭϯϱ
ϯϴ
Ϯϲ
ϲϴ
ϴϯ
ϵϰ
ϰϮϱ
ϳϭϳ

ϭϴ͘ϴϯй
ϱ͘ϯϬй
ϯ͘ϲϯй
ϵ͘ϰϴй
ϭϭ͘ϱϴй
ϭϯ͘ϭϭй
ϱϵ͘Ϯϳй

䠆Ϯϰ㛫ᑐᛂ 䠆┦ㄯ䜔㈨※ 䠆ㆤ䝃䞊䝡䝇 䠆ᅾᏯ┳ྲྀ䜚 䠆ᗈሗ䞉࿘▱䛾 䠆ⱝᡭ་ᖌ䜈 䜿䞊䝇
䛾ᐇ
䛾‽ഛ
ෆᐜ䛾ㄝ᫂
䛸ㄝ᫂
ᕤኵ
䛾ᅾᏯᩍ⫱
ᩘ

ϳ;Ϯϴ͘ϬϬйͿ
㹋㹑㹕
ϰ;ϰϬ͘ϬϬйͿ
㹎㹒
ϱϭ;ϮϬ͘ϭϲйͿ
་ᖌ
ϭϰ;ϭϴ͘ϭϴйͿ
┳ㆤᖌ
ϭϭ;Ϯϱ͘ϱϴйͿ
ᐑᇛ┴
Ϯϰ;Ϯϭ͘ϲϮйͿ
◊✲䞉ᩍ⫱
タ㛗䞉⟶
ϲ;ϵ͘ϲϴйͿ
⌮⪅
Ϯ;ϭϱ͘ϯϴйͿ
ṑ⛉་
ϭ;ϰ͘ϭϳйͿ
┦ㄯဨ
ϭϱ;ϭϱ͘ϭϱйͿ
⸆ᖌ
ྜィ ϭϯϱ;ϭϴ͘ϴϯйͿ
ϭϰ͘ϮϮϮ
䜹䜲Ϯ್

ϰ;ϭϲ͘ϬϬйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϭϵ;ϳ͘ϱϭйͿ
ϭ;ϭ͘ϯϬйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϳ;ϲ͘ϯϭйͿ
ϰ;ϲ͘ϰϱйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
Ϯ;ϴ͘ϯϯйͿ
ϭ;ϭ͘ϬϭйͿ
ϯϴ;ϱ͘ϯϬйͿ
ϭϴ͘ϳϳϯΎ

ϯ;ϭϮ͘ϬϬйͿ ϳ;Ϯϴ͘ϬϬйͿ
ϭ;ϰ͘ϬϬйͿ ϰ;ϭϲ͘ϬϬйͿ
ϭ;ϭϬ͘ϬϬйͿ ϭ;ϭϬ͘ϬϬйͿ ϭ;ϭϬ͘ϬϬйͿ ϭ;ϭϬ͘ϬϬйͿ
ϭϮ;ϰ͘ϳϰйͿ ϮϬ;ϳ͘ϵϭйͿ ϯϰ;ϭϯ͘ϰϰйͿ ϰϮ;ϭϲ͘ϲϬйͿ
ϭ;ϭ͘ϯϬйͿ ϭϵ;Ϯϰ͘ϲϴйͿ ϭϬ;ϭϮ͘ϵϵйͿ ϭϯ;ϭϲ͘ϴϴйͿ
Ϯ;ϰ͘ϲϱйͿ Ϯ;ϰ͘ϲϱйͿ ϴ;ϭϴ͘ϲϬйͿ
Ϯ;ϰ͘ϲϱйͿ
ϭ;Ϭ͘ϵϬйͿ ϵ;ϴ͘ϭϭйͿ
ϵ;ϴ͘ϭϭйͿ
ϳ;ϲ͘ϯϭйͿ
ϱ;ϴ͘ϬϲйͿ

ϰ;ϲ͘ϰϱйͿ

ϲϮ

Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϭ;ϳ͘ϲϵйͿ ϰ;ϯϬ͘ϳϳйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϭ;ϰ͘ϭϳйͿ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
Ϯ;ϴ͘ϯϯйͿ
ϭ;ϭ͘ϬϭйͿ ϭ;ϭ͘ϬϭйͿ
ϲ;ϲ͘ϬϲйͿ ϭϱ;ϭϱ͘ϭϱйͿ
Ϯϲ;ϯ͘ϲϯйͿ ϲϴ;ϵ͘ϰϴйͿ ϴϯ;ϭϭ͘ϱϴйͿ ϵϰ;ϭϯ͘ϭϭйͿ
ϭϳ͘ϱϴϵΎ
ϰϰ͘ϭϭϱΎΎ
ϭϳ͘ϰϯϭΎ
ϭϳ͘ϵϲϯΎ

ϭϯ
Ϯϰ
ϵϵ
ϳϭϳ

㻢㻠

ϴ;ϭϮ͘ϵϬйͿ ϭϯ;ϮϬ͘ϵϳйͿ

Ϯϱ
ϭϬ
Ϯϱϯ
ϳϳ
ϰϯ
ϭϭϭ

㻡䠅㆟ෆᐜ䛾⤖ᯝ䚷䠄㻝䠅ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾㆟ሗ࿌䛛䜙
䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚

ᅗ䠏䠑 䜽䝻䝇㞟ィ䠄⫋✀ู䠅

䜽䝻䝇㞟ィ䛻䜘䜚ฟ䛯ᩘ
್䜢䝞䝤䝹䝥䝻䝑䝖ᙧᘧ
䠄䕕䠅䛷ᅗ䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䝟䞊䝉䞁䝔䞊䝆䛜㧗䛔䜒
䛾䜋䛹䚸䕕䛾䛝䛥䛜
䛝䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹

ᅗ䠏䠒 ᑐᛂศᯒ 䠄⫋✀ู䠅
䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚
ỈⰍ䛾䕿䛾⨨䛿䚸ཎⅬ䛻
㏆䛔䜋䛹ฟ⌧㢖ᗘ䛜㧗䛔䛣
䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹
ỈⰍ䛾䕿䛾䛝䛥䛿䚸ヰ䛾
㔞䜢⾲䛧䛶䛔䜛䚹
ෆᐜ䜢♧䛩ỈⰍ䛾䕿䛾㏆
䛟䛻ᕸ⨨䛥䜜䛯⫋✀䠄㉥䛾
䕕䠅䛜䚸䛭䛾ෆᐜ䜢ከ䛟Ⓨゝ
䛧䛯⫋✀䛸ุ᩿䛷䛝䜛䚹

㻢㻡

㻟䠊ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾ሗ࿌

➨䠔ᅇ

䛆ᕷẸ䝣䜷䞊䝷䝮㛤ദ䜢㏻䛧䛶ᕷẸ䜈䛾ᬑཬၨⓎ䜢
⪃䛘䜘䛖䛇

ᐃᛶศᯒ䛷䜹䝔䝂䝸䞊䛥䜜䛯ウ㆟ෆᐜ

䝯䝕䜱䜰➼䜢䛳䛯ၨⓎ
ᫎീ䚸㡢ᴦ䚸᪂⪺➼䜢⏝䛧䛯䜰䝢䞊䝹

ᑓ㛛⫋✀䛛䜙䛾ㅮ₇
ྛ⫋✀䛛䜙䛾ᅾᏯ་⒪䞉ㆤ䛻㛵䛩䜛ㅮ₇

య㦂ⓗ䛺ၨⓎ
ᅾᏯㆤ➼䛻㛵䛩䜛⏝ရ䚸㣗➼䛾య㦂ⓗ䛺ཧຍ䛸ၨⓎ

䜰䞁䜿䞊䝖➼䛾ᐇ
䜰䞁䜿䞊䝖䜢๓䛻ᐇ䛧䚸㉁ၥ䛺䛹䛾ෆᐜ䜢⪺䛝䛸䜛

䞉య㦂ㄯ䛾⤂
ᅾᏯ་⒪䞉ㆤ䛾య㦂⪅䛛䜙䛾య㦂ㄯ䛾⤂

┦ㄯ䛺䛹䛾ᐇ
⸆䜔ㄆ▱䛺䛹䛾┦ㄯ䛾ᐇ

䝟䞁䝣䝺䝑䝖䜔㈨ᩱ䛾㓄ᕸ
䝟䞁䝣䝺䝑䝖䜔䝸䞊䝣䝺䝑䝖䛾㓄ᕸ䜔䝤䞊䝇䛾タ⨨

➨䠔ᅇ ᕷẸ䝣䜷䞊䝷䝮㛤ദ䜢㏻䛧
䛶ᕷẸ䜈䛾ᬑཬၨⓎ䜢⪃䛘䜘䛖
ᑓ㛛⫋✀䛛䜙ᕷẸ䛻䜐䛡䛯ㅮ₇䜢ᥦ䛧䛶䛔䜛䛾
䛿䚸་ᖌ䚸┳ㆤ༠䚸䠣䠤༠䚸ᆅᇦໟᣓ䚸㝔
䛷䛒䛳䛯䚹ᕷẸ䛻ཧຍ䛧䛶䜒䜙䛖య㦂䛻䜘䜛ၨⓎ䛻
䛴䛔䛶䛿䚸㝔䚸ṑ⛉་ᖌ䚸ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁
䝍䞊䛷Ⓨゝ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹
䞉య㦂ㄯ䛾⤂䚸┦ㄯ䛾ᐇ䛻䛴䛔䛶䛿䚸
Ꮫ䜔⾜ᨻ䚸㝔䛛䜙䛾ᥦ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹

⾲ϭϲ

ᅋయู

⾲ϭϱ 䜹䝔䝂䝸䛻䛛䛛䜛㢖ᗘ
䝁䞊䝗ྡ

㢖ᗘ

䠆䝯䝕䜱䜰➼䜢䛳䛯ၨⓎ
䠆ᑓ㛛⫋✀䛛䜙䛾ㅮ₇
䠆య㦂ⓗ䛺ၨⓎ
䠆䜰䞁䜿䞊䝖➼䛾ᐇ
䠆䞉య㦂ㄯ䛾⤂
䠆┦ㄯ䛺䛹䛾ᐇ
䠆䝟䞁䝣䝺䝑䝖䜔㈨ᩱ䛾㓄ᕸ
䠀䝁䞊䝗↓䛧
䠄ᩥ᭩ᩘ䠅

䝟䞊䝉䞁䝖

ϳϱ
ϭϯϰ
ϰϱ
ϯϴ
ϲϯ
ϲϲ
ϳ
ϱϴϬ
ϴϲϰ

ϴ͘ϲϴй
ϭϱ͘ϱϭй
ϱ͘Ϯϭй
ϰ͘ϰϬй
ϳ͘Ϯϵй
ϳ͘ϲϰй
Ϭ͘ϴϭй
ϲϳ͘ϭϯй

䠆䝯䝕䜱䜰➼ 䠆ᑓ㛛⫋✀䛛 䠆య㦂ⓗ䛺 䠆䜰䞁䜿䞊䝖 䠆䞉య㦂 䠆┦ㄯ䛺䛹 䠆䝟䞁䝣䝺䝑䝖 䜿䞊
䜢䛳䛯ၨⓎ 䜙䛾ㅮ₇
ၨⓎ
➼䛾ᐇ
ㄯ䛾⤂
䛾ᐇ
䜔㈨ᩱ䛾㓄ᕸ 䝇ᩘ

ϱ;ϭϬ͘ϴϳйͿ ϭϮ;Ϯϲ͘ϬϵйͿ ϯ;ϲ͘ϱϮйͿ ϰ;ϴ͘ϳϬйͿ Ϯ;ϰ͘ϯϱйͿ ϲ;ϭϯ͘ϬϰйͿ
㹅㹆༠
ϯ;ϰ͘ϰϭйͿ ϭϭ;ϭϲ͘ϭϴйͿ Ϯ;Ϯ͘ϵϰйͿ ϭ;ϭ͘ϰϳйͿ Ϯ;Ϯ͘ϵϰйͿ ϲ;ϴ͘ϴϮйͿ
་ᖌ
ㆤ䝛䝑䝖 ϯ;Ϯϱ͘ϬϬйͿ Ϯ;ϭϲ͘ϲϳйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϭ;ϴ͘ϯϯйͿ ϭ;ϴ͘ϯϯйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ
ϲ;ϱ͘ϲϲйͿ Ϯϭ;ϭϵ͘ϴϭйͿ ϱ;ϰ͘ϳϮйͿ ϲ;ϱ͘ϲϲйͿ ϭϬ;ϵ͘ϰϯйͿ ϰ;ϯ͘ϳϳйͿ
┳ㆤ༠
ϰ;ϴ͘ϬϬйͿ ϲ;ϭϮ͘ϬϬйͿ ϯ;ϲ͘ϬϬйͿ Ϯ;ϰ͘ϬϬйͿ ϰ;ϴ͘ϬϬйͿ ϰ;ϴ͘ϬϬйͿ
⾜ᨻ
ṑ⛉་ᖌ
ϱ;Ϯϭ͘ϳϰйͿ ϲ;Ϯϲ͘ϬϵйͿ ϱ;Ϯϭ͘ϳϰйͿ ϰ;ϭϳ͘ϯϵйͿ ϭ;ϰ͘ϯϱйͿ Ϯ;ϴ͘ϳϬйͿ

ϭϯ;ϰ͘ϱϯйͿ ϯϰ;ϭϭ͘ϴϱйͿ ϱ;ϭ͘ϳϰйͿ ϲ;Ϯ͘ϬϵйͿ ϮϬ;ϲ͘ϵϳйͿ Ϯϯ;ϴ͘ϬϭйͿ
Ꮫ
ϰ;ϭϲ͘ϲϳйͿ ϭϰ;ϱϴ͘ϯϯйͿ ϰ;ϭϲ͘ϲϳйͿ Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϱ;ϮϬ͘ϴϯйͿ ϯ;ϭϮ͘ϱϬйͿ
ᆅᇦໟᣓ
ϭϲ;ϯϭ͘ϯϳйͿ ϭϲ;ϯϭ͘ϯϳйͿ ϳ;ϭϯ͘ϳϯйͿ ϰ;ϳ͘ϴϰйͿ ϲ;ϭϭ͘ϳϲйͿ ϲ;ϭϭ͘ϳϲйͿ
㝔
ϴ;ϲ͘ϱϲйͿ ϵ;ϳ͘ϯϴйͿ ϳ;ϱ͘ϳϰйͿ ϱ;ϰ͘ϭϬйͿ ϵ;ϳ͘ϯϴйͿ ϭϬ;ϴ͘ϮϬйͿ
⸆ᖌ
ϴ;ϭϬ͘ϲϳйͿ ϯ;ϰ͘ϬϬйͿ ϰ;ϱ͘ϯϯйͿ ϱ;ϲ͘ϲϳйͿ ϯ;ϰ͘ϬϬйͿ Ϯ;Ϯ͘ϲϳйͿ
⪁⚟༠
ྜィ

䜹䜲Ϯ್

ϳϱ;ϴ͘ϲϴйͿ ϭϯϰ;ϭϱ͘ϱϭйͿ

ϱϰ͘ϰϯϰΎΎ

ϲϳ͘ϵϱϯΎΎ

ϰϱ;ϱ͘ϮϭйͿ

ϯϴ;ϰ͘ϰϬйͿ

ϲϯ;ϳ͘ϮϵйͿ

ϲϲ;ϳ͘ϲϰйͿ

ϯϱ͘ϯϬϲΎΎ

ϮϬ͘ϲϮϲΎ

ϭϮ͘ϴϯϮ

ϭϬ͘Ϭϵϲ

㻢㻢

Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϰϲ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϲϴ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϭϮ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϭϬϲ
ϭ;Ϯ͘ϬϬйͿ ϱϬ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ Ϯϯ
ϲ;Ϯ͘ϬϵйͿ Ϯϴϳ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ Ϯϰ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϱϭ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϭϮϮ
Ϭ;Ϭ͘ϬϬйͿ ϳϱ
ϳ;Ϭ͘ϴϭйͿ ϴϲϰ

ϭϭ͘Ϭϰ

㻡䠅㆟ෆᐜ䛾⤖ᯝ䚷䠄㻝䠅ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾㆟ሗ࿌䛛䜙
䠘ᑐᛂศᯒ䛾ㄞ䜏䛸䜚᪉䠚

ᅗ䠏䠓 䜽䝻䝇㞟ィ䠄ᅋయู䠅

䜽䝻䝇㞟ィ䛻䜘䜚ฟ䛯ᩘ
್䜢䝞䝤䝹䝥䝻䝑䝖ᙧᘧ
䠄䕕䠅䛷ᅗ䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䝟䞊䝉䞁䝔䞊䝆䛜㧗䛔䜒
䛾䜋䛹䚸䕕䛾䛝䛥䛜
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3．仙台医療介護連携の会報告

(2）最期までお家で生活 市民フォーラム開催結果から
在宅医療普及啓発を目的として、平成 25 年と平成 27 年の 2 回に渡り市民フォーラ
ムを開催した。平成 27 年度は、第 8 回仙台医療介護連携の会の意見を踏まえてプロ
グラムを構成し、当日は、各団体の人的協力を得て開催した。
①開催概要
日時：平成 27 年 10 月 9 日（金）

11:30~16:30

場所：仙台サンプラザホール
参加人数：646 名
②プログラム
プログラム開始前後は、ホール内とホール外各々にプログラムを実施した。
《ホール内》
時 間
内 容
11 ： 30 ～ 【ビデオ上映】
12：30
○在宅療養支援歯科診療所紹介ビデオ
（平成 22 年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業）
「歯医者も家にやってくる」
○鶴ヶ谷サポーター養成講座教材ビデオ
（鶴ヶ谷地域包括支援センター制作）
パート 1「鶴ヶ谷サポーター養成講座～参集の巻～」
パート 2「鶴ヶ谷サポーター養成講座～出陣の巻～」
12 ： 30 ～ 【開会の挨拶】
12：35
一般社団法人仙台市医師会 副会長
青沼内科医院 院長
青沼 清一様
12 ： 35 ～ 【第 1 部 講演】
13：35
「最期までお家で生活するために」
講師 川島 孝一郎（仙台往診クリニック 院長）
13 ： 35 ～
休憩
13：50
13 ： 50 ～ 【ステージ発表】
14：10
公益社団法人 認知症の人と家族の会 宮城県支部「翼合唱団」
14 ： 15 ～ 【第 2 部 在宅医療Ｑ＆Ａ】
15：25
スライド映像による在宅医療入門編
在宅医療って？ あなたの質問に専門職がお答えします。
在宅療養支援マップ「つながライン」のご紹介
15 ： 25 ～ 【閉会の挨拶】
15：30
東北大学大学院歯学研究科 副研究科長
東北大学災害科学国際研究所 教授 小坂 健様
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《ホール外》

時 間
内 容
11：30～ 展示、相談コーナー
12：30
①一般社団法人 仙台歯科医師会
歯科医師が歯と口の相談に応じます！
口腔ケア用品の展示説明
訪問歯科診療紹介ＤＶＤ「歯医者も家にやってくる」の上映
②公益社団法人 宮城県栄養士会
栄養士が栄養の相談に応じます！
嚥下食（飲み込みが困難になった時の食形態）の試食
訪問栄養指導の紹介
③一般社団法人 日本福祉用具供給協会 宮城県ブロック
福祉用具専門相談員が福祉用具の相談に応じます！
福祉用具の展示説明
④一般社団法人 宮城県理学療法士会
理学療法士がリハビリのことや、楽な介護の方法などの相談に
応じます！
⑤つながライン
地域の一般市民の皆様と医療介護福祉施設の連携のための、イ
ンターネットを使ったツールです。
パソコンを実際に操作して、施設を検索する体験ができます！
12：30～ ホール内にて講演を行っております。
15：30
ホール外の展示・相談コーナーはお休みとなります。
15：30～ 展示、相談コーナー
16：00
※内容は 11：30～12：30 と同様です。
①一般社団法人 仙台歯科医師会
②公益社団法人 宮城県栄養士会
③一般社団法人 日本福祉用具供給協会 宮城県ブロック
④一般社団法人 宮城県理学療法士会
⑤つながライン
③登壇者

【第 1 部】
川島 孝一郎 仙台往診クリニック 院長
厚生労働省 ｢終末期医療に関する意識調査等検討会｣委員 等
【第 2 部】
折腹 実己子 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームパルシア 施設長
燕沢地域包括支援センター 所長、
仙台市地域包括支援センター連絡協議会 会長 等
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⑤最期までお家で生活

市民フォーラムアンケート結果から

在宅医療に対する市民の意識の変化を調査するために、フォーラム開始前後でアンケー
トを実施した。
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最期までお家で生活することができると思いますか 参加前後の変
化
～39歳 （ｎ＝47）
できる
～39歳 参加
前
参加後

どちらかと言えばできる

21.3%

34.0%

59.6%

31.9%

27.7%
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市民フォーラムにおける参加者回答の前後変化
～自由記述を用いた計量テキスト分析の結果から～
北里大学医学部医学教育研究部門
助教

千葉宏毅

1．はじめに
本稿は、「最期までお家で生活

市民フォーラム」実施に伴い、参加者へ実施した事前ア

ンケートと終了時アンケートの自由記述式回答の比較から、フォーラムによる普及啓発活
動の影響を探索的に検討した資料である。フォーラムで行われたプログラムは以下の内容
であった。
1 部：「最期までお家で生活するために」（川島孝一郎先生）の講演
2 部：在宅医療 Q&A スライド映像による在宅医療入門編
他、翼合唱団（公益社団法人認知症の人と家族の会）、福祉用具・口腔ケア・栄養関係の
展示コーナー
実施したフォーラム等、市民への普及啓発活動について、選択式回答ではないデータリソ
ースから開催前後の回答を分析し、意識の変化を確認することは、今後市民への周知や広報
を検討する上でも有用な資料となる。
2．目的
フォーラム参加前後で参加者の回答がどのような変化したかを明確にすることを目的と
した。
3．方法と分析
参加者がフォーラム実施前後で記述したアンケートのテキスト（自由記述）データを対象
に用いた計量テキスト解析を行った。詳細は以下の通りである。
形態素解析によって品詞ごと（名詞、動詞、形容詞、形容動詞）の最小単位の単語に分類
した。
「一人」
「暮らし」のように単語を 2 つに分けた場合、本来の意味と異なってしまう用
語については、
「一人暮らし」で 1 つの単語として認識するよう設定し、用語の出現回数お
よび、用語間の出現類似性測度（Jaccard 係数）を算出した。フォーラム前後に出現する用
語の出現数の比較では統計検定（Χ²検定）を行った。
フォーラム前後の性別、年代別、職業別に抽出した頻出用語については、出現頻度の高い
用語（名詞のみ）を Jaccard 係数の高い順に 10 語ずつ抽出し、さらに共起関係を示す用語
同士の関係を明確にするため共起ネットワーク分析 1）を行った。
先行研究では、在宅での看取りに関わる重要な説明項目を 15 サブカテゴリー、3 大カテ
ゴリーに整理

2）している。当該結果を用いたコーディングルールを設定し、参加者の自由
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記述回答が、「診療内容や症状への対応」「経済面や諸制度の活用」「死や看取りの概念」の
3 つの観点でどのように変化したかを、参加前後で性別、年代別、職業別にΧ²検定、対応
分析 3）を行って可視化した。分析には、KH-Coder (Ver.2.00)を使用した。
4．結果
分析したアンケート回答件数は、フォーラム前の回答が 74、そのうち男性 13、女性 61、
後の回答が 162 のうち男性 39、女性 123 であった（表 1）。フォーラム前後を合算したアン
ケート内の用語は延べ 9,976 語、そのうち助詞、助動詞、副詞など分析結果の解釈に影響を
与えない品詞を除き 3,184 語に絞った。その後用語の重複を除き 913 語を分析に使用した。
男性

女性

フィーラム前

13

61

10～30代 40～60代 70～90代
11

28

35

一般
61

医療職 介護・福祉職
3

10

フォーラム後

39

123

32

75

55

111

13

38

表1
1）フォーラム参加前後における用語頻出（名詞）の変化
フォーラム参加前後において、性別は二種（男女）、年代は三種（10～30 代、40～60 代、
70～90 代）、職業は三種（一般、医療職、介護・福祉職）に分類し、出現頻度の高い用語を
確認した。職業における「一般」とは医療職、介護・福祉職以外の職種と定義した。
フォーラム参加前は個々の疑問や質問が中心で、その中でも男性において頻出した用語
は、
「在宅医療、例、在宅、具体、現状、往診、国、解決方法、独り暮らし、最低」、女性で
は「一人暮らし、介護、自宅、生活、在宅介護、病院、援助、暮らし、方法、高齢」であっ
た。年代別では 10～30 代で「家族、本人、ケア、病院、退院、若年、心、吸引、医療、お
子さん」、40～60 代で「在宅、方法、対応、24 時間、療養、現状、利用、在宅介護、形、世
帯」、70～90 代で「在宅医療、一人暮らし、自宅、往診、生活、介護、お願い、子供、手続
き、終末期」であった。職業別では、一般が「在宅医療、一人暮らし、自宅、介護、往診、
在宅介護、暮らし、方法、具体、費用」、医療職では「ケア、病院、退院、指導、お子さん、
支援、若年、本人、家族、在宅医療」、介護・福祉職では「家族、在宅、吸引、地域、人、
医療措置、入院、限界、形、往診状況」が頻出する用語であった。
一方、フォーラム参加後では、男性で「生活、妻、在宅医療、才、死、フォーラム、充実、
お願い、自身、感謝」の用語が多く表れ、女性では「参考、自分、お話、参加、先生、家族、
介護、医療、在宅、自宅」の出現が多かった。また年代別では 10～30 代「在宅、生活、参
加、家族、機会、介護、在宅医療、お話、祖母、是非」、40～60 代「自分、参考、先生、お
話、医療、自宅、在宅、合唱、母、希望」、70～90 代「死、参加、参考、安心、才、在宅医
療、人、一人暮らし、勉強、年」であった。職業別では一般で「参考、先生、死、在宅医療、
勉強、才、安心、年、一人暮らし、母」、医療職では「支援、自分、視点、形、在宅医療、
家、選択、制度、家族、人」、介護・福祉職では「家族、在宅、参加、参考、内容、先生、
話、合唱、介護、医療」であった。
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フォーラム参加前後における性別、年代別、職業別と、高い類似性（Jaccard 係数 0.2 以
上）を示す用語の共起関係について可視化したものが図 1、2、3 である。フォーラム参加
前では、男性は在宅医療の具体的提供内容や費用について、女性は独居における在宅医療・
介護の利用方法が質問内容として出現していた。フォーラム参加後では、男性は死と同時に
生きることへの充実に関する用語が出現し、女性においても在宅医療・介護の安心や見通し
と死に関わる用語が特徴的であった（図 1）。また参加前の 70～90 代では独居における終
末期について質問が生じたが、参加後には人生を楽しく送ること、死に関する考えの変化や
安心といった用語の出現が確認できた（図 2）。一般の職業の参加者は、参加前に在宅にお
ける独居の終末期を意識した質問が多く、参加後には死や看取りに関して考えるきっかけ
を得た、もしくは安心できるといった用語が出現していた（図 3）。

図1

フォーラム前後の性別と関連する頻出用語
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図2

フォーラム前後の年齢と関連する頻出用語

図3

フォーラム前後の職業別と関連する頻出用語

2）コーディングルールを用いたカテゴリー別回答傾向の分析
用語単体では、フォーラム前後の性別、年代別、職業別の傾向を把握しにくいため、先行
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研究で示されている熟達した在宅医師の初診時の説明内容として整理された 15 のサブカテ
ゴリー、3 つの大カテゴリーを用いてコーディングルール（表 2）を設定した。コーディン
グルール内の選定用語は、先行研究に含まれた用語を基本として採用し、意味内容が近似す
る類義語を追加した。

＊診療内容や症状への対応
near(診療 - 症状 - 在宅医療 - 訪問診療 - 往診 - 仕組み - 職員 - 体制) or near(24 時間 - 365 日 対応) or near(身体症状 - 治療 - 知識 - 手順) or near(痛み - 辛い - ない - 取り除く) or near(急変 可能性 - パターン) or near(主治医 - かかりつけ医 - 相談 - 連絡 - 躊躇）

＊経済面や諸制度の活用
near(経済 - 制度 - 活用) or near(ケアマネジャー - 医療情報 - 提供 - 連携) or near(介護保険 - 在宅
介護 - 利用 - 手続き) or near(医療保険 - 適用 - 負担 - 負担額 - 医療費 - 費用 - お金) or near(公的
- サービス - 援助 - 利用 - 拡大) or near(高度障害 - 生命保険 - 適用)
＊死や看取りの概念
near(死 - 臨終 - 死亡 - 最期 - 最後 - 死ぬ - 看取る - 亡くなる - 概念) or near(現時点 - 今 - 現在
- 余命 - 命 - 残る) or near(老化 - 衰え - 大往生 - 人生) or near(家 - 自宅 - 最期 - 最後 - 迎える 送る - 生活 - できる) or near(救急車 - 呼ばない - 控える)

表2

コーディングルール

先行研究で示された 3 つのカテゴリーは、【診療内容や症状への対応】【経済面や諸制度
の活用】【死や看取りの概念】である。このカテゴリーを用いてΧ²検定した結果が図 4 で
ある。この結果からフォーラムの参加前後で参加者全体の回答内容の出現は、
【診療内容や
症状への対応】が終了後に有意（p<.05）に減少し、一方で【死や看取りの概念】に関する
回答が、フォーラム終了後に有意(p<.01)に増えていることが分かった。
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在宅医療フォーラム前後の参加者回答の変化
*

50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

**

39.2%
35.2%
25.3%
18.9%
14.9%

13.6%

診療内容や
症状への対応

経済面や諸制度
の活用

前
図4

後

死や看取りの概念

*p<0.05

** p<0.01

3 カテゴリー出現のフォーラム前後比較

フォーラム前後の性別の回答について対応分析を行った結果（図 5）、男性、女性、両方
の参加者でフォーラム終了後に、
【診療内容や症状への対応】の回答が減少し、
【死や看取り
の概念】に関する回答が増えていることが分かった。また女性参加者よりも男性参加者のほ
うが、フォーラム前後で【経済面や諸制度の活用】の回答の減少が著しい傾向も読み取れた。
フォーラム前後の自由記述式アンケート内容を、年代別に対応分析した結果（図 6）、す
べての年代において、フォーラム参加前は【診療内容や症状への対応】への観点が多く示さ
れている傾向にあり、参加後には減少していた。一方すべての年代においてフォーラム参加
前は、【死や看取りの概念】に関する回答が少なく 10～30 代では、まったく回答がなかっ
たが、終了後にはもっとも多く現れた回答となった。40～60 代は、
【診療内容や症状への対
応】の回答が減り、
【経済面や諸制度の活用】の回答は変化が見られず、
【死や看取りの概念】
の回答は参加後に増える傾向であった。70～90 代は【診療内容や症状への対応】から【死
や看取りの概念】の回答に焦点が向けられている傾向にあった。

81

3．仙台医療介護連携の会報告

図5

図6

対応分析によるフォーラム前後の変化（性別）

対応分析によるフォーラム前後の変化（年代別）
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次に職種（一般、医療職、介護職）別に、フォーラム前後の自由記述アンケートの回答
結果について対応分析を用いて分析した結果（図 7）、特に一般の参加者において、フォー
ラム参加前は【診療内容や症状への対応】について多く回答されている傾向にあったが、
フォーラムに参加後では一般参加者の回答は【死や看取りの概念】が増加し、関心がシフ
トしていることがうかがえた。医療職、介護福祉職においても【死や看取りの概念】の回
答が増えたことが確認できた。【経済面や諸制度の活用】に関する回答については医療職
のみフォーラム参加後の回答が増加していた。

図7

対応分析によるフォーラム前後の変化（職業別）

5．考察
性別、年代別、職業別のすべてにおいて参加者は、フォーラム参加前は診療内容や在宅
医療で可能な内容について質問することが多く、家で医療・介護ができるのかといった基
本的な疑問や、独居の場合を例とした不安感が表れていた。この理由としては、一般参加
者においては在宅で受けられる医療提供内容について、十分理解されていない現状があげ
られる。行政が実施した調査 4）によると、在宅でどのような医療を受けることができるか
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分からないと回答した一般市民は 84.2％にのぼる。自分自身や家族の人生の最終段階を想
定するためには、在宅医療・介護でできることのメリット、デメリットの両方を理解し、
選択を可能にするだけの情報提供や専門職からの説明が不可欠である。また同時に最期の
療養場所の決定には、死に関する認識が影響している 5,6）ことから、死や看取りに関して
考えるきっかけの 1 つを専門職から提供し、ともに考えるプロセスは重要である。一般参
加者による【死や看取りの概念】に関する回答の中には、フォーラム参加を通して「死や
看取りについて今後考えていきたい」、「家族とも話し合っていきたい」、「在宅でも安心で
きそう」「死について考えが変わった」といった参加後における変化を示す回答が多く確
認でることから、フォーラムの開催目的に沿った結果が示されたとも言える。フォーラム
参加前に表出していた一般参加者の不安は、参加後に死や在宅看取りへの理解とともに
「生きることへの希望」にも転化していた。また療養者を支える可能性の高い 60 代まで
の年代では、参加後に【経済面や諸制度の活用】と【死や看取りの概念】に関する回答が
増えており、生活支援に関わる方法や知識の獲得、在宅でも看取りができるという認識の
変化が表れていると言える。このような家族介護者の認識の変化は、療養者の価値観に寄
り添い、選択・決定を支えることを可能にする。
6．結論
フォーラム参加前後において、性別、年代別、職種別のいずれにおいても、在宅医療でで
きる診療内容を示す回答は減少し、死や看取りに関する内容を示す回答が、フォーラム参加
後で増加したことが分かった。経済面や制度の活用に関する回答は、フォーラム参加後に 10
～30 代では増え、40～60 代で横ばい、70～90 代では減ったことが分かった。また一般参
加者、介護・福祉職では回答が減少し、医療職では増加したことが分かった。
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http://www.city.okayama.jp/contents/000155472.pdf

5）日置敦巳 田中耕 和田明美. 勤労世代男女の死生観と終末期ケアへの期待. 厚生の指標.
52(3), pp19-23. 2005
6）伊藤知子 下風真衣

坂本裕史

在宅死に向けての取り組み：在宅死の現状と今後の

課題. 市立室蘭総合病院医雑誌, 33(1), pp57-60. 2008
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5）会議内容の結果 （3）燕沢地区での実践報告から

(3）燕沢地区での実践報告から
燕沢地域包括支援センターの協力により、モデル事業を実施した。
平成 27 年 1 月 28 日(水)と平成 28 年 3 月 24 日（木）に、センター職員と事務局 2 名によ
り事業実施前後についての意見交換を行った。
現在、仙台市は平成 27 年度に 25 箇所の地域包括支援センターに地域包括支援センター
の機能強化を目的とした「生活支援コーディネーター」を配置した（平成 28 年度より全包
括（50 箇所）に配置される予定）。今回、仙台医療介護連携の会での意見等を踏まえて事業
を実施したが、意見交換を経て、今後の事業実施に係る課題が明らかになった。
(1)地域包括支援センターの現状
①地域の事業所と地域包括支援センターは、個別ケースで繋がっていて、事業所等はいつ
でも相談できる状況にある。しかし、医療機関との繋がりはある所とない所の差がある。
②介護保険を新規に利用する方に関しては、その方の地域事業所の紹介を地域包括支援
センターが担っており、周知もされている。
③病院との連携の方法については課題がある。
「病院の連携室等を経て来なかった例」
「医
師が家族に連携室に相談するように伝えても、そのまま退院して放置されてしまった
例（意思が家族だけではなく、連携室にも直接連絡を入れてくれると良いのだが）」
「連
携室も通らず退院後 1 年以上経過していた例（慌てて医療に継ぐ）」「退院直前で連絡
が来る例」など。
④昨年、大学病院の連携室の看護師と医療ソーシャルワーカーが包括に来て、課題等を共
有できた。とても有効だった。
⑤医療に関しては、地域の開業医の先生方ともっと繋がりが持てるようになりたいと思
っている。ある開業医の看護師さんと繋がりができており、○○さんが最近受診に来て
いないから様子を見てきてほしいなどの連絡をもらうことがある。このように連携を
して地域の方を支えていければと思う。
⑥生活支援コーディネーターの役割は、地域の状況を把握して（地域診断の実施）、事業
を実施することにある。それをこれからやっていかなければならない。地域ネットワー
ク会議の方法等も課題を感じている。
⑦認知症への取り組みを行政が中心となって実施しているが、それが現場に降りて来て
いない感じがする。
（認知症疾患医療センターの指定と認知症サポート医との協力）サ
ポート医の名簿も活用しているが、医療として繋がっているのかがわからないことが
ある。
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①開催概要
回
1

日付

場所

内容

参加者

H27.3.4(水)

パル

燕沢地域ネットワーク会議

・地域の町内会長、副会

10:00～12:00

シア

テーマ：高齢者を地域でサポートしていくた

長、民生委員、福祉委

1階

めにできること

員、リーダー等 38 名

グループワークをして発表

・仙台医療介護連携の会
より 2 名
西村直哉様、山崎豊子様

2

H27.8.29(土)

枡江

枡江地域ネットワーク会議

・地域の町内会長、副会

10:30～12:30

コミ

テーマ：地域で支える認知症(いずみの杜地

長、民生委員、福祉委

ュニ

域医療連携室 川井丈弘様、向陽台地域包括

員、リーダー等 27 名

ティ

支援センター所長

・仙台医療介護連携の会

セン

講義を聞いた後、グループワークをして発表

浅倉恵子様)

ター
3

より 2 名
森川昭正様、小坂浩之様

H27.12.10(木)

東光

最期まで美味しく食べるために 東光台地区

10:30～12:30

台集

栄養教室

会所

調理実習、試食、栄養講話(仙台往診クリニ
ック管理栄養師

東光台地域の方々16 名

塩野崎淳子)

在宅医療講話(遠藤美紀)

4

H28.1.25(月)

燕沢

西山地域ネットワーク会議

・地域の町内会長、副会

10:00～12:00

公園

テーマ：地域で支える認知症(いずみの杜地

長、民生委員、福祉委

集会

域医療連携室 川井丈弘様)

員、リーダー等 22 名

所

講義を聞いた後、グループワークをして発表
在宅医療講話（遠藤美紀）

5

H28.2.16(火)

パル

燕沢包括ケアマネのつどい

地域のケアマネジャー11

14:00～15:30

シア

介護職員のたん吸引等制度と研修の仕組みの

名

会議

理解（遠藤美紀）

室

在宅療養支援マップつながラインリニューア
ルについて（佐々木みずほ）

6

H28.2.29(月)

パル

燕沢地域ネットワーク会議

・地域の町内会長、副会

10:00～12:00

シア

テーマ：地域で支える認知症(いずみの杜地

長、民生委員、福祉委

1階

域医療連携室 川井丈弘様、向陽台地域包括

員、リーダー等 32 名

支援センター所長

浅倉恵子様)

講義を聞いた後、グループワークをして発表
在宅医療講話（遠藤美紀）
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②地域ネットワーク会議資料
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3．仙台医療介護連携の会報告

地域ネットワーク会議

東光台地区栄養教室
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4．考察
「医療・介護連携」、
「地域への普及啓発」、
「資源の見える化」の 3 つの実践について
第 1 回から第 6 回まで取りまとめてきたが【図 19】、第 9 回の時点で改めて提言内容と
して 6 項目上がってきた。第 10 回までの会議の中で、第 9 回に一定の方向をまとめて
いる【図 23】。

【図 19】実践 1・2・3 を行う「キーワード」と実施内容、方法

【図 23】行政への提言内容について（第 9 回報告より）
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平成 27 年度より介護保険の地域支援事業にて在宅医療・介護連携推進事業が始まってい
る【図 25】が、この課題の県の取り組み状況については、在宅医療・介護連携の事業につ
いて 20 市町村で実施してるが、17 市町村では、平成 30 年度に実施予定である【図 26】。

【図 25】在宅医療・介護連携推進事業の取り組み内容

【図 26】宮城県内市町村の地域紙演示業の実施状況（第 9 回つながる会資料より）
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（1）在宅医療・介護連携支援センターの役割

また、各団体からの提案については、次頁以降、資料として提示しているので参照して
いただきたい。（P93～P98、P230）
ここでの考察は、仮に在宅医療・介護連携センターがどこかに設置されたとして、その
センターが果たす役割とその実施方法について考察を行う。

(1)在宅医療・介護連携支援センターの役割
仙台市では、これまでの取り組みを地域包括支援センターを中心として実施してきた。
今後も、その役割を拡大することがあれば、地域の中核となって相談窓口を開設している
地域包括支援センターの支援を行うセンターは必要と思われる。
仮に、在宅医療・介護連携支援センターができることは何か。国が出している在宅医
療・介護連携推進事業の事業項目に添って考えたい。
(ア)地域の医療・介護サービス資源の把握
仙台市より委託されている地域包括支援センターは、これまでの取り組みにより担当地
区にどんな医療・介護資源があるのか、介護事業所においては見学等を通し「事業所」の
特徴を把握している。これらの取り組みをサポートするため、特に医療資源に関する調査
を行い、各地域包括支援センターと情報を共有する役割がある。在宅医療の情報等を障害
福祉相談事業所等と共有することも、家族問題等を解決し、地域で暮らし続けるための手
段としては有効であろうと思われる。
また、これを住民に公表するシステムは必要である。現在、医療の情報として「みやぎ
のお医者さんガイド」「みやぎの薬局検索」で検索できるが、「それぞれに検索した項目を
どのように繋げて利用すればいいのか」についての詳細な情報が得られにくい。これらの
情報を地域包括支援センターや障害福祉相談事業所、あるいは地域住民等と共有していく
ことは非常に有効であると思われる。仙台往診クリニックでは、事業所自らが発信する
「つながライン」を開発している。登録料及び利用料も全て無料としている。足で稼ぐ情
報と公表されたシステムを連動することは、未来 10 年の素地を作るものと思われる。
(イ)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議
病院と地域包括支援センターとの連携、地域での医療情報の共有、地域医療提供体制の
構築、研修体制など課題はまだ山積している。在宅医療・介護連携推進協議会を立ち上げ
少なくとも年 1 回の会議を行う。各地域包括 2～3 単位によるワーキングチームを構成
し、医療・介護連携体制の構築や研修会の実施など、地域の実情に合わせた活動が今後は
有効であると思われる。
（ウ）在宅医療・介護連携支援センター（仮称）の運営等
(ア)(イ)の運営と共に、センターは、地域包括支援センターの支援、介護事業所の支援を
行う。支援センターは、あくまで「医療資源と介護資源を継げる黒子」である。地域住民
のための相談事業を実施することも重要であるが、地域住民がこれからも地域に暮らし続
けることができるよう、このセンターの職員は、とにかく積極的に地域の事業所を訪問し
たり事業所職員と共に地域住民の元を訪問することが必要ではないか。地域包括支援セン
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ターの相談窓口が充実するよう、協同して体制を整えることが必要であろう。
（エ）在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援
この事業は、（ア）（ウ）と連動している。活動地域を地域包括支援センター範囲と決
め、細かく対応していくことで解消されるものと思われる。さらに、この部分について
は、病院連携室（MSW、病棟看護師、退院看護師）と地域包括支援センターとの「顔の
見える関係」等により、連携が促進されるよう働きかけを支援センターが行うことが望ま
しいだろう。これらをコーディネートする人材育成も必要であり、ネットワーク化するこ
とも視野に取り組むことが必要と思われる。
（オ）在宅医療・介護関係者の研修
在宅医療・介護関係者の研修に関しては、仙台医療介護連携の会でも研修内容 8 項目が
取り上げられている【図 23】。この研修に関しては、医療従事者、介護従事者の両方が学
ばなければならない内容が含まれている。医療側には、介護保険の情報が伝わっていない
などの課題が挙げられている。その他、認知症対応についても医師の登録のみの現状とな
っているとの声の指摘があった。これらの状況を解決するための研修の実施を検討しなけ
ればならない。ただし、地域包括支援センター内での事業所連携が取れている場合は、研
修は必須ではないと思われる。
（カ）24 時間 365 日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築
24 時間 365 日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築に関しては、（ア）（イ）の取
り組みと共に、病院と地域開業医との「二人主治医制」をとることとした全国各地で実施
されているモデルがある（実践：埼玉県東埼玉総合病院

菜の花～在宅医療拠点～、長崎

ドクターネットなど）。これらの先進事例等も参考にしながら、仙台市としての在宅医療
提供体制についても引き続き議論する必要はあると思われる。
（キ）地域住民への普及啓発
本事業の期間に、地域のサロン、自主グループ、在宅医療市民フォーラム、講演会への
出張等様々に広報活動を行った。「在宅医療を市民の選択枝の一つに」してもらうこと
は、市民の「生き方、逝き方」を変容させる作用があることを活動の中で学ぶことができ
た。しかし、燕沢地域包括支援センターとのモデル事業では、この事業の実施のあり方そ
のものに問題があったと反省した。これまで地域包括支援センターが実施している地域ケ
ア会議（ネットワーク会議）に参加する方法だけでは、広く市民に伝わりにくい事も実施
した結果から学んだ。地域ネットワークの開催会議が年に 1 回の開催ではなく、もっと細
かい単位で行っていかなければならない。認知症に関する普及啓発もこれまでの普及啓発
活動（例：会議だけの年 1 回程度の活動）では浸透しないという危機感すら持った。地域
住民への普及啓発には、細かい対応が必要であり、地域包括支援センターのみがこの活動
の拠点を担っていくことの負担も大きいと感じた。
（ク）二次医療県内・関係市区町村の連携
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ṑ⛉䛾⟶⌮䛜ㆤಖ㝤䛷ཷ䛡䜙䜜䜛
䛣䛸䜢▱䜙䛺䛔䠄ㆤಖ㝤䛾ᒃᏯ⒪㣴
⟶⌮ᣦᑟ㈝䛿せㆤ≧ែ༊ศ䛻䜘䜚
⤥㝈ᗘᯟ䛻䛿ྵ䜎䜜䛺䛔䛣䛸䛜࿘
▱䛥䜜䛶䛔䛺䛔䠅

ᅾᏯ䜔䝸䝝タ䛺䛹䜈⛣䜛㝿䛻
䛩䜛䛂ᅾᏯ⒪㣴ᡭᖒ䛃䜢స䜚ሗ䛾ᥦ
౪䛸ඹ᭷䜢ᅗ䜛䚹

ᆅᇦໟᣓ䝉䞁䝍䞊䛾⏝᪉ἲ䛺䛹ᕷ
Ẹ䚸ྛᅋయ䜈࿘▱䛩䜛䚹
ྛ⫋✀㛫䛷䛚䛔䛾⫋ົෆᐜ䜢ᢕᥱ
䛧䚸ពぢ䜢⾜䛖䚹
䝟䞁䝣䝺䝑䝖䛾㓄ᕸ䚹

ㆤ䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛷䛝䜛䛜ㅖ䛷
⏝䛧䛶䛔䛺䛔⒪㣴⪅䛜䛔䜛䠄㈝⏝䛾
ಶே㈇ᢸቑ䠅
㻌䛣䜜䜎䛷䚸ᡭ᥈䜚䛧䛺䛜䜙䜒ྛ⫋✀㛫 ከ䛟䛾ពぢ䛾ሙ䚸᳨ウ䜢⾜䛖䚹 䐟⾜ᨻ䛻䛿䛷䛝䜛䛰䛡⣽䛛䛺༢䠄ໟ
䛾㐃ᦠ䛿ᚎ䚻䛻῝䜎䛳䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧
ᣓᨭ䝉䞁䝍䞊ẖ䠅䛷䛾⎔ቃ䛵䛟䜚䛜䛷
䜎䛰䛭䛾㛵ಀ䛿ⷧ䛔䚹
䛝䜛䜘䛖䚸䛭䛾ᆅᇦ䛻ฟྥ䛝䚸ሗ
䛾ሙ䚸ヰ䛧ྜ䛔䛾ሙ䛾⏬㐠Ⴀ䛾
⿵ຓ䚸ᨭ䜢䛚㢪䛔䛧䛯䛔䚹
ேဨ䛾㊊䛜་⒪䛻䜒ㆤ䛻䜒ᘏ䛧
䛶䛔䛶䛺䛛䛺䛛㐍䜏䛻䛟䛟䚸᪂䛧䛔䛻
ྎ ╔ᡭ䛩䜛䜘䛖䛺వ⿱䛿䛺䛔
ᕷ⸆
㻟
ᖌ


䐠 䛺䜛䜉䛟䛚䛔䛜⡆᫆䛻ฟ᮶䜛㐃
ᦠ㻔᮶ᒁ⪅䛾ㆤᮍධ䛻ᑐ䛩䜛
ᆅᇦໟᣓ䜔䜿䜰䝬䝛䜈䛾⤂㻕䜢ᚋᢲ
䛧䛩䜛䜘䛖䛺ὶ䜜䜢స䛳䛶䜋䛧䛔䚹
䐡⸆ᒁ䛸ᆅᇦໟᣓ䛾᪉䛸䛾㢦ྜ䜟䛫
䜢⸆ᖌ䛷䛿୍ᗘ㛤ദ䛧䛯䛜䚸⾜
ᨻ䛸䛧䛶ᆅᇦ༢䛷 㐍䜑䛶䛔䛳䛶䜒䜙
䛘 䜛䜘䛖䛺 ὶ䜜䛜ḧ䛧䛔䚹┦䛻Ẽ㍍
䛻㟁ヰฟ᮶䜛䜘䛖䛺 㢦䛾ぢ䛘 䜛⎔ቃ䛸
䛺䜜䜀᪩ᮇධ䛻䜘䜚䚸 䜂䛹䛟䛺䜛๓
䛻య䛾ಖ㝤⏝㔠㢠䜢ᢚไ䛷 䛝䜛
᪉ྥ䛻䛧䜔䛩䛟䛺䛳䛶䛔䛟䛸⪃䛘䜛䚹

㻥㻟

㻠䠊⪃ᐹ

ᅋయྡ

㻝㻚ㄢ㢟䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔

㐃ᦠ䜢⪃䛘䜛䚸䛺䛿㐃ᦠ䛧ྜ
䛖⪅ྠᚿ䛜䚸ྠ䛨┠ᶆ䛻ྥ䛛䛔ሗ䜢
ඹ᭷䛧䚸ᑐ㇟⪅䛻ᑐ䛧ᚲせ䛺་⒪䜔
ㆤ䛜䝍䜲䝮䝸䞊䛻⾜䛝Ώ䜛䚸ᒆ䛟䛻ᑾ
䛝䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺⪃䛘䜢๓ᥦ
䛻䚸䛺㐃ᦠ䜢⪃䛘䛯䚸䛹䛾⫋✀
䜒ேᮦ㊊䛷䚸ᛁ䛧㐣䛞䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜
ᐑᇛ 䛝䛟䛒䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹≉䛻ᆅᇦໟᣓ
┴┳ 䜿䜰䛾୰᰾䜢ᢸ䛖ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁
㻠
ㆤ༠ 䝍䞊䛾ᙉ䛜ㄢ㢟䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹ཪ䚸ከ
 ⫋✀䛭䜜䛮䜜䛜ඹ㏻ㄆ㆑䜢ᣢ䛱䛘䛺
䛔⌧≧䜢ᡴ㛤䛧䛶䛔䛟䛣䛸䜒䛝䛺ㄢ㢟
䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹

㻞㻚ㄢ㢟䛻ᑐ䛧䛶䛾ゎỴ⟇䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔

㻟㻚⾜ᨻ䜈䛾ᥦゝ䛻䛴䛔䛶䛤グධ䛟䛰䛥䛔

䐟ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛾ᙉ䜢ᅗ䜛 ᐑᇛ┴ᆅᇦໟᣓ䜿䜰᥎㐍༠㆟䛻䛚
䛡䜛䚸ᆅᇦໟᣓ䜿䜰యไᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯
䚷䞉ᚲせ䛺ண⟬ᥐ⨨䛻䜘䜛ேᮦ䚸ேဨ 䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝷䞁᥎㐍䜈䛾ᨭ
䛾☜ಖ
䚷䞉⾜ᨻᨭ
䐠ከ⫋✀㐃ᦠ䛾᥎㐍
䚷䞉ྠ⫋✀㛫䛷䛾ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䛻ᑐ䛩
䜛ᙺ䛾⌮ゎ
䚷䞉ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛾䝔䝸䝖䝸䞊
ෆ䛷䛾ᆅᇦ䜿䜰㆟➼䜢㏻䛧㢦䛾ぢ
䛘䜛㛵ಀస䜚䛾ᵓ⠏
䚷䞉䠍ே䠍ே䛾䜿䞊䝇䜢㏻䛧䚸㛵ಀ⪅䛜
㞟䜎䜚ሗඹ᭷䜢ᅗ䜚䚸䛭䜜䛮䜜䛜ᐇ
㊶䛧䛯䜢ሗ࿌䛧ྜ䛔䚸䜎䛯ḟ䛾ྲྀ䜚
⤌䜏䛸䛧䛶䛔䛟䜢✚䜏㔜䛽䛶䛔䛟

䐟⏝⪅䛿་⒪䝙䞊䝈䛾㧗䛔せㆤ
⪅䚸䛜䜣ᝈ⪅䚸ㄆ▱䛾ே䚸㔜ᗘ䛾㞀
ᐖ䜢ᣢ䛴ᑠඣ䛾ᝈ⪅䛺䛹ከᵝ䛧䛶䛔
䜛䚹

ᐑᇛ
┴ゼ
ၥ┳
ㆤ䝇
㻡 䝔䞊
䝅䝵䞁
㐃⤡
༠㆟


ከᵝ䛩䜛⏝⪅䛻Ᏻᚰ䛧䛶ゼၥ┳
ㆤ䜢⏝䛧䛶㡬䛡䜛䜘䛖䛻┳ㆤ䛾㉁ྥ
ୖ䛾䛯䜑䛻䚸ᵝ䚻䛺◊ಟ䚸ሗ
➼䜢⏬㐠Ⴀ䛧䛶䛔䜛䚹

ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䝅䝇䝔䝮䛾୰᰾䛜ゼၥ
┳ㆤ䛸䛔䜟䜜䛶䛔䜛䛜䚸ゼၥ┳ㆤ䛻䛴
䛔䛶䛾ၨⵚ䜢┴䜢ᣲ䛢䛶ᨭ䛧䛶䛔䛯
䛰䛝䚸ᐑᇛ┴Ẹ䛜ᆅᇦ䛷Ᏻᚰ䛧䛶ᬽ䜙
䛧⥆䛡䜙䜜䜛䜘䛖䛺ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䝅䝇
䝔䝮䛴䛟䜚䛾୍ຓ䜢ᢸ䛔䛯䛔䛸⪃䛘䜛䚹

䐠䝇䝔䞊䝅䝵䞁ᩘ䛿ቑຍ䛧䛶䛔䜛䛜┳ ┴ෆ䛾ᆅ༊ẖ䛷ከ⫋✀䛸䛾㐃ᦠᙉ ゼၥ┳ㆤᖌேᮦ☜ಖ䛾䛯䜑䛾ᨭ䜢
ㆤ䛾㉁䛜ᆒ୍䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹
䛾䛯䜑䛻ὶ䞉◊ಟ䜢㛤ദ䛧ሗ ᐑᇛ┴䛸䛧䛶༠ຊ㡬䛝䛯䛔䚹䜎䛯ேᮦ
ඹ᭷䛧㐃ᦠ䛩䜛䚹
⫱ᡂ䛾䛯䜑䛾䝥䝻䜾䝷䝮సᡂ䛻ᙜ䛯䜚
㈨㔠䛾ຓ䛜䛒䜛䛸άື䛧䜔䛩䛔䛸⪃
䛘䜛䚹
䐡ᑠつᶍᴗᡤ䛜ከ䛟㻞㻠㛫㻟㻢㻡᪥ ᐑᇛ┴┳ㆤ༠䜔⾜ᨻ➼䛸㐃ᦠ䛧䚸
䛾䝃䞊䝡䝇ᥦ౪యไ䜢ᩚഛ䛩䜛䛣䛸䛜 ゼၥ┳ㆤᖌேᮦ☜ಖ䚸⫱ᡂ䛻㛵䜟䜛䚹
㞴䛧䛔䝇䝔䞊䝅䝵䞁䛜ከ䛔䚹
䜎䛯䚸ேᮦ⫱ᡂ䛾䛯䜑䛾ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮
䜢☜❧䛧䛶䛔䛟䚹
䐢ゼၥ┳ㆤᖌ䛾ேᮦ㊊䚸☜ಖᅔ
㞴䚸⫱ᡂ䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛔䚹
䐣ከ⫋✀䛸䛾㐃ᦠ䛜༑ศ䚹
ㄆ▱䛻䛴䛔䛶䛱䜓䜣䛸デ᩿䛧䛶䛟䜜
䜛ᆅᇦ䛾་ᖌ䛜ᚲせ䚹

ᆅᇦ
ໟᣓ ㄆ▱ᑓ㛛་䛸䝃䝫䞊䝖་䛾㐃ᦠ䛜
ᨭ ༑ศ䛷䛿䛺䛔䛸ឤ䛨䜛䛣䛸䛜䛒䜛䚹
䝉䞁
㻢
䝍䞊
㐃⤡
༠㆟


་⒪䛸ㆤ㐃ᦠ䜢䛻䛩䜛䛯䜑䛻
⦪䛾⾜ᨻ䛾ᯟ䜢ぢ┤䛧䚸ไᗘ䛾䛴䛺
䜒䚸ᅜ䛜㐍䜑䜛ᆅᇦ䛾་⒪䞉ㆤ㛵ಀ 䛜䜚䜢୍㐃䛷䛝䜛䜘䛖䛺䚸⤌䜏䛵䛟
⪅䞉ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊➼䛛䜙┦ㄯ 䜚䛾ྲྀ⤌䜏䜢ᮃ䜏䛯䛔
䜢ཷ䛡䛡䜛ᅾᏯ་⒪䛸ㆤ䛾㐃ᦠ
䛾┦ㄯ❆ཱྀ䛸䛺䜛ᅾᏯ་⒪䞉ㆤ㐃ᦠ
ᨭ䝉䞁䝍䞊䠄௬⛠䠅䛾᪩ᮇタ⨨䛜ᚲ
せ
་ᖌ➼䛾㛵ಀᅋయ䛻ാ䛝䛛䛡

ㄆ▱ᑓ㛛་䛸⛉䛾་ᖌ䛸䛾㐃ᦠ ་⒪ᶵ㛵㛵ಀ⪅䛸䛾ὶ䛾ᶵ䚸㢦
䛜䛖䜎䛟䛔䛛䛺䛔䛜䛒䜛䚹
䛜ぢ䛘䜛㛵ಀ

㻥㻠

་⒪䛸ㆤ㐃ᦠ䜢䛻䛩䜛䛯䜑䛻
䜒䚸ᅜ䛜㐍䜑䜛ᆅᇦ䛾་⒪䞉ㆤ㛵ಀ
⪅䞉ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊➼䛛䜙┦ㄯ
䜢ཷ䛡䛡䜛ᅾᏯ་⒪䛸ㆤ䛾㐃ᦠ
䛾┦ㄯ❆ཱྀ䛸䛺䜛ᅾᏯ་⒪䞉ㆤ㐃ᦠ
ᨭ䝉䞁䝍䞊䠄௬⛠䠅䛾᪩ᮇタ⨨䛜ᚲ
せ䛸⪃䛘䜎䛩
་⒪䛸ㆤ䛾㐃ᦠ䛾ᚲせᛶ䜢࿘▱

䠄㻞䠅ྛᅋయ䛛䜙䛾せᮃ

ᅋయྡ

㻝㻚ㄢ㢟䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔

㻞㻚ㄢ㢟䛻ᑐ䛧䛶䛾ゎỴ⟇䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔

㝔䛻䜘䛳䛶❆ཱྀ䛜㐪䛖䛾䛷䚸㐃⤡䜢 ⌮ゎ䛧䛒䛘䜛ᶵ䚸ຮᙉ
䛧䛯㝿䛻ᡞᝨ䛖䚹䜎䛯䚸ᅾᏯ䜔タධ
ᡤ䛸䛺䛳䛯ሙྜ䚸ḟ䛾⾜䛟ඛ䛜Ỵ䜎䜛
䜎䛷䛛䛛䜟䛳䛶䛟䜜䜛㝔䜒䛒䜜䜀䚸
䜿䜰䝬䝛䞉ໟᣓ䛻ᢞ䛢䛥䜜䜛䜿䞊䝇
䜒䛒䜛䚹
᫂䜙䛛䛻せㆤ≧ែ䛾䛸䛝䛿䚸ᒃᏯ䛾 䛚䛔䛾㢦䛾ぢ䛘䜛㛵ಀ䛵䛟䜚
䜿䜰䝬䝛䞊䝆䝱䞊䛻ᑐᛂ䜢౫㢗䛧䛶䜋
䛧䛔䚹

㻟㻚⾜ᨻ䜈䛾ᥦゝ䛻䛴䛔䛶䛤グධ䛟䛰䛥䛔

་⒪ㆤ㐃ᦠ᥎㐍ㄢ䛺䛹㒊⨫䜢タ⨨
䛩䜛

ㄆ▱䛻㛵䛩䜛䝃䝫䞊䝖యไ䛵䛟䜚

᫂䜙䛛䛻ᐙ᪘䛜ᑐᛂ䛩䜉䛝ෆᐜ䜢䜿䜰 䝇䝮䞊䝈䛻ሗඹ᭷䛜䛷䛝䜛䝅䝇䝔䝮 ᚲせ䛺ேဨ䜢タ⨨䚹㓄⨨䛻㛵䛧䛶ྛἲ
䝬䝛䞊䝆䝱䞊䞉ໟᣓഃ䛻ᑐᛂ䜢ồ䜑䛺 స䜚
ே䛻ᢞ䛢䛫䛪䛻䚸┦ㄯ䛷䛝䜛యไ䜢
䛔䛷ḧ䛧䛔䚹㝔ഃ䛸䜿䜰䝬䝛䞊
స䜛
䝆䝱䞊䞉ໟᣓഃ䛸䛾ᙺศᢸ䜢䛧䛳䛛䜚
䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹
᫂ᚋ᪥㏥㝔䛩䜛䛾䛷䚸᪥᮶䛶䜋䛧 䛚䛔䛾ᙺ䜢䛧䛳䛛䜚䛸⌮ゎ䛧䛴䛴䚸 ༢䛻ேဨ䜢㓄⨨䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸᪂䛯
䛔䚹ඛ⏕䛸䛘䜛䛾䛜᫂᪥䛾䕿䛧䛛 ᙺศᢸ䛧䛶䛔䛡䜛యไ䛵䛟䜚
䛺⤌䜏➼䛻ື䛡䜛ேᮦ⫱ᡂ䛾䝅䝇
䛺䛔䛾䛷䚸䛣䛾㛫䛻䛒䜟䛫䛶᮶䛶ḧ
䝔䝮䜢᳨ウ
䛧䛔䛺䛹䛾ᛴ䛺ㄪᩚ䚹䜎䛯䚸⣙᮰䛧䛯
㛫䛻ゼၥ䛧䛶䜒䚸་ᖌ䛾㒔ྜ䛸䛾䛣
䛸䛷㛗䛔㛫ᚅ䛴䛣䛸䜒䛒䜛䚹䛣䛱䜙䛻
䜒ゼၥ➼䛾㒔ྜ䛜䛒䜛䛾䛷䚸ᰂ㌾䛺ᑐ
ᛂ䛜ฟ᮶䜛䜘䛖䛻䛧䛶ḧ䛧䛔䚹
ከ䛟䛾ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛜㛵ಀᶵ ᆅᇦ䛷┦ㄯ䛷䛝䜛་ᖌ䛜䛔䜛
㛵䛸䛾㐃ᦠ䛜ㄢ㢟䛸⪃䛘䛶䛚䜚䚸㛵ಀ
ᆅᇦ ᶵ㛵䛾୰䛷䜒≉䛻་⒪ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ
䛜䛻㐍䜣䛷䛔䛺䛔⌧≧䛜䛒䜛䚹

ໟᣓ
ᨭ
䝉䞁
㻢
䝍䞊
㐃⤡
༠㆟


㐃ᦠ䛜䛸䜜䜛་⒪ᶵ㛵䛸䚸䛸䜜䛺䛔་ ᛴᛶᮇ䛾㝔䛾᪉䛻䚸ㆤ䛻䛴䛔䛶
⒪ᶵ㛵䛸䛾᱁ᕪ䛜䛒䜛䚹
⌮ゎ➼䜢ྵ䜑㐃ᦠ䛾䛸䜜䜛యไ䛵䛟䜚
䛻ྲྀ䜚⤌䜐
ㆤಖ㝤ไᗘ䜢䚸䜎䛰ຮᙉ䛧䛶䛔䛺 䛛䛛䜚䛴䛡་䚸⸆ᒁ䚸ㆤ䠄≉䛻䜿䜰
䛔䛚་⪅䛥䜣䛜䛔䜛䊻䜿䜰䝬䝛᮶㝔ᣄ 䝬䝛䝆䝱䞊䠅䛸䛾㐃ᦠ䛧䜔䛩䛔యไ䛵䛟
ྰ➼䛜䛒䜛䚹
䜚䛻ྲྀ䜚⤌䜐
ྠ䛨㝔䛷䜒Ჷ䜔እ᮶⛉䛻䜘䛳䛶ᑐ ་⒪ᶵ㛵䛾ㆤண㜵䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䜢
ᛂ䛜↛㐪䛖䚹
㧗䜑䚸ᆅᇦ䛸䛾㛵ಀ䛵䛟䜚䜢㐍䜑䛶䜋䛧
䛔䚹
་⒪䝋䞊䝅䝱䝹䝽䞊䜹䞊䛜ୖ䛛䜙┠⥺
䛷ໟᣓ䜔䜿䜰䝬䝛䜢⡆༢䛻䜃䛴䛡䜛
䊻ㆤಖ㝤䛾䛣䛸䜔䚸ᅾᏯ䛾ㄪᩚ䚸
䛶ᢞ䛢䛧䛶䛟䜛䚹
⪁⾶䛻䛴䛔䛶䛾་ᖌ䛸ᐙ᪘䛾ᤊ䛘᪉
䛻᱁ᕪ䛜䛒䜚䚸䛖䜑䜙䜜䛺䛔䚹Ṛ䜢ཷ䛡
ධ䜜䜙䜜䛺䛔ᐙ᪘䛻ᑐ䛧䚸䛭䜜䛻ἢ䛳
䛯ᨭ䛜ฟ᮶䛺䛔་ᖌ䊻ໟᣓ䛻ⱞ
䛸䛧䛶䛒䛜䜛䚹
ධ㝔ᚋ䚸㏥㝔䛥䜜䜛䜎䛷䛾ᮇ㛫䛜▷䛟
ㆤ⎔ቃ䜢ᩚ䛘䜛䠄ㆤㄆᐃ䜒ྵ䜑䠅
๓䛻㏥㝔䛸䛺䜛䜿䞊䝇䜒ከ䛟ᛴ䛺ㆤ
䝃䞊䝡䝇䛾ㄪᩚ➼䛜ᚲせ䛸䛺䜛┦ㄯ
䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䚹
ཷデ䞉᭹⸆➼䛾ᣦ♧㏻䜚ฟ᮶䛶䛔䛺䛔
䜿䞊䝇䜒䛒䜚䚸ㆤ䝃䞊䝡䝇䛾䜏䛷䛿
ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔⌧≧䛜䛒䜛䚹
་⒪㛵ಀᶵ㛵䛾ᆅᇦᅋయ䛸䛾㐃ᦠព
㆑䛜ⷧ䛔䚹

㻥㻡

ᩘ䛛ᡤ䛾᪥ᖖᅪᇦ䛻䠍ྡ⛬ᗘ䚸་⒪䞉
ㆤ䛻䛴䛔䛶䝇䞊䝟䞊䞂䜯䜲䝇䜢⾜䛘
䜛་ᖌ➼䛾㓄⨨

㻠䠊⪃ᐹ
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㻝㻚ㄢ㢟䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔

㻞㻚ㄢ㢟䛻ᑐ䛧䛶䛾ゎỴ⟇䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔

㻟㻚⾜ᨻ䜈䛾ᥦゝ䛻䛴䛔䛶䛤グධ䛟䛰䛥䛔

ᅜ䛾㐍䜑䛶䛔䜛䛂ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䝅䝇䝔
䝮䛃䛿䚸⌧≧䛾䛸䛣䜝᳨ウ㆟䛸◊ಟ
䛜༙䛷䚸䛺䛛䛺䛛ㆤ⌧ሙ䛷䛾
άື䛜⌧䜜䛶䛝䛶䛔䜎䛫䜣䚹≉䛻㐃ᦠ
䛻㔜せ䛺䛂་⒪䛸ㆤ䛾㐃ᦠ䛃䛿ᕼⷧ
䛺䜎䜎䛷䛩䚹

ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚸䛭䛧䛶䛺䛩䜉䛝
䛾➨୍䛿䚸་⒪䛸ㆤ䛾㐃ᦠᙉ䛷
䛩䚹䛣䜜䛿䚸㧗㱋⪅䛾䜏䛺䜙䛪䚸ᆅᇦ
䛷ᬽ䜙䛩ዷ፬䚸ஙᗂඣ䚸Ꮫ❺䚸ẕᏊᐙ
ᗞ∗Ꮚᐙᗞ䚸㞀ᐖ⪅➼䛶䛾♫ⓗ
ᙅ⪅䜈䛾ከᴗ✀㐃ᦠ䛻䜘䜛ᆅᇦᨭ
䛾୰᰾䜢䛺䛩䜒䛾䛸⪃䛘䜎䛩䚹ከᴗ✀
㐃ᦠ䛾䛯䜑䛻ྛᆅᇦ䜔⫋ᇦ䛻䛚䛔䛶
䛺䛩䜉䛝䛣䛸䛸䛧䛶䚸௨ୗ䛾䝥䝻䝉䝇䛜
ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹

་䛿䚸⮬㌟䛾ᝈ⪅䛜䛹䜣䛺ㆤ
䝃䞊䝡䝇䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䛛䜢▱䜙䛪䚸ᅪ
ᇦ䛾ᆅᇦ䝛䝑䝖䝽䞊䜽㆟➼䛻ฟᖍ䛩
䜛་ᖌ䛿ഹ䛛䚸་ᖌദ䛾ㄆ▱
◊ಟ䜢ཷ䛡䛯㻞㻜㻜ྡ⛬་ᖌ䛿䚸䛭䛾ྡ
⡙䜒බ⾲䛥䜜䛪䚸་⒪↓䛝ㆤ䛜ᶓ⾜
䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹ㆤಖ㝤䝃䞊䝡䝇䜢
⏝䛩䜛䛻䛿䚸ᚲ䛪་䛾䜰䝗䝞䜲䝇
䛜ᚲせ䛺䛾䛷䛩䛜䚸䛣䜜䛜䛟⏕䛝䛶
䛔䜎䛫䜣䚹ከ䛟䛾་ᖌ䛿ㆤไᗘ䛾⌮
ゎ䛜༑ศ䛷䚸ㄡ䛜䜿䜰䝬䝛䛛䚸⮬ศ
䛾ᝈ⪅䛜䚸䛹䜣䛺ㆤ䝃䞊䝡䝇䜢ཷ䛡
䛶䛔䜛䛛䜢▱䜚䜎䛫䜣䚹ᙜ↛䚸䜿䜰䜹䞁
䝣䜯䝺䞁䝇䛻䛿ཧຍ䛧䛶䛔䜎䛫䜣䚹ಶู
䛾Ẽ䛿デ䜛䛜䚸ே᱁䛸䛧䛶䛾ᝈ⪅
䛿デ䛺䛔䚹⒪䛻䛿⯆䛜᭷䜛䛜䚸♫
ⓗ⫼ᬒ䛿㑊䛡䛶㏻䛳䛶䛔䜎䛩䚹

➨୍䛻䛿䚸ᆅᇦ䛾ሗ㞟䛜ᚲせ䛷
䛒䜚䚸䛣䜜䛿タ䜔ᅋయ䛺䛹䛾䝝䞊䝗
㠃䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᆅᇦ䛷䛾ᵝ䚻䛺άື
䜔ேⓗὶ➼䛾䝋䝣䝖㠃䛷䛾ሗ䛜㔜
せ䛸䛺䜚䜎䛩䚹➨䛻䚸ᆅᇦ䛷άື䛩
䜛䚸䛒䜛䛔䛿ᅾఫ䛩䜛་⒪ㆤ㈨᱁⪅
䛿䚸ᆅᇦ䝛䝑䝖䝽䞊䜽㆟➼䛾㐃ᦠ
㆟䛻✚ᴟⓗ䛻ཧຍ䛧䚸ᆅᇦᅋయ䠄㐃ྜ
⏫ෆ䚸♫༠䚸᪥㉥䚸య༠➼䠅䛸⧅䛜䜚
䜢ᣢ䛴䛣䛸䚹䛭䛧䛶䚸⏫ෆ䛾䛂୍ఫẸ䛃䛸
䛧䛶䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸⏫ෆ䛾䛂♫㈨※䛃
䛸䛺䜚䚸ᑓ㛛ᛶ䜔ಶே䛸䛧䛶䛾≉ᛶ䜢
⏕䛛䛧䛯ຓゝ䜔༠ຊ䜢ໟᣓᨭ䝉䞁
䝍䞊➼䛻⾜䛘䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹

་⒪䛸ㆤ䛜ໟᣓⓗ䛻ᥦ౪䛷䛝䜛య
ไ䜢ᵓ⠏䛩䜛䛻䛿䚸௨ୖ䛾䜘䛖䛺䜰䝥
䝻䞊䝏䜢⤒䛶䚸᪤Ꮡ䛾ᆅᇦάື䜢㍈
䛻䚸ᆅᇦᨭ䜢⾜䛖ᚲせ䛜䛸⪃䛘䜎
䛩䚹ᐇ⌧䛩䜜䜀䚸ᆅᇦ䛜୍䛴䛾་⒪
ㆤᶵ⬟䜢᭷䛩䜛䝞䞊䝏䝱䝹䛺タ䛸䛺
䜚䚸ᮏ㉁ⓗ䛺ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䛜ᐇ⌧䛧䜎
䛩䚹䠄་ᖌ㛗䛜䛂ྎᕷ㝔䛃䛸䛔䛖
⒪㣴ᶵ⬟䜢᭷䛩䜛䝞䞊䝏䝱䝹䛺㝔䛾
䛂㝔㛗䛃䛸䛺䜚䚸ྛ༊䛿୍䛴䛾Ჷ䚸ᆅ
ᇦ䛾་ᖌ䛿་䛸ྠ䛻ᑓ㛛ᛶ
䜢⏕䛛䛧䛯ྛ⛉䛾་㛗䜢ົ䜑䚸䝏䞊䝮
་⒪䜢㍈䛸䛧䛯㻞㻠㛫䚸㻟㻢㻡᪥デ⒪
䛷䛝䜛䚸་⒪ㆤ䛾䛂ኪᇛ䛃䛸䛺䜚䜎
䛩䚹䜎䛯䚸䛭䛾௬㝔䛻䛿ඃ⚽䛺
ົ㒊㛛䛜ᚲせ䛷䚸ົ㛗䜢ྎᕷ㛗
䛜䜑䚸ྛᲷົ䛿䚸ಖᡤ㛗䛜
ᢸ䛔䚸ໟᣓᨭ䡺䢙䡼䡬䛻䛿䚸ྛ䚻ᕷ⫋
ဨ䛜ᑓᒓ䛷㐃ᦠᴗົ➼䜢⾜䛘䜛యไ
䛜ᮃ䜎䜜䜎䛩䚹䠅⌧ᅾ䚸་⒪䛸ㆤ䛾
㐃ᦠ䛻䛚䛔䛶ᗈ䜎䜚䛴䛴䛒䜛ලయⓗᡭ
ẁ䛸䛧䛶䛿䚸ධ㏥㝔䛾䛔䛾་⒪
ㆤሗ䛾ᥦ౪䛸䚸ධ㝔୰䜔㏥㝔ᚋ䛻
⾜䜟䜜䜛䜹䞁䝣䜯䝷䞁䝇䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛔
䛟䛴䛛䛾㝔䛷䛿䚸✚ᴟⓗ䛻䛣䜜䜙䛾
㐃ᦠ䜢⾜䛔䚸䜘䜚㉁䛾㧗䛔ᅾᏯㆤ䛜
⾜䜟䜜䛶䛔䜎䛩䚹┴䛷䛿᪤䛻⾜ᨻ䛸
་ᖌ䛜༠ຊ䛧䚸䛣䛾㐃ᦠ䜢㐍䜑䚸ໟ
ᣓ䜿䜰䝅䝇䝔䝮䛾ᅵྎ䜢ᨭ䛘䛶䛔䜎
䛩䚹ྎ䛿⥲ྜ㝔䛜ከ䛟䚸ከ䛟䛾
タ䛜䛣䛾㐃ᦠ䜢⾜䛖䜘䛖䛻䛺䜛䛸䚸䜘䜚
ᙉᅛ䛺䝅䝇䝔䝮䛸䛺䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹

ᐑᇛ
┴䜿
䜰䝬
㻣
䝛
䝆䝱
䞊༠ ୍᪉䚸䜿䜰䝬䝛䛿䚸་⒪ሗ䜢ṇ☜䛻 ➨୕䛻䛿䚸䛣䜜䜙䛻ᦠ䜟䜛ே㐩䛾┠ⓗ
 ᢕᥱ䛫䛪䛻䜰䝉䝇䝯䞁䝖䜢⾜䛔䚸་⒪㠃 䛾ඹ᭷䛜ᚲせ䛷䚸๓㏙䛾ሗ䜢ᇶ䛻䚸
䛷䛾ၥ㢟Ⅼ䛜䜿䜰䝥䝷䞁䛻ᫎ䛥䜜䛺 ᆅᇦ䛾⌧≧䛸ᑗ᮶䛻ᑐ䛧䛶䚸ఱ䛾䛯䜑
䛔䚹་䛸䛾㠃㆑䛜Ṥ䛹䛺䛟䚸ពぢ 䛻䚸䚸䛺䛩䜉䛝䛣䛸䚸ᚋ䚸ഛ䛘䜛䜉
᭩➼䛿䜒䜙䛖䛜䚸䜿䜰䝥䝷䞁䛿㏦䜙䛺
䛝䜢ㄆ㆑䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹➨ᅄ
䛔䚹⤖ᒁ䚸䝙䞊䝈䛷䛿䛺䛟䝕䝬䞁䝗䛷⤊ 䛻䚸ᆅᇦ䛾ㆤ⌧ሙ䛻䛚䛔䛶䚸ከᴗ✀
䜟䛳䛶䛔䜎䛩䚹
㐃ᦠ䜢᭷ᶵⓗ䛺䝅䝇䝔䝮䛸䛧䛶Ⓨື䛥
䛫䜛䚹
ᝈ⪅䛷䛒䜛⏝⪅䛿䚸㐺ษ䛺ㆤㄆ
ᐃ䚸Ᏻ䛷㐺ษ䛺䝃䞊䝡䝇䜢ཷ䛡䛪䚸
䝃䞊䝡䝇䛾㊊䛸㐣䛜⏕䛨䛶䛔䜛㻌䚹
་⒪䜢ྵ䜑䛯ໟᣓⓗ䛺䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛸䝸
䝇䜽⟶⌮䛜䛺䛥䜜䛪༴㝤䛺≧ែ䛻䛔
䜛䚹⤖ᒁ䚸䝃䞊䝡䝇⏝䛻䜘䜛ᡂᯝ䜢䚸
ṇ☜䛻ホ౯䛥䜜䛺䛔䛯䜑䛻䚸ㄢ㢟䛿ゎ
Ỵ䛥䜜䛪䚸ఱ䜎䛷⤒䛳䛶䜒ㄢ㢟䛿ゎ
Ỵ䛥䜜䛶䛔䜎䛫䜣䚹

㐃ᦠ䛾ᇶᮏ䛿䚸タ䜔ไᗘ䛷䛿䛺䛟䚸
ே䛸ே䛸䛾⧅䛜䜚䛜ᇶᮏ䛰䛸⪃䛘䜎
䛩䚹䛭䛾䛯䜑䛻䛿䚸䚻䛾ᆅᇦ䛷䚸䛭
䛾ᆅᇦ䛻䛒䛳䛯ከᴗ✀㐃ᦠ䜢᥎䛧㐍䜑
䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹➨䛻䚸୍␒㔜せ
䛺䛿䚸ಶูᑐᛂ䜢ᇶᮏ䛸䛧䚸ே᱁
ⓗᨭ䜢⾜䛖䛣䛸䚹䛭䛾✚䜏㔜䛽䛜䚸
䛭䛾ᆅᇦ䛾ᨭయไᵓ⠏䛻⧅䛜䜛䛸
⪃䛘䜎䛩䚹

㻥㻢

䛭䛾䛻䚸䠍䠊ྛໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛻䚸
㐃ᦠ䛾௵䛸䛺䜛་ᖌ䛸䚸㏥⫋䛧ᆅඖ
䛷ᬽ䜙䛩┴ᕷ༊⫋ဨ䜢⾜ᨻ䛸䛾䝁䞊
䝕䜱䝛䞊䝍䞊䜢㓄⨨䛩䜛䚹䠎䠊ྛ⫋ᇦᅋ
య䜈䛾䝛䝂䝅䜶䞊䝅䝵䞁䜢⾜䛔䚸ᆅᇦ
䛻䛚䛡䜛㐃ᦠ䛾୰᰾䛾ᢸ䛔ᡭ䜢స䜛䚹
䠏䠊ᮍ䛰䛂ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䝅䝇䝔䝮䛃䜈䛾
㛵䛾ᑡ䛺䛔䚸ᘚㆤኈ䚸⾜ᨻ᭩ኈ䚸
ィኈ䞉⛯⌮ኈ䚸䝣䜯䜲䝘䞁䝅䝱䝹䝥䝷䞁
䝘䞊➼䛾⫋ᇦ䜒ཧຍ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
䠐䠊ᆅᇦฟ㌟䛾ᅜ㆟ဨ䚸┴㆟㆟
ဨ䚸ᕷ㆟㆟ဨ䛾༠ຊ䜢ᚓ䜛䚹䠑䠊་
⒪┳ㆤㆤ䛻㛵ಀ䛩䜛ᩍ⫱ᶵ㛵䛾༠
ຊ䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹➼䜒䚸ᚋ䛾㐃ᦠᵓ⠏
䛻䛿᭷⏝䛸⪃䛘䜎䛩䚹䜎䛯䚸ᆅᇦ䛻䛚
䛡䜛ከᴗ✀㐃ᦠ䛾ᵓ⠏䛾Ⅽ䛻䚸䛭䛾
⫋㈐䛻䛒䜛⾜ᨻ䛾ᢸᙜ⪅䛿䚸✚ᴟⓗ
䛻ྛ⫋ᇦᅋయ䜔ྛᆅᇦ䛾㆟䛻㉱
䛝䚸┤䛻ሗ䜢ఏ䛘䚸䛭䛾ᆅᇦ䛻䛚䛡
䜛ၥ㢟Ⅼ䜢ඹ᭷䛧䚸ᆅᇦᨭ䜢⾜䛖ᚲ
せ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
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㻝㻚ㄢ㢟䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔

㻞㻚ㄢ㢟䛻ᑐ䛧䛶䛾ゎỴ⟇䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔

㻟㻚⾜ᨻ䜈䛾ᥦゝ䛻䛴䛔䛶䛤グධ䛟䛰䛥䛔

䐟䛣䜜䛛䜙䛾ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䝅䝇䝔䝮
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5．おわりに
平成 25 年度より平成 27 年度までの 3 年間を通じて、仙台市における医療・介護連携の
課題と解決方法および実践をこの仙台医療介護連携の会と共に実施してきた。平成 30 年
度まで継続した活動に継げるには、市町村の実施に向けた計画の実施や財源の問題がある
と思われる。ここまで継続した実績が平成 28 年度移行も繋がるかどうかも明確になって
いない。ここまで課題が明らかになった後の活動が続き、この仙台市において医療・介護
が連携し、地域住民が在宅医療を選択できる体制を作り、在宅死亡率 30％（自宅で死亡す
ることが目的ではなく、希望に添っていき続けた証としての死亡率という意味）を目指し
た活動を今後も継続していくことが必要であると感じている。
本事業に携わり、様々な団体の皆様と意見交換ができたことは、非常に有用であり継続
を望む。会議は必要だが、会議を実施して満足してはいけない。しかし、会議ばかりでは
進まない。会議の内容を具体的に実践し、検証し、地域に合わせたやり方を築いていく必
要がある。地域支援事業の中での情報整理と共に、仙台市には今後の人口構造の変化に対
応するべく、又、被災地としてのコミュニティ作り等も視野に入れた体制作りが進むこと
を願う。

6．会議資料
会議資料と共に、関連する資料を次頁より掲載する。
(1)事前アンケート結果
(2)第 1 回

平成 25 年 11 月 21 日（木）

(3)第 2 回

平成 26 年 1 月 21 日（火）

(4)第 3 回

平成 26 年 3 月 25 日（火）

(5)第 4 回

平成 26 年 5 月 26 日（月）

(6)第 5 回

平成 26 年 8 月 21 日（木）

(7)第 6 回

平成 26 年 11 月 18 日（火）

(8)第 7 回

平成 27 年 2 月 10 日（火）

(9)第 8 回

平成 27 年 5 月 19 日（火）

(10)第 9 回

平成 27 年 9 月 1 日（火）

(11)第 10 回

平成 27 年 11 月 25 日（水）

7．参考資料
(1)平成 27 第 1 回仙台地区地域医療構想策定調整会議
(2)平成 27 年度第 2 回地域医療構想策定懇談会
(3)被災地に関する資料
(4)圏域別高齢者人口調
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