文部科学省 平成 24 年度
「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」選定事業

平成 28 年度 活動報告書
順天堂大学
島根大学
鳥取大学
岩手医科大学
東京理科大学
明治薬科大学
立教大学

ᩥ 㒊 ⛉ Ꮫ ┬  ᖹ ᡂ 24 ᖺ ᗘ
ࠕࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥࠖ

㑅 ᐃ ᴗ

ᖹᡂ 28 ᖺᗘάືሗ࿌᭩

㡰ኳᇽᏛ
ᓥ᰿Ꮫ
㫽ྲྀᏛ
ᒾᡭ་⛉Ꮫ
ᮾி⌮⛉Ꮫ
᫂⸆⛉Ꮫ
❧ᩍᏛ

目 次
第1編

事業概要報告（平成 28 年度）・・・・・・・・・・・・・・・・・1

1．事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
1-1

参加大学名（設置者名）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

1-2

プログラム名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

1-3

事業名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

1-4

本事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

第2編

本年度開講コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

1．本年度開講コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
1-1

順天堂大学 次世代先導的がん研究者養成コース ・・・・・・・・・・・・・・・6

1-2 順天堂大学 次世代先導的がん専門医療人養成コース（インテンシブ）
・・・・・・7
1-3 島根大学 地域がん専門医育成コース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
1-4 島根大学・鳥取大学 山陰がん認定医療スタッフ育成コース（インテンシブ）
・・・9
1-5 鳥取大学 がん看護専門看護師養成コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
1-6 鳥取大学 がん看護認定看護師養成コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
1-7 岩手医科大学 緩和ケア地域連携を支援する指導的医療人育成コース・・・・・・12
1-8 岩手医科大学 先導的がん臨床研究に精通した医療人育成コース（インテンシブ）13
1-9 東京理科大学 がんシステム・創薬研究者養成コース・・・・・・・・・・・・・14
1-10 明治薬科大学 がん薬物療法のファーマシー・サイエンティスト養成教育コース

15

1-11 立教大学 医学物理研究コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
1-12 がんに特化した講座の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

第3編

平成 28 年度の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

1．外部評価委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
1-1

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン外部評価委員会・・・・・・・・・・20

2．シンポジウム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
2-1

がんプロ研究シンポジウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

2-2

がんプロ国際シンポジウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

2-3

がんプロ研究シンポジウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

2-4

がんプロ地域シンポジウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

2-5

がんプロ市民公開シンポジウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

3．ワークショップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
3-1

連携 7 大学ＦＤ研修会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

3-2 臨床研究研修会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

4．各大学企画講座 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
4-1 順天堂大学 次世代先導的がん専門医療人養成コース（インテンシブ）
【医師・研究者向け講義】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
4-2 順天堂大学 次世代先導的がん専門医療人養成コース（インテンシブ）
【医学物理・放射線関係講義】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
4-3 順天堂大学 企画講座
「高校生セミナー 顕微鏡の世界 －正常細胞とがん細胞の違い－」
・・・・・・・56
4-4 順天堂大学 企画講座「クローナル造血の臨床的意義」
・・・・・・・・・・・・ 59
4-5 順天堂大学 企画講座「全国がんプロ e-learning クラウド受講講習会」
・・・・・61
4-6 順天堂大学 企画講座「“Updated Fluid-Mosaic Membrane Model and the Use of
Membrane Lipid Replacement for Chronic Illnesses and Cancer”」
・・・・・63
4-7 順天堂大学 企画講座「“Understanding human disease pathogenesis using
genomics approaches”」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
4-8 順天堂大学 文京区立小学校・中学校でのがん教育講演・・・・・・・・・・・・67
4-9 順天堂大学 さくらキャンパスでのがん教育・・・・・・・・・・・・・・・・・68
4-10 順天堂大学 講習会「小学校段階で必要ながん教育の在り方を考える」・・・・・69
4-11 順天堂大学 宇宙服アートプロジェクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
4-12 順天堂大学 難病の診断と治療研究センター糖鎖創薬研究室
開設記念シンポジウム「糖鎖創薬：臨床からの期待」・・・・・・・・・・・・73
4-13 順天堂大学 公開シンポジウム『がん教育』について考える・・・・・・・・・・75
4-14 順天堂大学 キャンサーボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
4-15 順天堂大学 ＳＲＥカンファレンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
4-16 島根大学・鳥取大学
山陰がん認定医療スタッフ育成コース（インテンシブ）夏季セミナー・・・・・84
4-17 島根大学・東京理科大学 トランスレーショナルリサーチセミナー・・・・・・・89
4-18 島根大学 平成 28 年度 緩和ケア市民公開講座
「つながる、緩和ケア～がんと診断された時から在宅まで切れ目なく～」 ・・・91
4-19 島根大学 江津市民公開講座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
4-20 島根大学 川合小学校がん教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
4-21 島根大学 企画講座「神在りの圀 がんメディカルカフェ」 ・・・・・・・・・・98
4-22 島根大学 企画講座「患者さんと家族のためのセミナー」・・・・・・・・・・・99
4-23 島根大学 企画講座「メディカルオンコロジスト養成気管支鏡
ハンズオンセミナー」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
4-24 島根大学 企画講座「第 3 回 島根呼吸器診療スキルアップセミナー」・・・・・101

4-25 島根大学 企画講座「日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）および
国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）長島班の病院見学 ・・・・・102
4-26 島根大学 企画講座（後援事業一覧） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103
4-27 鳥取大学 平成 28 年度がん医療セミナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
4-28 鳥取大学 市民公開講座「きっと思います。こんな風に死にたい。」 ・・・・・108
4-29 鳥取大学 企画講座「鳥取大学医学部付属病院がんセミナーICT」・・・・・・・110
4-30 岩手医科大学 がんプロセミナー「本邦における臨床研究の現状と展望」 ・・・114
4-31 岩手医科大学 講演会「肺癌治療における緩和ケアの重要性」 ・・・・・・・・116
4-32 岩手医科大学 臨床研究セミナー
「-臨床研究プロトコールの作り方、初心者、中級者を対象に-」・・・・・・・118
4-33 岩手医科大学 キッズキャンサーセミナー ・・・・・・・・・・・・・・・・・120
4-34 岩手医科大学 市民公開講座「知っ得、なっ得、乳がんの“いろは”」
・・・・・ 123
4-35 岩手医科大学 肺癌国際シンポジウム
～地域から首都圏、そしてアジアまで俯瞰する肺がん研究 2016～ ・・・・・・125
4-36 岩手医科大学 講演会「病理診断」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129
4-37 岩手医科大学 講演会「婦人科がんに対する妊孕性温存治療の現状と課題」・・ 131
4-38 岩手医科大学 講演会「頭頸部悪性腫瘍に使用される分子標的薬の実際
－効果と副作用、臨床における役割と展望－」・・・・・・・・・・・・・・・133
4-39 岩手医科大学 講演会
「大腸がんの予防-内科的・外科的治療および予防法について-」・・・・・・ 135
4-40 岩手医科大学 腫瘍センター講演会「がんのゲノム医療実現に向けて」・・・・ 137
4-41 岩手医科大学 国際シンポジウム「今後の国際共同試験のあり方について」・・ 139
4-42 岩手医科大学 講演会「若年乳がん患者における妊孕性の温存」・・・・・・・ 142
4-43 岩手医科大学 腫瘍センター講演会「がん薬物療法の曝露対策の現状と課題」・ 144
4-44 岩手医科大学 高校生キャンサーセミナー・・・・・・・・・・・・・・・・・ 146
4-45 東京理科大学 企画講座「第 32 回 薬学講座」・・・・・・・・・・・・・・・ 148
4-46 東京理科大学 企画講座「がんチーム医療と臨床試験」・・・・・・・・・・・ 150
4-47 明治薬科大学 講演会「Clinical Competency of Pharmacists impacting the
Care of Oncology Patients」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151

5．連携大学ＩＣＴ特別講義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・152
5-1 連携大学 ICT 特別講義
『Hematology/Oncology Clinical Pharmacy

Practice in the USA』・・・・ 152

5-2 連携大学 ICT 特別講義
『Molecular Pathogenesis and Oncotarget in Pancreatic Tumor. 』
『Recent Updates in Lung Cancer』
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154
5-3 連携大学 ICT 特別講義『がんチーム医療における薬剤師』・・・・・・・・・・・156

5-4 連携大学 ICT 特別講義
『日本における医薬品開発の現状と課題、医薬品審査の観点から』・・・・・・158
5-5 連携大学 ICT 特別講義
『がんプロによって構築された地域連携と生涯教育の将来展望』
・・・・・・・160
5-6 連携大学 ICT 特別講義『高齢者のがん薬物療法の現状と課題』
・・・・・・・・・162

6．共同カンファレンス等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164
6-1 がんプロ乳腺臨床・研究 TV カンファレンス・・・・・・・・・・・・・・・・・164
6-2 がんプロ放射線 TV カンファレンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166
6-3 がんプロ薬剤師関連カンファレンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167
6-4 がんプロ共同研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 168
6-5 がんプロ海外研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170

7．ニュースレター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172
7-1 ニュースレター第 17 号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172
7-2 ニュースレター第 18 号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176
7-3 ニュースレター第 19 号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182
7-4 ニュースレター第 20 号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186

第4編

各委員会議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193

1．運営連絡会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194
1-1 がんプロ連携 7 大学運営連絡会（28-1）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194
1-2 がんプロ連携 7 大学運営連絡会（ＴＶ会議）
（28-2） ・・・・・・・・・・・・ 195
1-3 がんプロ連携 7 大学運営連絡会（28-3）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196
1-4 がんプロ連携 7 大学運営連絡会（28-4）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197
1-5 がんプロ連携 7 大学運営連絡会（28-5）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198
1-6 がんプロ連携 7 大学運営連絡会（ＴＶ会議）
（28-6）
・・・・・・・・・・・・・ 198

ᇹ≔ዻ
ʙಅಒᙲإԓ≋․࠰ࡇ≌

ᇹ ‣ ዻ⅙ʙಅಒᙲإԓ≋ ․࠰ࡇ≌

‣†‒ʙಅ↝ಒᙲ‒
1-1 ཧຍᏛྡ㸦タ⨨⪅ྡ㸧

㡰ኳᇽᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉
 Ꮫᰯἲே㡰ኳᇽ㸦ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓  ┠  ␒  ྕ㸧
 Ꮫ㛗  ᪂ ୍㸦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅㸧

ᓥ᰿ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉
 ᅜ❧Ꮫἲேᓥ᰿Ꮫ㸦ᓥ᰿┴ᯇỤᕷすᕝὠ⏫ 㸧
 Ꮫ㛗  ᭹㒊Ὀ┤

㫽ྲྀᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉
 ᅜ❧Ꮫἲே㫽ྲྀᏛ㸦㫽ྲྀ┴㫽ྲྀᕷ†ᒣ⏫༡  ┠ 㸧
 Ꮫ㛗  ㇔ᓥ Ⰻኴ
ᒾᡭ་⛉ᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉
Ꮫᰯἲேᒾᡭ་⛉Ꮫ㸦ᒾᡭ┴┒ᒸᕷෆ 㸧
 ⌮㛗  ᑠᕝᙲ
ᮾி⌮⛉ᏛᏛ㝔⸆Ꮫ◊✲⛉
 Ꮫᰯἲேᮾி⌮⛉Ꮫ㸦ᮾி㒔᪂ᐟ༊⚄ᴦᆏ  ┠  ␒ᆅ㸧
⌮㛗  ୰᰿㸦㹼ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
    ᮏᒣኵ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼㸧

᫂⸆⛉ᏛᏛ㝔⸆Ꮫ◊✲⛉
 Ꮫᰯἲே᫂⸆⛉Ꮫ㸦ᮾி㒔Ύ℩ᕷ㔝ሷ  ┠  ␒ᆅ  ྕ㸧
 ⌮㛗  ዟᒣ ᚭ

❧ᩍᏛᏛ㝔⌮Ꮫ◊✲⛉
 Ꮫᰯἲே❧ᩍᏛ㝔㸦ᮾி㒔㇏ᓥ༊すụ⿄  ┠  ␒  ྕ㸧
 ⥲㛗  ྜྷᒸ ▱ဢ

2
4

ᇹ ‣ ዻ⅙ʙಅಒᙲإԓ≋ ․  ࠰ࡇ≌

1-2 ࣉࣟࢢ࣒ࣛྡ
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᖹᡂ  ᖺᗘ ࠕࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥࠖ

1-3 ᴗྡ⛠
 㹇㹁㹒ே࡛⧅ࡄࡀࢇ་⒪⥔᪂ࣉࣛࣥ



1-4 ᮏᴗࡢᴫせ
 㡰ኳᇽᏛࡣࡀࢇᑓ㛛་⒪⪅ࡢ㣴ᡂࢆ⾜࠸ࠊࡀࢇ་⒪ࡢᗏୖࡆ㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࠋᚋࡣࠊ
ᅜࡢࡀࢇᝈ⪅ᆒ➼་⒪⪅㣴ᡂࡢᡂᯝࢆ㑏ඖࡋᚓࡿ⮫ᗋࡢ㐃ᦠࠊᇶ♏⮫ᗋࡀ༠ാࡍ
ࡿ་⸆┳⌮ᕤ㐃ᦠࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࠊᆅ᪉㤳㒔ᅪᏛࡢேᮦὶࡣᑡ࡞ࡃࠊᆅ᪉ࡢ
ࡀࢇ་⒪ே㣴ᡂࡣ࣐ࣥࣃ࣮࣡ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋᮏࣉ࡛ࣛࣥࡣࠊᮏᏛཬࡧ㐃ᦠ་⛉⣔Ꮫ
㠀་⛉⣔Ꮫࢆ ,&7 ᚠ⎔ᆺேᮦὶ࡛⤖ࡧࠊᆅᇦࡽୡ⏺ࡲ࡛ࠊࡉࡽᇶ♏ࡽ⮫ᗋࡲ
࡛ಠ▔ࡍࡿࡀࢇ◊✲⪅࣭་⒪ேࡢ㣴ᡂࢆ┠ⓗࡍࡿࠋලయⓗࡣ㸦㸧㡰ኳᇽᏛඛᑟⓗ
ࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆᩚഛࡋࠊࡇࢀࢆᣐⅬࡋࠊ
㸦㸧ᮾி⌮⛉Ꮫ࣭᫂⸆⛉Ꮫ࣭
❧ᩍᏛࡢඹྠᶫΏࡋ◊✲ࡢయไᩚഛᐇࠊ㸦㸧ᓥ᰿Ꮫࠊ㫽ྲྀᏛࠊᒾᡭ་⛉Ꮫ
ࡢᵓ⠏ࡍࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒⌮⸆ᕤᏛ⣔Ꮫࢆ ,&7 ேᮦὶ࡛⧅ࡂࠊ⮫ᗋ࣭◊✲࣭ᩍ⫱
୍Ẽ㢼✰ࢆ࠶ࡅࡿᖹᡂࡢࡀࢇ་⒪⥔᪂ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

3

ᇹ ‣ ዻ⅙ʙಅಒᙲإԓ≋ ․࠰ࡇ≌

4

ᇹ ․ ዻ⅙ஜ࠰ࡇᜒ⇙∞⇟

ᇹ≕ዻ
ஜ࠰ࡇᜒ⇙∞⇟

3

ᇹ ․ ዻ⅙ஜ࠰ࡇᜒ⇙∞⇟

‣†‒ஜ࠰ࡇᜒ⇙∞⇟
 㡰ኳᇽᏛ
  ḟୡ௦ඛᑟⓗࡀࢇ◊✲⪅㣴ᡂࢥ࣮ࢫ

Ꮫྡ➼
ࢥ࣮ࢫࡢྡ⛠
㣴ᡂࡍࡿᑓ㛛ศ㔝
ࢥ࣮ࢫࡢ㛤ጞᮇ㸭
ಟᴗᖺ㝈㸦ᮇ㛫㸧

㡰ኳᇽᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉་Ꮫᑓᨷ㸦༤ኈㄢ⛬㸧
ḟୡ௦ඛᑟⓗࡀࢇ◊✲⪅㣴ᡂࢥ࣮ࢫ
ࡀࢇ◊✲་

ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸲᭶㸭㸲ᖺ

ࢥ࣮ࢫࡢᒚಟᑐ㇟⪅ ་Ꮫ◊✲⛉་Ꮫᑓᨷ㸦༤ኈㄢ⛬㸧Ꮫ㝔⏕
㣴ᡂࡍࡿேᮦീ

ᆅᇦࡽୡ⏺ࡲ࡛ಠ▔ࡍࡿຊࢆᣢࡕࠊ㧗ᗘ࡞◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿḟୡ௦
ࡀࢇ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ

ࡀࢇ⮫ᗋࡢᑓ㛛ᐙ◊✲⪅ࡢࡶ࡛ࡢ◊ಟ㸦₇⩦࣭ᐇ㦂ᐇ⩦࣭◊✲ᣦ
ᑟ➼㸧ຍ࠼ࠊ㐃ᦠᏛࡢࢸࣞࣅ㆟➼ࢆ⏝ࡋࡓㅮ⩏ࡸྜྠࡢ◊
ຠᯝ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧 ✲࢝ࣥࣇࣞࣥࢫཧຍࡍࡿࡇࡼࡾࠊᒚಟ⪅࣭ᅜෆ␃Ꮫ⏕ࡣࢺࣛ
ࣥࢫ࣮ࣞࢩࣙࢼࣝ࡞◊✲ㄢ㢟ࡢࢹࢫ࢝ࢵࢩ࣭ࣙࣥⓎ⾲ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᚋ㏙ࡢඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡼࡿ◊✲ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ
➼ࡢᨭࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ࡀࢇ㛵ࡍࡿ◊✲ࡢィ⏬❧࣭
ィ⏬᭩సᡂࢆ⾜࠺ࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᏛ㛫㐃ᦠᴗ㸦㹇㹁㹒
≉ูㅮ⩏ࠊ㹄㹂◊ಟࠊ⮫ᗋ◊✲ࢳ࣮࣒◊ಟ➼㸧ࡶ✚ᴟⓗཧຍࡍ
ࡿࡇࡼࡾࠊ㐃ᦠᏛ࣭༠ຊタ➼ࡢඹྠ◊✲⧅ࡀࡿࢩ࣮ࢬࢆ
Ⓨぢࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ㉁ࡢ㧗࠸Ꮫㄽᩥࡢබ⾲ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ
ࡉࡽࡣࠊᩍဨྠኈࡢேᮦᚠ⎔ࡶ✚ᴟⓗಁࡍ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ
ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊࡀࢇ⮫ᗋ◊✲ࡢ㉁ࡢྥୖࠊࡀࢇ་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖࡀᮇᚅ
ࡉࢀࡿࠋ

ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࡸ

ᩍ⫱ෆᐜࡢ≉Ⰽ➼

㣴ᡂேᩘ


6
4
2

㹇㹁㹒⎔ቃࢆ⏝ࡋࡓㅮ⩏࣭࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࠊᏛ㛫㐃ᦠᴗ㸦㹄㹂
◊ಟ➼㸧ࡼࡾࠊ㐃ᦠᏛࡢሗࡀࡼࡾຠᯝⓗ⾜ࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㡰ኳᇽᏛ᪂ࡓᩚഛࡍࡿࠕඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ
࣮ࠖࡼࡿ◊✲ᨭࡢࡶࠊᒚಟ⪅ࡣࡀࢇࡢ◊✲ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝసᡂ➼
ࢆຠ⋡ࡼࡃ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋලయⓗࡣࠊᇶ♏ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫά⏝
ࡼࡿ◊✲ィ⏬᭩ࡢไᗘࢆୖࡆࡿᨭ࠾ࡼࡧࠊ◊✲ࢹࢨࣥ㛵ࡍࡿ᳨
ウ࣭⤫ィⓗഃ㠃ࡽࡢᨭࢆཷࡅࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㐃ᦠ
Ꮫ࠾ࡼࡧ༠ຊタࡢඹྠ◊✲ィ⏬ࡘ࠸࡚ࡶࠊᙜヱࢭࣥࢱ࣮ࡀ㹇㹁
㹒ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡋࠊ㐃ᦠࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊඹྠ◊✲
ィ⏬ࡢ❧࣭సᡂࡀࡼࡾ࡞ࡿࠋ

ᖺᗘ

+

+

+

+

+

ィ

ເ㞟ேဨ













ཷධ┠ᶆேᩘ













ཷධᐇ⦼













ᇹ ․ ዻ⅙ஜ࠰ࡇᜒ⇙∞⇟

 㡰ኳᇽᏛ
  ḟୡ௦ඛᑟⓗࡀࢇᑓ㛛་⒪ே㣴ᡂࢥ࣮ࢫ㸦ࣥࢸࣥࢩࣈ㸧

Ꮫྡ➼
ࢥ࣮ࢫࡢྡ⛠
㣴ᡂࡍࡿᑓ㛛ศ㔝
ࢥ࣮ࢫࡢ㛤ጞᮇ㸭
ಟᴗᖺ㝈㸦ᮇ㛫㸧

㡰ኳᇽᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉་Ꮫᑓᨷ
ḟୡ௦ඛᑟⓗࡀࢇᑓ㛛་⒪ே㣴ᡂࢥ࣮ࢫ㸦ࣥࢸࣥࢩࣈ㸧
ࡀࢇ⒪

ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸲᭶㸭ᖺ㛫㸦ㅮ⩏㸧

ࢥ࣮ࢫࡢᒚಟᑐ㇟⪅ ་ᖌࠊ⸆ᖌࠊ┳ㆤᖌࠊࡑࡢ࣓ࢹ࢝ࣝࢫࢱࢵࣇ
㣴ᡂࡍࡿேᮦീ

ࡀࢇデ⒪ࡢ᭱๓⥺ࢆᏛࡪࡶࠊᇶᮏⓗ࡞ࡀࢇ⮫ᗋ࣭ᇶ♏◊✲ࢆ⌮
ゎ࡛ࡁࡿḟୡ௦ࡀࢇᑓ㛛་⒪ேࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦࡀࢇ་⒪ࡢ⌧
≧ࡸ་ᖌ㊊࣭ᆅᇦᐃ╔ࡢ㐃ᦠࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࣓ࢹ࢝ࣝࢫࢱࢵࣇ
ࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ

ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࡸ

ࡀࢇデ⒪㛵ࢃࡿ་⒪ேࡢ㉁ࡢᗏୖࡆࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡀࢇ◊✲ࡸᆅᇦ

ຠᯝ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧 ࠾ࡅࡿࡀࢇ་⒪ࡢ⌧≧ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡼࡾࠊ᪥ᮏࠊ≉ᮾி㒔࣭
༓ⴥ┴࣭㟼ᒸ┴ࡢ㞳ᓥ㐣ᆅ༊࠾ࡅࡿࡀࢇࡢᆅᇦ་⒪ࡢᆒ࡚ࢇࡀ
ṇࡉࢀࡿࠋ

ᩍ⫱ෆᐜࡢ≉Ⰽ➼

ᇶ♏◊✲ࡢᡂᯝࢆࡀࢇᝈ⪅ࡢデ⒪ࡢ⌧ሙάࡍࡓࡵࠊ⮫ᗋどⅬ
࠾࠸ࡓᏛ㝔ࣞ࣋ࣝࡢᇶ♏ᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿࠋ㹇㹁㹒㸦㹒㹔㆟ࡸHO
HDUQLQJ㸧ࡶά⏝ࡋࠊᆅᇦࡀࢇ་⒪ࡢ⌧≧࣭ᅜ㝿ⓗ࡞ࡀࢇ་⒪ࢆᏛࡪࠋ

㣴ᡂேᩘ

ᖺᗘ

+

+

+

+

+

ィ

ເ㞟ேဨ













ཷධ┠ᶆேᩘ













ཷධᐇ⦼
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ᇹ ․ ዻ⅙ஜ࠰ࡇᜒ⇙∞⇟

ᓥ᰿Ꮫ
ᆅᇦࡀࢇᑓ㛛་⫱ᡂࢥ࣮ࢫ

Ꮫྡ➼
ࢥ࣮ࢫࡢྡ⛠
㣴ᡂࡍࡿᑓ㛛ศ㔝
ࢥ࣮ࢫࡢ㛤ጞᮇ㸭
ಟᴗᖺ㝈㸦ᮇ㛫㸧

ᓥ᰿ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷ
ᆅᇦࡀࢇᑓ㛛་⫱ᡂࢥ࣮ࢫ
ࡀࢇᏛ⒪ἲ

ᖹᡂᖺ᭶㸭ᖺ

ࢥ࣮ࢫࡢᒚಟᑐ㇟⪅ Ꮫ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷ༤ኈㄢ⛬ Ꮫ㝔⏕
㣴ᡂࡍࡿேᮦീ

ᆅᇦࡢࡀࢇ་⒪ࡢᆒ࡚ࢇࢆᅗࡿࡓࡵࠊᆅᇦከ࠸㧗㱋⪅ࡀࢇ་⒪
⢭㏻ࡋࠊᆅᇦ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡋࠊᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣐ࣥࢻࢆ᭷ࡍࡿேⓗ࡞ࡀࢇ
デ⒪ᑓ㛛་ࢆ㣴ᡂࡍࡿඹࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣐ࣥࢻࢆ᭷ࡋࠊ⮫ᗋヨ㦂ࢆィ⏬
ࡋࠊᒣ㝜ᆅ༊ࡽ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆⓎಙ࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ

ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࡸ

ᒣ㝜࠾ࡅࡿࡀࢇデ⒪་ᖌᅾࠊ㊊ࡢゎᾘᆅᇦࡢᐃ╔ࢆಁ㐍ࡋࠊ

ຠᯝ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧 ┴ẸࡀᏳᐃࡋࡓࡀࢇ་⒪ࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࠋ
ᩍ⫱ෆᐜࡢ≉Ⰽ➼

ࡀࢇデ⒪ࡢᇶᮏࠊ⒪ࡢ㐺ᛂ⚗ᚷࢆ▱ࡾࠊデ⒪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ࡘ࠸࡚Ꮫࡪඹࢺࣛࣥࢫ࣮ࣞࢩࣙࢼࣝࣜࢧ࣮ࢳࠊ⮫ᗋヨ㦂ࡘ࠸࡚ࡢ
₇⩦ࢆྵࡴᩍ⫱ෆᐜࡍࡿࠋ

㣴ᡂேᩘ

ᖺᗘ

H24

H25

H26

H27

H28

ィ

ເ㞟ேဨ

0

3

3

3

3

12

ཷධ┠ᶆேᩘ

0

3

3

3

3

12

ཷධᐇ⦼

0

1

1

0

3

5
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ᇹ ․ ዻ⅙ஜ࠰ࡇᜒ⇙∞⇟

ᓥ᰿Ꮫ࣭㫽ྲྀᏛ
ᒣ㝜ࡀࢇㄆᐃ་⒪ࢫࢱࢵࣇ⫱ᡂࢥ࣮ࢫ㸦ࣥࢸࣥࢩࣈ㸧

Ꮫྡ➼

ࢥ࣮ࢫࡢྡ⛠
㣴ᡂࡍࡿᑓ㛛ศ㔝
ࢥ࣮ࢫࡢ㛤ጞᮇ㸭
ಟᴗᖺ㝈㸦ᮇ㛫㸧

ᓥ᰿ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷ
㸦㫽ྲྀᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉་Ꮫᑓᨷ㸧
ᒣ㝜ࡀࢇㄆᐃ་⒪ࢫࢱࢵࣇ⫱ᡂࢥ࣮ࢫ㸦ࣥࢸࣥࢩࣈ㸧
㸦㫽ྲྀᏛࡢྜྠᴗ㸧
ᆅᇦࡀࢇㄆᐃ་⒪

ᖹᡂᖺ᭶㸭ᖺ

ࢥ࣮ࢫࡢᒚಟᑐ㇟⪅ ᆅᇦࡢ་ᖌࠊ⸆ᖌࠊ┳ㆤᖌࠊࡑࡢ࣓ࢹ࢝ࣝࢫࢱࢵࣇ
㣴ᡂࡍࡿேᮦീ

ᒣ㝜ᆅ༊ࡢ᪥ᖖⓗࡀࢇ⒪Ỉ‽ྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊࡑࡢඹ㏻ᇶ┙࡞ࡿ⮫ᗋ
⭘⒆Ꮫࡢ▱㆑࣭ᇶᮏᢏ⾡⩦⇍ࡋࠊ་⒪⌮ᇶ࡙࠸ࡓࡀࢇ⒪ࢆᐇ㊶
ࡍࡿඃࢀࡓ་ᖌཬࡧ࣓ࢹ࢝ࣝࢫࢱࢵࣇࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋ

ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࡸ

ᒣ㝜ᆅ༊࠾ࡅࡿࡀࢇデ⒪་ᖌཬࡧ࣓ࢹ࢝ࣝࢫࢱࢵࣇ㸦┳ㆤᖌࠊ⸆

ຠᯝ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧 ᖌࠊ⮫ᗋ᳨ᰝᢏᖌ㸦⣽⬊デ᳨ᰝࠊ㉸㡢Ἴ᳨ᰝ㸧࡞㸧ࡢᆅᇦ೫ᅾࡢゎᾘ
ᆅᇦࡢᐃ╔ࢆಁ㐍ࡋࠊ᭱᪂ࡀࢇ་⒪ࡢᏛࡧ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ┴
ẸࡀᏳᐃࡋࡓࡀࢇ་⒪ࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࠋ

ᩍ⫱ෆᐜࡢ≉Ⰽ➼

ᆅᇦࡀࢇデ⒪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉᒣ㝜ᆅ༊యࡢࡀࢇ་⒪ࡢᆒ࡚ࢇ
ࢆᅗࡿࠋ⮫ᗋ⭘⒆Ꮫࡢᇶ♏▱㆑ࠊ⏬ീデ᩿ࠊࡀࢇᏛ⒪ἲࠊእ⛉⒪ࠊ
㞟Ꮫⓗ⒪ࠊ⦆་⒪࡞ᖜᗈ࠸ࢺࣆࢵࢡࢫࢆබ㛤ㅮᗙᙧᘧ࡛㝶㛤ㅮ
ࡍࡿࠋ୍㒊ࡢㅮ⩏ࡣH࣮ࣛࢽࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡋ࡚ཷㅮࡍࡿࡇࡶྍ⬟
ࡍࡿࠋ

㣴ᡂேᩘ

ᖺᗘ

H24

H25

H26

H27

H28

ィ

ເ㞟ேဨ

15

15

15

15

15

75

ཷධ┠ᶆேᩘ

15

15

15

15

15

75

ཷධᐇ⦼

16

 26

15

18

15

90
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ᇹ ․ ዻ⅙ஜ࠰ࡇᜒ⇙∞⇟

㫽ྲྀᏛ
ࡀࢇ┳ㆤᑓ㛛┳ㆤᖌ㣴ᡂࢥ࣮ࢫ

Ꮫྡ➼

ࢥ࣮ࢫࡢྡ⛠

㣴ᡂࡍࡿᑓ㛛ศ㔝

ࢥ࣮ࢫࡢ㛤ጞᮇ
ಟᴗᖺ㝈㸦ᮇ㛫㸧

㫽ྲྀᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷ

ࡀࢇ┳ㆤᑓ㛛┳ㆤᖌ㣴ᡂࢥ࣮ࢫ

ࡀࢇ┳ㆤᑓ㛛┳ㆤᖌ

ᖹᡂᖺ᭶㸭ᖺ
⮫ᗋ┳ㆤ⤒㦂ࡀᖺ௨ୖ࠾ࡼࡧࡀࢇ┳ㆤ⤒㦂ࡀᖺ௨ୖ࠶ࡿ⪅࡛ᮏᏛ

ࢥ࣮ࢫࡢᒚಟᑐ㇟⪅

Ꮫ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬㸦ࡀࢇ┳ㆤᑓ㛛┳ㆤᖌ
ࢥ࣮ࢫ㸧ධᏛࡋࡓ⪅ࠋ
ࡀࢇ┳ㆤศ㔝ࠊ≉Ꮫ⒪ἲ⦆ࢣࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊᐇ㊶ࠊᩍ

㣴ᡂࡍࡿேᮦീ

⫱ࠊ┦ㄯࠊㄪᩚࠊ◊✲ࠊ⌮࠾࠸࡚༟㉺ࡋࡓ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆᣢࡘ⪅ࠋ
ࡀࢇ┳ㆤᑓ㛛┳ㆤᖌࡀ⤯ᑐⓗ㊊ࡋ࡚࠸ࡿᒣ㝜୧┴࠾࠸࡚ࠊᖜ

ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࡸຠᯝ
㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧

ᗈࡃࡀࢇ┳ㆤࡢ㉁ࡀྥୖࡍࡿࡶࠊࡀࢇ㛵ࢃࡿㄆᐃ┳ㆤᖌࡢ
⫱ᡂࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋᆅᇦ་⒪࠾ࡅࡿእ᮶Ꮫ⒪ἲ࠾ࡼࡧ⦆་⒪
࠾࠸࡚ࠊᝈ⪅⟶⌮ࡸ┳ㆤᐇ㊶ᑐࡍࡿᩍ⫱ࡸࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

ᩍ⫱ෆᐜࡢ≉Ⰽ➼
ࡀࢇ┳ㆤᑓ㛛

ࡀࢇ⯡ࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ⩦⇍ࡋࠊᆅᇦ་⒪άࡏࡿᏛ⒪ἲ┳ㆤ
࠾ࡼࡧ⦆ࢣ┳ㆤࢆ㔜Ⅼⓗᩍ⫱ࡍࡿࠋ

ᖺᗘ

H24

H25

H26

ィ

H27

H28

ເ㞟ேဨ

2

2

4

ཷධ┠ᶆேᩘ

2

2

4

ཷධᐇ⦼

1

1

2

┳ㆤᖌ 㣴ᡂேᩘ
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㫽ྲྀᏛ
ࡀࢇ┳ㆤㄆᐃ┳ㆤᖌ㣴ᡂࢥ࣮ࢫ

Ꮫྡ➼
ࢥ࣮ࢫࡢྡ⛠

㫽ྲྀᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷ
ࡀࢇ┳ㆤㄆᐃ┳ㆤᖌ㣴ᡂࢥ࣮ࢫ
ձㄆᐃ┳ㆤᖌ㸦ࡀࢇᏛ⒪ἲ┳ㆤ㸧

㣴ᡂࡍࡿᑓ㛛ศ㔝

ղㄆᐃ┳ㆤᖌ㸦ஙࡀࢇ┳ㆤ㸧

ࢥ࣮ࢫࡢ㛤ጞᮇ

ձᖹᡂᖺ᭶㸭ࣨ᭶

ಟᴗᖺ㝈㸦ᮇ㛫㸧

ղᖹᡂᖺ᭶㸭ࣨ᭶
ձ⮫ᗋ┳ㆤ⤒㦂ࡀᖺ௨ୖ࠾ࡼࡧࠊࡀࢇᏛ⒪ἲࡢ⮫ᗋ⤒㦂ࡀᖺ௨ୖ
࠶ࡿ⪅࡛ࠊᮏᏛࡢᐃࡵࡿධᏛヨ㦂ྜ᱁ࡋࡓ⪅ࠋ

ࢥ࣮ࢫࡢᒚಟᑐ㇟⪅

ղ⮫ᗋ┳ㆤ⤒㦂ࡀᖺ௨ୖ࠾ࡼࡧࠊஙࡀࢇ┳ㆤࡢ⮫ᗋ⤒㦂ࡀᖺ௨ୖ࠶
ࡿ⪅࡛ࠊᮏᏛࡢᐃࡵࡿධᏛヨ㦂ྜ᱁ࡋࡓ⪅ࠋ
ձࡀࢇᏛ⒪ἲ┳ㆤ㛵ࡋ࡚༟㉺ࡋࡓᢏ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠋᮏࢥ࣮ࢫ⤊
ᚋࠊ┳ㆤ༠࡛ᐃࡵࡿㄆᐃ┳ㆤᖌㄆᐃᑂᰝཷ㦂࣭ྜ᱁ྍ⬟࡞⪅ࠋ

㣴ᡂࡍࡿேᮦീ

ղஙࡀࢇ┳ㆤ㛵ࡋ࡚༟㉺ࡋࡓᢏ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠋᮏࢥ࣮ࢫ⤊ᚋࠊ┳
ㆤ༠࡛ᐃࡵࡿㄆᐃ┳ㆤᖌㄆᐃᑂᰝཷ㦂࣭ྜ᱁ྍ⬟࡞⪅ࠋ
ձࡀࢇᏛ⒪ἲㄆᐃ┳ㆤᖌࡀ⤯ᑐⓗ㊊ࡋ࡚࠸ࡿᒣ㝜୧┴࠾࠸
࡚ࠊࡀࢇᏛ⒪ἲᑐࡍࡿ▱㆑ࠊᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋࠊࡀࢇᝈ⪅ࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡛ࡁࡿ┳ㆤᖌࡀ㣴ᡂࡏࢀࡿࡇࡼࡗ
࡚ࠊእ᮶ࡀࢇᏛ⒪ἲࡢ⒪⎔ቃࡀⰋࡃ࡞ࡾࠊࡀࢇᏛ⒪ἲᐇ
ࡼࡿస⏝➼ࡢࣜࢫࢡࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ

ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࡸຠᯝ
㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧

ղஙࡀࢇ┳ㆤㄆᐃ┳ㆤᖌࡀ⤯ᑐⓗ㊊ࡋ࡚࠸ࡿᒣ㝜୧┴࠾࠸࡚ࠊ
ஙࡀࢇᑐࡍࡿ▱㆑ࠊᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋࠊࡀࢇᝈ⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡛ࡁࡿ┳ㆤᖌࡀ㣴ᡂࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᝈ⪅
ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠸ࠊ㞟Ꮫⓗ⒪ཬࡧ⒪క࠺స
⏝ࡢᑓ㛛ⓗࢣࢭࣝࣇࢣ☜❧ྥࡅࡓᣦᑟ࣭┦ㄯࡀ࡛ࡁࡿ⬟
ຊࡀഛࢃࡾࠊஙࡀࢇ┳ㆤࡢ㉁ྥୖࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ձࡀࢇᏛ⒪ἲࡢ▱㆑ࠊᢏ⬟࠾ࡼࡧࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖ
ࡼࡾࠊᝈ⪅ࡢ␗ኚᑐࡍࡿ᪩ᮇⓎぢ࣭᪩ᮇᑐฎࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ

ᩍ⫱ෆᐜࡢ≉Ⰽ➼

⮬ࡽࡢᐇ㊶ຊࢆྥୖࡉࡏࡿ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
ղஙࡀࢇࡢ▱㆑ࠊᢏ⬟࠾ࡼࡧࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖࡼࡾࠊ
ᝈ⪅࣭ᐙ᪘ᚲせࡉࢀࡿᑓ㛛ⓗ࡞ᨭࡀ࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆᩍ⫱ࡍࡿࠋ

ձㄆᐃ┳ㆤᖌ

ᖺᗘ

+

+

+

+

+

ィ

ເ㞟ேဨ
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ᒾᡭ་⛉Ꮫ
⦆ࢣᆅᇦ㐃ᦠࢆᨭࡍࡿᣦᑟⓗ་⒪ே⫱ᡂࢥ࣮ࢫ

Ꮫྡ➼
ࢥ࣮ࢫࡢྡ⛠
㣴ᡂࡍࡿᑓ㛛ศ㔝
ࢥ࣮ࢫࡢ㛤ጞᮇ㸭
ಟᴗᖺ㝈㸦ᮇ㛫㸧
ࢥ࣮ࢫࡢᒚಟᑐ㇟⪅
㣴ᡂࡍࡿேᮦീ

ᒾᡭ་⛉ᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷ࣭ෆ⛉⣔ᑓᨷ
⦆ࢣᆅᇦ㐃ᦠࢆᨭࡍࡿᣦᑟⓗ་⒪ே⫱ᡂࢥ࣮ࢫ
⦆་⒪

ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸲᭶ಟኈㄢ⛬㸸㸰ᖺ ༤ኈㄢ⛬㸸㸲ᖺ
Ꮫ㝔་Ꮫ◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷᛂ⏝་⛉Ꮫ⩌ ಟኈㄢ⛬
Ꮫ㝔་Ꮫ◊✲⛉ෆ⛉⣔ᑓᨷ⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ༤ኈㄢ⛬
ࡀࢇ⒪⤒㐣୰ࡢ42/⥔ᣢࡣࠊᆅᇦ㐃ᦠࡼࡿ⦆ࢣࡢᣢ⥆ⓗ࡞ᥦ౪
ࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ㏆ᖺࡢ་ᖌ㊊ຍ࠼ࠊඛࡢ㟈⅏ࡼࡾࠊᮾ
࠾ࡅࡿ⦆ࢣࡢᆅᇦ㐃ᦠࡣྛᆅ࡛ቯ⁛ⓗ࡞ᡴᧁࢆཷࡅࡓࠋᮏࢥ࣮ࢫ
ࡣࠊྛᆅᇦࡢ⦆ࢣ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏࠾ࡼࡧᆒ࡚ࢇࢆ┠ᣦࡋࠊゼၥ
┳ㆤ་⒪ࡶྵࡵࡓᆅᇦࡈࡢᐇἢࡗࡓ㐃ᦠࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࠊ࡞ࡽࡧ
Ọ⥆ⓗᨭࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢࠊྛᑓ㛛⫋✀ࡽ࡞ࡿࢫ࣑࢟ࣝࢡࢫᣦྥ
ᆺࡢᣦᑟⓗ་⒪ே⫱ᡂࢆ┠ᶆࡍࡿࠋ

ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࡸ
ຠᯝ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧

࣭⦆ࢣࢆྵࡵࡓࠊࡀࢇ⒪⯡ᑐࡍࡿ▱㆑ࠊᢏ⾡ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊྛ✀ㄆᐃ㈨᱁㸦ࡀࢇ⒪ㄆᐃ་ࠊ⦆⸆≀⒪ἲㄆᐃ⸆ᖌ➼
㸧ࡢྲྀᚓࢆᏛ⾡ⓗᨭࡍࡿࠋ
࣭ྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ⦆ࢣ་⒪㐃ᦠࡀᩚഛࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊᒃఫᆅ
ࡼࡽࡎࡀࢇᝈ⪅ࡀᏳᐃࡋ࡚⦆ࢣࢆཷࡅࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

ᩍ⫱ෆᐜࡢ≉Ⰽ➼

ᮏࢥ࣮ࢫࡣࠊࠕᮾࡀࢇ་⒪ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠖࡢ⌧ሙ࡛άືࡋ࡚࠸ࡿ
ྛ་⒪ᑓ㛛⫋ࢆ࡞ᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ⦆ࢣࡘ࠸࡚ࡢ㧗ᗘ࡞▱㆑࣭ᢏ⾡
ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡶࠊᐇ㊶ⓗ₇⩦ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢳ࣮࣒་⒪ࢆᵓᡂࡍࡿྛ⫋
✀ࡢᑓ㛛ᛶࢆ⌮ゎࡋࠊ㐺ษ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊሗࡢඹ᭷᪉ἲࠊ࠾
ࡼࡧࢳ࣮࣒࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᡭἲࢆᏛࡪࠋ

㣴ᡂேᩘ

ᖺᗘ

H24

H25

H26

H27

H28

ィ

ເ㞟ேဨ

0

3

3

3

3
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ཷධ┠ᶆேᩘ

0

3

3

3

3
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ཷධᐇ⦼

0

1

2

1

1
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ᒾᡭ་⛉Ꮫ
ඛᑟⓗࡀࢇ⮫ᗋ◊✲⢭㏻ࡋࡓ་⒪ே⫱ᡂࢥ࣮ࢫ㸦ࣥࢸࣥࢩࣈ㸧

Ꮫྡ➼
ࢥ࣮ࢫࡢྡ⛠
㣴ᡂࡍࡿᑓ㛛ศ㔝
ࢥ࣮ࢫࡢ㛤ጞᮇ㸭
ಟᴗᖺ㝈㸦ᮇ㛫㸧

ᒾᡭ་⛉ᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷ
ඛᑟⓗࡀࢇ⮫ᗋ◊✲⢭㏻ࡋࡓ་⒪ே⫱ᡂࢥ࣮ࢫ㸦ࣥࢸࣥࢩࣈ㸧
࣭ࢺࣛࣥࢫ࣮ࣞࢩࣙࢼࣝࣜࢧ࣮ࢳ 75 ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
࣭ࣞࢠࣗࣛࢺ࣮ࣜࢧ࢚ࣥࢫ
ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸲᭶ᖺ㛫㸦༢㸧

ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦ࡀࢇ་⒪ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
㸧ࡢཧ⏬⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿࠋ
ࢥ࣮ࢫࡢᒚಟᑐ㇟⪅ ࣭ ་ᖌ┳ㆤᖌ⸆ᖌࢆࡣࡌࡵࡋࡓ་⒪⪅
࣭ ་⒪⣔⌮ᕤ⣔◊✲⪅
࣭ ་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾ㛤Ⓨᴗᢸᙜ⪅

㣴ᡂࡍࡿேᮦീ

ᆅᇦ䛷㧗ရ䛺䛜䜣་⒪䜢ຠ⋡ⓗ䞉⤒῭ⓗ䛻㐠⏝䛩䜛䛯䜑䚸་⒪⌧ሙ䛾䝙䞊
䝈䛻ᛂ䛨䛯་⸆ရ䞉་⒪ᶵჾ䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䛯䜑䚸⏕⛉Ꮫ䛒䜛䛔䛿⌮ᕤ⣔䛾▱
㆑䛻㐀ユ䛜῝䛟䚸㼀㻾 䛻⢭㏻䛧䚸Ᏺ䜙䜜䜛䜉䛝ᝈ⪅䛾ᶒ䜢ᑛ㔜䛩䜛ᩗ䛺་⒪
ே䛾⫱ᡂ䛩䜛䚹䛥䜙䛻䝺䜼䝳䝷䝖䝸䞊䝃䜲䜶䞁䝇䛻⢭㏻䛧䚸⮫ᗋヨ㦂䜢ᐇ䛷䛝䜛
ேᮦ䛾⫱ᡂ䜢⾜䛖䚹㻌

ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࡸ ࣭ᮏࣥࢸࣥࢩࣈࢥ࣮ࢫࡢཧຍ⪅ࢆ୰ᚰࠊ㸱ᖺᚋࢆ┠ᶆࡋ࡚Ꮫ㝔
ຠᯝ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧

༤ኈㄢ⛬࡛ࡢࢥ࣮ࢫタ❧ࢆ┠ᣦࡍࠋᑓ㛛ᐙࡢ㞟࠺ࣥࢸࣥࢩࣈࢥ࣮ࢫ
ࢆタ❧‽ഛᶵᵓࡋ࡚⨨࡙ࡅࠊᏛ㝔ࢥ࣮ࢫ᪼⳹ࡉࡏࡿࠋ
࣭ேཱྀ⛣ືࡢᑡ࡞࠸ᒾᡭࡢᆅໃ࣓ࣜࢵࢺࢆ⏕ࡋ㸪㛗ᮇࣇ࢛࣮ࣟࡢྍ⬟
࡞ࠊୡ⏺ⓗࡶ㢮ࢆぢ࡞࠸ࡀࢇ◊✲ᣐⅬᙧᡂࡢ➨୍Ṍᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
࣭ቯ⁛ⓗ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓᒾᡭἢᓊᆅᇦ㸪ඛᑟⓗ࡞ࡀࢇ་⒪⮫ᗋヨ㦂ࡢ
ࣇࣟࣥࢸࣇ࣮ࣝࢻࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ேᮦࡀ⫱ᡂࡉࢀ㸪ᆅ
ᇦఫẸࡢ⚟♴ࡶ┤᥋ⓗ㈉⊩ࡍࡿࠋ

ᩍ⫱ෆᐜࡢ≉Ⰽ➼ ࣭ᮏ䝁䞊䝇䛿䚸␗ศ㔝䛾ᑓ㛛⫋䛜㞟䛔ウ㆟䛩䜛䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ᙧᘧ䛾䝥䝻䜾䝷
䝮䛸䚸㼀㻾䛺䜙䜃䛻䝺䜼䝳䝷䝖䝸䞊䝃䜲䜶䞁䝇䛻ಀ䜛ㅮ⩏䜢ే⏝䛧䚸ᆅᇦ䛷ඛᑟ
ⓗ䛜䜣་⒪䜢ᐇ㊶䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺▱㆑䜢⩦ᚓ䛩䜛䛟᪂䛧䛔ヨ䜏䛷䛒䜛䚹㻌
࣭ᩍ⫱ㄢ⛬䛷䛿ᮾி⌮⛉ᏛᏛ㝔䛸䛾㐃ᦠ䜢⾜䛖䚹㻌

㣴ᡂேᩘ

ᖺᗘ

H24

H25

H26

H27

H28

ィ

ເ㞟ேဨ

0

5

5

5

3

18

ཷධ┠ᶆேᩘ

0

5

5

5

3

18

ཷධᐇ⦼

0

6

7

3

9

25
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ᮾி⌮⛉Ꮫ
ࡀࢇࢩࢫࢸ࣒࣭⸆◊✲⪅㣴ᡂࢥ࣮ࢫ

Ꮫྡ➼
ࢥ࣮ࢫࡢྡ⛠
㣴ᡂࡍࡿᑓ㛛ศ㔝
ࢥ࣮ࢫࡢ㛤ጞᮇ㸭
ಟᴗᖺ㝈㸦ᮇ㛫㸧

ᮾி⌮⛉Ꮫ⸆Ꮫ◊✲⛉⸆⛉Ꮫᑓᨷಟኈㄢ⛬
ࡀࢇࢩࢫࢸ࣒࣭⸆◊✲⪅㣴ᡂࢥ࣮ࢫ
⸆་⛉Ꮫ

ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸲᭶㸰ᖺ

ࢥ࣮ࢫࡢᒚಟᑐ㇟⪅ ⸆Ꮫ◊✲⛉⸆⛉Ꮫᑓᨷಟኈㄢ⛬ Ꮫ㝔⏕
㣴ᡂࡍࡿேᮦീ

ࡀࢇ◊✲ࡣࠊࡀࢇ㑇ఏᏊࢆᇶⅬࡋࡓ࣑࢜ࢵࢡࢫࢹ࣮ࢱࡸࡀࢇ⣽⬊ࡢ
ศᏊ⏕≀Ꮫⓗ࡞◊✲ᡭἲࡼࡾࠊࡀࢇࡢ」㞧ࡉࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚ࡁ࡚
ࡣ࠸ࡿࡀࠊࡲࡔ༑ศᚚࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵࠊ  ࡀࢇ⣽⬊ཬࡧไࡀࢇస⏝ᶵᗎࢆ⣽⬊ෆࢩࢢࢼࣝఏ㐩⣔ࡢ㞟✚
ࡼࡿࠕࢩࢫࢸ࣒ⓗ⤫ྜࠖࡋ࡚⌮ゎࡋࠊࡉࡽࠊ  ࡀࢇศᏊᶆⓗ⸆
㛤Ⓨࢆᶆⓗࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ❧యᵓ㐀ሗᇶ࡙࠸࡚⌮ㄽⓗ⸆ࡍࡿ
ࠕLQVLOLFR⸆ࠖࢆ⌮ゎࡋ࡚ࠊ㸰㸯ୡ⣖ࡢࡀࢇࢤࣀ࣒་⒪ࢆᨭ࠼ࡿ
◊✲⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇࡀ㔜せㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫ࡛
ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼ↔Ⅼࢆ⤠ࡾࠊᅜ㝿ⓗࡶά㌍࡛ࡁࡿඃࢀࡓ⸆◊
✲⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋ

ᮏ◊✲ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࡼࡾࠊࡀࢇែࡸࡀࢇࢩࢢࢼࣝࣃࢫ࢙࢘ࡽࡀ
ࢇศᏊᶆⓗࡢྠᐃࡸࠊไࡀࢇࡢస⏝࣭స⏝ᶵᗎ➼ࢆࠕࡀࢇ⤫ྜࢩ
ຠᯝ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧 ࢫࢸ࣒ࠖࡋ࡚⌮ゎࡋࠊࡉࡽࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᢏ⾡
ࢆά⏝ࡋ࡚ࡀࢇศᏊᶆⓗࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ❧యᵓ㐀ࢆᇶ⌮ㄽⓗ࡞⸆ࢆ
㏣ཬࡍࡿࠕLQVLOLFR ⸆ࠖࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡋࡓ᪂ୡ௦ࡢ⸆◊✲⪅ࡀ
㍮ฟࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᮏࢥ࣮ࢫ࡛ㄽ⌮ⓗࡀࢇᡓ␎ࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ேᮦࡀ㣴ᡂࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢࡀࢇ◊✲ࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࡀࢇ
ᖿ⣽⬊ࡸ᪂つไࡀࢇ㛤Ⓨ➼㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞㞴ၥࠊ㝈⏺ࢆ㣕ࡧ㉺࠼ࠊ
ᡃࡀᅜࡢࡀࢇ◊✲ࡢỈ‽ࡀ㣕㌍ⓗྥୖࡍࡿࡶࠊࡀࢇ་⒪యไ
ࢆᙉࡍࡿ࡞ࡢἼཬຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࡸ

ᩍ⫱ෆᐜࡢ≉Ⰽ➼

㣴ᡂேᩘ

1
44

ᚑ᮶ࡢᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࡣ࡞ࡗࡓ௨ୗࡢᏛၥ㡿ᇦ࣭₇⩦ࡼࡾᡂࡿࠕࡀ
ࢇࢩࢫࢸ࣒࣭⸆Ꮫࠖࡘ࠸࡚ࠊ㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊ཬࡧ〇⸆ᴗ➼
ᐇ㉁ⓗ࡞㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚ᐇࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲ᩍ⫱ෆᐜࡣࡇ
ࢀࡲ࡛࡞ࡃࠊᴟࡵ࡚⊂ᛶᐩࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ࠕࡀࢇࢩࢫࢸ࣒⤫ྜᏛࠖ
ࡀࢇ⣽⬊ෆࡢ㞟✚ᅇ㊰ࡢゎᯒࡑࡢᩘ⌮ࣔࢹࣝసᡂࡼࡗ࡚ࠊಶࠎࡢ
ࡀࢇ≉␗ⓗ࡞㑇ఏ㞀ᐖࡼࡿ㞟✚ᅇ㊰ࡢᵓ㐀ⓗࠊᶵ⬟ⓗኚࡽࡀࢇ
Ⓨࡢ⤌ࡳࡸ≉ᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࡀࢇࢆࢤࣀ࣒࣭࢚ࣆࢤ
ࣀ࣒ࡽ࣓ࢱ࣮࣒࣎ࣟࡲ࡛ࢆ୍㈏ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋࡉࡽࠊ
ไࡀࢇࡢస⏝ᶵᗎࡶ⣽⬊ෆࢩࢢࢼࣝఏ㐩⣔㞟✚ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚⌮ゎ
ࡍࡿࠋ
 ࠕࢤࣀ࣒⸆⛉Ꮫࠖ
ࡀࢇ㑇ఏᏊࢆᇶⅬࡋࡓไࡀࢇ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢࡀࢇᶆⓗࢱࣥࣃࢡ㉁ศ
Ꮚࡢ❧యᵓ㐀ሗᇶ࡙ࡃ⌮ㄽⓗ⸆ᡭἲࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ≉ࡀࢇ㑇ఏ
Ꮚࡢኚ␗ᑐᛂࡋࡓ᭱㐺ไࡀࢇࢆ⌮ㄽⓗᡂࡍࡿࡓࡵࡢࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᢏ⾡ࠊస⏝ࡸ⸆⪏ᛶࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇
ࢆ❧ࡍࡿ⬟ຊࢆᾰ㣴ࡍࡿࠋ
 ࠕ⮫ᗋࢹ࣮ࢱ࣭ࢧࣥࣉࣝࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ᢏἲ₇⩦ࠖ
㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊㐃ᦠࡋࠊ⮫ᗋࢹ࣮ࢱࡸࢧࣥࣉࣝࢆ⏝࠸࡚ୖグࠕࡀ
ࢇࢩࢫࢸ࣒ࠖࠊࠕLQVLOLFR ⸆ᡭἲࠖࠊࠕไࡀࢇࡢฎ᪉ࢹࢨࣥࠖ
࡞ࡢጇᙜᛶ࣭᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺⮫ᗋ┤⤖ࡋࡓ◊✲ᢏ
ἲ₇⩦ࢆ⾜࠺ࠋ

ᖺᗘ

H24

H25

H26

H27

H28

ィ

ເ㞟ேဨ

3

5

5

5

5

 23

ཷධ┠ᶆேᩘ

3

5

5

5

5

23

ཷධᐇ⦼

10

6

9

8

12
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᫂⸆⛉Ꮫ
ࡀࢇ⸆≀⒪ἲࡢࣇ࣮࣐ࢩ࣮࣭ࢧ࢚ࣥࢸࢫࢺ㣴ᡂᩍ⫱ࢥ࣮ࢫ

Ꮫྡ➼
ࢥ࣮ࢫࡢྡ⛠
㣴ᡂࡍࡿᑓ㛛ศ㔝
ࢥ࣮ࢫࡢ㛤ጞᮇ㸭
ಟᴗᖺ㝈㸦ᮇ㛫㸧

᫂⸆⛉ᏛᏛ㝔⸆Ꮫ◊✲⛉⸆Ꮫᑓᨷ༤ኈㄢ⛬
ࡀࢇ⸆≀⒪ἲࡢࣇ࣮࣐ࢩ࣮࣭ࢧ࢚ࣥࢸࢫࢺ㣴ᡂᩍ⫱ࢥ࣮ࢫ
⸆ᖌ

ᖹᡂᖺ᭶ᖺ

ࢥ࣮ࢫࡢᒚಟᑐ㇟⪅ ⸆Ꮫ◊✲⛉⸆Ꮫᑓᨷ༤ኈㄢ⛬Ꮫ㝔⏕࣭⛉┠➼ᒚಟ⏕
㣴ᡂࡍࡿேᮦീ

ࡀࢇ⸆≀⒪ࡢ㞟Ꮫⓗ⒪㈉⊩࡛ࡁࡿᅜ㝿ⓗ࡞⸆Ꮫ▱㆑◊✲⬟ຊ
ࢆࡶࡘඃࢀࡓࣇ࣮࣐ࢩࢫࢺ࣭ࢧ࢚ࣥࢸࢫࢺ SKDUPDFLVWVFLHQWL
VW ࢆ㣴ᡂࡍࡿ

ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࡸ

y

ຠᯝ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧 y
y
y
y

ࡀࢇ⸆≀⒪ἲ࠾ࡅࡿ⸆ᖌࡢ㈉⊩㧗ᗘ࡞Ꮫ⾡ⓗෆᐜࢆຍ࡛
ࡁࡿ
⸆ᖌࡢ⒪ホ౯デ᩿⬟ຊࢆ㣴ᡂฟ᮶ࡿ
♫ேᏛ㝔⏕ࢆ✚ᴟⓗཷࡅධࢀࠊࡀࢇ་⒪㛵ࢃࡿ⸆ᖌࡢ
ᩍ⫱࠾ࡼࡧ◊✲ᣦᑟ⪅ࢆ㣴ᡂ࡛ࡁࡿ
Ḣ⡿Ꮫࡢᩍ⫱㐃ᦠࡼࡾᅜ㝿ⓗࣞ࣋ࣝࡢ⮫ᗋ⸆ᖌ⫱ᡂᩍ⫱
ࡀ࡛ࡁࡿ
♫ேᏛ㝔Ꮫ⏕ᑐࡋ࡚ྛ✀Ꮫ㸦་⒪⸆Ꮫࠊ⮫ᗋ⸆⌮Ꮫ
➼㸧ࡢㄆᐃᑓ㛛⸆ᖌྲྀᚓࢆᏛ⾡ⓗᨭ࡛ࡁࡿ

ᩍ⫱ෆᐜࡢ≉Ⰽ➼

y
y
y

⮫ᗋ⌧ሙ࡛ά㌍ࡍࡿ⸆ᖌࢆ♫ேᏛ㝔⏕ࡋ࡚✚ᴟⓗཷࡅ
ධࢀࠊᩍ⫱࣭Ꮫ⾡◊✲⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ
Ꮫෆ࠾ࡼࡧ㡰ኳᇽᏛࡢᑓ㛛་ࡼࡿࣇࢪ࢝ࣝࢭࢫ࣓ࣥࢺᩍ
⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛタ
ᩍ⫱㐃ᦠࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿḢ⡿㸱Ꮫ࠾ࡼࡧ㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊ࡽ
ᩍဨࢆᣍ⪸ࡋࠊ᪥⡿Ḣᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘▷ᮇ㞟୰ࡀࢇ⸆≀⒪ἲ
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡍࡿ

㣴ᡂேᩘ

ᖺᗘ

H24

H25

H26

H27

H28

ィ

ເ㞟ேဨ

2

3

3

3

3

14

ཷධ┠ᶆேᩘ

2

2

2

2

2

10

ཷධᐇ⦼

5

3

7

8

7

30
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1-11 ❧ᩍᏛ

་Ꮫ≀⌮◊✲ࢥ࣮ࢫ

Ꮫྡ➼
ࢥ࣮ࢫࡢྡ⛠
㣴ᡂࡍࡿᑓ㛛ศ㔝
ࢥ࣮ࢫࡢ㛤ጞᮇ㸭
ಟᴗᖺ㝈㸦ᮇ㛫㸧

❧ᩍᏛ⌮Ꮫ◊✲⛉≀⌮Ꮫᑓᨷ
་Ꮫ≀⌮◊✲ࢥ࣮ࢫ
་Ꮫ≀⌮ኈ

ᖹᡂᖺ᭶ᖺ

ࢥ࣮ࢫࡢᒚಟᑐ㇟⪅ ⌮Ꮫ◊✲⛉≀⌮ᏛᑓᨷᏛ㝔⏕㸦ᚋᮇㄢ⛬㸧
㣴ᡂࡍࡿேᮦീ

ᨺᑕ⥺ࡢᮏ㉁ࢆ⌮ゎࡋࠊ᭱ඛ➃ࡢᨺᑕ⥺ィ

ᢏ⾡ࡢᡂᯝࢆ⮫ᗋ⌧ሙࡢ

ࢽ࣮ࢬྜࢃࡏ࡚ά⏝࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ་Ꮫ≀⌮◊✲⪅ཬࡧ་Ꮫ≀
⌮ኈ

ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࡸ

࣭ࡀࢇ⒪ࡢࣜࣝࢱ࣒࡛ࡢ↷ᑕ㔞

ᐃᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ

ຠᯝ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧 ࣭㧗⢭ᗘࡀࢇ⒪࠾ࡅࡿရ㉁ಖドࡢྥୖ
࣭⮫ᗋ⌧ሙᨺᑕ⥺ᢏ⾡㛤Ⓨࡢᐦ᥋࡞㐃ᦠᙉ
࣭⚟ᓥཎⓎᨾࡽࡢ⯆㛵ࢃࡿಖ≀⌮ࡢ㈉⊩

ᩍ⫱ෆᐜࡢ≉Ⰽ➼

࣭⮫ᗋ⌧ሙ㌟ࢆ⨨ࡁࠊ⌧ሙࢽ࣮ࢬ࠶ࡗࡓᨺᑕ⥺ไᚚ࠾ࡼࡧࣔࢽࢱ
࣮⨨ࡢ㛤Ⓨ➼◊✲㛤Ⓨ⬟ຊࢆഛ࠼ࡓ༤ኈࡢ⫱ᡂࠋ

㣴ᡂேᩘ

ᖺᗘ

H24

H25

H26

H27

H28

ィ

ເ㞟ேဨ

2

2

2

3

3

12

ཷධ┠ᶆேᩘ

1

1

1

2

2

7

ཷධᐇ⦼

1

2

0

0

2

5
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 ࡀࢇ≉ࡋࡓㅮᗙࡢタ⨨


㡰ኳᇽᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉
㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊
⭘⒆ෆ⛉Ꮫ◊
◊✲ᐊ


ᝏᛶ⭘⒆ࡣᅜẸࡢṚஸཎᅉࡢ➨ࢆ༨ࡵࠊࡑࡢ⒪ᡂ⦼ࡢྥୖࡣࠊᡃࡀᅜࡢ་⒪࠾ࡅࡿ᭱ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡀࢇ
ᑐ⟇ᇶᮏἲ࠾࠸࡚ࡶᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ་ᖌࡑࡢࡢ་⒪ᚑ⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡀࢇࡣ㑇ఏᏊࡢᵓ㐀␗ᖖࡼࡾ⏕ࡌࡿẼ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊྠ୍ࡢ㑇ఏᏊ␗ᖖࡀ」ᩘࡢ⮚ჾࡀࢇࡢཎᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶ⛥࡛ࡣ࡞࠸ࡇ
ࡽࠊḟ௦ࡢࡀࢇ་⒪ᚑ⪅ࡣࡀࢇ࠸࠺ᝈࡘ࠸࡚⮚ჾᶓ᩿ⓗಠ▔ࡍࡿどⅬࢆᣢࡘᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⭘⒆ෆ⛉Ꮫ◊✲ᐊࡣࠊ⮚
ჾู⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ▱㆑ࢆ᭷ᶵⓗ⤖ࡧࡘࡅࠊࡀࢇ⣽⬊ࡢศᏊ⏕≀Ꮫⓗ≉ᛶ࠸࠺࣑ࢡࣟࡢࣞ࣋ࣝࡽࠊᐇ㝿ࡢᝈ⪅ࡢⓎ⒴ࠊ㌿⛣࡞
ࡢ⮫ᗋⓗែࡢ⌮ゎ࠾ࡼࡧ⒪࠸࠺࣐ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡲ࡛ࠊ῝࠸Ὕᐹຊࢆᣢࡗࡓⱝ࠸་ᖌࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵࠊࡀࢇ≉ࡋࡓㅮᗙࡋ࡚
᪂タࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ㸦⭘⒆ෆ⛉Ꮫ㸧㛵ࡍࡿ༞๓ᩍ⫱㸦་Ꮫᩍ⫱㸧࣭༞ᚋᩍ⫱㸦Ꮫ㝔⏕ᑐࡍࡿ◊✲ࠊㄽᩥᣦᑟ㸧ࠊ◊ಟ་ᣦᑟ࡞ࡢᩍ⫱
άືࡢࠊᏛ⒪ἲᑠጤဨࡸ࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻ࡞デ⒪⛉㐃ᦠ࡞ࡀࢇ⒪ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀᨭࠊࡉࡽࡣඛᑟⓗ་⒪㛤Ⓨࢭࣥࢱ
࣮ඹྠࡋࡓ㐃ᦠᏛ㛫ࡢ◊✲ᨭάື࡞ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ


㡰ኳᇽᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉
㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊
⦆་⒪Ꮫ◊✲ᐊ


⦆་⒪Ꮫ◊✲ᐊࡣࠊ⮬↛⛉Ꮫே㛫⛉Ꮫࢆ⤫ྜࡋࡓ⦆ࢣᏛࡢ☜❧ᩍ⫱࣭ᐇ㊶ࠊ⦆་⒪་㣴ᡂࠊ⦆ࢣ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿ་
⒪ᚑ⪅ࡢ⫱ᡂࠊ⦆ࢣ㡿ᇦ࠾ࡅࡿ⮫ᗋ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᮏ◊✲ᐊ࡛ࡣࠊ㝃ᒓ㝔タ⨨ࡉࢀࡓ⦆ࢣࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀᦠࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣌ࣥࢡࣜࢽࢵࢡ་ᖌࠊ࣓ࣥࢱࣝࢡࣜࢽࢵࢡ་ᖌࠊ
ᩚᙧእ⛉་ᖌࠊᑓ㛛࣭ㄆᐃ┳ㆤᖌࠊ⮫ᗋᚰ⌮ኈࠊ⸆ᖌࠊ⌮Ꮫ⒪ἲኈ࣭సᴗ⒪ἲኈ࣭ゝㄒ⫈ぬኈࠊ་⒪ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࡞࡛ᵓᡂ
ࡉࢀࡿ⦆ࢣࡢࢳ࣮࣒་⒪ࢆ㏻ࡌࠊࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽ㐣ࡈࡍᝈ⪅ࡉࢇ㸦ࡀࢇࡢᝈ⪅ࡉࢇ㸧ࡑࡢࡈᐙ᪘ᑐࡋࠊᕼᮃࢆษᐇ
ࡋࡓ㇏࡞ே⏕ࢆࠕ⏕ࡁࡿࡇࠖࢆᨭࡋࡲࡍࠋከ⫋✀㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㔜どࡋࡓࢳ࣮࣒་⒪ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡀࢇᑓ㛛་⒪ேࡢ㣴
ᡂࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⦆ࢣ㡿ᇦ࠾ࡅࡿ⮫ᗋ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ࡀࢇ◊✲⪅ࢆ㣴ᡂࡋࠊᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࢣࡢ㉁ࡢྥୖᆅᇦ࣭♫㈉⊩ດ
ࡵ࡚ཧࡾࡲࡍࠋ




㡰ኳᇽᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉
ᨺᑕ⥺⒪Ꮫㅮᗙ

㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊

ᮏㅮᗙࡣࠊᨺᑕ⥺་Ꮫㅮᗙࡀᨺᑕ⥺デ᩿Ꮫㅮᗙᨺᑕ⥺⒪ᏛㅮᗙⓎᒎⓗศ㞳ࠊ⊂❧ࡋࡲࡋࡓࠋタ❧ࡢ┠ⓗࡣࠊᨺᑕ⥺⭘⒆་ࠊ
་Ꮫ≀⌮ኈࡢ᭷ᶵⓗ⤫ྜࡼࡾ㧗⢭ᗘᨺᑕ⥺⒪ࡢᇶ♏࠾ࡼࡧ⮫ᗋ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊࡘࠊࡀࢇ⒪ᩍ⫱ࡢᐇࢆᅗࡿࡇࠊࡲࡓࠊ㐃ᦠ
Ꮫࡢ༠ຊࡼࡿ┦ࡢデ⒪ྛᆅᇦࡀࢇデ⒪ࡢᐇࢆᅗࡿࡇ࡛ࡍࠋ
ᨺᑕ⥺⒪ᑓ㛛་ ྡ ་Ꮫ≀⌮ኈ㸦ຓᩍྡ ຓᡭྡ㸧ࢆ୰ᚰࠊᏛ㝔⏕ᑐࡍࡿᨺᑕ⥺⏕≀Ꮫ࠾ࡼࡧ་Ꮫ≀⌮Ꮫࡢᇶ♏◊✲
ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽࠊᇶ♏◊✲ࢆᇶ┙㧗⢭ᗘᨺᑕ⥺⒪ࡢ㛤Ⓨ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ㐃ᦠᏛࡣ⮫ᗋ㠃࠾ࡼࡧ་Ꮫ≀⌮
㠃࡛༠ຊయไࡢᵓ⠏ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲࣭ᩍ⫱యไࡼࡾࠕᇶ♏◊✲㐀ユࡢ῝࠸ᨺᑕ⥺⭘⒆་ࠊ་Ꮫ≀⌮ኈࠊᨺᑕ⥺⒪ᑓ㛛ᢏᖌࠖࡢ⫱ᡂࢆᅗࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ᓥ᰿ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉
⦆ࢣㅮᗙ


 ⦆ࢣㅮᗙࡣ㸪ᙜᏛࡢ⦆ࢣᩍ⫱࣭⮫ᗋ࣭◊✲ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᙜᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ࡣ㺂⦆ࢣᲷ࣭⦆ࢣࢳ࣮࣒࣭
⦆ࢣእ᮶࡛⮫ᗋᐇ㊶ࡀ⾜࠼ࡿ㸪ᅜ࡛ࡶ᭷ᩘࡢ⦆ࢣデ⒪ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ༞๓ᩍ⫱ࡋ࡚ࡢ་Ꮫ⏕ᩍ⫱ࡣ㸪་Ꮫ⛉
4ᖺ⏕ᑐࡋ࡚࣮ࣟࣝࣉࣞࢆྲྀࡾධࢀࡓࢳ࣮ࣗࢺࣜࣝᩍ⫱࡛⦆ࢣࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡇேⓗ࡞ⱞ③ࡢ⌮ゎࢆ┠ᶆᩍ⫱ࡋ
࡚㸪5ࠥ㸴ᖺ⏕ࡣ⮫ᗋᐇ⩦࡛┤᥋ᝈ⪅ࡉࢇࡢேⓗ࡞ⱞ③ྥࡁྜ࠸㸪ᝈ⪅ࡉࢇࡽᏛࡪࡇ㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓᩍ⫱ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ༞ᚋ
ᩍ⫱ࡋ࡚ᕼᮃࡍࡿึᮇ◊ಟ་ࡣ⦆ࢣᲷ࡛⮫ᗋ◊ಟࢆ⾜࠸㸪ᘬࡁ⥆ࡁ⦆ࢣᑓ㛛་⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡿᑓ㛛ᩍ⫱ࣉࣛࣥࢆ
సࡗ࡚ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡢ་⒪ࢫࢱࢵࣇᩍ⫱ࡋ࡚ࡣ㸪ᓥ᰿┴㐃ᦠࡋࡓ◊ಟࡼࡿ⦆ࢣᑓ㛛་⒪ࢫࢱࢵࣇ㸦་
ᖌ㸪་ᖌ௨እࡢࢫࢱࢵࣇ㸧ࡢㄆᐃ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⮫ᗋάືࡣ㸪⦆ࢣᲷ࣭⦆ࢣࢳ࣮࣒࣭⦆ࢣእ᮶ࡢ㐠Ⴀࢆྛᑓ㛛
⫋ࢫࢱࢵࣇࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿ⦆ࢣࢭࣥࢱ࣮༠ຊࡋ࡚⾜࠸㸪≉⦆ࢣࢭ࣑ࢼ࣮ࡸከ⫋✀࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪㢦ࡢぢ࠼
ࡿ㛵ಀసࡾ࡛ᆅᇦ་⒪㐃ᦠࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡛ᓥ᰿┴ෆࡘ࡞ࡀࡾࡢ࠶ࡿ⦆ࢣᬑཬດࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ⦆ࢣ㡿ᇦࡢ◊✲ࡣ㸪⏘Ꮫ
㐃ᦠ◊✲ࡋ࡚ᆅඖᴗࡀ㛤Ⓨࡋࡓࣂࣛⰾ㤶ࡢ⦆ࢣຠᯝࡘ࠸࡚㸪⦆ࢣᲷ࡛ධ㝔ᝈ⪅ࡢᢎㅙᚋ⏝ࡋ࡚ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ⾜
࠸㸪ⰾ㤶ࡣࠕ⥭ᙇ-Ᏻࠖࢆ⦆ࡉࡏࡿ᭷ຠᛶࢆ♧ࡋࡓ⤖ᯝࢆᚓ࡚Ⓨ⾲ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᒾᡭ་⛉ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉
ᒾᡭ་⛉Ꮫ
⦆་⒪Ꮫ⛉


ᮏㅮᗙࡣࠊ⦆ࢣࡢ༞๓࣭༞ᚋࡢᩍ⫱ࡢ☜❧࣭ᐇ㊶ࠊ⮫ᗋ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࠊᆅᇦࡈࡢᐇἢࡗࡓ㐃ᦠࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛྛᑓ㛛⫋
✀ࡽ࡞ࡿࢫ࣑࢟ࣝࢡࢫᣦྥᆺࡢᣦᑟⓗ་⒪ேࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ



ᒾᡭ་⛉ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉
ᨺᑕ⥺⭘⒆Ꮫ⛉

ᒾᡭ་⛉Ꮫ

ᮏㅮᗙࡣࠊᨺᑕ⥺⭘⒆Ꮫࡢ༞๓࣭༞ᚋ࣭ᑓ㛛ᩍ⫱ࡢ☜❧࣭ᐇ㊶ࠊᆅᇦࡈࡢᐇἢࡗࡓࡀࢇ⒪㐃ᦠࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࠊᨺᑕ⥺
⒪ࡢ⏕≀Ꮫ࣭≀⌮Ꮫⓗ᭱㐺ᡓ␎ࢆ㛤Ⓨ࣭◊✲ࡍࡿࡀࢇᨺᑕ⥺⒪་ࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ





᫂⸆⛉Ꮫ
ᐤㅮᗙ
ࡀࢇඛ
ඛ➃⒪Ꮫ㸦ࣝࣇ⢏Ꮚ⥺࣭ච⒪Ꮫ㸧



 ࡀࢇᑐࡍࡿ୰ᛶᏊᤕᤊ⒪ἲࡣ㞴ᛶࡀࢇࡢ⒪ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏㅮᗙ࡛ࡣࠊ୰ᛶᏊᤕᤊྜ≀ࡋ࡚᪂つࡢ࣍࢘⣲࠾ࡼ
ࡧ࢞ࢻࣜࢽ࣒࢘ྜ≀ࢆᮏᏛࡢᏛ◊✲⪅ඹྠ࡛㛤Ⓨ࣭ᨵⰋࡍࡿࡇࠊᤕᤊྜ≀ࢆࡀࢇ⤌⧊ຠ⋡ⓗ㏦㐩ࡉࡏࡿ GUXJGHOLYHU\
V\VWHP ࡢ㛤Ⓨࡍࡿࡇࠊࡉࡽࡣࡇࢀච⒪ἲࢆຍࡋࡓ᪂つ⒪ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᚋࠊᮏᏛࡢ⸆◊✲⪅
ࡢඹྠ◊✲࡛᪂つࡀࢇ⒪ἲࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡲࡍࠋ
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‣†‒ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟
1-1  ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥእ㒊ホ౯ጤဨ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ
  ICT ⧅ࡄࡀࢇ་⒪⥔᪂ࣉࣛࣥእ㒊ホ౯ጤဨ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸯᭶㸯㸮᪥㸦ᮌ㸧13㸸00㹼16㸸00
  ㅮ⩏ሙ㸸㡰ኳᇽᏛ ᮏ㒓࣭࠾ⲔࡢỈ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡ 4 㝵 405 ᩍᐊ
㸦㸱㸧ホ౯ጤဨ
  ࣭㤿ሙ ⱥྖ
㸦ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔 ᕞ㐃ᦠ⮫ᗋ⭘⒆Ꮫㅮᗙ ᩍᤵ㸧ͤホ౯ጤဨ㛗
  ࣭㊊ ᖾ
㸦බ┈♫ᅋἲே ᪥ᮏ┳ㆤ༠ ⚄ᡞ◊ಟࢭࣥࢱ࣮㛗࣭ᩍ⫱◊ಟ㒊㛗㸧
  ࣭㕥ᮌ ⨾✑
    㸦᪥ᮏࢸࣞࣅᨺ㏦⥙ᰴᘧ♫ ሗ㐨ᒁ♫㒊 ཌ⏕ປാ┬ᢸᙜ㸧
 㸦㸲㸧ᴗᴫせㄝ᫂Ⓨ⾲ᢸᙜ⪅
   యᴗᴫせㄝ᫂㸦㡰ኳᇽᏛ㸧
    ᴗ᥎㐍㈐௵⪅㸭㡰ኳᇽᏛ Ꮫ㝔་Ꮫ◊✲⛉㛗 ௦⏣ ᾈஅ
   ձᩍ⫱ศ㔝㸦Ⓨ⾲ᢸᙜ㸸㫽ྲྀᏛ࣭᫂⸆⛉Ꮫ㸧
    㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊ᒓ㝔 ࡀࢇࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ ㎷㇂ ಇ୍
    ᫂⸆⛉Ꮫ Ꮫ㛗㸭⸆≀⒪Ꮫ ᩍᤵ ㉺๓ ᏹಇ
   ղᆅᇦศ㔝㸦Ⓨ⾲ᢸᙜ㸸ᓥ᰿Ꮫ࣭ᒾᡭ་⛉Ꮫ㸧
    ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾ
    ᒾᡭ་⛉Ꮫ ⦆⒪Ꮫ⛉ ᩍᤵ ᮌᮧ ♸㍜
   ճ◊✲ศ㔝㸦Ⓨ⾲ᢸᙜ㸸ᮾி⌮⛉Ꮫ࣭❧ᩍᏛ㸧
    ᮾி⌮⛉Ꮫ ⸆Ꮫ㒊 ⏕⸆⛉Ꮫ⛉ ᩍᤵ ᪩ᕝ ὒ୍
    ❧ᩍᏛ ⌮Ꮫ◊✲⛉ ≀⌮Ꮫᑓᨷ ≉௵ᩍᤵ Ὕཱྀ ᣅ㯢
   մᅜ㝿ศ㔝㸦Ⓨ⾲ᢸᙜ㸸㡰ኳᇽᏛ㸧
    㡰ኳᇽᏛᏛ㝔 ་Ꮫ◊✲⛉ ⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ຍ⸨ ಇ
 㸦㸳㸧ദ
    㡰ኳᇽᏛ

20
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン

ＩＣＴと人で繋ぐがん医療維新プラン H28年度外部評価委員会
がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン〜ICTと人で繋ぐがん医療維新プラン〜 では、
これまでの事業活
動を振り返り、また今後の活動の重要な指針とするため、外部評価委員会を受審することといたしました。
評価の受審にあたっては、まず自己点検表を作成し、事前配布資料として評価委員に呈示いたします。次に、
主幹大学の順天堂大学にて審査会を開催し、事業内容・活動内容を説明して評価をいただく予定としています。

開 催概 要
日 時 ： 平成 28年 11月10日
（木）13：00〜16：00
場 所 ： 順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス センチュリータワー北 4階 405
評価委員： 委員長
馬場 英司（九州大学大学院医学研究院 九州連携臨床腫瘍学講座 教授）
委 員
足利 幸乃（公益社団法人 日本看護協会 神戸研修センター長・教育研修部長）
委 員
鈴木 美穂（日本テレビ放送網株式会社 報道局社会部 厚生労働省担当）

プログラム
司

会

統括コーディネーター 髙橋 和久
（順天堂大学大学院

医学研究科 呼吸器内科学 教授）

1. 開会 挨 拶
統括責任者

13：00〜13：10

10分

13：10〜14：40

90分

順天堂大学 学長 新井 一

２．事 業 概 要 説 明
全体事業概要説明
事業推進責任者

順天堂大学大学院

医学研究科長 代田 浩之

15分

① 教育 分 野
鳥取大学医学部附属病院 がんセンター 教授 辻谷 俊一
明治薬科大学 副学長／薬物治療学 教授 越前 宏俊

20分

② 地域 分 野
島根大学医学部 内科学講座 呼吸器・臨床腫瘍学 教授
岩手医科大学 緩和医療学科 教授 木村 祐輔

20分

礒部 威

③ 研究 分 野
東京理科大学 薬学部 生命創薬科学科 教授 早川 洋一
立教大学 理学研究科 物理学専攻 特任准教授 洞口 拓磨
④ 国際分野
順天堂大学大学院

医学研究科 臨床腫瘍学

教授

３．外部評価委員からの質問

加藤 俊介

20分

15分

14：40〜15：15

35分

15：15〜15：30

15分

15：30〜15：50

20分

15：50〜16：00

10分

〜 質疑応答 〜
休憩

４．外部評価委員による講評
５．閉 会 挨 拶
順天堂大学大学院

医学研究科 分子病理病態学

教授

樋野 興夫
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ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࡀࢇࣉࣟ◊✲ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ࠕ་Ꮫ࣭⌮Ꮫ࣭⸆Ꮫ㐃ᦠ࡛⧅ࡄࡀࢇ་⒪◊✲ࡢ᥎㐍ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸴᭶㸯㸯᪥㸦ᅵ㸧 13㸸00㹼16㸸20
 ㅮ⩏ሙ㸸❧ᩍᏛụ⿄࢟ࣕࣥࣃࢫ㸯㸰ྕ㤋 ᆅୗ㸯㝵 ➨㸯࣭㸰㆟ᐊ
㸦㸱㸧ㅮ₇
࣭
ࠕ⫵⒴⒪పࢼࢺ࣒ࣜ࢘⾑࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ 
᫂⸆⛉Ꮫ⸆Ꮫ㒊ᩍᤵᗉྖඃ
࣭ࠕ5$*( ࢆศᏊᶆⓗࡋࡓ᪂つᢠ⅖ᛶ࣮ࣜࢻྜ≀ࡢ〇ࠖ
                      ᮾி⌮⛉Ꮫ⸆Ꮫ㒊ᩍᤵ⏣㟹୍
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                    ❧ᩍᏛ⌮Ꮫ◊✲⛉≉௵ᩍᤵὝཱྀᣅ☻
࣭ࠕࡀࢇ⑊③⒪࠾ࡅࡿ་࣭⌮࣭⸆㐃ᦠࡘ࠸࡚ࠖ
                      ᮾி⌮⛉Ꮫ⸆Ꮫ㒊ㅮᖌྜྷ⃝୍ᕭ
࣭ࠕ་Ꮫ⣔◊✲࠾ࡅࡿ⤫ィゎᯒἲ㹼ᐇࢆ࠼࡚㹼ࠖ
                    㜰Ꮫ་Ꮫ⣔◊✲⛉ᩍᤵᒣᮏ⣫ྖ
࣭ࠕᨺᑕ⥺⒪⌧ሙ࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
㹼⮫ᗋ◊✲㐃ᦠࡼࡿࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ㹼ࠖ
               ⪷㊰ຍᅜ㝿㝔ᨺᑕ⥺⒪ရ㉁⟶⌮ᐊᐊ㛗Ỉ㔝⤫ᩥ
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ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕࡀࢇศ㔝࠾ࡅࡿࢤࣀ࣒་⒪ᐇ⌧ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࠖ
  㹼ࢡࣜࢽ࢝ࣝࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫࡀࡶࡓࡽࡍࡀࢇ་⒪ࡢᑗ᮶ീၥ㢟Ⅼ㹼
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸵᭶㸯㸳᪥㸦㔠㸧17㸸00㹼18㸸50
 ㅮ⩏ሙ㸸㡰ኳᇽᏛ ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡ Ჷ㸲㝵ᩍᐊ
㸦㸱㸧₇⪅
 ࠙ㅮ₇ࠚ
  ࠗ$SSURDFKHVRI06.,03$&7㸦FOLQLFDOVHTXHQFH㸧࠘
  ࣭0DUF/DGDQ\L0'
7KH:LOOLDP5XDQH&KDLULQ0ROHFXODU2QFRORJ\0HPRULDO6ORDQ.HWWHULQJ&DQFHU
&HQWHU

 ࠙ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠚ
ࠗ,QGLYLGXDOL]HGIXWXUHYLVLRQDQGUHTXLUHGVRFLDOLQIUDVWUXFWXUH
LQYHVWPHQWLQFDQFHUFDUHEURXJKWE\FOLQLFDOVHTXHQFLQJ࠘ 
࣭0DUF/DGDQ\L0'
&KDLULQ0ROHFXODU2QFRORJ\0HPRULDO6ORDQ.HWWHULQJ&DQFHU&HQWHU
  ࣭)XPL\XNL7DNDKDVKL0'3K'
'HSDUWPHQWRI5HVSLUDWRU\0HGLFLQH-XQWHQGR8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH

  ࣭&KLHNR7DPXUD3K'㸬
*HQHWLF&RXQVHOLQJ&OLQLF-XQWHQGR8QLYHUVLW\+RVSLWDO)HWDO 0HGLFLQH&OLQLF
7RN\R

  ࣭'DLVHL0L\DPRWR3K'㸬
2IILFHRI,Q9LWUR'LDJQRVWLFV3KDUPDFHXWLFDOVDQG0HGLFDO'HYLFHV$JHQF\

 㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
    ཧຍ⪅ᩘ㸸㸷㸱ྡ

 㸦㸳㸧ദ
    㡰ኳᇽᏛ
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International symposium

Approaches to the realization of genomic medicine in cancer field
〜 Future vision and issue in cancer care brought by clinical sequencing 〜
Promotion activity for training cancer professionals under the sponsorship of the MEXT, Japan

July 15, 2016 (Friday) 17:00~18
00~ 18:50
Juntendo University School of Medicine Century tower
（Building no.11）North 4F
※ mainly audience：medical oncologists, graduate students and
the persons who are interested in cancer research and clinic.
※ This symposium will connect the following facilities using ICT.
Iwate Medical University, Shimane University, Tottori University,Tokyo University of Science,
Meiji Pharmaceutical University, Rikkyo University and Juntendo University School of Medicine

Program
General Chairparson

Misa Imai ,Ph.D.
Leading Center for the development and research of Cancer medicine
Juntendo University Graduate school of Medicine
17:00 〜17:10

Kazuhisa Takahashi M.D.,Ph.D.

Opening address

Department of Respiratory Medicine, Juntendo University Graduate School of Medicine

Lecture
Presenter

“Approaches of MSK-IMPACT（clinical sequence）”

17:10 〜18:00

Marc Ladanyi M.D.
The William Ruane Chair in Molecular Oncology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Chairperson

Shunsuke Kato M.D.,Ph.D．
Department of Clinical Oncology, Juntendo University Graduate School of Medicine

Pannel discussion
Participant

“Individualized future vision and required social infrastructure
investment in cancer care brought by clinical sequencing ”

18:00 〜18:40

Marc Ladanyi M.D.
Chair in Molecular Oncology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Fumiyuki Takahashi M.D.,Ph.D.
Department of Respiratory Medicine, Juntendo University Graduate School of Medicine

Chieko Tamura ,Ph.D．
Genetic Counseling Clinic, Juntendo University Hospital / Fetal

Medicine Clinic Tokyo

Daisei Miyamoto ,Ph.D．
Office of In Vitro Diagnostics, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency
Chairperson

Yoko Tabe M.D.,Ph.D．
Department of Clinical Laboratory Medicine, Juntendo University Graduate School of Medicine

Takuo Hayashi M.D.,Ph.D．
Department of Human Pathology, Juntendo University Graduate School of Medicine

Closing address

Okio Hino M.D., Ph.D.

18:40 〜18:50

Department of Molecular Pathogenesis, Juntendo University Graduate School of Medicine

Sponsor

Leading center for the development and research of cancer medicine, Juntendo University Graduate School of medicine
Department of Orthopedics and Motor Organ, Juntendo University Graduate School of Medicine
TEL：03-5802-1710

2
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URL：http://ganpro-ict-plan.jp/index.html
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平成 24 年度文部科学省がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン採択事業

がん分野におけるゲノム医療実現に向けた取り組み
〜 クリニカルシークエンスがもたらすがん医療の将来像と問題点 〜

期

日

平成 28 年 7 月 15 日 ( 金 ) 17 : 00 〜 18 : 50
※ 参加をご希望の方は事前に最下の問合せ先までご連絡下さい。
（当日の直接参加も可能です。
）

参加費

無料

会

順天堂大学 センチュリータワー
北棟 4 階 教室

場

I CT 接続

対象者

島根大学、鳥取大学、岩手医科大学、東京理科大学、
明治薬科大学、立教大学、順天堂大学

教員・研究者・医療関係者・大学院生・学生 等

プログラム
総合司会

今井 美沙 順天堂大学大学院医学研究科 先導的がん医療開発研究センター 助教

開会の辞

髙橋 和久 順天堂大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 教授

講演
演

クリニカルシークエンス

17:00 〜 17:10

MSK-IMPACT の取り組み

17:10 〜 18:00

者

Marc Ladanyi M.D. スローン・ケタリング記念がんセンター 分子腫瘍学 教授
司

会

加藤 俊介

順天堂大学大学院医学研究科 臨床腫瘍学

教授

Panel discussion
クリニカルシークエンスが拓くがん医療の個別化の将来像と必要な社会的基盤整備

18:00 〜 18:40

パネリスト

Marc Ladanyi M.D. スローン・ケタリング記念がんセンター 分子腫瘍学 教授
高橋 史行

順天堂大学大学院医学研究科

呼吸器内科学

准教授

田村 智英子 順天堂大学医学部附属順天堂医院 遺伝相談外来／
FMC 東京クリニック

宮本 大誠
司

医療情報・遺伝カウンセリング部

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

体外診断薬審査室

日米遺伝カウンセラー

室長

会

田部 陽子

順天堂大学大学院医学研究科

臨床病態検査医学

林 大久生

順天堂大学大学院医学研究科

人体病理病態学

閉会の辞

准教授

樋野 興夫 順天堂大学大学院医学研究科 分子病理病態学 教授

主 催 ： 順天堂大学がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
共 催 ： 順天堂大学大学院医学研究科
問い合わせ先

先任准教授

18:40 〜 18:50

先導的がん医療開発研究センター

整形外科・運動器医学

TEL：03 - 5802 -1710

URL：http://ganpro-ict-plan.jp/index.html

E-mail：ganpro@juntendo.ac.jp
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2-3 ࡀࢇࣉࣟ◊✲ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࡀࢇࣉࣟ◊✲ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕࡀࢇ⒪࠾ࡅࡿᶆⓗ᥈⣴ࡽ⮫ᗋࡲ࡛ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸵᭶㸱㸮᪥㸦ᅵ㸧13㸸30㹼17㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸ᮾி⌮⛉Ꮫⴱ㣭࢟ࣕࣥࣃࢫ ᅗ᭩㤋࣮࣍ࣝ
㸦㸱㸧ㅮ₇
 ࣭
ࠕஙࡀࢇᖿ⣽⬊ࡢゎ⢾⣔௦ㅰ࠾ࡅࡿ atypical protein kinase C㸦aPKC㸧ࡢᙺࠖ
                    ᮾி⌮⛉Ꮫ ⸆Ꮫ㒊 ᩍᤵ ⛅ᮏ ᠇
 ࣭
ࠕᨺᑕ⥺⒪ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚
㸫᪂ࡓ࡞ᨺᑕ⥺⣽⬊ᛂ⟅࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢⓎぢᨺᑕ⥺⒪ࡢᛂ⏝㸫ࠖ
                     ᮾி⌮⛉Ꮫ ⸆Ꮫ㒊 ㅮᖌ ᭶ᮏ ගಇ
 ࣭
ࠕᢠయ་⸆ရࡢ㛤Ⓨࠖ      
୰እ〇⸆ 〇⸆ᮏ㒊⏕⏘ᕤᏛ◊✲㒊 ᒣᓮ ᛅ⏨
 ࣭
ࠕᏛࡽⓎಙࡍࡿཱྀ⭍⢓⭷⅖⏝〇ࡢ㛤Ⓨホ౯ࠖ
                     ᮾி⌮⛉Ꮫ ⸆Ꮫ㒊 ຓᩍ Ἑ㔝 ᘺ⏕
 ࣭
ࠕᚋࠊஙࡀࢇศ㔝࡛ᮇᚅࡉࢀࡿ⸆≀⒪ἲࡣࠖ
                  㡰ኳᇽᏛ ங⭢ෆศἪእ⛉ ᩍᤵ 㰺⸨ ගỤ
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸵㸱ྡ
㸦㸳㸧ദ
 ᮾி⌮⛉Ꮫ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮
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2-4 ࡀࢇࣉࣟᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࡀࢇࣉࣟᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ࠕᆅᇦ㐃ᦠ࠾ࡅࡿᅾᏯࡀࢇ⒪ࠖ㸫ࡀࢇ⦆་⒪ࢆ୰ᚰᆅᇦ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⪃࠼ࡿ㸫
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸰㸯᪥㸦Ỉ㸧18㸸30㹼20㸸30
 ㅮ⩏ሙ㸸ᒾᡭ་⛉Ꮫ❧㸴㸮࿘ᖺグᛕ㤋㸷㝵 ➨㸰ㅮ⩏ᐊ
㸦㸱㸧ㅮ₇
 ࣭
ࠕᒾᡭ┴࠾ࡅࡿᅾᏯࡀࢇ་⒪ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖ
                 ᒾᡭ་⛉Ꮫ ⦆Ꮫ⛉ ᩍᤵ ᮌᮧ ♸㍜ ඛ⏕
 ࣭
ࠕ㫽ྲྀ┴࠾ࡅࡿᅾᏯࡀࢇ་⒪ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖ
                   ࡦࡔࡲࡾࢡࣜࢽࢵࢡ 㝔㛗 ⚟⏣ ᖿஂ ඛ⏕
 ࣭ࠕᮾி㒔࠾ࡅࡿᅾᏯࡀࢇ་⒪ࡢ⌧≧ㄢ㢟㹼Ꮫ㝔ࡢ❧ሙࡽ㹼ࠖ
          㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㡰ኳᇽ་㝔ࡀࢇ⒪ࢭࣥࢱ࣮┳ㆤᖌ㛗ࠊ
          㡰ኳᇽᏛᏛ㝔་⒪┳ㆤᏛ◊✲⛉ຓᩍ୰㔝┿⌮Ꮚ ඛ⏕
 ࣭ࠕ፬ே⛉ࡀࢇ⦆་⒪ࡢᐇ㊶ࠖ
              ⪷࣐ࣜࣥࢼ་⛉Ꮫ ⏘፬ே⛉ ᩍᤵ 㕥ᮌ ┤ ඛ⏕

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸲㸴ྡ

㸦㸳㸧ദ
 ᒾᡭ་⛉Ꮫ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮
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2-5 ᓥ᰿Ꮫ࣭㫽ྲྀᏛྠ᪥㛤ദ
ᕷẸබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࠕࡀࢇୖᡭࡃࡘࡁ࠶࠺ࡓࡵࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᕷẸබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕࡀࢇୖᡭࡃࡘࡁ࠶࠺ࡓࡵࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸯᭶㸰㸮᪥㸦᪥㸧13㸸00㹼16㸸00
 㛤ദሙᡤ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ࡳࡽ࠸Ჷ㸲㝵ࢠࣕࣛࢡࢩ࣮
㸦㸱㸧ㅮ₇
 ᇶㄪㅮ₇
 ࣭
ࠕ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡀࢇࡢᨺᑕ⥺⒪ࠖ
    ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ᨺᑕ⥺་Ꮫㅮᗙ ᨺᑕ⥺⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ⊦ಛ Ὀ ඛ⏕
 ࣭
ࠕ㐍⾜⫵ࡀࢇࡢ⸆≀⒪ἲࡘ࠸࡚ࠖ
    ᮾᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ ⦆་⒪Ꮫศ㔝 ᩍᤵ ୖ ᙲ ඛ⏕
 ࣭
ࠕస⏝ୖᡭࡃࡘࡁ࠶࠺ࡓࡵࠖ
    ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾ ඛ⏕
 ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
  ࠕࡀࢇୖᡭࡃࡘࡁ࠶࠺ࡓࡵࠖ
ᗙ㛗㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾ ඛ⏕
ࣃࢿࣜࢫࢺ
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ᨺᑕ⥺་Ꮫㅮᗙ ᨺᑕ⥺⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ⊦ಛ Ὀ ඛ⏕
    ᮾᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ ⦆་⒪Ꮫศ㔝 ᩍᤵ ୖ ᙲ ඛ⏕
    ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾ ඛ⏕
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
   ཧຍ⪅ᩘ㸸12 ྡ
㸦㸳㸧ദ
ᓥ᰿Ꮫ/㫽ྲྀᏛ
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2-5 㫽ྲྀᏛ࣭ᓥ᰿Ꮫྠ᪥㛤ദ
ᕷẸබ㛤ㅮᗙ ࠕࡀࢇᝈ⪅ࢆᨭ࠼ࡿࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᕷẸබ㛤ㅮᗙ ࠕࡀࢇᝈ⪅ࢆᨭ࠼ࡿࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 20 ᪥㸦᪥㸧13㸸00㹼17㸸00
 㛤ദሙ㸸ᅜ㝿ࣇ࣑࣮ࣜࣉࣛࢨ㸰F ࣇ࣑࣮࣮ࣜ࣍ࣝ
㸦㸱㸧ෆᐜ
 ➨㸯㒊㸸ᫎ⏬ୖᫎ
     ࠗኵࠋ㸫ᑠඣ⛉་࣭⣽㇂ுኴࡢࢥࢺࣂ㸫࠘ ఀໃ ┿୍┘╩సရ
 ➨㸰㒊㸸࠶ࡿஙࡀࢇᝈ⪅ࡉࢇࡢ࠾ヰ
     㫽ྲྀᏛࣈࣞࢫࢺࢣࢳ࣮࣒㸤
      ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 デ⒪ᨭタᰤ㣴⒪ᐊᐊ㛗 ᖹ 㡰Ꮚ ඛ⏕

     ≉ูㅮ₇ࠕஙࡀࢇ㣗ࡢ㛵ࢃࡾࠖ
      㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ங⭢ෆศἪእ⛉ᩍᤵ 㰺⸨ ගỤ ඛ⏕
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸151 ྡ㸦㫽ྲྀሙ㸧
㸦㸳㸧ദ
 㫽ྲྀᏛ/ᓥ᰿Ꮫ
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‥†‒∕∞⇕⇝∍⇩⇽

 㐃ᦠ  Ꮫ )' ◊ಟ


ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠

㻌 ࡀࢇࣉࣟ )' ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ࠕࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ㸲ᖺ༙ࡢᡂᯝ
ṧࡿㄢ㢟ཬࡧᚋࡢᒎᮃ㸦➨㸱ᮇࡀࢇࣉࣟࡶど㔝㸧
ࠖ

㸦㸰㸧᪥ࠊሙᡤࠊᑐ㇟
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸱᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼 ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸲᪥㸦᪥㸧㸸
 㛤ദሙᡤ㸸㡰ኳᇽᏛ ᮏ㒓࣭࠾ⲔࡢỈ࢟ࣕࣥࣃࢫࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡Ჷ  ᩍᐊ
 ཧຍᑐ㇟㸸ࡀࢇࣉࣟ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ㐃ᦠ㸵Ꮫ㸸ᩍဨࠊࡀࢇࣉࣟᏛ⏕

㸦㸱㸧ཧຍ⪅ᩘࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸱㸮ྡ

㸦㸲㸧ദ
 㡰ኳᇽᏛ
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・開催案内
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㸶㸬సᴗ㒊㸸ͤྛ㒊ࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࢆ⨨ࡃࠋ
㸦እ㒊ホ౯ጤဨ࡛Ⓨ⾲ࢆࡈணᐃࡢඛ⏕㸧
㸦㸱ࢢ࣮ࣝࣉ㸧


ࢢ࣮ࣝࣉ㛗

సᴗ㒊
ヱᙜࡍࡿࠕ㐩ᡂ┠ᶆࠖ
㸿 ᩍ⫱ศ㔝

㹀 ᆅᇦศ㔝
◊✲ศ㔝


նࡀࢇ་⒪ᩍ⫱ࡢᐇࢆᅗࡿࠋ

ճᆅᇦࡢὶࠊᆒ࡚ࢇࡢᐇ

շࡀࢇ◊✲ࡢᐇᇶ┙ࡢタ⨨

㎷㇂ ಇ୍
㸦㫽ྲྀ㸧
♒㒊 ጾ
㸦ᓥ᰿㸧
ᮌᮧ ♸㍜
㸦ᒾᡭ་⛉㸧
Ὕཱྀ ᣅ☻
㸦❧ᩍ㸧

㹁
ᅜ㝿ศ㔝 մᅜ㝿ྥࡅࡓᣐⅬࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨

ຍ⸨ ಇ
㸦㡰ኳᇽ㸧


ͤྛศ㔝࡛ᡂᯝࢆࡲࡵࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊձ,&7 ࢆά⏝ࡋ㐃ᦠࢆ῝ࡵࡿࠊղᚠ⎔ᆺὶࡢᐇ
⌧ࢆࡍࡿࠊࡢ㡯┠ࢆࡢࡼ࠺ά⏝ࡋ࡚ᴗࢆຠ⋡ࡼࡃ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠊࡲࡓࡢ
ࡼ࠺ࡋ࡚յࡀࢇデ⒪ࡢ㈉⊩࣭♫ࡢሗⓎಙࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠊࡘ࠸࡚ࡶཧ
⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ



࠙ ࢢ࣮ࣝࣉ୍ぴ ࠚ
㸦ኴᏐࡣࢢࣝ̿ࣉ㛗㸧


ࢢ࣮ࣝࣉ $㸦ᩍ⫱ศ㔝㸧
㎷㇂ ಇ୍ࠊ㧘ᶫ ஂࠊ୰㇂ ಇᙪࠊ㉺๓ ᏹಇࠊୖ ⿱㈗ࠊᑠἨ ဴኵࠊᮅᑿ ဴᙪࠊ


ࢢ࣮ࣝࣉ %㸦ᆅᇦศ㔝㸧
♒㒊 ጾࠊ⊦ಛ Ὀࠊᮌ
ᮌᮧ ♸㍜ࠊᵽ㔝 ⯆ኵࠊᘅ୰ ឡࠊ㛵ཎ ṇ


ࢢ࣮ࣝࣉ &㸦◊✲ศ㔝࣭ᅜ㝿ศ㔝㸧
◊✲㸸Ὕ
Ὕཱྀ ᣅ☻ࠊ᪩ᕝ ὒ୍ࠊὠ➃ ⏤ె㔛ࠊ ⨾Ἃ㸦ව௵㸧
ࠊ㡲⸨ ୍㉳ࠊ῝㇂ ⥳
ᅜ㝿㸸ຍ
ຍ⸨ ಇࠊ ⨾Ἃ㸦ව௵㸧
ࠊΎỈ 㯇Ꮚࠊ୰ᮧ ኸࠊ㉥ụ ♸










4
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㸷㸬ᐇࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ             
                       ྖ㸸㡰ኳᇽᏛ  ⨾Ἃຓᩍ
᪥⛬
┠Ᏻ㛫
ෆᐜ
ഛ⪃
 ᪥┠ 㸸
㛤ᣵᣜ࣭㊃᪨ㄝ᫂ ⤫ᣓࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
㸦㧘ᶫ ஂᩍᤵ㸧ࡼࡾᮏ㹄㹂ࡢ
㸦㸧
㊃᪨ࢆㄝ᫂


㸸

◊ಟࡢయㄝ᫂
㹼ࣥࢺࣟࢲࢡࢩࣙࣥ
㸦ව㣗㸧
㸨᪩ࡵ⤊ࡋࡓሙྜ
ࡣ㣗㛫࠶࡚ࡿ



㸸

ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㸯



㸸



㸸

ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲࣭ウㄽ 1 ᩍᐊ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡢពぢ
㸦୰㛫Ⓨ⾲㸧

ఇ᠁




㸸

ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㸰


ࢢ࣮ࣝࣉศࢀࠊࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲ࡢ
ᣦ㡯ࡶཧ⪃ពぢ



㸸

㐠Ⴀ㐃⤡


1 ᩍᐊ㸦㛵ಀ⪅ࡢࡳ㸧
ࡢཧຍ⪅ࡣࢫࣛࢻࡲࡵࠊ᭩グ
సᴗ࡞



㸸



㸸

ពぢ㸦වኤ㣗㸧 &$1$/&$)(㸦%%4 

 ᪥┠⤊






㸦ᐟἩ㸧



యⓎ⾲࣭⥲ྜウㄽ



㛢ᣵᣜ
 ᪥┠⤊

$࣭%࣭& ◊✲࣭& ᅜ㝿ࢢ࣮ࣝࣉྛ 
ศࡎࡘ
㸦Ⓨ⾲࣭㉁ᛂ⟅ྵࡴ㸧
㸸㹼⥲ྜウㄽ
ᵽ㔝⯆ኵᩍᤵ


 ᪥┠ 㸸
㸦㸧 




㸸

௦⾲ୡヰே㸦ຍ⸨ ಇᩍᤵ㸧ࡼࡾ
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㐍ࡵ᪉ࡢㄝ᫂

ᴗᴫせࠊ㐩ᡂ┠ᶆࡢ☜ㄆ
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢࡍࡍࡵ᪉
እ㒊࣭୰㛫ホ౯ࡢࡾ㏉ࡾ
୰㛫ホ౯ᑐࡍࡿᨵၿィ⏬ࡢ☜ㄆ
࡞

1 ᩍᐊ
ࢢ࣮ࣝࣉศࢀࠊࢸ࣮࣐ẖࡢ㐍ᤖ
≧ἣࡢ☜ㄆࠊᚋࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡢ
ពぢ
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ཧຍ⪅ྡ⡙
ᖹᡂ  ᖺᗘࡀࢇࣉࣟ )' ◊ಟཧຍ⪅ྡ⡙

Ꮫ

ᡤᒓ

⫋ྡ

Ặྡ

㸯 㡰ኳᇽᏛ

྾ჾෆ⛉Ꮫ

ᩍᤵ

㧘ᶫ ஂ

㸰 㡰ኳᇽᏛ

⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ

ᩍᤵ

ຍ⸨ ಇ

㸱 㡰ኳᇽᏛ

ศᏊ⌮ែᏛ

ᩍᤵ

ᵽ㔝 ⯆ኵ

㸲 㡰ኳᇽᏛ

ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ຓᩍ

 ⨾Ἃ

㸳 㡰ኳᇽᏛ

⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ

Ꮫ㝔  ᖺ

ΎỈ 㯇Ꮚ

㸴 㡰ኳᇽᏛ

྾ჾእ⛉Ꮫ

Ꮫ㝔  ᖺ

୰ᮧ ኸ

㸵 㡰ኳᇽᏛ

྾ჾෆ⛉Ꮫ

Ꮫ㝔  ᖺ

ᮅᑿ ဴᙪ

㸶 㡰ኳᇽᏛ

᭱ඛ➃ࡀࢇ⮫ᗋ◊✲ࢥ࣮ࢫ

Ꮫ㝔  ᖺ

ᘅ୰ ឡ

㸷 㡰ኳᇽᏛ

᭱ඛ➃ࡀࢇ⮫ᗋ◊✲ࢥ࣮ࢫ

Ꮫ㝔  ᖺ

㡲⸨ ୍㉳

 㡰ኳᇽᏛ

ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮

3'

㛵ཎ ṇ

5$

㉥ụ ♸

◊✲ᨭ⪅

῝㇂ ⥳

㸦⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ㸧

 㡰ኳᇽᏛ

ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
㸦ᩚᙧእ⛉Ꮫ㸧

 㡰ኳᇽᏛ

ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
㸦ୗ㒊ᾘ⟶እ⛉Ꮫ㸧

 ᓥ᰿Ꮫ

་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ
྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ

ᩍᤵ

♒㒊 ጾ

 ᓥ᰿Ꮫ

་Ꮫ㒊ᨺᑕ⥺་Ꮫㅮᗙ

ᩍᤵ

⊦ಛ Ὀ

ᨺᑕ⥺⭘⒆Ꮫ
 ᓥ᰿Ꮫ

་Ꮫ㒊⦆ࢣㅮᗙ

ᩍᤵ

୰㇂ ಇᙪ

 ᓥ᰿Ꮫ

་Ꮫ㒊ᒓ㝔
྾ჾ࣭Ꮫ⒪ἲෆ⛉

ㅮᖌ

ὠ➃ ⏤ె㔛

 㫽ྲྀᏛ

་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ࡀࢇࢭࣥࢱ࣮

ࢭࣥࢱ࣮㛗࣭ᩍᤵ

㎷㇂ ಇ୍

 ᒾᡭ་⛉Ꮫ ⦆་⒪Ꮫ⛉

ᩍᤵ

ᮌᮧ ♸㍜

 ᮾி⌮⛉Ꮫ ⸆Ꮫ㒊⏕⸆⛉Ꮫ⛉

ᩍᤵ

᪩ᕝ ὒ୍

 ᫂⸆⛉Ꮫ ⸆≀⒪Ꮫ

ᩍᤵ

㉺๓ ᏹಇ

 ᫂⸆⛉Ꮫ ⸆≀యෆືែᏛ

3'

ୖ ⿱㈗

 ❧ᩍᏛ

⌮Ꮫ㒊≀⌮Ꮫ⛉

ᩍᤵ

ᑠἨ ဴኵ

 ❧ᩍᏛ

⌮Ꮫ◊✲⛉≀⌮Ꮫᑓᨷ

≉௵ᩍᤵ

Ὕཱྀ ᣅ☻

 㡰ኳᇽᏛ

ᩍົㄢ㸦Ꮫ㝔ᢸᙜ㸧

ㄢ㛗

♒㒊 ㇏

 㡰ኳᇽᏛ

ᩍົㄢ㸦Ꮫ㝔ᢸᙜ㸧

௵

⢑㇂ ᫀྐ

 㡰ኳᇽᏛ

ࡀࢇࣉࣟົᒁ

ົဨ

ᮧ㔛 㯞⪨

 㡰ኳᇽᏛ

ࡀࢇࣉࣟົᒁ

ົဨ

ᚿ㔝 㯞Ꮚ

 㡰ኳᇽᏛ

ࡀࢇࣉࣟົᒁ

ົဨ

ᅵᒱ Ⰻᜨ

 ᒾᡭ་⛉Ꮫ ་Ꮫ㒊ᩍົㄢ

ົဨ

ᕝᏲ ⿱㝧

 ᒾᡭ་⛉Ꮫ ་Ꮫ㒊ᩍົㄢ

ົဨ

ྜྷ⏣ ࡣࡿ࡞
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࠙ཧ
ཧ⪃ࠚᮏ
ᮏࢢ࣮ࣝࣉࡢ㐩ᡂ┠ᶆ

㐩ᡂ┠ᶆ

㐩ᡂ┠ᶆᑐࡍࡿ
ホ౯ᣦᶆ ᐃ㔞ⓗ࡞ࡶࡢ 

㐩ᡂ┠ᶆᑐࡍࡿ
ホ౯ᣦᶆ ᐃᛶⓗ࡞ࡶࡢ 

,&7ࢆά⏝ࡋ㐃ᦠࢆ῝ࡵࡿࠋ

ۑᏛ㐠Ⴀ㐃⤡㸦ᖺᅇ௨ୖ㛤ദ㸧
ۑᗈᇦΏࡿ㐃ᦠᏛ㛫ࡢὶಁ
ۑHOHDUQLQJࢆά⏝ ඹ㏻⛉┠⛉┠సᡂ 
㐍
ۑ,&7ࢆά⏝ࡋࠊ᪉ྥࡢᤵᴗࢆ㛤ദ㸦ඹ㏻⛉┠ᖺ ۑ᪉ྥᤵᴗࠊඹྠᤵᴗ࢝ࣥࣇ
ᅇ㛤ദ㸧
ࣞࣥࢫࡼࡿ㐲㝸ᆅࡢᩍဨ࣭Ꮫ
ۑඹྠᤵᴗ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ㛤ദ㸦ᖺᅇ௨ୖ㸧
⏕ࡢሗඹ᭷࣭㐃ᦠᙉ
ᚠ⎔ᆺὶࡢᐇ⌧ࢆࡍࡿࠋ
ۑ㐃ᦠᏛ㛫࠾࠸࡚ඹྠ◊✲ᐇ ࣉࣟࢪ࢙ࢡ ⮫ۑᗋ◊✲ࠊ⮫ᗋヨ㦂ࠊᅜ㝿ඹྠ
ࢺ
⮫ᗋヨ㦂➼ࡢཧຍ
ۑඹྠᤵᴗ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ㛤ദ㸦ᖺᅇ௨ୖ㸧
ۑከ⫋✀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊ಟ㸦ྜᐟ㸧ẖᖺ
ᅇ㛤ദ
ۑᩍဨࡢᣦᑟ⬟ຊྥୖࡢࡓࡵࡢࣇ࢝ࣝࢸ࣭ࢹ
࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺࡢ㛤ദ㸦ᖺᅇ௨ୖ㸧
ۑ㐃ᦠᏛ㛫ࡢᩍဨᚠ⎔ᤵᴗࢆ㛤ദ㸦ᖺㅮ⩏௨
ୖ㸧
ᆅᇦࡢὶ࣭ᆒ࡚ࢇࡢᐇ ۑᏛ㝔ᆅᇦ㝔㛫࡛ࡢඹྠ࢝ࣥࣇ㛤ദ ۑᆅᇦ་⒪ᶵ㛵࡛ࡢᐇ⩦ᐇ⦼
ࠋ
㸦ᖺ㸰ᅇ௨ୖ㸧
ۑᆅᇦࡀࢇⓏ㘓ࡢ㐃ᦠ
ۑከ⫋✀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊ಟ㸦ྜᐟ㸧ẖᖺ㛤
ദ
ᅜ㝿ྥࡅࡓᣐⅬࢭࣥࢱ࣮ ۑᅜ㝿Ꮫ➼࡛ࡢ◊✲ㄽᩥⓎ⾲ᩘ ᖺ㛫௳௨ୖ㸧ࡢࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ✲◊ۑ㞠⏝
ࡢタ⨨
ۑᾏእࡢඛ㐍ⓗ࡞◊✲ᶵ㛵➼ࡢ◊ಟὴ㐵 ᖺ㛫 ࡢ⪅✲◊ࢇࡀۑ㐃ᦠ࣭ඹྠ◊✲ࡢ
ྡ௨ୖ 
ᐇ
ۑᾏእࡢඛ㐍ⓗ࡞Ꮫࡽᩍဨࢆᣍ⪸ࡋㅮ⩏ࢆ㛤
ദ㸦ᖺᅇ௨ୖ㸧
ۑᾏእࡼࡾᣍ⪸ࡋࠊᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ㸦ᖺ
ᅇ௨ୖ㸧
ࡀࢇデ⒪ࡢ㈉⊩࣭♫ࡢ ۑ+3᭦᪂㸦᭶ᅇ௨ୖ㸧
⮫ۑᗋ⌧ሙࡢ㐃ᦠᙉ
ሗⓎಙࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ
ྥ⯡୍ۑㅮ₇ࡢ㛤ദ㸦ᖺᅇ௨ୖ㸧
ۑάືሗ࿌᭩సᡂ ᖺᅇ 
࣮ࢱࣞࢫ࣮ࣗࢽۑసᡂ㸦ᖺᅇ㸧
ࡀࢇ་⒪ᩍ⫱ࡢᐇࢆᅗࡿࠋ ࡢࢫ࣮ࢥࣈࢩࣥࢸࣥۑタ⨨㸦㐃ᦠᏛ࠶ࢃࡏ࡚ ࣒࣮ࢳۑ་⒪ࡢ㔜せᛶࢆᩍ⫱
ࢥ࣮ࢫ㸧
ۑᐇ㉁ⓗ࡞ࡀࢇ་⒪ேࡢᩍ⫱
ۑHOHDUQLQJࢆά⏝ ඹ㏻⛉┠⛉┠సᡂ 
࣓ࣉࢵࣟ࣋ࢹ࣭ࢸࣝ࢝ࣇۑ
ۑ,&7ࢆά⏝ࡋࠊ᪉ྥࡢᤵᴗࢆ㛤ദ㸦ඹ㏻⛉┠ᖺ ࣥࢺ㸦࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸧ࡢࣉࣟ
ᅇ㛤ദ㸧
ࢲࢡࢺ
ཷࡢࢫ࣮ࢥྛۑධ┠ᶆேᩘ ᖹᡂᖺᗘ㸧ᑐࡍࡿ ࢇࡀۑ⒪ㄆᐃ་ࡢ㈨᱁ྲྀᚓࢆ᥎
㊊⋡
ዡ
ۑㄆᐃ┳ㆤᖌ㈨᱁ྲྀᚓ


ࡀࢇ◊✲ࡢᐇᇶ┙ࡢタ⨨
ۑ㐃ᦠᏛ㛫࠾࠸࡚ඹ㏻◊✲ࣉࣟࢺࢥࣝࡢసᡂ ࡢ⪅✲◊ࢇࡀۑ㐃ᦠ࣭ඹྠ◊✲ࡢ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ௨ୖ 
ᐇ
ࢇࡀۑ㛵ࡍࡿ◊✲ㄽᩥⓎ⾲㸦ᖺ㛫௳௨ୖ㸧
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ڦ㈨ᩱ
࣭ሙࡢᵝᏊ
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3-2 ⮫ᗋ◊✲◊ಟ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
  ➨㸳ᅇ⮫ᗋ◊✲◊ಟ
㸦㸰㸧ࢸ࣮࣐
  ࠗ⏕≀⤫ィᐙࡶᐇ⌧ྍ⬟࡞ᮏ᱁ⓗ⮫ᗋ◊✲ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࢆసᡂࡋࡼ࠺㸟࠘

㸦㸱㸧᪥ࠊሙࠊᑐ㇟
  ሙ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼 ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸
㛤ദሙ㸸㡰ኳᇽᏛ ᮏ㒓࣭࠾ⲔࡢỈ࢟ࣕࣥࣃࢫࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡༡Ჷ  㝵
  ཧຍᑐ㇟㸸ࡀࢇࣉࣟⓏ㘓⏕㸦Ꮫ㝔⏕࣭ࣥࢸࣥࢩࣈ⏕㸧ࠊ3'࣭5$࣭◊✲ᨭ⪅ࠊ་ᖌࠊ
   ⸆ᖌࠊ┳ㆤᖌࠊ་Ꮫ≀⌮ኈࠊᇶ♏⸆Ꮫ◊✲⪅ࠊ⤫ィᐙ࠾ࡼࡧࡑࡢ་⒪ࢫࢱࢵࣇ

㸦㸲㸧ㅮ₇
  ࣭
ࠕྜᐟࡢㄢ㢟ࢳ࣮࣒ࡢព⩏ࡘ࠸࡚ࠖ
㡰ኳᇽᏛ ங⭢࣭ෆศἪእ⛉Ꮫ 㰺⸨ ගỤ ᩍᤵ
  ࣭
ࠕࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝసᡂࡢᡭ㡰ࠖ
㜰ᏛᏛ㝔 ་Ꮫ⣔◊✲⛉ ᒣᮏ ⣫ྖ ᐤ㝃ㅮᗙᩍᤵ
  ࣭
ࠕࢳ࣮࣒ࣅࣝࢹࣥࢢࠖ
ᰴᘧ♫ࣅࢪࢿࢫࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ ᓮ ᱇Ꮚ ㅮᖌ
  ࣭
ࠕ ᖺᗘ 0' ࣥࢲ࣮ࢯࣥᾏእ◊ಟሗ࿌ࠖ
㡰ኳᇽᏛ ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ⨾Ἃ ຓᩍ
  ࣭
ࠕస⏝ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏◊✲ࠖ
ᮾி⌮⛉ ⸆Ꮫ㒊 ⸆Ꮫ⛉ ᑠⱱ⏣ ᫀ௦ ᩍᤵ

㸳 ཧຍ⪅ࡢᴫせ
  ࣭ཧຍ⪅ᩘ㸸㸳㸷ྡ 

㸴 ദ
 ࣭㡰ኳᇽᏛ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭ᐇせ㡿


ᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ᥇ᢥᴗ



ࠕ➨  ᅇ⮫ᗋ◊✲◊ಟࠖ ᐇせ㡿 


㸯㸬ᐇᮇ᪥
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼  ᭶  ᪥㸦᪥㸧


㸰㸬ཧຍᰯ
  㡰ኳᇽᏛࠊᓥ᰿Ꮫࠊ㫽ྲྀᏛࠊᒾᡭ་⛉Ꮫࠊᮾி⌮⛉Ꮫࠊ᫂⸆⛉Ꮫࠊ❧ᩍᏛ


㸱㸬◊ಟ࣭ᐟἩሙᡤ
◊ಟሙᡤ 㸸 㡰ኳᇽᏛ ᮏ㒓࣭࠾ⲔࡢỈ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡༡Ჷ  㝵
ᐟἩሙᡤ 㸸 ࠙࣍ࢸࣝᮾி࣮࢞ࢹࣥࣃࣞࢫࠚ
ࠛ ᮾி㒔ᩥி༊ᓥ  7(/㸸


㸲㸬ཧຍᑐ㇟
  ࡀࢇࣉࣟⓏ㘓⏕㸦Ꮫ㝔⏕࣭ࣥࢸࣥࢩࣈ⏕㸧ࠊ㹎㹂࣭㹐㸿࣭◊✲ᨭ⪅ࠊ
་ᖌࠊ⸆ᖌࠊ┳ㆤᖌࠊ་Ꮫ≀⌮ኈࠊᇶ♏⸆Ꮫ◊✲⪅ࠊ⤫ィᐙ࠾ࡼࡧࡑࡢ་⒪ࢫࢱࢵࣇ



㸳㸬ࢸ࣮࣐
  ࠗ⏕≀⤫ィᐙࡶᐇ⌧ྍ⬟࡞ᮏ᱁ⓗ⮫ᗋ◊✲ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࢆసᡂࡋࡼ࠺㸟࠘



㸴㸬ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢ࣏ࣥࢺ



ձ ከ⫋✀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᢏ⬟ࢆ㌟ࡘࡅࡿ㸦ከ⫋✀ࢃࡾࡸࡍ࠸ゝㄒ࡛ヰࡋࠊ࠸ࡢ
⌮ゎᗘࢆព㆑ࡋࡓ㆟ㄽࡢᒎ㛤ࢆࡍࡿ㸧
ղ ㄡࡶࡀ⮬㌟ࡢᑓ㛛㡿ᇦࡢヰ㢟࠾࠸࡚ࡣ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆࡾ㸦⊂ࡾࡀࡅࢇᘬࡋ⥆ࡅࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸧ࠊ⪅ࡀ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆࡗ࡚࠸ࡿࡁⰋࡁࣇ࢛࣮ࣟ࣡࡞ࡿయ㦂ࢆࡍࡿ
ճ ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐᇶ࡙࠸ࡓ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿ
մ ་⒪ࡢ࢚ࣥࢻ࣮ࣘࢨ࣮ࡋ࡚ࡢᝈ⪅ࡉࢇࢆᖖព㆑ࡍࡿ
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㸵㸬ᐇࣉࣟࢢ࣒ࣛ          㸦ሙ㸸㡰ኳᇽᏛ ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡༡Ჷ  㝵㸧

ᮇ㻌㻌 ᪥㻌㻌
➨ 㻝 ᪥┠㻌

㻌㻌 㛫䠄
䠄௬䠅㻌
㻝㻞䠖㻞㻜䡚㻌

䠄㻝㻜 ᭶ 㻞㻥 ᪥䠅㻌

ෆ㻌㻌 㻌 ᐜ䠄䠄௬䠅㻌
㛤䛾ᣵᣜ㻌
㊃᪨ㄝ᫂㻌 㻌
ົ㐃⤡㻌
㣗㻌 ➼㻌

㻝㻞䠖㻟㻜䡚㻝㻟䠖㻞㻜㻌
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䠍㻜䠊䝏䝳䞊䝍䞊䛾ධ䛿ຠᯝⓗ䛷䛒䛳䛯䛸ᛮ䛖

㻡㻚㻞

㻝㻝㻚Ⓨ⾲䛿᭷ព⩏䛰䛳䛯䛸ᛮ䛖

㻡㻚㻡

䠍㻞㻚䠊䛣䛾䜘䛖䛺ྜᐟ䛿᭷ព⩏䛰䛸ᛮ䛖

㻡㻚㻡

䠍㻟䠊ྜᐟ䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛿㐺ษ䛷䛒䛳䛯䛸ᛮ䛖

㻡㻚㻝

䠍㻠䠊䛣䛾ྜᐟ䛿ᴦ䛧䛛䛳䛯

㻡㻚㻟

䠍㻡䠊᮶ᖺᗘ䚸䜎䛯ྜᐟ䛻ཧຍ䛧䛯䛔

㻠㻚㻥

䈜䛂㻢㠀ᖖ䛻䛭䛖ᛮ䛖䡚㻝䛟䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔䛃䛾㻢ẁ㝵ホ౯

ឤ䚸せᮃ➼
䞉་⒪ᐇົ⪅䞉ᇶ♏◊✲⪅䞉⏕≀⤫ィᏛ⪅䛜㞟䜎䛳䛯㼐㼕㼟㼡㼟㼟㼕㼛㼚䛜ฟ᮶䛯䛣䛸䛷䚸䛸䛶䜒᭷ព⩏䛷䚸㉁䛾㧗䛔㼜㼞㼛㼠㼛㼏㼛㼘䛜䛷䛝䜛䛾
䛰䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䊻㼏㼍㼚㼏㼑㼞㻌㼟㼡㼞㼢㼕㼢㼑㼞䛜ධ䛳䛶䜒䜒䛳䛸ᨭ䜟䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛸ᛮ䛳䛯䚹䠄㻝㻜ᖺ௨ୖ䞉་ᖌ䠅
䞉䛔䛝䛺䜚䝥䝻䝖䝁䝹䜢స䜜䛸ゝ䜟䜜䛶䜒స䜜䛺䛔䛾䛷䜾䝹䞊䝥䝕䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛾๓䛻䜒䛖ᑡ䛧ලయⓗ䛺ㅮ⩏䛜䛒䛳䛯᪉䛜Ⰻ䛔
䛸ᛮ䛖䚹⫋✀䛾᪉䛸䝕䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛧䛶䇺⪃䛘䜛䇺䛣䛸䛿ฟ᮶䛯䛜䚸䛣䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛷䛿䝥䝻䝖䝁䝹䜢䇺స䜛䇺䜘䛖䛻䛿䛺䜙䛺䛔䛸ᛮ
䛔䜎䛧䛯䚹ᅇ䛾䝁䞁䝉䝥䝖䛜䇺⪃䛘䜛䇺䛣䛸䛷䛒䜛䛾䛷䛒䜜䜀Ⰻ䛔䛜䚸⚾䛿䇺స䜜䜛䇺䜘䛖䛻䛺䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛧䛶᮶䛯䛾䛷䚸䝕䝇
䜹䝑䝅䝵䞁୰䛻䜒䛖ᑡ䛧䚸䝏䝳䞊䝍䞊䛾ධ䛜䛒䛳䛶䜒䚸䝁䝒䛺䛹䜢ᩍ䛘䛶㡬䛡䜛䜒䛾䛰䛸ᛮ䛳䛶䛔䜎䛧䛯䚹↓ゝ䝀䞊䝮䛿䝟䝈䝹
⮬య䛜㞴䛧䛩䛞䜛䛸ᛮ䛔䜎䛧䛯䚹↓ゝ䛨䜓䛺䛟䛶䜒ฟ᮶䜎䛫䜣䚹᭱ᚋ䛾ᣵᣜ䛿ព᫂䛷䛧䛯䚹
䞉ᅇ䝩䝔䝹䜒㏆䛟⛣ື䛻䛛䛛䜛㛫▷⦰䛥䜜Ⰻ䛛䛳䛯䚹
䞉ከ䛟䛾⫋ᴗ䛾ே䛸ヰ䛧䚸ᴦ䛧䛔⤒㦂䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䞉⫋✀䛾䛔䜝䛔䜝䛺ពぢ䛜⪺䛡䛶䜘䛛䛳䛯䚹┴䛾⫋✀䛸ฟ䛘䛯䛣䛸䜒ษ䛺⤒㦂䛰䛳䛯䚹䝏䝳䞊䝍䞊䛾᪉䜒䛸䛶䜒⇕ᚰ
䛻ᚚຓゝ䛔䛯䛰䛝ຮᙉ䛻䛺䛳䛯䚹䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽୰䛾䝏䝳䞊䝍䞊䛾ヰ䛧ኌ䛜Ẽ䛻䛺䛳䛯䚹䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽୰䚸Ẽ䛜ᩓ䜛ឤ䛨䛜䛧
䛯䚹
䞉Ⰽ䚻䛺ᑓ㛛ᐙ䛾ே㐩䛸䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛩䜛ᶵ䛿䛒䜎䜚䛺䛔䛾䛷䚸ኚⰋ䛔⤒㦂䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䞉䜎䛷༟ୖ䛾ຮᙉ䛧䛛䛧䛶᮶䛺䛟䛶䚸Ꮫᰯ䛷䜒䛂Ꮫ⒪୰䛿⏕䜒䛾䜢㑊䛡䛯᪉䛜䜘䛔䛃䛸⩦䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹
䜶䝡䝕䞁䝇䛿☜䛛䛷䛿䛺䛔䛜䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛷䛿㑊䛡䛯᪉䛜Ⰻ䛔䛸グ㍕䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜙䚹
㻼㼠㻚䜈⏕䝰䝜㑊䛡䛶ୗ䛥䛔䛸ᣦᑟ䛧䛜䛱䛷䛩䛡䛹䜒䚹⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ䛜ᐃ䛛䛷䛿䛺䛔୰䚸㣗䜉䛶䜒䜘䛔䛷䛩䜘䛰䛸ᛮ䛖䛾䛷䛩䛡䛹䚹
ᐇ㝿䛾⌧ሙ䛷䛿⏕䝰䝜䜢㣗䜉䛯䛔䛸䛔䛖㻼㼠㻚䛥䜣䛜䛚䛚䛔䛣䛸䚸䛭䛾᰿ᗏ䛻㣗ไ㝈䛺䛟Ᏻᚰ䛧䛶ᬑ㏻䛾⏕ά䜢䛧䛯䛔䛸䛔䛖㻼䡐㻚
䛥䜣䛾䛯䜑䛻❧䛱ୖ䛜䜜䜀䚸䛹䜣䛺䛣䛸䛷䜒⮫ᗋ◊✲䛻䛺䜛䜣䛰䛺䛑䛸ᐇឤ䛷䛝䜎䛧䛯䠄䜶䝡䝕䞁䝇䜢ᵓ⠏䛩䜛➨୍Ṍ䠅䚹
⮫ᗋᐇ㦂䜢ྲྀ䜚⤌䜐䛻䛿㻰䡎㻚⸆㻚┳ㆤኈ䚸⤫ィᐙ䛒䜙䜖䜛⫋✀䛜༠ຊ䛧䛶䚸䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䜢䛧䛶䚸ᖖ䛻㻼䡐㻚┠⥺䛷㻼䡐㻚䛾䛯䜑䛻ヨ
㦂䜢ྲྀ䜚⤌䜐䛾䛜ఱ䜘䜚ษ䛺䛣䛸䜢Ꮫ䜃䜎䛧䛯䚹䠄Ꮫ⏕䞉⸆Ꮫ䠅
䞉᪥䛾㢟ᮦ䛿ྛ⫋✀䛜䛭䜜䛮䜜యᛶ䜢䜒䛳䛶ཧຍ䛷䛝䚸
䛸䛶䜒άⓎ䛺㆟ㄽ䛷䛝䜎䛧䛯䚹䛸䛶䜒᭷ព⩏䛺㛫䜢㐣䛤䛫䜎䛧䛯䚹ḟᅇ䛾ཧຍ䛻䛴䛔䛶䛿㢟ᮦḟ➨䛷᳨ウ䛧䜎䛩䚹
䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹㼕㼏㼑㻌㼎㼞㼑㼍㼗䛾䝀䞊䝮䛿䝹䞊䝹䛜䜟䛛䜛䜎䛷䛻㻡ศ௨ୖ䛛䛛䜚䜎䛧䛯䚹
䛣䛣䛷䛩䜉䛝䛣䛸䛷䛿䛺䛔䛾䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䛜䚸ᐇ㊶ⓗ䛺䝥䝻䝖䝁䝹సᡂ䛾ヲ⣽䜎䛷䛴䛳䛣䜣䛰䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛜䛒䛳䛶䜒㠃ⓑ
䛔䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䚹
䞉⤫ィ䛾ヰ䜢䛴䜑䜛䛻䛿㻝᪥䛷䛿㛫䛻ྜ䜟䛺䛔䜘䛖䛻ᛮ䛖䚹䛷䛝䜜䜀䚸ᩘ᪥䛒䜜䜀䚸䜒䛳䛸῝䛟ヰ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
⫋✀䛸䛾㛵䜟䜚䛿䛺䛛䛺䛛ᣢ䛶䛺䛔䛾䛷䛸䛶䜒㈗㔜䛺䛻䛺䛳䛯䚹
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࣭ሙࡢᵝᏊ
1 ᪥┠㸸ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ



          
2 ᪥┠㸸Ⓨ⾲㉁ᛂ⟅             2 ᪥┠㸸⾲ᙲᘧ



 

5
02

ᇹ ‥ ዻ⅙․࠰ࡇ↝ӕ↹ኵ↮

…†‒Ӳ˖ܖٻဒᜒࡈ
4-1 㡰ኳᇽᏛ ḟୡ௦ඛᑟⓗࡀࢇᑓ㛛་⒪ே㣴ᡂࢥ࣮ࢫ㸦ࣥࢸࣥࢩࣈࢥ࣮ࢫ㸧
   ࠙་ᖌ࣭◊✲⪅ྥࡅㅮ⩏ࠚ

ڦᴫせ
(1)ྡ⛠
 ࡀࢇࣉࣟࣥࢸࣥࢩࣈࢥ࣮ࢫ࠙་ᖌ࣭◊✲⪅ྥࡅㅮ⩏ࠚ
(2)ㅮ⩏ᴫせ
 ࣭➨ 1 ᅇ
  ㅮ⩏ྡ⛠㸸◊✲ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࡢᇶ♏
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 2 ᪥㸦ᮌ㸧18㸸00 㹼 19㸸30
  㛤ദሙᡤ㸸ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡ 4 㝵 405 ᩍᐊ
  ㅮ  ᖌ㸸࣓ࣛࢹࢵࢡᰴᘧ♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ᯘ ୍ ඛ⏕
 ࣭➨ 2 ᅇ
  ㅮ⩏ྡ⛠㸸⤫ィᏛࡢᇶ♏
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 9 ᪥㸦ᮌ㸧18㸸00 㹼 19㸸30
  㛤ദሙᡤ㸸ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡ 3 㝵 306 ᩍᐊ
  ㅮ  ᖌ㸸㡰ኳᇽᏛ ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ὠ ὒ 㠀ᖖຓᩍ
 ࣭➨ 3 ᅇ
  ㅮ⩏ྡ⛠㸸ࡀࢇ⮫ᗋ◊✲࠾ࡅࡿ⤫ィᏛ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 16 ᪥㸦ᮌ㸧18㸸00 㹼 19㸸30
  㛤ദሙᡤ㸸ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡ 3 㝵 306 ᩍᐊ
  ㅮ  ᖌ㸸㔠ἑᏛᒓ㝔ඛ➃་⒪㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ ྜྷᮧ ୍ ≉௵ᩍᤵ
 ࣭➨ 4 ᅇ
  ㅮ⩏ྡ⛠㸸Ꮫ◊✲ࡢᇶ♏
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 23 ᪥㸦ᮌ㸧18㸸00 㹼 19㸸30
  㛤ദሙᡤ㸸ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡༡ 4 㝵 404 ᩍᐊ
  ㅮ  ᖌ㸸㡰ኳᇽᏛ ⮫ᗋ◊✲ᨭࢭࣥࢱ࣮ 㔝ᑼ ᐀Ꮚ ᩍᤵ
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 ࣭➨ 5 ᅇ
  ㅮ⩏ྡ⛠㸸ㄽᩥࢆㄞࡴ࣭᭩ࡃࡓࡵࡢᇶ♏
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥㸦ᮌ㸧18㸸00 㹼 19㸸30
  㛤ദሙᡤ㸸ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡ 4 㝵 405 ᩍᐊ
  ㅮ  ᖌ㸸࣓ࣛࢹࢵࢡᰴᘧ♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ᯘ ୍ ඛ⏕

 ࣭➨ 6 ᅇ
  ㅮ⩏ྡ⛠㸸࢞ࢻࣛࣥᇶ࡙࠸ࡓࡀࢇ⸆≀⒪ἲ࠾ࡅࡿᭀ㟢ᑐ⟇
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 7 ᭶ 2 ᪥㸦ᅵ㸧13㸸30 㹼 15㸸00
  㛤ദሙᡤ㸸ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡ 3 㝵 306 ᩍᐊ
  ㅮ  ᖌ㸸ᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᮾ㝔 ࡀࢇ┳ㆤ CNS ᕷᕝ ᬛ㔛 ඛ⏕
 ࣭➨ 7 ᅇ
  ㅮ⩏ྡ⛠㸸⮫ᗋ◊✲ࡢ⌮㠃࡛ࡢ㓄៖㸦๓༙㸧
       ࡀࢇᝈ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ┳ㆤ◊✲࠾ࡅࡿ⌮ⓗၥ㢟ࡢᑐᛂ㸦ᚋ༙㸧
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 7 ᭶ 7 ᪥㸦ᮌ㸧18㸸00 㹼 19㸸30 ࠙ྛ 45 ศࠚ
  㛤ദሙᡤ㸸ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡ 3 㝵 306 ᩍᐊ
  ㅮ  ᖌ㸸㡰ኳᇽᏛ ⮫ᗋ◊✲ᨭࢭࣥࢱ࣮ ዟ⃝ ῟ྖ ඛ௵ᩍᤵ㸦๓༙㸧
       㡰ኳᇽᏛ ་⒪┳ㆤᏛ◊✲⛉ ᒸᮏ ᫂⨾ ᩍᤵ㸦ᚋ༙㸧
 ࣭➨ 8 ᅇ
  ㅮ⩏ྡ⛠㸸་Ꮫ◊✲♫ 㸫ᝈ⪅୰ᚰࡢࢳ࣮࣒་⒪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣮ࣙࣥ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 7 ᭶ 14 ᪥㸦ᮌ㸧18㸸30 㹼 20㸸00
  㛤ദሙᡤ㸸ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡༡ 4 㝵 404 ᩍᐊ
  ㅮ  ᖌ㸸㡰ኳᇽᏛ ⮫ᗋ⸆⌮Ꮫ బ℩ ୍ὒ ᩍᤵ
 ࣭➨ 9 ᅇ
  ㅮ⩏ྡ⛠㸸ࡀࢇᏛ⒪ἲࡢస⏝ᑐ⟇ࢆᏛࡧࠊᆅᇦ་⒪㐃ᦠࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 7 ᭶ 21 ᪥㸦ᮌ㸧18㸸00 㹼 19㸸30
  㛤ദሙᡤ㸸ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡ 3 㝵 306 ᩍᐊ
  ㅮ  ᖌ㸸㡰ኳᇽᏛ⦎㤿㝔⸆⛉ ௵ ࡀࢇᑓ㛛⸆ᖌ 㔠 ⣲Ᏻ ඛ⏕
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4-2 㡰ኳᇽᏛ ḟୡ௦ඛᑟⓗࡀࢇᑓ㛛་⒪ே㣴ᡂࢥ࣮ࢫ㸦ࣥࢸࣥࢩࣈࢥ࣮ࢫ㸧
   ࠙་Ꮫ≀⌮࣭ᨺᑕ⥺㛵ಀㅮ⩏ࠚ

ڦᴫせ
(1)ྡ⛠
 ࡀࢇࣉࣟࣥࢸࣥࢩࣈࢥ࣮ࢫ࠙་Ꮫ≀⌮࣭ᨺᑕ⥺㛵ಀㅮ⩏ࠚ
(2)ㅮ⩏ᴫせ
 ㅮ⩏ྡ⛠㸸PHITS ㅮ⩦
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 12 ᪥㸦ᅵ㸧㸫 11 ᭶ 13 ᪥㸦᪥㸧
 㛤ദሙᡤ㸸ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡ 3 㝵 306 ᩍᐊ
 ㅮ  ᖌ㸸᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ ཎᏊຊ⛉Ꮫ◊✲㒊㛛 ඛ➃ᇶ♏◊✲ࢭࣥࢱ࣮
    ⎔ቃ࣭ᨺᑕ⥺⛉Ꮫࢹࣅࢪࣙࣥ ᨺᑕ⥺ᣲືゎᯒ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ ᒾඖ ὒ ඛ⏕
(3)ㅮ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
 11 ᭶ 12 ᪥㸦ᅵ㸧
  12㸸45 㸫 13㸸00 ཷ
  13㸸00 㸫 13㸸15 PHITS ࡢࣥࢫࢺ࣮ࣝ
  13㸸15 㸫 14㸸00 PHITS ࡢᴫせㄝ᫂
  14㸸00 㸫 15㸸30 ᇶ♏ᐇ⩦ 1-1㸦య⣔ࡢసᡂ᪉ἲ㸧
  15㸸30 㸫 16㸸30 ᇶ♏ᐇ⩦ 1-2㸦⥺※ࡢタᐃ᪉ἲ㸧
  16㸸30 㸫 17㸸30 ᇶ♏ᐇ⩦ 2㸦ࢱ࣮ࣜࡢタᐃ᪉ἲ㸧
 11 ᭶ 13 ᪥㸦᪥㸧
9㸸30 㸫 10㸸30 ᇶ♏ᐇ⩦ 2 ࡢ⥆ࡁ

 

  10㸸30 㸫 12㸸00 ᇶ♏ᐇ⩦ 3-1㸦㍺㏦ィ⟬㛵ࡍࡿタᐃ㸧
   㸦ఇࡳ㸧
  13㸸00 㸫 14㸸00 ᇶ♏ᐇ⩦ 3-2㸦≀⌮ࣔࢹࣝࡢタᐃ㸧
  14㸸00 㸫 15㸸30 ⥲ྜᐇ⩦㸦Ș⥺ș⥺Ț⥺୰ᛶᏊ⥺ࢆࡵࡿࡣ㸽㸧
15㸸30 㸫 16㸸30 ⥲ྜᐇ⩦㸦㝧Ꮚࣅ࣮࣒࡛㞷ࡔࡿࡲࢆ⁐ࡑ࠺㸟㸧
16㸸30 㸫 17㸸00 ࡲࡵ㉁ᛂ⟅
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4-3 㡰ኳᇽᏛ ⏬ㅮᗙ㸦ࢭ࣑ࢼ࣮➼㸧

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕ㧗ᰯ⏕ࢭ࣑ࢼ࣮ 㢧ᚤ㙾ࡢୡ⏺ 㸫ṇᖖ⣽⬊ࡀࢇ⣽⬊ࡢ㐪࠸㸫
  㹼㢧ᚤ㙾࡛ほࡿ⣽⬊ࡢୡ⏺,୍⥴な࠸࡚ࡳࡲࡏࢇ㹼ࠖ
㸦㸰㸧ሙ
 㡰ኳᇽᏛ ᮏ㒓࣭࠾ⲔࡢỈ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡ᆅୗ㸯㝵 ᙧែ⣔ᐇ⩦ᐊ
㸦㸱㸧᪥ࠊෆᐜ
 ➨㸯ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ 㸵᭶㸯㸴᪥㸦ᅵ㸧 9㸸30㹼16㸸00
➨㸰ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸯㸵᪥㸦ᅵ㸧 9㸸30㹼16㸸00
༗๓ࡢ㒊㸸
ࠕ࠶࡞ࡓࡢࡶ࠺୍ேࡢ་ࠊ⌮་ࡢࠖ
        㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ⦎㤿㝔 ⌮デ᩿⛉ ᑠ ຍዉᏊ ᩍᤵ
ࠕ⚾ࡀ⌮་࡞ࡿࡲ࡛࣭࡞ࡗ࡚ࡽࠖ
           㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓᾆᏳ㝔 ⌮デ᩿⛉ ᶫ∎ ⲁ ຓᩍ
     ࠕ⌮ᐇ⩦ྥࡅ࡚ࠖ
              

㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊 ⌮࣭⭘⒆Ꮫ బ ⨾ ຓᩍ

 ༗ᚋࡢ㒊㸸⌮ᶆᮏᐇ⩦ࠊ་Ꮫ㒊Ꮫ⏕࣭⌮་ࡢ㉁ᛂ⟅
    
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸 㸵᭶㸯㸴᪥㸦ᅵ㸧
㸸㸶㸱ྡ
      㸯㸰᭶㸯㸵᪥㸦ᅵ㸧㸸㸱㸲ྡ
㸦㸳㸧ദࠊඹദࠊᚋ₇
ദ㸸㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊⌮࣭⭘⒆Ꮫㅮᗙ
ඹദ㸸㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊ேయ⌮ែᏛㅮᗙ
ᚋ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬᥇ᢥᴗࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ
    ᖹᡂᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲
ࠗࠕࡀࢇဴᏛእ᮶ࠖࢆᇶ┙ࡋࡓࠕࡀࢇᩍ⫱࣭ᑐヰᏛࠖࡢ☜❧࠘
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࠗᏛ⾡◊✲ᨭᇶ┙ᙧᡂ࠘
ࢥ࣮࣍ࢺ࣭⏕యヨᩱᨭࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒
ࢧࢡࣛࣇࣥࢸࢵࢡࢪࣕࣃࣥᰴᘧ♫࣭7%6ࢸࣞࣅ
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4-4 㡰ኳᇽᏛ ⏬ㅮᗙ㸦ࢭ࣑ࢼ࣮➼㸧

⛠ྡڦ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕࠥ◊✲ࢆᴦࡋࡴࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮㹼 ࢡ࣮ࣟࢼࣝ㐀⾑ࡢ⮫ᗋⓗព⩏ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸵᭶㸰㸴᪥㸦ⅆ㸧 16㸸00㹼17㸸30
 ㅮ⩏ሙ㸸㡰ኳᇽᏛ㸷ྕ㤋㸲㹄 ➨㸰㆟ᐊ
㸦㸱㸧₇⪅
  㧗ᶫ ᗣ୍ ඛ⏕
  Assistant Professor,
Department of Leukemia,Division of Cancer Medicine,
The University of Texas MD Anderson Cancer Center,Houston,TX

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸯㸵ྡ

㸦㸳㸧ദ
 㡰ኳᇽᏛ ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
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4-5 㡰ኳᇽᏛ ⏬ㅮᗙ㸦ࢭ࣑ࢼ࣮➼㸧

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᅜࡀࢇࣉࣟ e-learning ࢡࣛ࢘ࢻཷㅮㅮ⩦࠙⸆ᖌᑐ㇟ࠚ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸶᪥㸦ᮌ㸧 㸸㹼
 㛤ദሙ㸸ᚚⲔࣀỈࢭࣥࢱ࣮ࣅࣝ➨㸰㆟ᐊ

㸦㸱㸧ㅮᖌ
 ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮  ⨾Ἃ ຓᩍ

㸦㸲㸧ㅮ⩏ᴫせ
 ᮏㅮ⩦ࡣࠊㅮᖌ࡞ࡿඛ⏕ࡀHOHDUQLQJࢩࢫࢸ࣒࢚ࣥࢱ࣮ࡋㅮ⩏㸯ᮏࢆ⫈ㅮࠊ
ཷㅮ῭ࡳ࡞ࡿࡇࢁࡲ࡛ࢆゎㄝࡋ࡞ࡀࡽᐇ₇ࠋ
ㅮ⩏ࢱࢺࣝ㸸ࡀࢇᏛ⒪ἲࡢࣞࢪ࣓ࣥࢺࢳ࢙ࢵࢡ ⟃ἼᏛ ᖾ⏣ ᖾ┤ ᩍᤵ

㸦㸳㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸯㸱ྡ

㸦㸴㸧ദ
㡰ኳᇽᏛ
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ᖹᡂ28ᖺᗘᏛ㝔≉ูㅮ⩏
䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁
ḟୡ௦ඛᑟⓗ䛜䜣ᑓ㛛་⒪ே㣴ᡂ䝁䞊䝇䠄䜲䞁䝔䞁䝅䝤䞉䝁䞊䝇䠅

ᅜ䛜䜣䝥䝻e-learning䜽䝷䜴䝗

ཷㅮㅮ⩦
ㅮᖌ  ⨾Ἃ ඛ⏕
䠄ඛᑟⓗ䛜䜣་⒪㛤Ⓨ◊✲䝉䞁䝍䞊 ຓᩍ䠅

ᮏㅮ⩦䛿䚸ㅮᖌ䛸䛺䜛ඛ⏕䛜e-learning䝅䝇䝔䝮䜈䜶䞁䝍䞊䛧
ㅮ⩏䠍ᮏ䜢⫈ㅮ䚸ཷㅮ῭䜏䛸䛺䜛䛸䛣䜝䜎䛷䜢ゎㄝ䛧䛺䛜䜙ᐇ₇䚹
ㅮ⩏䝍䜲䝖䝹䠖䛜䜣Ꮫ⒪ἲ䛾䝺䝆䝯䞁䝖䝏䜵䝑䜽
⟃ἼᏛ ᖾ⏣ ᖾ┤ ᩍᤵ
䛤ཧຍ䛔䛯䛰䛔䛯᪉䛿e-learning䜢䠍䝁䝬ཷㅮ䛧䛯䛣䛸䛸䛺䜚䜎䛩䚹

ᮏ㒓㏻䜚

䛆᪥䛇
ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠕᭶䠔᪥䠄ᮌ䠅䠍䠔:䠌䠌 䡚
䛆ሙ䛇
ᚚⲔ䝜Ỉ䝉䞁䝍䞊䝡䝹➨䠎㆟ᐊ

㡰ኳᇽ་㝔
1ྕ㤋

ၥ䛔ྜ䜟䛫ඛ䠖㡰ኳᇽᏛᮏ㒓䞉䛚Ⲕ䛾Ỉ䜻䝱䞁䝟䝇ᩍົㄢෆ 䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁ົᒁ

TEL䠖03-5802-1710䠄┤㏻䠅 ෆ⥺䠖3756
MAIL䠖ganpro@juntendo.ac.jp
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4-6 㡰ኳᇽᏛ ⏬ㅮᗙ㸦ࢭ࣑ࢼ࣮➼㸧

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕࠥ◊✲ࢆᴦࡋࡴࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࠥ
͆8SGDWHG)OXLG0RVDLF0HPEUDQH0RGHODQGWKH8VHRI
0HPEUDQH/LSLG5HSODFHPHQWIRU&KURQLF,OOQHVVHVDQG&DQFHU͇ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸯㸰᪥㸦᭶㸧 11㸸00㹼12㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡ )ᩍᐊ

㸦㸱㸧₇⪅
 *DUWK/1LFROVRQ3K'
 )RXQGHU3UHVLGHQW&KLHI6FLHQWLILF2IILFHUDQG(PHULWXV3URIHVVRURI0ROHFXODU
3DWKRORJ\7KH,QVWLWXWHIRU0ROHFXODU0HGLFLQH

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸱㸶ྡ

㸦㸳㸧ദࠊඹദ
 ദ㸸㞴ࡢデ᩿⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭⢾㙐⸆◊✲ᐊ
 ඹദ㸸ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ












63
0

ᇹ ‥ ዻ⅙․࠰ࡇ↝ӕ↹ኵ↮


ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

tcgo nk

Ze6:DNVMEKGRLUkqlNSX7fa]\

3?[>;:D{ dNSX3

3z}C<A=B@HOL2



3

'* #+"
+"
"&)" $(% &# %
% *! )
) & 
$(% "'" '#$%* &( !(&%" ##%))) % %((*!  "&#)&% !
#   !"  "   
 "#!  !!   #  "$
 !""#"   #  



Z

^

  ,

Y^


_j1HXJQT2IW2 m





s~

 " !ÂA%¾ÓÚ@ {_QLO_Wb@Ïg<3:l(&   Â<Ê;e?Í?k|2I7
1@A%!Â@ÂJk´257D@;'87-%61;¶BGI:(H¾ÓÚ@¦Å-ULY^VO?x4H<()
Ò¬A%6@p@¾ÓRPYb%¾ÓqzÇy%¾ÓMbNZ`@~>=@³@k´?d.>°µJ£*7&1@³AD<D
<¾Ó|@ØÌ@iÄ¡¤JØÌhTc[OªJ8:t×ÎÕ;f4H1<?F8:±2I7D@;'87&mo?!
ÂA%¾Ó|@ØÌ@{.¿2--K¾Ó<¥¾Ó;½>H1<Jkj37&1IG@J»¨?%-K«@³?,87
!ÂA%-K«?+0HÆ©sÑ@J§/,Gº3%Æ©sÑ¾Ó]XaVOS@i;'H\[`cÛËJi4
HÜÀ--K«?u£4H1<Jkj4H>=%1@¯®? /@ÐÈJ37&6@pA {_QLO_Wb@*?9.%acÖ
ª<ÁËxªJy(7ÚÖª¹¸wJÔÙÃE¼}vÙÃ@¸?²·r?¢n3%ÉJ+2C:(H&

8i9
y|@v?pz}HXI2/z}~
!#$ 

4bx!"

.wh0`r5

8u9
:DNVMEKGRLUkqlNSX
qz}{kNVFSP

6
04

ᇹ ‥ ዻ⅙․࠰ࡇ↝ӕ↹ኵ↮

4-7 㡰ኳᇽᏛ ⏬ㅮᗙ㸦ࢭ࣑ࢼ࣮➼㸧

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠

㻌 㻌 䛂ࠥ◊✲ࢆᴦࡋࡴࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮㹼㻌
͆8QGHUVWDQGLQJKXPDQGLVHDVHSDWKRJHQHVLVXVLQJJHQRPLFVDSSURDFKHV͇ࠖ

㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸯᭶㸰㸮᪥㸦㔠㸧㹼
 ㅮ⩏ሙ㸸ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡) ᩍᐊ

㸦㸱㸧₇⪅
0XULP&KRL3K'
$VVLVWDQW3URIHVVRU6HRXO1DWLRQDO8QLYHUVLW\

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸰㸰ྡ

㸦㸳㸧ദ
㡰ኳᇽᏛ ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
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ધఐ৾ ਛফ২َऋ॒উটইख़ॵ३ঙॼঝുਛ੦ೕਤউছথُ৭হ

ع,&7धযदᇽएऋ॒ୢৗউছথع

عଢ଼॑௫खिञीभ७ॼع ش

|8QGHUVWDQGLQJ
QJ KXPDQ
DQGLVHDVH
VH SDWKRJHQHVLV
XVLQJ
QJ JHQRPLFV
FV DSSURDFKHV
HV|
0XULP&KRL3K'

$VVLVWDQW3URIHVVRU6HRXO1DWLRQDO8QLYHUVLW\

ফা স 
f

ৃਚؠ७থॳগজॱشড شਨ  ) ઇ
&KRLम<ؚDOHপ৾भ5LFKDUG/LIWRQଢ଼पउःथ਼ؚੀपฌऐथؚ৸ग़ॡ९থଦഔੰෲু১भ
ଡണधؚजभಏ෫ૢ৷॑ষःऽखञ&قKRL0HWDO3URF1DWO$FDG6FL86$  
؛كजभؚ৸ग़ॡ९থଦഔੰෲ॑৷ःथؚऋ॒॑அिऎभಏ෫ऩਖपॉੌ॒दਟथउॉؚ
घदपڬڲমःધ॑ॺॵউ४কॼشঝपखथऌथःऽघ؛७ॼشदमؚ೩भ।ঀੲਾप੦
तऌ॑ষअ।ঀୢपणःथؚ৫भয়ৃऊैؚਈৗभੴৄ॑उਵखःञटऌऽघ؛ਯभ౪ਟ
ല॑उୄठಱखथउॉऽघ؛
ٛಈٜ
ऋ॒উটইख़ॵ३ঙॼঝുਛ੦ೕਤউছথ
ઇਜୖ প৾૿ਊ ऋ॒উটহਜଂ
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4-8 㡰ኳᇽᏛ ᩥி༊❧ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࡛ࡢࡀࢇᩍ⫱ㅮ₇

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
ᩥி༊❧ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࡛ࡢࡀࢇᩍ⫱ㅮ₇
㸦㸰㸧᪥ࠊ㛤ദሙᡤࠊཧຍ⪅ᩘࠊᢸᙜᩍဨ
 ࠙➨㸯ᅇࠚᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸴᭶㸱㸮᪥㸦ᮌ㸧14㸸35㹼15㸸20
  ᩥி༊❧ᮏ㒓ᑠᏛᰯ 㸴ᖺ⏕㸵㸵ྡ
  ศᏊ⌮ែᏛ ᵽ㔝 ⯆ኵ ᩍᤵ
 
࠙➨㸰ᅇࠚᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸷᪥㸦㔠㸧㸸㹼㸸
  ᩥி༊❧ᩥᯘ୰Ꮫᰯ ୰Ꮫᰯ㸱ᖺ⏕㸯㸳ྡ
  ⮫ᗋ⸆⌮Ꮫ బ⸨ ୍ὒ ᩍᤵ
 
࠙➨㸱ᅇࠚᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸯㸮᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸
  ᩥி༊❧➨୍୰Ꮫᰯ ᰯ⏕ᚐ㸯㸯㸱ྡ㸩㸦ಖㆤ⪅㸧
  ⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ຍ⸨ಇ ᩍᤵ
 
࠙➨㸲ᅇࠚᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸰㸮᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸
 ᩥி༊❧❑⏫ᑠᏛᰯ 㸴ᖺ⏕㸯㸯㸮ྡ
  ᾘჾෆ⛉Ꮫ ຍ⸨ 㡰Ꮚ ᩍᤵ
 
࠙➨㸳ᅇࠚᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸯᭶㸯㸲᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸
 ᩥி༊❧➨୰Ꮫᰯ ᰯ⏕ᚐ㸱㸰㸮ྡ
  ྾ჾෆ⛉Ꮫ 㧘ᶫ ஂ ᩍᤵ
 
࠙➨㸴ᅇࠚᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸰᭶㸯㸲᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸
 ᩥி༊❧ㄔஅᑠᏛᰯ㸴ᖺ⏕㸯㸰㸷ྡ
  ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ ⏣㒊 㝧Ꮚ ≉௵ᩍᤵ

㸦㸱㸧ദ
 㡰ኳᇽᏛ
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4-9 㡰ኳᇽᏛ ࡉࡃࡽ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡢࡀࢇᩍ⫱

ձᩍဨචチ≧᭦᪂ㅮ⩦࡛ࡢㅮ⩏
࠙ᩍဨචチ≧᭦᪂ㅮ⩦ࡘ࠸࡚ࠚ
ㅮ⩦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ Ỉ  㸸㹼㸸
ሙ㸸㡰ኳᇽᏛࡉࡃࡽ࢟ࣕࣥࣃࢫ
ᢸᙜᩍဨ㸸⮫ᗋ⸆⌮Ꮫ బ℩୍ὒ ᩍᤵ
  ཧຍேᩘ㸸㸰㸵ྡ


ղࢫ࣏࣮ࢶᗣ⛉Ꮫ㒊࡛ࡢㅮ⩏  
᪥ᢸᙜᩍဨ㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸ຍ⸨ಇᩍᤵ
ᖹᡂᖺ᭶᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸⏣㒊㝧Ꮚඛ௵ᩍᤵ
ࢱࢺࣝ㸸ࠕࡀࢇᩍ⫱ࢆ㐍ࡵࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡢᇶ♏▱㆑ࠖ
ㅮ⩏ෆᐜ㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡀࢇᩍ⫱ㅮ₇࡛ࡢຍ⸨ᩍᤵࡢㅮ₇ෆᐜࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ࠊ
๓༙ㅮ⩏ࠊᚋ༙ࡣࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ⾜࠺ࠋ
ཧຍ⪅㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥㸦ᮌ㸧ྡ
     ᖹᡂᖺ᭶᪥㸦ⅆ㸧㸸ྡ
࠙๓༙ࠚ㸸ㅮ⩏
    ձࡀࢇᑐࡍࡿண㜵ἲࠊ᳨デࡢ㔜せᛶࠊ⒪ἲࡸᝈ⪅ࡸࡑࡢᐙ᪘ᑐࡍࡿᛮ࠸ࡸࡾࡢᚰࢆ
⫱ࡴࡇ࡛ࠊ⮬ࡢᗣࡢษࡉࡘ࠸࡚Ꮫࡪᗣᩍ⫱ࡢ୍⎔࡛࠶ࡿࡇࢆㄝ᫂ࠋ
    ղᐇ㝿Ꮚ౪㐩ᩍ࠼ࡿࡀࢇࡢᇶ♏▱㆑㸦ᏛࠊⓎ⏕せᅉࠊⓎ⏕ࣜࢫࢡࢆୗࡆࡿ⏕ά⩦័ࠊ
      ᳨デࡢ㔜せᛶࠊ⒪ἲࠊᝈ⪅ࡸᐙ᪘ࡢᛮ࠸ࡸࡾ㸧࡞ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࠋ

   ࠙ᚋ༙ࠚ㸸ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
  ே⛬ᗘࡢࢢ࣮ࣝࣉࢃࢀ࡚ࠊ⮬ศࡓࡕࡀᩍ࠼ࡿ❧ሙ࡞ࡗࡓࡁࢆീࡋࠊᏊ౪㐩
ࡀࢇᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸᩍᮦసࡾࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࡀࡑࡢᡂᯝ
ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࠋ
   
࠙ࢸ࣮࣐ࠚ
   ᗣࡢษࡉ
   ࡀࢇࡢண㜵᪩ᮇⓎぢࡢ㔜せᛶ
   ࡀࢇᝈ⪅ࡶ⏕ࡁࡿ♫

6
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4-10 㡰ኳᇽᏛ ᖹᡂ 28 ᖺᗘ ᩥி༊ᑠᏛᰯᩍဨᑐ㇟ㅮ⩦
ࠕᑠᏛᰯẁ㝵࡛ᚲせ࡞ࡀࢇᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ ᩥி༊ᑠᏛᰯᩍဨᑐ㇟ㅮ⩦
ࠕᑠᏛᰯẁ㝵࡛ᚲせ࡞ࡀࢇᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࠖ

㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸵᭶㸰㸷᪥㸦㔠㸧 㸸㹼㸸
 ㅮ⩏ሙ㸸㡰ኳᇽᏛ➨㸰ᩍ⫱Ჷ㸳㝵㸳㸮㸯

㸦㸱㸧ෆᐜࠊㅮᖌ
 ㅮ₇ࠗࡀࢇᩍ⫱࠘ࠥㄢ㢟ᒎᮃࠥ
ࢢ࣮ࣝࣉࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
࣮࢜ࣉࣥࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
㡰ኳᇽᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉ศᏊ⌮ែᏛ
㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊⌮࣭⭘⒆Ꮫ  ᵽ㔝⯆ኵ ᩍᤵ

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸰㸮ྡ

㸦㸳㸧ദࠊᚋ
ദ㸸ᩥி༊ᩍ⫱ጤဨᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
ᚋ㸸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂ  ᖺᗘࠕࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥࠖ
㑅ᐃᴗ㹼,&7 ே࡛⧅ࡄࡀࢇ་⒪⥔᪂ࣉࣛࣥࠊ
㡰ኳᇽᏛᏛ㝔ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࠗᏛ⾡◊✲ᨭᇶ┙ᙧᡂ࠘
ࠕࢥ࣮࣍ࢺ࣭⏕యヨᩱᨭࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮
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4-11 㡰ኳᇽᏛ Ᏹᐂ᭹࣮ࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᒣᓮ┤ᏊᏱᐂ㣕⾜ኈ୍⥴Ᏹᐂ㣕⾜ኈࡉࢇࡢ᭹ࢆసࢁ࠺㸟㸟
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸶᪥㸦ᮌ㸧 13㸸30㹼15㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸㡰ኳᇽ་㝔㸯ྕ㤋㸯㸮㝵 ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ࣮࣒ࣝ
㸦㸱㸧ෆᐜ
㻌 㡰ኳᇽᏛໟᣓⓗ༠ຊ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ࣓ࣜ࢝᭱ࡢࡀࢇࢭࣥࢱ࣮0'$QGHUVRQ
ࡀࢇࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ ᖺࡼࡾ 1$6$ ඹྠ࡛ࠊᑠඣࡀࢇᝈ⪅ᨭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
͆Ᏹᐂ᭹࣮ࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦6SDFH6XLW$UW3URMHFW㸧͇ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊᑠඣࡀࢇࡢᏊ౪ࡓࡕࡀ⮬ࡽࡢክࢆ㎸ࡵ࡚ࣃࢵࢳ࣮࣡ࢡࡢᏱᐂ㣕⾜ኈ
᭹ࢆඹྠ࡛సᡂࡋ࡚ࠊࡇࢀࢆᏱᐂ㣕⾜ኈࡀᏱᐂࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㏦ࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
  ᅇ┠࠶ࡓࡿ  ᖺࡣࠊᅜ㝿ඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ⏬ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ
ᅜ㝿Ᏹᐂࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆඹྠ㐠⏝ࡍࡿ᪥ᮏࠊࣟࢩࠊ࢝ࢼࢲࠊḢᕞᏱᐂᶵ㛵ࡢ
Ᏹᐂࢭࣥࢱ࣮タ⨨㒔ᕷࢆࡵࡄࡾࠊྛ㒔ᕷࡢ௦⾲ⓗ㝔࡛ᑠඣࡀࢇᝈ⪅ࡼࡿᏱᐂ㣕⾜ኈ᭹
ࡢࣃࢵࢳ࣮࣡ࢡ࣌ࣥࢺ࣋ࣥࢺᏱᐂࢭࣥࢱ࣮ぢᏛࢆᐇࡋࡲࡍࠋゼၥ㒔ᕷࡣࠊᮾிࠊ
ࣔࢫࢡ࣡ࠊࢣࣝࣥࠊࣔࣥࢺ࣮࡛ࣜ࢜ࣝࡍࠋ
 ᪥ᮏ࡛ࡣࠊᒣᓮ┤ᏊᏱᐂ㣕⾜ኈࡀཧຍࡋࠊ ᭶  ᪥㡰ኳᇽ་㝔⪷㊰ຍᅜ㝿㝔࡛ࠊ
Ᏹᐂ᭹⏝ࢆసࡿࣃࢵࢳ࣮࣡ࢡࡢᕸᏊ౪ࡓࡕࡀ⤮ල࡛࠾ࡶ࠸࠾ࡶ࠸ࡢⰍࢆሬࡿ࣋ࣥࢺࡀ
⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋ

㸦㸲㸧ദ
㡰ኳᇽᏛ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮


ᒣᓮ┤ᏊᏱᐂ㣕⾜ኈ୍⥴
Ᏹᐂ㣕⾜ኈࡉࢇࡢ᭹ࢆసࢁ࠺!!
NASA
ASAࡢ
Aࡢ“Ᏹ
Ᏹᐂ᭹࣮ࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
Ᏹᐂ᭹
ࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࢺ”
ࡀ㡰ኳᇽ་㝔ࡸࡗ࡚ࡁࡲࡍ
᪥㸸9᭶8᪥ 㸦ᮌ㸧13 30ศ㹼15
ሙᡤ㸸㡰ኳᇽ་㝔1ྕ㤋10㝵
࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ࣮࣒ࣝ
࣭ᑠඣ⛉Ჷධ㝔୰ࡢᝈ⪅ࡉࢇⓙࡉࢇࡀཧຍ࡛ࡁࡲࡍ
࣭ᑵᏛ๓ࡢ࠾Ꮚࡉࢇࡣಖㆤ⪅ࡢ᪉ࡢྠకࡀᚲせ࡛ࡍ
ᑠඣࡀࢇᝈ⪅ᨭࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢡ
ࢡ
ࢺ Ᏹᐂ᭹࣮ࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࡢ
ࢺ ࡛ࡣࠊ㜚୰ࡢᏊ౪ࡓࡕࡢ
㣕
ࣃࢵࢳ࣮࣡ࢡ࡛సࡗࡓᏱᐂ㣕
ࡢᅜ㝿Ᏹᐂࢫ
ࢫ
⾜ኈ᭹ࢆࢆ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥᒆࡅࡲࡍࠋ

7
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4-12 㡰ኳᇽᏛ 㞴ࡢデ᩿⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮⢾㙐⸆◊✲ᐊ
㛤タグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ⢾㙐⸆㸸⮫ᗋࡽࡢᮇᚅࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 㛤タグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࠕ⢾㙐⸆㸸⮫ᗋࡽࡢᮇᚅࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸯᭶㸯㸵᪥㸦ᮌ㸧 14㸸00㹼17㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸㡰ኳᇽᏛ㸯㸮ྕ㤋 㸯㝵㆟ᐊ
㸦㸱㸧₇⪅
 ࣭⒴ࡢ⮫ᗋ࡛┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟Ⅼ         㡰ኳᇽᏛ㸸ᇼᮏ ⩏ဢ ᩍᤵ

 ࣭ࢫ࣋ࢫࢺ୰⓶⭘               㡰ኳᇽᏛ㸸ᵽ㔝 ⯆ኵ ᩍᤵ

 ࣭⢾㙐⸆ࡢྍ⬟ᛶ              㡰ኳᇽᏛ㸸ධᮧ 㐩㑻 ≉௵ᩍᤵ
࣭& ᆺࣞࢡࢳࣥ⸆             ᮾி⌮⛉Ꮫ㸸ᒾ ὒ୍㑻 ᩍᤵ

࣭⢾㙐ࡼࡿㄆ▱ᝈࡢไᚚ            
⌮Ꮫ◊✲ᡤ㸸∎ ࡋࡢࡪ ࢳ࣮࣒࣮ࣜࢲ࣮

࣭ᢠ⢾㙐ᢠయࡢ㛤Ⓨ⏝              ༓ⴥᏛ㸸ᕝᓥ ༤ே ᩍᤵ

࣭ࣇࢥࢩࣝ⢾㙐ࡼࡿ 75$,/ ㄏᑟᛶ⣽⬊Ṛࡢไᚚࡑࡢ⒴㐍ᒎࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚
㜰Ꮫ㸸᳃⬥ ኴ ຓᩍ

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸶㸰ྡ

㸦㸳㸧ദࠊඹദ

㻌 ദ㸸㡰ኳᇽᏛ 㞴ࡢデ᩿⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭⢾㙐⸆◊✲ᐊ
ඹദ㸸ᅜ㝿⎔ቃⓎࡀࢇไᚚ◊✲ࠊࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮


㡰ኳᇽᏛ䞉㞴䛾
䛾デ᩿䛸⒪◊✲䝉
䝉䞁䝍䞊
⢾㙐⸆◊
◊✲ᐊ

㛤タグᛕ䝅䞁䝫䝆䜴䝮

⢾㙐⸆䠖⮫ᗋ䛛䜙䛾ᮇᚅ
ফা  
f

ሙᡤ㻦㻌㡰ኳᇽᏛ㻝㻜ྕ㤋䠍㝵㆟ᐊ
㻝㻠㻦㻜㻜㻌䛤ᣵᣜ 㻔௦⏣ᾈஅ䠖㡰ኳᇽᏛ䞉་Ꮫ㒊㛗㻕
㻝㻠㻦㻜㻡㻌䛤ᣵᣜ 㻔ධᮧ㐩㑻䠖㡰ኳᇽᏛ㻕
㻙㻙ᗙ㛗䠖㰺⸨ගỤ䠖㡰ኳᇽᏛ㻙㻙
㻝㻠㻦㻝㻜㻌⒴䛾⮫ᗋ䛷┤㠃䛧䛶䛔䜛ၥ㢟Ⅼ䠄ᇼᮏ⩏ဢ䠖㡰ኳᇽᏛ䠅
㻝㻠㻦㻟㻜㻌䜰䝇䝧䝇䝖䛸୰⓶⭘䠄ᵽ㔝⯆ኵ䠖㡰ኳᇽᏛ䠅
㻝㻠㻦㻡㻜㻌⢾㙐⸆䛾ྍ⬟ᛶ䠄ධᮧ㐩㑻䠖㡰ኳᇽᏛ䠅
㻝㻡㻦㻝㻜㻌㻯ᆺ䝺䜽䝏䞁䛸⸆䠄ᒾὒ୍㑻䠖ᮾி⌮⛉Ꮫ䠅
㻙㻙㻝㻡㻦㻟㻜㻙㻝㻡㻦㻡㻜㻌䠄ఇ᠁䠅㻙㻙
㻙㻙ᗙ㛗䠖ఏ⏣㤶㔛䠖㡰ኳᇽᏛ㻙㻙
㻝㻡㻦㻡㻜㻌⢾㙐䛻䜘䜛ㄆ▱ᝈ䛾ไᚚ䠄∎䛧䛾䜆䠖⌮◊䠅
㻝㻢㻦㻝㻜㻌ᢠ⢾㙐ᢠయ䛾㛤Ⓨ䛸⏝䠄ᕝᓥ༤ே䠖༓ⴥᏛ䠅
㻝㻢㻦㻟㻜㻌䝣䝁䝅䝹⢾㙐䛻䜘䜛㼀㻾㻭㻵㻸ㄏᑟᛶ⣽⬊Ṛ䛾ไᚚ䛸䛭䛾⒴㐍ᒎ
䜈䛾ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶䠄᳃⬥ኴ䠖㜰Ꮫ䠅
㻝㻢㻦㻡㻜㻌䜎䛸䜑 㻔ධᮧ㐩㑻䠖㡰ኳᇽᏛ㻕
㻝㻢㻦㻡㻡㻌䛤ᣵᣜ䠄༓ⴥ㟹䠖⏘⥲◊䠅
䠘ദ䠚

䠘ඹദ䠚
䠚
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㡰ኳᇽᏛ䞉㞴䛾デ᩿䛸⒪◊
◊
✲䝉䞁䝍䞊䞉䞉⢾㙐⸆◊✲ᐊ
㟁ヰ㻦㻦㻜㻟㻙㻙㻡㻤㻜㻞㻙
㻙㻝㻞㻞㻞㻛㡰
㡰ኳᇽෆ
⥺㻦㻟㻠㻞㻞䠄䠄ᢸᙜ䠖ⓑ㫽䠅
ᅜ㝿⎔ቃⓎ䛜䜣ไᚚ◊✲
䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙
᥎㐍䝥䝷䞁

ᮏ㒓⤥Ỉ
ᡤබⱌ

㝔
䝍䝽䞊
Ỉ㐨ᶫ㥐
㐨ᶫ㥐

㻝㻜ྕ㤋ᚚⲔ䝜Ỉ㥐
㥐
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4-13 㡰ኳᇽᏛ 㹼බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㹼 ࠗࡀࢇᩍ⫱࠘ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 㹼බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㹼ࠗࡀࢇᩍ⫱࠘ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸯㸲᪥㸦Ỉ㸧18㸸00㹼20㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸ᩥிࢩࣅࢵࢡ࣮࣍ࣝᑠ࣮࣍ࣝ
㸦㸱㸧₇⪅

㻌 ᇶㄪㅮ₇㸸ࠕࡀࢇᩍ⫱ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㹼ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࡢேồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ㹼ࠖ
                ࡀࢇ࣭ឤᰁࢭࣥࢱ࣮㒔❧㥖㎸㝔㝔㛗 㬇ᕢ㈼୍
ᇶㄪㅮ₇㸸ࠕࡀࢇᩍ⫱ࡢᮇᚅㄢ㢟ࠖ
        ㄞ᪂⪺ᮾிᮏ♫⦅㞟ᒁ♫ಖ㞀㒊ḟ㛗ᮏ⏣㯞⏤⨾
ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㸸ᆅᇦඹ⾜࠺ࠕࡀࢇᩍ⫱ࠖ

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸴㸱ྡ
㸦㸳㸧ദࠊ⏬࣭ඹദ
 ദ㸸ᩥி༊ᩍ⫱ጤဨ
⏬࣭ඹദ㸸㡰ኳᇽᏛᏛ㝔ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮
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4-14 㡰ኳᇽᏛ ࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻ

ڦᴫせ
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻձ
  ⪥㰯⛉㸸୰ဗ㢌㐍⾜⒴ࠊ┤⭠⒴ࠊ⫶⒴ࡢከ㔜⒴
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 4 ᭶ 7 ᪥㸦ᮌ㸧
  㛵㐃⛉㸸⭠⫠㛛እ⛉ࠊ㣗㐨⫶እ⛉ࠊᾘჾෆ⛉
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻղ
  1㸬⭠⫠㛛እ⛉㸸┤⭠⒴⾡ᚋ┤⭠ྑഃ᪉ LN㸩ྑ⬚㦵ഐ LN ㌿⛣ฟ⌧ࡋࡓ
  㛵㐃⛉㸸ங⭢⛉ࠊ྾ჾእ⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊ⌮デ᩿⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉ࠊ⭘⒆ෆ⛉
  2㸬㣗㐨⫶እ⛉㸸㣗㐨⒴⾡ᚋࠊ⦪㝸ࣜࣥࣃ⠇㌿⛣࣭ከⓎ⫢㌿⛣࣭㢁᳝㌿⛣ࡢ
㛵㐃⛉㸸⭘⒆ෆ⛉
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 4 ᭶ 28 ᪥㸦ᮌ㸧
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻճ
 ⾑ᾮෆ⛉㸸⫵⒴Ꮫ⒪ἲᚋࠊᝏᛶࣜࣥࣃ⭘デ᩿ࡉࢀࡓ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 5 ᭶ 12 ᪥㸦ᮌ㸧
㛵㐃⛉㸸྾ჾෆ⛉ࠊ⌮デ᩿⛉
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻմ
 1㸬⥲ྜデ⒪⛉㸸ཎⓎ᫂ࡀࢇࡢ
 㛵㐃⛉㸸྾ჾෆ⛉ࠊᾘჾෆ⛉ࠊ⌮デ᩿⛉
 2㸬྾ჾෆ⛉㸸ࢧࣝࢥࢻ࣮ࢩࢫ⤒㐣୰㌟ࣜࣥࣃ⠇⭘ࢆㄆࡵࠊ
⏕᳨࡛ hystiocytic cell tumor ࡢ࠸ࡉࢀࡓ
  㛵㐃⛉㸸⾑ᾮෆ⛉ࠊ⌮デ᩿⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 2 ᪥㸦ᮌ㸧
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻյ
  1㸬⭠⫠㛛እ⛉㸸㦵┙ෆᕧ⭘⒗ࡢ
  㛵㐃⛉㸸⥲ྜデ⒪⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉ࠊ⭘⒆ෆ⛉ࠊᾘჾෆ⛉ࠊᚰ⮚⾑⟶እ⛉ࠊ
ᩚᙧእ⛉ࠊ⌮デ᩿⛉
  2㸬ᙧᡂእ⛉㸸ᕥୗ║▛ᝏᛶ⭘⒆⾡ᚋⓎࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ
  㛵㐃⛉㸸ᨺᑕ⥺⛉ࠊ⭘⒆ෆ⛉ࠊ⪥㰯⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 9 ᪥㸦ᮌ㸧
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 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻն
  1㸬ᑠඣእ⛉࣭ᑠඣ⛉㸸㧗ࣜࢫࢡ⚄⤒ⱆ⭘
  㛵㐃⛉㸸ᨺᑕ⥺デ᩿⛉ࠊᨺᑕ⥺⒪⛉ࠊ⌮デ᩿⛉
  2㸬፬ே⛉
  㛵㐃⛉㸸Ἢᒀჾ⛉ࠊ⭘⒆ෆ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 23 ᪥㸦ᮌ㸧
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻշ
  ፬ே⛉㸸༸ᕢ⒴⾡ᚋ⫶࿘ᅖᕧᄞ⬊ᛶ⭘⒗ࢆㄆࡵࡓ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥㸦ᮌ㸧
  㛵㐃⛉㸸ᾘჾෆ⛉ࠊ㣗㐨⫶እ⛉ࠊ⫢⫹⮅እ⛉ࠊ⭠⫠㛛እ⛉ࠊ⭘⒆ෆ⛉ࠊ
⌮デ᩿⛉
࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻո
  ⭘⒆ෆ⛉㸸ᝏᛶ㯮Ⰽ⭘ከⓎ⬻㌿⛣ᑐࡋචࢳ࢙ࢵࢡ࣏ࣥࢺ㜼ᐖ⸆⏝ࡋࡓ


㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 7 ᭶ 14 ᪥㸦ᮌ㸧
㛵㐃⛉㸸ᾘჾෆ⛉ࠊ྾ჾෆ⛉ࠊ⭺ཎ࣭࣐ࣜ࢘ࢳෆ⛉ࠊ
⾑ᾮෆ⛉ࠊ௦ㅰෆศἪෆ⛉ࠊ⓶⛉ࠊ⫢⫹⮅እ⛉

 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻչ
  ᾘჾෆ⛉㸸㦵┙ෆ⭘⒗ࢆㄆࡵࡓ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 7 ᭶ 21 ᪥㸦ᮌ㸧
㛵㐃⛉㸸⭠⫠㛛እ⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉ࠊ⭘⒆ෆ⛉
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻպ
  ᑠඣ⛉㸸1 ṓ⭤⬔ཎⓎᶓ⣠➽⫗⭘ࡢ⒪ᚋࠊ
ᅇ 2 ࡀࢇ⪃࠼ࡿ㦵┙ෆ⭘⒗㸦㦵⫗⭘㸧ࢆ⏕ࡌࡓ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 7 ᭶ 28 ᪥㸦ᮌ㸧
  㛵㐃⛉㸸ᑠඣእ⛉ࠊᩚᙧእ⛉ࠊ፬ே⛉ࠊ⭠⫠㛛እ⛉ࠊἪᒀჾ⛉
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻջ
  ⭠⫠㛛እ⛉㸸┣⭠⒴⭡⭷✀࡛Ꮫ⒪ἲ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 9 ᭶ 1 ᪥㸦ᮌ㸧
  㛵㐃⛉㸸Ἢᒀჾ⛉ࠊ⭘⒆ෆ⛉ࠊ⌮デ᩿⛉
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 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻռ
  ங⭢⛉㸸ங⒴ከⓎ㦵㌿⛣ࠊ⫢㌿⛣࡛Ꮫ⒪ἲ୰ࠊỗ⾑⌫ῶᑡࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 9 ᭶ 8 ᪥㸦ᮌ㸧
  㛵㐃⛉㸸⾑ᾮෆ⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉ࠊ⭘⒆ෆ⛉ࠊ⌮デ᩿⛉
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻս
  Ἢᒀჾ⛉㸸ཎⓎ᫂⒴ከⓎ㦵㌿⛣ࡢ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 10 ᭶ 6 ᪥㸦ᮌ㸧
㛵㐃⛉㸸ᩚᙧእ⛉ࠊᾘჾෆ⛉ࠊᚠ⎔ჾෆ⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻվ
  1㸬ᨺᑕ⥺⛉㸸ື⬦ᘚ⨨⾡ᚋࠊෙື⬦ࣂࣃࢫ⾡ᚋ⫵⒴ຍ⒪ணᐃࡢ
㛵㐃⛉㸸྾ჾእ⛉ࠊ྾ჾෆ⛉ࠊᚰ⮚⾑⟶እ⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉
  2㸬ᨺᑕ⥺⛉㸸⫶⒴⾡ᚋࠊከⓎ⫵⭘⒆ࠊ⭡⭷✀࠸ࡢ
㛵㐃⛉㸸⭘⒆ෆ⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 10 ᭶ 27 ᪥㸦ᮌ㸧
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻտ
  1㸬ᑠඣ⛉㸸ᶓ⣠➽⫗⭘⒪ᚋࡢḟⓎࡀࢇ
㛵㐃⛉㸸ᩚᙧእ⛉ࠊ፬ே⛉ࠊ⭠⫠㛛እ⛉ࠊἪᒀჾ⛉
  2㸬ᾘჾෆ⛉㸸ཎⓎ᫂⒴ࡢ
㛵㐃⛉㸸྾ჾෆ⛉
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 10 ᪥㸦ᮌ㸧
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻր
  1㸬⭠⫠㛛እ⛉㸸S ≧⤖⭠⒴⫢㌿⛣⫵㌿⛣᰿ᡭ⾡ᚋⓎࡢ
㛵㐃⛉㸸྾ჾෆ⛉ࠊ྾ჾእ⛉
2㸬ᨺᑕ⥺⛉㸸⮬ẅᅗࢆక࠺⢭⚄ᝈࢆྜేࡋࡓᏊᐑ㢕⒴㗹ษ㝖⾡ᚋϨB1 ࡢ
㛵㐃⛉㸸፬ே⛉ ࣓ࣥࢱࣝࢡࣜࢽࢵࢡ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 17 ᪥㸦ᮌ㸧
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻց
  Ἢᒀჾ⛉㸸⚄⤒ཎᛶ⭘⒆ࢆ࠺ᚋ⭡⭷⭘⒗
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 24 ᪥㸦ᮌ㸧
㛵㐃⛉㸸ᩚᙧእ⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉
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 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻւ
  ⬻⚄⤒ෆ⛉㸸Ꮚᐑయ⒴࣭ഐ⭘⒆ᛶ㎶⦕⣔⬻⅖ࡢ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥㸦ᮌ㸧
  㛵㐃⛉㸸፬ே⛉ࠊ྾ჾෆ⛉ࠊ⭘⒆ෆ⛉ࠊ⌮デ᩿⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉

 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻփ
  ྾ჾෆ⛉㸸ྑ⫵⭘⒗࣭㢕㒊ࣜࣥࣃ⠇⭘ࡢ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 12 ᭶ 8 ᪥㸦ᮌ㸧
㛵㐃⛉㸸⌮デ᩿⛉ ᨺᑕ⥺⛉ ⭘⒆ෆ⛉
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻք
  1㸬፬ே⛉㸸Ꮚᐑయ⒴࣭ഐ⭘⒆ᛶ㎶⦕⣔⬻⅖ࡢ
  㛵㐃⛉㸸⬻⚄⤒ෆ⛉ࠊ྾ჾෆ⛉ࠊ⭘⒆ෆ⛉ࠊ⌮デ᩿⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉
  2㸬ᾘჾෆ⛉㸸MAC ྜేࡢ┤⭠⒴
  㛵㐃⛉㸸⭠⫠㛛እ⛉ࠊ྾ჾෆ⛉
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 12 ᭶ 22 ᪥㸦ᮌ㸧
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻद
  1㸬ᾘჾෆ⛉㸸ஙࡀࢇ⾡ᚋከⓎࣜࣥࣃ⠇⭘ࡢ
  㛵㐃⛉㸸ங⭢⛉ࠊ㣗㐨⫶እ⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉
  2㸬፬ே⛉㸸༸ᕢ⒴⾡ᚋࡢ⫵⭘⒆ࡢ
  㛵㐃⛉㸸྾ჾෆ⛉ࠊ⌮デ᩿⛉ࠊ፬ே⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 1 ᭶ 12 ᪥㸦ᮌ㸧
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻध
  ⬻⚄⤒እ⛉㸸㌿⛣ᛶ⬻⭘⒆(melanoma ࠸)ࡢ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 1 ᭶ 26 ᪥㸦ᮌ㸧
  㛵㐃⛉㸸⭘⒆ෆ⛉ࠊ⓶⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻन
  1㸬Ἢᒀჾ⛉㸸⭈⭘⒆ࡢ
  㛵㐃⛉㸸⫢⫹⮅እ⛉ࠊ㣗㐨⫶እ⛉ࠊ௦ㅰෆศἪෆ⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉
  2㸬⭠⫠㛛እ⛉㸸ୖ⾜⤖⭠⒴ࡢ
  㛵㐃⛉㸸⏘፬ே⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊᚠ⎔ჾෆ⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉ࠊ⌮デ᩿⛉ࠊᚰ⮚⾑⟶እ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 2 ᭶ 2 ᪥㸦ᮌ㸧
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 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻऩ
 1㸬⭠⫠㛛እ⛉㸸ஙࡀࢇ࠾ࡼࡧ┤⭠⒴ࡢ
 㛵㐃⛉㸸፬ே⛉ࠊᩚᙧእ⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉ࠊங⭢⛉
 2㸬ᩚᙧእ⛉㸸⚄⤒㠧⭘ࡢ
 㛵㐃⛉㸸ᨺᑕ⥺⛉ࠊ፬ே⛉ࠊ⭠⫠㛛እ⛉
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 2 ᭶ 9 ᪥㸦ᮌ㸧
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻप
 1㸬⪥㰯ဗႃ⛉㸸୰ဗ㢌⒴⾡ᚋࡢ
 㛵㐃⛉㸸⭠⫠㛛እ⛉ࠊ㣗㐨⫶እ⛉ࠊ྾ჾෆ⛉ࠊ྾ჾእ⛉ࠊᙧᡂእ⛉ࠊ⭘⒆ෆ⛉ࠊ
ᨺᑕ⥺⛉
 2㸬⬻⚄⤒እ⛉㸸Spinal chondrosarcoma ࡢ
 㛵㐃⛉㸸⭘⒆ෆ⛉ࠊ⌮デ᩿⛉ࠊᩚᙧእ⛉ࠊᨺᑕ⥺⛉
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 2 ᭶ 16 ᪥㸦ᮌ㸧
 ࣭࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻफ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥㸦ᮌ㸧
௨㝆ࠊᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶ 9 ᪥㸦ᮌ㸧
ࠊᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶ 23 ᪥㸦ᮌ㸧㛤ദணᐃ
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4-15 㡰ኳᇽᏛ SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ

ڦᴫせ
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫձ
  ⛉㸸⾑ᾮෆ⛉ࠊங⭢ࢭࣥࢱ࣮ࠊᩚᙧእ⛉ࠊἪᒀჾ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 4 ᭶ 22 ᪥㸦㔠㸧
 
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫղ
  ⛉㸸ங⭢ࢭࣥࢱ࣮ࠊ⾑ᾮෆ⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊ྾ჾෆ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 5 ᭶ 6 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫճ
  ⛉㸸྾ჾෆ⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊ⾑ᾮෆ⛉ࠊ㣗㐨⫶እ⛉ࠊᾘჾෆ⛉ࠊ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 5 ᭶ 27 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫմ
  ⛉㸸Ἢᒀჾ⛉ࠊங⭢ࢭࣥࢱ࣮ࠊ྾ჾෆ⛉ࠊ⭠⫠㛛እ⛉ࠊᾘჾෆ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 10 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫյ
  ⛉㸸྾ჾእ⛉ࠊ⭠⫠㛛እ⛉ࠊ⾑ᾮෆ⛉ࠊ㣗㐨࣭⫶እ⛉ࠊᾘჾෆ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 24 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫն
  ⛉㸸ங⭢ࢭࣥࢱ࣮ࠊ྾ჾእ⛉ࠊ⾑ᾮෆ⛉ࠊ྾ჾෆ⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊᩚᙧእ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 7 ᭶ 8 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫշ
  ⛉㸸ᩚᙧእ⛉ࠊங⭢ࢭࣥࢱ࣮ࠊἪᒀჾ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫո
  ⛉㸸ᾘჾෆ⛉ࠊ㣗㐨⫶እ⛉ࠊ྾ჾእ⛉ࠊᩚᙧእ⛉ࠊἪᒀჾ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 8 ᭶ 26 ᪥㸦㔠㸧
࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫչ
 ⛉㸸Ἢᒀჾ⛉ࠊᾘჾෆ⛉ࠊ⾑ᾮෆ⛉ࠊ྾ჾෆ⛉
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 9 ᭶ 9 ᪥㸦㔠㸧
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 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫպ
  ⛉㸸⪥㰯ဗႃ࣭㢌㢕⛉ࠊ྾ჾෆ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫջ
  ⛉㸸ᾘჾෆ⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊ⭠⫠㛛እ⛉ࠊ⾑ᾮෆ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 10 ᭶ 14 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫռ
  ⛉㸸⾑ᾮෆ⛉ࠊ྾ჾෆ⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊ㣗㐨࣭⫶እ⛉ࠊ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 4 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫս
  ⛉㸸྾ჾෆ⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊᾘჾෆ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 18 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫվ
  ⛉㸸⾑ᾮෆ⛉ࠊங⭢ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㣗㐨⫶እ⛉ࠊ⭠⫠㛛እ⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊ྾ჾෆ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 12 ᭶ 2 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫտ
  ⛉㸸྾ჾෆ⛉ࠊἪᒀჾ⛉ࠊ፬ே⛉ࠊ⭈࣭㧗⾑ᅽෆ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 12 ᭶ 16 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫր
  ⛉㸸⫹⫢⮅እ⛉ࠊ྾ჾෆ⛉ࠊ፬ே⛉ࠊ⭈࣭㧗⾑ᅽෆ⛉ࠊ⾑ᾮෆ⛉ࠊ㣗㐨⫶እ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 1 ᭶ 6 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫց
  ⛉㸸྾ჾෆ⛉ࠊᩚᙧእ⛉ࠊ㣗㐨⫶እ⛉ࠊᾘჾෆ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 1 ᭶ 20 ᪥㸦㔠㸧
 ࣭SRE ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫւ
  ⛉㸸྾ჾෆ⛉ࠊ㣗㐨⫶እ⛉ࠊᾘჾෆ⛉ࠊங⭢ࢭࣥࢱ࣮ࠊ⫢⫹⮅እ⛉
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 2 ᭶ 3 ᪥㸦㔠㸧
  ௨㝆ࠊᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶㛤ദணᐃ
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4-16 ᓥ᰿Ꮫ࣭㫽ྲྀᏛ
ᒣ㝜ࡀࢇㄆᐃ་⒪ࢫࢱࢵࣇ⫱ᡂࢥ࣮ࢫ㸦ࣥࢸࣥࢩࣈ㸧ኟᏘࢭ࣑ࢼ࣮

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
  ᒣ㝜ࡀࢇㄆᐃ་⒪ࢫࢱࢵࣇ⫱ᡂࢥ࣮ࢫ㸦ࣥࢸࣥࢩࣈ㸧ኟᏘࢭ࣑ࢼ࣮
㸦㸰㸧᪥ࠊሙࠊㅮᖌ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸰㸳᪥㸦᪥㸧8㸸30㹼16㸸30
  ㅮ⩏ሙ㸸㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ࡀࢇࢭࣥࢱ࣮࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻ
       ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ࡳࡽ࠸Ჷ㸲㝵ࢠࣕࣛࢡࢩ࣮
  ࢧࢸࣛࢺሙ㸸㫽ྲྀᕷ❧㝔ࠊ㫽ྲྀ┴❧୰ኸ㝔ࠊ⏣་⒪ࢭࣥࢱ࣮
 ㅮᖌ㸸㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊ᩍ⫋ဨࠊᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ᩍ⫋ဨ

㸦㸱㸧ཧຍ⪅ᩘ㸸㸱㸷ྡ㸦ㅮᖌྵࡴ㸧
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Ꮫᨵ㠉᥎㐍ᴗࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ
<ICTே࡛⧅ࡄࡀࢇ་⒪⥔᪂ࣉࣛࣥ>

ଐᾉ ᵐᵖ࠰ ᵗஉ ᵐᵓଐίଐὸ ᵖᾉᵑᵎ῍ᵏᵔᾉᵑᵎ
ᖜᗈ࠸ࡀࢇ㡿ᇦࡢ᭱᪂⒪ἲ࡞ࢆᏛࡿ㞟୰ㅮ⩏ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
࡞ࡓ࡛ࡶࡈཧຍ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋ
㫽ྲྀᏛࠊᓥ᰿ᏛࡼࡾTV㆟㓄ಙ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊྛᡤᒓタ࡛ཷㅮྍ⬟࡛ࡍࠋ
㸦ㅮ⩏ሙ㸧㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ࡀࢇࢭࣥࢱ࣮࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻ
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ࡳࡽ࠸Ჷ㸲㝵ࢠࣕࣛࢡࢩ࣮
㸦ࢧࢸࣛࢺணᐃሙ 㸧TV㆟ࢩࢫࢸ࣒࡛ཷㅮྍ⬟
㫽ྲྀᕷ❧㝔ࠊ㫽ྲྀ┴❧୰ኸ㝔ࠊ㫽ྲྀ⏕༠㝔ࠊ
ᓥ᰿┴῭⏕Ụὠ⥲ྜ㝔ࠊ⏫❧ዟฟ㞼㝔ࠊฟ㞼ᕷ❧⥲ྜ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
⏣་⒪ࢭࣥࢱ࣮
㸦ㅮ ᖌ㸧 㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊ᩍ⫋ဨࠊᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ᩍ⫋ဨ
ͤヲ⣽ࡣ☜ᐃḟ➨㐃⤡࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸦ㅮ⩏ෆᐜ㸧㸯ㅮ⩏㸱㸮ศ๓ᚋ࡛ᖜᗈ࠸㡿ᇦࡢࡀࢇ་⒪ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸦ᒚ ಟ㸧 ⤊᪥ฟᖍ࡛㸴ㅮ⩏ฟᖍ┦ᙜ㸦༙᪥ࡣ㸱ㅮ⩏┦ᙜ㸧ࡋࡲࡍࠋ
㸦 㣗㸧ྛ⮬ࡈ‽ഛୗࡉ࠸ࠋ
㸦ཧຍ㈝㸧↓ᩱ
㸦ᩍᮦ㈝㸧↓ᩱ ࢸ࢟ࢫࢺࢆ㓄ᕸ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
(࠾⏦㎸㸧ࢳࣛࢩ㠃ࡢᚲせ㡯ࢆࡈグධࡢୖࠊFAX࡚࠾⏦㎸ୗࡉ࠸ࠋ
࣓࣮ࣝࡢሙྜࡣ⏦㎸᭩ධຊࡢୖῧ࡛࠾㏦ࡾࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㫽ྲྀ┴ෆࡢ᪉Ѝ㫽ྲྀᏛFAX㸸0859-38-7109/ᓥ᰿┴ෆࡢ᪉Ѝᓥ᰿ᏛFAX㸸0853-20-2580
㸦⏦㎸⥾ษ㸧ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸶᭶㸰㸴᪥㸦㔠㸧
ദ㸸ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ<ICTே࡛⧅ࡄࡀࢇ་⒪⥔᪂ࣉࣛࣥ>
ᒣ㝜ࡀࢇㄆᐃ་⒪ࢫࢱࢵࣇ⫱ᡂࢥ࣮ࢫ㸦ࣥࢸࣥࢩࣈ㸧㫽ྲྀᏛࠊᓥ᰿Ꮫ
ᚋ㸸㒔㐨ᗓ┴ࡀࢇデ⒪㐃ᦠᣐⅬ㝔 㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔/ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔
ᓥ᰿྾࣭ឤᰁ࣭ࡀࢇ◊✲
ၥྜࡏඛ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊Ꮫົㄢᩍົಀ ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥᢸᙜ
ࠛ683-8503 㫽ྲྀ┴⡿Ꮚᕷす⏫86䔒⛘ 㟁ヰ㸸0859-38-7098 FAX㸸0859-38-7109
࣓࣮ࣝ㸸 me-kyoumu@adm.tottori-u.ac.jp
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥົᐊ
ࠛ693-8501 ฟ㞼ᕷሷ෬⏫89-1 㟁ヰ㸸0853-20-2576 FAX㸸0853-20-2580
࣓࣮ࣝ㸸ganpro@med.shimane-u.ac.jp
ͤᅵ᪥⚃᪥ࡢ㐃⤡ࡣ࣓࣮࡛ࣝ࠾▱ࡽࡏ㢪࠸ࡲࡍࠋ
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ᾁᾇ࠰ࡇầỮἩἿἧỹἕἉἹἜἽؕႴਖ਼ᡶἩἻὅ
ޛᨏầỮᛐܭҔၲἋἑἕἧᏋỶὅἘὅἉἨἅὊἋ
ٰܓἍἱἜὊ ͵إԓ
Ṹᯓӕ˟ئί˄ޓ၏ᨈầỮἍὅἑὊᾁ᨞ỿἵὅἇὊἮὊἛὸ

ӋьᎍᾉᚘᾂᾈӸίᜒࠖԃớὸ
ẔᯓӕܖٻҔܖᢿ᧽ޓ၏ᨈὉᯓӕჄᇌɶځ၏ᨈὉ
ᯓӕჄࠊᇌ၏ᨈὉᯓӕဃң၏ᨈẕ
ḤఌܖٻẆఌჄỉӲ၏ᨈểờዓẲềӳᚘᾀᾃʴỉᜒࠖỉέ
ဃỆᜒ፯ửẲềẟẺẻẨộẲẺẇ

8
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ڦ㸦ᓥ᰿Ꮫሙ㸧་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ࡳࡽ࠸Ჷ㸲㝵ࢠࣕࣛࢡࢩ㸫ࡢᵝᏊ

♒㒊 ጾඛ⏕       ⊦ಛ Ὀඛ⏕    ୰㇂ ಇᙪඛ⏕   Ἀᮏ Ẹ⏕ඛ⏕

㕥ᮌ ㈼ඛ⏕   㝡ᒣ Ⓩஅඛ⏕     ᓥ᰿ᏛሙࡢᵝᏊ

㫽ྲྀᏛሙ㸦TV ㆟⏬㠃㸧     ⤊᪥ཧຍࡉࢀࡓ᪉ࡣಟドࢆᤵࡋࡲࡋࡓࠋ
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ᖹ ᡂ㻞㻤ᖺᗘ䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁
ᒣ 㝜䛜䜣ㄆᐃ་⒪䝇䝍䝑䝣⫱ᡂ䚷䜲䞁䝔䞁䝅䝁䞊䝇ኟᏘ䝉䝭䝘䞊 ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠕᭶䠎䠑᪥䠄᪥䠅
᪥ ⛬⾲䠄䠅
㻤㻦㻝㻡

㛫䠄ศ䠅
㻝㻡

㻤㻦㻟㻜

㻝㻜

㻤㻦㻠㻜

㻞㻜

㛤ጞ้

䝔䞊䝬
₇⪅
ཷ㛤ጞ
䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁 ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊䚷ෆ⛉Ꮫㅮᗙ
྾ჾ䞉⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ䚷䚷ᩍᤵ
䛸ᒣ㝜䛜䜣་⒪䛾⌧≧䛸ᑐ⟇

♒㒊䚷ጾ

ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊

㻟㻜

㻥㻦㻟㻜

㻞㻜

㻥㻦㻡㻜

㻞㻜

吚

㻥㻦㻜㻜

䛜
䜣
デ
⒪
䛾
䝖
䝢
䜽
䝇

⊦ಛ䚷Ὀ

ᨺᑕ⥺⭘⒆Ꮫ䚷ᩍᤵ

䐠⦆䜿䜰

ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊
⦆䜿䜰ㅮᗙ䚷ᩍᤵ

୰㇂䚷ಇᙪ

䐡䛜䜣┦ㄯᨭ䝉䞁䝍䞊

㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔
䛜䜣┦ㄯᨭ䝉䞁䝍䞊
ᑓ㛛┦ㄯဨ

ྜྷᒸ䚷ዌ

䐢ᨺᑕ⥺⒪ἲ

ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ᨺᑕ⥺་Ꮫㅮᗙ
⊦ಛ䚷Ὀ
ᨺᑕ⥺⭘⒆Ꮫ䚷ᩍᤵ

ఇ᠁

㻝㻜

䐣ศᏊᶆⓗ⒪

㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔
Ꮫ⒪ἲ䝉䞁䝍䞊䚷ຓᩍ

㜰ᮏ䚷ᬛᏹ

䐤Ꮫ⒪ἲ䛾స⏝ᑐ⟇

㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔
䛜䜣䝉䞁䝍䞊䚷ຓᩍ

ᒣ䚷㈼

吚

8
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䐟⏬ീデ᩿䠄䜸䞁䝁䝻䝆䜹䝹䜲䝯䞊䝆䞁䜾䠅 ᨺᑕ⥺་Ꮫㅮᗙ

䐥ᆅᇦ㐃ᦠ䝟䝇

㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔
䛜䜣䝉䞁䝍䞊䚷ᑓ㛛┦ㄯဨ

㊊❧䚷ᐶᏊ

䜽
䝇

䐦䛜䜣ᩆᛴ

ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ䚷ෆ⛉Ꮫㅮᗙ
྾ჾ䞉⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ䚷ຓᩍ

Ἀᮏ䚷Ẹ⏕

㻝㻜㻦㻞㻜

㻟㻜

㻝㻜㻦㻡㻜

㻞㻜

㻝㻝㻦㻝㻜

㻞㻜

䛜
䜣
デ
⒪
䛾
䝖
䝢

㻝㻝㻦㻟㻜

㻟㻜

㻝㻞㻦㻜㻜

㻢㻜

㻝㻟㻦㻜㻜

㻞㻜

㻝㻟㻦㻞㻜

㻞㻜

㻝㻟㻦㻠㻜

㻞㻜

㻝㻠㻦㻜㻜

㻞㻜

㻝㻠㻦㻞㻜

㻝㻜

㻝㻠㻦㻟㻜

㻟㻜

㻝㻡㻦㻜㻜

㻞㻜

㻝㻡㻦㻞㻜

㻟㻜

㻝㻡㻦㻡㻜

㻝㻜

㣗
ྛ
✀
䛜
䜣
䛾
᭱
᪂

ሗ

䐟⫵䛜䜣

㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊ศᏊไᚚෆ⛉Ꮫ
ᑠ㇂䚷ᫀᗈ
ຓᩍ

䐠ᾘჾ䛜䜣

⏫❧ዟฟ㞼㝔䚷㝔㛗

㕥ᮌ䚷㈼

䐢๓❧⭢䛜䜣

㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔
Ἢᒀჾ⛉䚷ㅮᖌ

᳃ᐿ䚷ಟ୍䚷

䐣ங䛜䜣

㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㝃ᒓ㝔
ங⭢ෆศἪእ⛉䚷ᩍᤵ

ᮧ⏣䚷㝧Ꮚ

ᆅᇦ䛜䜣་⒪䛻䛚䛡䜛┳ㆤᖌ䛾ᙺ

㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔
䛜䜣䝉䞁䝍䞊䚷┳ㆤᖌ㛗

ୖ⏣䚷ᜨᕭ

ᆅᇦ䛜䜣་⒪䛻䛚䛡䜛⸆ᖌ䛾ᙺ

ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔
⸆㒊䚷䚷⸆௵

㻌㝡ᒣ䚷Ⓩஅ

ᆅᇦ䛜䜣་⒪䛻䛚䛡䜛デ⒪ᡤ䛾ᙺ

䜂䛰䜎䜚䜽䝸䝙䝑䜽㝔㛗

⚟⏣䚷ᖿஂ

㛢䛾䛒䛔䛥䛴

㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔
䛜䜣䝉䞁䝍䞊䚷ᩍᤵ

㎷㇂䚷ಇ୍

ఇ᠁
ᆅ
ᇦ
䛜
䜣
་
⒪
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4-17 ᓥ᰿Ꮫ࣭ᮾி⌮⛉Ꮫ
ࢺࣛࣥࢫ࣮ࣞࢩࣙࢼࣝࣜࢧ࣮ࢳࢭ࣑ࢼ࣮

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࢺࣛࣥࢫ࣮ࣞࢩࣙࢼࣝࣜࢧ࣮ࢳࢭ࣑ࢼ࣮
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸯᭶㸱㸮᪥ 㸸㹼㸸
   㛤ദሙᡤ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔$ Ჷ㸰㝵࢝ࣥࣇࣞࣥࢫᐊࠕࡉࡃࡽࠖ

㸦㸱㸧₇⪅
   ࣭ࠗ&23' ⮬↛Ⓨࣔࢹ࣐ࣝ࢘ࢫࡘ࠸࡚࠘
          ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾ

   ࣭ࠗ㠀ᑠ⣽⬊⫵ࡀࢇ⣽⬊ᰴ࠾ࡅࡿ࣓࣌ࢺࣞ࢟ࢭࢻ⪏ᛶ⋓ᚓ㛵ࢃࡿ 6/&$ ࡢᙺ࠘
      ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ௵◊✲ဨ ㇂㔝 Ⰻ㍜ 

   ࣭ࠗᒣୗ◊✲ᐊࡢ◊✲⤂࠘
ᮾி⌮⛉Ꮫ ⸆Ꮫ㒊 ᩍᤵ ᒣୗぶṇ 

   ࣭ࠗ$P ᑒධከᶵ⬟ࢼࣀ⢏Ꮚࢆ⏝࠸ࡓ &23' ࣔࢹ࣐ࣝ࢘ࢫ࠾ࡅࡿ⫵⬊ಟຠᯝࡢ᳨ウ࠘
                   ᮾி⌮⛉Ꮫ Ꮫ㝔㸦ಟኈ㸯ᖺ㸧㛗ᓥ ᙲኴ

   ࣭ࠗᡂே⮅ⱆ⭘ぢࡽࢀࡓ᪂つ $3& 㑇ఏᏊኚ␗ࡢᶵ⬟ゎᯒ࠘
                    ᮾி⌮⛉Ꮫ Ꮫ㝔㸦ಟኈ㸯ᖺ㸧Ἠ ♸Ẏ

   ࣭ࠗࡀࢇᏛ⒪ἲక࠺ዲ୰⌫ῶᑡ 1$037 άᛶ࠾ࡼࡧ 6,57 㑇ఏᏊⓎ⌧㛵ࡍࡿ᳨ウ࠘
                    ᮾி⌮⛉Ꮫ ⸆Ꮫ㒊㸦㸳ᖺ㸧᰿ᓊ ஓ

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
   ཧຍ⪅ᩘ㸸 ྡ

㸦㸳㸧ദ
 ᮾி⌮⛉Ꮫ࣭ᓥ᰿Ꮫ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮


ଐᾉ ᾁᾈ࠰ ᵏஉ ᵑᵎଐίஉὸᵏᵕᾉᵑᵎ῍ᵐᵏᾉᵎᵎ
ئᾉఌܖٻҔܖᢿ᧽ޓ၏ᨈ ᵟ၏ᾁ᨞ỽὅἧỳἾὅἋܴẐẰẪỤẑ
ᾌἩἿἂἻἲᾌ
ᵏᵕᵘᵑᵎ῍ᵏᵖᾉᵏᵎ ἚἻὅἋἾὊἉἹἜἽἼἇὊἓἍἱἜὊ
Ӯ˟ᾉఌܖٻҔܖᢿ᧽ޓ၏ᨈ ԠԈ֥Ὁ҄ܖၲඥϋᅹ ᜒࠖ ᇢ ဌ̀
ẒᵡᵭᵮᵢᐯႆၐἴἙἽἰỸἋỆếẟềẓίᵏᵓЎὉឋွᵓЎὸ
ఌܖٻҔܖᢿϋᅹ ࡈᜒܖԠԈ֥Ὁᐮᏽၨ ܖ ᄿᢿ ی
Ẓ᩼ݱኬᏘᏍầỮኬᏘఇỆấẬỦἬἳἚἾỿἍἛ᎑ࣱྒࢽỆ᧙ỪỦᵱᵪᵡᵏᵗᵟᵏỉࢫлẓ
ఌܖٻҔܖᢿϋᅹ ࡈᜒܖԠԈ֥Ὁᐮᏽၨ ܖɼ˓ᄂᆮՃ  ᑣ᠒
ίᵏᵓЎὉឋွᵓЎὸ
ᵏᵖᾉᵏᵎᵋ˞কίᵏᵎЎὸ
ᵏᵖᾉᵐᵎ῍ᵏᵗᾉᵐᵓ ிʮྸᅹܖٻợụᄂᆮỆếẟềỉႆᘙ
Ӯ˟ᾉఌܖٻҔܖᢿϋᅹ ࡈᜒܖԠԈ֥Ὁᐮᏽၨ ܖ ᄿᢿ ی
Ẓ ޛɦᄂᆮܴỉᄂᆮኰʼẓ ίᾀᾄЎὺឋွᾄЎὸ
ிʮྸᅹ ܖٻᕤܖᢿ  ޛɦᚃദ
Ẓ ᵟᶋᵖᵎݥλٶೞᏡἜἠቩ܇ửဇẟẺᵡᵭᵮᵢἴἙἽἰỸἋỆấẬỦᏍᏘ̲ࣄјௐỉ౨᚛ẓ
ίᾀЎὉឋွᵓЎὸ
ிʮྸᅹܖٻ ܖٻᨈί̲ٟᾀ࠰ὸ ᧈࢧٽ
Ẓ ʴᐘᑻᏽỆᙸỤủẺૼᙹᵟᵮᵡᢡˡီ٭܇ỉೞᏡᚐௌ ẓίᾀЎὉឋွࣖሉᵓЎὸ
ிʮྸᅹܖٻ ܖٻᨈί̲ٟᾀ࠰ὸඡ ᅎ്
Ẓ ầỮ҄ܖၲඥỆˤạڤɶྶถݲểᵬᵟᵫᵮᵲࣱấợỎᵱᵧᵰᵲᵏᢡˡ܇ႆྵỆ᧙ẴỦ౨᚛ ẓ
ίᾀЎὉឋွᵓЎὸ
ிʮྸᅹ ܖٻᕤܖᢿίᾄ࠰ὸ ఌެԧʍ
ᵏᵗᾉᵐᵓ῍ᵐᵏᾉᵎᵎ ἧἼὊἙỵἋỽἕἉἹὅίᵏᵓЎὉឋွᵓЎὸ

ஜˑᡲዂέᾉఌܖٻҔܖᢿầỮἩἿἧỹἕἉἹἜἽؕႴਖ਼ᡶἩἻὅʙѦܴ
ᩓᛅᾉᵎᵖᵓᵑᵋᵐᵎᵋᵐᵓᵕᵔ
ᵤᵟᵶᾉᵎᵖᵓᵑᵋᵐᵎᵋᵐᵓᵖᵎ ᾔὼᾼᾰᾸΆᾉᶒᵿᶉᶃᶓᶒᶇᵞᶋᶃᶂᵌᶑᶆᶇᶋᵿᶌᶃᵋᶓᵌᵿᶁᵌᶈᶎ
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4-18 ᓥ᰿Ꮫ ᖹᡂ 28 ᖺᗘ ⦆ࢣᕷẸබ㛤ㅮᗙ
ࠕࡘ࡞ࡀࡿࠊ⦆ࢣ㹼ࡀࢇデ᩿ࡉࢀࡓࡽᅾᏯࡲ࡛ษࢀ┠࡞ࡃ㹼ࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ ⦆ࢣᕷẸබ㛤ㅮᗙ
ࠕࡘ࡞ࡀࡿࠊ⦆ࢣ㹼ࡀࢇデ᩿ࡉࢀࡓࡽᅾᏯࡲ࡛ษࢀ┠࡞ࡃ㹼ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸯᭶㸰㸱᪥㸦Ỉ㸧13㸸00㹼16㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ⮫ᗋㅮ⩏Ჷ㸯㝵 ᑠㅮ⩏ᐊ
㸦㸱㸧₇⪅
 ࠕࣂ࢝࣎ࣥࣃࣃᏛࡪⱞࡋࡳࡢே㛫Ꮫࠖ㹼⫈ࡃࡇࠊㄒࡿࡇࡢᮏᙜࡢព㹼
                               బ⸨ ὈᏊ Ặ
 ⦆ࠗۼࢣᲷ⤂࠘ 㹼⦆ࢣᲷࡗ࡚ࢇ࡞ࡇࢁ㸽㹼
 ⦆ۼࢣࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࢥ࣮ࢼ࣮

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸ྡ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮


ᖹᡂ28ᖺᗘ ⦆䜿䜰ᕷẸබ㛤ㅮᗙ

ධሙ↓ᩱ
๓⏦㎸
せ

ᇶㄪㅮ₇

䛂䝞䜹䝪䞁䝟䝟䛻Ꮫ䜆ⱞ䛧䜏䛾ே㛫Ꮫ䛃
䡚⫈䛟䛣䛸䚸ㄒ䜛䛣䛸䛾ᮏᙜ䛾ព䡚
బ⸨ὈᏊẶ
ி㒔ᏛᏛ㝔ಟ䚹ி㒔Ꮫ༤ኈ䠄ே㛫䞉⎔ቃᏛ䠅Ꮫ㝔ᅾ୰䛻ฟ⏘䚸Ꮚ⫱䛶䜢⤒㦂䚹༤ኈㄢ⛬ಟᚋ䚸
䛻་⒪⣔Ꮫ⏕䜈䛾ᩍ⫱䛸ㅮ₇άື䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹ㅮ₇䛷䛿䛂䝞䜹䝪䞁䝟䝟䛃䜔䛂䝗䝷䛘䜒䜣䛃䜢㢟ᮦ䛻䛧䛺䛜䜙
ே㛫䛾ⱞ䛧䜏䛸ゝㄒ䛾㛵ಀ䜢ㄝ᫂䛧䚸⫈䛟䛣䛸䚸ヰ䛩䛣䛸䛾ᵓ㐀䛜ศ䛛䜜䜀ㄡ䛷䜒Ⰻ䛔⫈䛝ᡭ䛸䛺䜚ᚓ䜛䛣䛸䜢
ఏ䛘䛶䛔䜛䚹ⴭ᭩䠖䛂ⱞ䛧䜏䛸⦆䛾⮫ᗋே㛫Ꮫ䡚⫈䛟䛣䛸䚸ㄒ䜛䛣䛸䛾ᮏᙜ䛾ព䛃䚸䛂ᝈ⪅䛾ຊ䡚䛜䜣䛻ྥ䛝
ྜ䛖䚸⏕䛻ྥ䛝ྜ䛖䡚䛃➼

䛄⦆䜿䜰Ჷ⤂䛅
䡚⦆䜿䜰Ჷ䛳䛶䛹䜣䛺䛸䛣䜝䠛䡚
⦆䜿䜰䛻䛴䛔䛶䛾㉁ၥ䝁䞊䝘䞊

ᖹᡂ28ᖺ11᭶23᪥䠄Ỉ䠅 䠍䠏䠖䠌䠌䡚䠍䠒䠖䠌䠌䠄㛤ሙ12䠖30䠅
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ⮫ᗋㅮ⩏Ჷ䠍㝵 ᑠㅮ⩏ᐊ
ദ䠖ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ⦆䜿䜰ㅮᗙ䞉⦆䜿䜰䝉䞁䝍䞊 ඹദ䠖䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁
䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫ඛ䠖ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ⦆䜿䜰ㅮᗙ TEL0853Ͳ20Ͳ2237

9
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4-19 ᓥ᰿Ꮫ ỤὠᕷẸබ㛤ㅮᗙ

ڦᴫせ
 デ⒪㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᓥ᰿┴῭⏕Ụὠ⥲ྜ㝔ඹྠ࡛ࡀࢇ㛵ࡍࡿᕷẸබ㛤ㅮᗙࢆ
Ụὠᕷ࣭Ụὠᕷ་ᖌࡢᚋࢆཷࡅࠊỤὠࡢࡀࢇ་⒪ࡢࡇࢀࡽࢆ⪃࠼ࡼ࠺㹼ࢆࢸ࣮࣐ࠊ
⫵⒴⒪ࠊ⭠ࡀࢇ⒪ࠊᨺᑕ⥺⒪ࠊ⦆ࢣ࡞ㅮ₇ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧ྡ⛠
➨㸲ᅇỤὠᕷẸබ㛤ㅮᗙ 㹼Ụὠࡢࡀࢇ་⒪ࡢࡇࢀࡽࢆ⪃࠼ࡼ࠺㹼
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸯᭶㸰㸰᪥㸦᪥㸧13㸸30㹼16㸸00
 㛤ദሙ㸸ᓥ᰿┴῭⏕Ụὠ⥲ྜ㝔㸰㝵ㅮᇽ
㸦㸱㸧₇⪅
   1.ࠕ
ࠕ㣗㐨ࡀࢇࠖࠕ⫶ࡀࢇࠖண㜵⒪ࡘ࠸࡚ࠖ
ᓥ᰿┴῭⏕Ụὠ⥲ྜ㝔 ᾘჾ⛉㒊㛗 ᒣᮏ ᐀ᖹ
2.ࠕࡀࢇデ⒪ࡢࢺࣆࢵࢡࢫࠖ
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾ
3.ࠕ⦆ࢣ࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺⒪ࠖ
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ᨺᑕ⥺་Ꮫㅮᗙ ᨺᑕ⥺⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ⊦ಛ Ὀ
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
  ཧຍ⪅ᩘ㸸16 ྡ
 
㸦㸳㸧ദ
 ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ㸦ᓥ᰿Ꮫ㸧
㸦㸴㸧ᙜ᪥ࡢᵝᏊ
㉁ၥࢥ࣮ࢼ࣮࡛ࡣࠊ་⒪ࡢṇ☜࡞᭱᪂ሗࢆ୍⯡ࡢ᪉ࡀ▱ࡿ᪉ἲࡣ↓࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺
࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡾࠊᏛࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸᕷẸබ㛤ㅮᗙ࡞ฟᖍ࠸ࡓࡔࡁࠊ་⒪㛵ಀ⪅
㉁ᛂ⟅ࡀ࡛ࡁࡿᙧࢆࡿࡢࡀⰋ࠸࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡲࡋࡓࠋᚋࡢᗈሗάືࡘ
࠸᳨࡚ウࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮


➨㻠ᅇ ỤὠᕷẸබ㛤ㅮᗙ
䡚Ụὠ䛾䛜䜣་⒪䛾䛣䜜䛛䜙䜢⪃䛘䜘䛖䡚
᪥䠖ᖹᡂ㻞㻞㻥ᖺ
ᖺ㻝᭶㻞㻞᪥
᪥䠄᪥䠅 㻝㻟䠖䠖㻟㻜䡚
䡚㻝㻢䠖䠖㻜㻜
ሙ䠖ᓥ᰿┴῭⏕Ụὠ⥲ྜ㝔 㻞㝵ㅮᇽ
➨㻝㒊ㅮ₇ 㻝㻟䠖
䠖㻟㻜䡚
㛤ࡢ㎡㸸་⒪ἲே♫ᅋ

᳃་㝔

ᗙ㛗㸸ᓥ᰿┴῭⏕Ụὠ⥲ྜ㝔

⌮㛗

᳃

┾∞ඛ⏕

㝔㛗 ➉ᯘ ṇᏕඛ⏕

1.ࠕࠕ㣗㐨ࡀࢇࠖࠕ⫶ࡀࢇࠖண㜵⒪ࡘ࠸࡚ࠖ
ᓥ᰿┴῭⏕Ụὠ⥲ྜ㝔 ᾘჾ⛉㒊㛗 ᒣᮏ ᐀ᖹඛ⏕
2.ࠕࡀࢇデ⒪ࡢࢺࣆࢵࢡࢫࠖ
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ
ᩍᤵ ♒㒊

ጾඛ⏕

3.ࠕ⦆ࢣ࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺⒪ࠖ
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ᨺᑕ⥺་Ꮫㅮᗙ ᨺᑕ⥺⭘⒆Ꮫ
ᩍᤵ ⊦ಛ Ὀඛ⏕

➨㻞㒊 ㉁ၥ䝁䞊䝘䞊 㻝㻡䠖䠖㻟㻜䡚
䡚
๓ࣥࢣ࣮ࢺࢆࡶ㉁ᛂ⟅ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ
ᩍᤵ ♒㒊 ጾඛ⏕

ദ 㸸
ඹദ/ᚋ 㸸
࠾ၥྜࡏ㸸
㟁
ヰ 㸸
F A X 㸸
E–mail㸸

9
04

ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ
῭⏕Ụὠ⥲ྜ㝔/Ụὠᕷ࣭Ụὠᕷ་ᖌ
ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥົᒁ
0853-20-2576㸦ᖹ᪥9㸸00㹼16㸸00㸧
0853-20-2580
ganpro@med.shimane-u.ac.jp
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4-20 ᓥ᰿Ꮫ ᕝྜᑠᏛᰯࡀࢇᩍ⫱

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᓥ᰿┴⏣ᕷ❧ᕝྜᑠᏛᰯ ࡀࢇᩍ⫱㸦ᓥ᰿Ꮫ㝔࡚ࡀࢇ㛵ࡍࡿ㒊㛛ぢᏛ㸧
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸯᭶㸰㸱㸦᭶㸧10㸸00㹼14㸸00
   ሙ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 A Ჷ㸰㝵 ࡉࡃࡽ        
 ぢᏛሙᡤ㸸⦆ࢣࢭࣥࢱ࣮ࠊ⏘⛉፬ே⛉ࠊእ᮶ ➼      
㸦㸱㸧ぢᏛෆᐜᴫ␎
  ᕝྜᑠᏛᰯ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠕࡀࢇᩍ⫱ࠖࡢᤵᴗࡢ୍⎔ࡋ࡚ᓥ᰿Ꮫ㝔ࡢࡀࢇ
㛵㐃ࡍࡿデ⒪⛉࣭Ჷ࡞ࡢぢᏛࢆ⾜࠺ࠋࡀࢇࣉࣟᩍဨࡀ㝔ෆࡢෆ࣭ㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊ
ᤵᴗ࡛Ꮫࡤࢀࡓ▱㆑ࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࠋ
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
  ぢᏛ⪅㸸⏣ᕷ❧ᕝྜᑠᏛᰯ ඣ❺㸦6 ᖺ⏕㸸14 ྡ㸧
ᘬ⋡ᩍဨ㸸2 ྡ㸦ட ㈗ᙪࠊᒣ⏣㤶)
ྜィ 16 ྡ
ᑐᛂ⪅㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ྾ჾ࣭Ꮫ⒪ἲෆ⛉ ㅮᖌ ὠ➃ ⏤ె㔛ඛ⏕
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾඛ⏕
    ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ⏘⛉፬ே⛉Ꮫㅮᗙ ᩍᤵ ி ဴඛ⏕
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ⦆ࢣㅮᗙ ᩍᤵ ୰㇂ ಇᙪඛ⏕
㸦㸳㸧ദ
  ᓥ᰿Ꮫ
㸦㸴㸧ᙜ᪥ࡢᵝᏊ
ᙜ᪥ࡣ✚㞷ࡢᙳ㡪࡛㐜ࢀ࡚㛤ጞ࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊྛ⛉༠ຊ࠸ࡓࡔࡁᵝࠎ࡞య㦂ࢆࡉ
ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋᕝྜᑠᏛᰯ࡛ࡣࡀࢇᩍ⫱ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡾࠊ
ᑠᏛ⏕ࡽࡢ㉁ၥࡢෆᐜࡽࡶ࡚ࡶⰋࡃຮᙉࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋ
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࣭ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ

㛫

ሙᡤ

ෆᐜ

ᢸᙜ⪅

ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ╔
10:00-10:10

㸿2 Ჷࡉࡃࡽ

࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ

ὠ➃ඛ⏕ࠊ♒㒊ඛ⏕

ᢸᙜ⪅⤂ࠊணᐃㄝ᫂ࠊ㢼㑧ࡢၥデࠊ

ࢫࢱࢵࣇ

ฟᖍ☜ㄆ
10:10-10:15

⦆ࢣᲷ⛣ື

10:15-11:00

⦆ࢣᲷ

ㄏᑟ㸦ᓊ⏣ࠊ➉ෆ㸧
⦆ࢣᲷぢᏛ

୰㇂ඛ⏕

ᝈ⪅ࡉࢇ࠾ヰࠊᐊ࣭ⰼቭぢᏛ
11㸸00㹼11㸸10

⏘⛉፬ே⛉Ჷ⛣ື

ㄏᑟ㸦ᓊ⏣ࠊ➉ෆ㸧

11㸸10㹼11㸸40

⏘⛉፬ே⛉Ჷ

⏘⛉፬ே⛉ࢫࢱࢵࣇ

⏘⛉፬ே⛉ᲷぢᏛ࣭ࣞࢡࢳ࣮ࣕ

࣭ዷ፬ࡉࢇࡢ㉸㡢Ἴ᳨ᰝぢᏛ㸦㸯㸳ศ㸧 ▼ᕝඛ⏕
࣭㉸㡢Ἴࡢཎ⌮ࠊዷ፬デࠊ⫾ඣィ



ࡘ࠸࡚ࡢࣞࢡࢳ࣮ࣕ㸦㸯㸳ศ㸧
ۻ2 ⌜㸦A࣭
࣭B㸧
㸧ศࢀࡿ
11㸸40㹼11㸸50

㸿2 Ჷࡉࡃࡽ⛣ື

ㄏᑟ㸦ᓊ⏣ࠊ➉ෆ㸧

11㸸50㹼12㸸35

㸿2 Ჷࡉࡃࡽ

㣗㸦ྛ⮬ᘚᙜᣢཧ㸧

♒㒊ඛ⏕࣭ὠ➃ඛ⏕࣭

♒㒊ඛ⏕ᑠᏛ⏕ࡽ㉁ၥ

ົࢫࢱࢵࣇࡀྠᖍ 

12㸸35㹼12㸸40

ࢡࣜࢽ࢝ࣝࢫ࢟ࣝࢵࣉࢭࣥࢱ࣮⛣ື

12㸸40㹼13㸸10

ࢡࣜࢽ࢝ࣝࢫ࢟ࣝ

⫈デయ㦂 2 ⌜ศࢀࡿ

♒㒊ඛ⏕

ࢵࣉࢭࣥࢱ࣮

ⓑ⾰ࢆ╔࡚⫈デჾ࡛ᚰ㡢࣭⫵㡢ࢆ⪺ࡃ

ࢡ ࣜࢽ࢝ࣝࢫ࢟ࣝ ࢵ

࡞

ࣉࢭࣥࢱ࣮ࢫࢱࢵࣇ

ㄏᑟ㸦ᓊ⏣ࠊ➉ෆ㸧

13:10-13:15

㸿2 Ჷࡉࡃࡽ⛣ື

ㄏᑟ㸦ᓊ⏣ࠊ➉ෆ㸧

13㸸15-13㸸30

㸿2 Ჷࡉࡃࡽ

ὠ➃ඛ⏕

እ᮶デᐹᶍᨃయ㦂
ᝈ⪅ࡉࢇࡁ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊእ᮶デᐹࡢ
ㄝ᫂ࠊၥデ࣭⫈デࢆయ㦂

13㸸30-13㸸50

㉁ᛂ⟅ࠊ♒㒊ඛ⏕ᣵᣜ

♒㒊ඛ⏕࣭ὠ➃ඛ⏕

࣭㞟ྜ┿ᙳ ࣭ࣥࢣ࣮ࢺ㓄ᕸ

ࢫࢱࢵࣇ

࣭ὠ➃ඛ⏕㉁ၥ

9
06

13㸸50-13㸸55

ࣂࢫ㥔㌴ሙᡤ⛣ື

14:00

ᮏ㒊Ჷ⋞㛵๓

ㄏᑟ㸦ᒾ᰿ࠊᓊ⏣㸧
࠾ぢ㏦ࡾ

♒㒊ඛ⏕ࠊὠ➃ඛ⏕
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4-21 ᓥ᰿Ꮫ ⏬ㅮᗙ㸦ࢭ࣑ࢼ࣮➼㸧

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠

 ⚄ᅾࡾࡢᅞ ࡀࢇ࣓ࢹ࢝ࣝ࢝ࣇ࢙

㸦㸰㸧㛤ദ᪥
 ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸴᭶㸯㸷᪥㸦᪥㸧
 ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸰㸳᪥㸦᪥㸧

㸦㸱㸧㊃᪨࣭┠ⓗ
 ࡀࢇᝈ⪅ᵝࠊࡈᐙ᪘ᵝ࠾Ⲕࢆ㣧ࡳ࡞ࡀࡽ࡞ࢇ࡛ࡶ࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡃሙࡋ࡚㛤ദࠋ
 ་࡛ࡣ࡞࠸ࡀࢇ⒪ࡢᑓ㛛་ࡀࠊ࢝ࣇ࢙ᒃ࡚ࠊࡀࢇᝈ⪅ࡸᐙ᪘ࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿᝎࡳ
ࡘ࠸࡚ヰࢆ⫈ࡃࡇ࡛ࠊࠕ㝽㛫ࠖࢆᇙࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㸦㸲㸧ദ
 ᓥ᰿Ꮫ
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4-22 ᓥ᰿Ꮫ ⏬ㅮᗙ㸦ࢭ࣑ࢼ࣮➼㸧

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᝈ⪅ࡉࢇᐙ᪘ࡢࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮
㸦㸰㸧ሙ
 ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ᒓ㝔 እ᮶୰ኸデ⒪Ჷ㸱㝵ࠕࡔࢇࡔࢇࠖ

㸦㸱㸧᪥ࠊෆᐜ
 ➨㸯ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸲᭶㸰㸶᪥㸦ᮌ㸧18㸸30㹼19㸸30
    ࠕస⏝ࡑࡢᑐ⟇ղ㸫ྤẼ࣭⬺ẟ࡞㸫ࠖ
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾ
 ➨㸰ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸳᭶㸯㸷᪥㸦ᮌ㸧18㸸30㹼19㸸30
    ࠕᨺᑕ⥺⒪ࡢ᭱᪂ࠖ
         ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ᨺᑕ⥺་Ꮫㅮᗙ ᨺᑕ⥺⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ⊦ಛ Ὀ
 ➨㸱ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸵᭶㸰㸯᪥㸦ᮌ㸧18㸸30㹼19㸸30
    ࠕ⦆ࢣࡣ㸽㹼ᓥ᰿Ꮫ㝔ࡢάືࢆࡈ⤂ࡋࡲࡍ㹼ࠖ
                 ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ⦆ࢣㅮᗙ ᩍᤵ ୰㇂ಇᙪ
 ➨㸲ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸯᭶㸯㸵᪥㸦ᮌ㸧18㸸30㹼19㸸30
    ࠕᨺᑕ⥺⒪ࡢ㹏㸤㸿ࠖ
         ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ᨺᑕ⥺་Ꮫㅮᗙ ᨺᑕ⥺⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ⊦ಛ Ὀ
 ➨㸳ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸯㸳᪥㸦ᮌ㸧18㸸30㹼19㸸30
    ࠕ⦆ࢣࡣ㸽ᓥ᰿Ꮫ㝔ࡢྲྀ⤌ࡳࠖ
                 ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊 ⦆ࢣㅮᗙ ᩍᤵ ୰㇂ಇᙪ
 ➨㸴ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸯᭶㸰㸴᪥㸦ᮌ㸧
     ࠕࡀࢇデ⒪ࡢࢺࣆࢵࢡࢫ㸫᭱᪂⒪㸫ࠖ
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾ


㸦㸲㸧ദ
 ᓥ᰿Ꮫ
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4-23 ᓥ᰿Ꮫ ⏬ㅮᗙ㸦ࢭ࣑ࢼ࣮➼㸧

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࣓ࢹ࢝ࣝ࢜ࣥࢥࣟࢪࢫࢺ㣴ᡂẼ⟶ᨭ㙾ࣁࣥࢬ࢜ࣥࢭ࣑ࢼ࣮
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸰㸴᪥㸦᭶㸧14㸸00㹼18㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸
㸦➨୍㒊㸧ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔㸯㝵 ᨺᑕ⥺㒊㸦Ẽ⟶ᨭ㙾᳨ᰝᐊ㸧
     㸦➨㒊㸧ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ࡳࡽ࠸Ჷ㸲㝵 ࢠࣕࣛࢡࢩ࣮
㸦㸱㸧₇⪅
 㸦➨୍㒊㸧㐍⾜㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ຓᩍ Ἀᮏ Ẹ⏕
 㸦➨㒊㸧ྖ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ຓᩍ Ἀᮏ Ẹ⏕

ㅮ₇㸸
ࠕ⫵ࡀࢇ⤌⧊ࢆ☜ᐇ᥇ྲྀࡍࡿࡓࡵ㸟
㸫㉸㡢Ἴ࢞ࢻୗࣜࣥࣃ⠇⏕᳨ᰩᮏศ㢮㸫ࠖ
     ⪷࣐ࣜࣥࢼ་⛉Ꮫ㝔  ᩍᤵ ᰩᮏ 
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸯㸲ྡ
㸦㸳㸧ദ
 ᓥ᰿Ꮫ
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4-24 ᓥ᰿Ꮫ ⏬ㅮᗙ㸦ࢭ࣑ࢼ࣮➼㸧

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ➨㸱ᅇ ᓥ᰿྾ჾデ⒪ࢫ࢟ࣝࢵࣉࢭ࣑ࢼ࣮
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸲᪥㸦᪥㸧9㸸00㹼14㸸15
 ㅮ⩏ሙ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 㸰㝵 ࢡࣜࢽ࢝ࣝࢫ࢟ࣝࢵࣉࢭࣥࢱ࣮

㸦㸱㸧᪨࣭┠ⓗ
 ་Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࠊ྾ჾデ⒪ᚲせ࡞ᢏ⾡▱㆑ࢆᩍ⫱ࡋࠊ྾ჾデ⒪ࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉ
ࢆయឤࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ྾ჾデ⒪ᚲ㡲࡛࠶ࡿ⏬ീデ᩿ࡢᴟពࢆࠊᐇ㝿ࡢࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ
ࡧࡲࡍࠋ
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4-25 ᓥ᰿Ꮫ ⏬ㅮᗙ㸦ࢭ࣑ࢼ࣮➼㸧

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᪥ᮏ⮫ᗋ⭘⒆◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸦JCOG㸧࠾ࡼࡧ
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸦㸿㹋㹃㹂㸧㛗ᓥ⌜ࡢ㝔ぢᏛ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸳᭶㸱㸮᪥ 㸯㸮㸮㸮㹼㸯㸵㸱㸮
 㛤ദሙᡤ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔

㸦㸱㸧┠ⓗ
 ᓥ᰿┴ࡢ㧗㱋ࡀࢇデ⒪ࡢᐇ㝿ࡢどᐹ

㸦㸲㸧ぢᏛෆᐜᴫ␎
 㸯ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ᒓ㝔タᴫせ⤂࡞ࡽࡧ㧗㱋⪅་⒪ࡢ⌧≧⤂
   㝔ࡢ⌮ᛕࠊ┠ᶆࠊタࡢ⤂㸦♒㒊㸧
   ᓥ᰿┴ࡢ㧗㱋ࡀࢇᝈ⪅デ⒪ࡢᐇែࡘ࠸࡚ሗᥦ౪㸦ὠ➃㸧
 㸰㝔ෆぢᏛ
   㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࢩࢫࢸ࣒ෆࡢ㧗㱋⪅ᶵ⬟ホ౯ᶵ⬟ࡢぢᏛ
   ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫㄢධ㏥㝔ࢭࣥࢱ࣮࡚ᐇ㝿ࡢᶵ⬟ホ౯ぢᏛࠊࡲࡵࢿࢵࢺⓏ㘓᪉ἲㄝ᫂
 㸱ࡍࡂ࠺ࡽ་㝔ぢᏛ 
   ࡲࡵࢿࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓデ㐃ᦠࡢᐇ㝿ࢆぢᏛ
 㸲ฟᖍ⪅
   Ꮫእ㸶ྡࠊᏛෆ  ྡ

㸦㸳㸧ぢᏛሙᡤ
   ྾ჾ࣭Ꮫ⒪ἲෆ⛉་ᒁࠊ་⒪ሗ㒊ࠊධ㏥㝔ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
 ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ࣮࣒ࣝࡉࡃࡽࠊᮡᾆ་㝔

㸦㸴㸧ദ
 ᓥ᰿Ꮫ
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4-26 ᓥ᰿Ꮫ ⏬ㅮᗙ㸦ᚋᴗ୍ぴ㸧

ڦᚋᴗձᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ⫵⒴Ꮫ⾡ㅮ₇
㸦㸰㸧᪥࣭ሙ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 4 ᭶ 21 ᪥㸦ᮌ㸧19㸸00㹼20㸸00
ㅮ₇ሙ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ࡳࡽ࠸Ჷ㸲㝵ࢠࣕࣛࢡࢩ࣮
㸦㸱㸧₇⪅
 ࠕEGFR 㑇ఏᏊ㝧ᛶ㐍⾜㠀ᑠ⣽⬊⫵⒴ࡢ⒪ࠖ
⚄ᡞඛ➃་⒪ࢭࣥࢱ࣮㝔 ⥲ྜ⭘⒆⛉ ་㛗 ⛙ ᫂Ⓩ
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸34 ྡ
ڦᚋᴗղᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᓥ᰿྾ჾࡀࢇᏛ⒪ἲ₎᪉ㅮ₇
㸦㸰㸧᪥࣭ሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 15 ᪥㸦Ỉ㸧19㸸00㹼20㸸00
ㅮ₇ሙ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ࡳࡽ࠸Ჷ㸲㝵ࢠࣕࣛࢡࢩ࣮
㸦㸱㸧₇⪅
 ࠕࡀࢇ₎᪉ࠖ
Ⱚ㛛 ࠸ࡲ࡙ࢡࣜࢽࢵࢡ 㝔㛗 ὠ ᏹ
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸62 ྡ
ڦᚋᴗճᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᓥ᰿┴ࡀࢇ᳨デᢸᙜ⪅◊ಟ
㸦㸰㸧᪥࣭ሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 8 ᭶ 7 ᪥㸦᪥㸧10㸸00㹼15㸸00
◊ಟሙ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ࡳࡽ࠸Ჷ㸲㝵ࢠࣕࣛࢡࢩ࣮
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㸦㸱㸧₇⪅
ࠕᓥ᰿┴ึ㹼ࡀࢇࡢ㸳ᖺ┦ᑐ⏕Ꮡ⋡࣭ࡀࢇ᳨デࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚ࠖ
 ᓥ᰿┴ಖ⎔ቃ⛉Ꮫ◊✲ᡤ ᡤ㛗 ᇛ ➼
ࠕ⫵ࡀࢇ⒪ࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚ࠖ
 ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾ
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸⣙㸲㸮ྡ

ڦᚋᴗմᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ⫵⒴Ꮫ⾡ㅮ₇
㸦㸰㸧᪥࣭ሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 24 ᪥㸦ᮌ㸧19㸸00㹼20㸸00
ㅮ₇ሙ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ࡳࡽ࠸Ჷ㸲㝵ࢠࣕࣛࢡࢩ࣮
㸦㸱㸧₇⪅
 ࠕ⫵⒴ࡢ⮫ᗋヨ㦂㹼Unmet needs ࡣఱ㹼ࠖ
ᾏ㐨Ꮫ㝔 ෆ⛉Ϩ ຓᩍ ᮅẚዉ ⫕
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸21 ྡ
ڦᚋᴗյᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 Lung Cancer Chemotherapy Expert Meeting
㸦㸰㸧᪥࣭ሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 1 ᭶ 13 ᪥㸦㔠㸧18㸸20㹼20㸸20
ㅮ₇ሙ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ࡳࡽ࠸Ჷ㸲㝵ࢠࣕࣛࢡࢩ࣮
㸦㸱㸧₇⪅
 ࠕᙜ⛉࡛ࡢ⏕᳨ࡢᐇែࡽ⪃࠼ࡿࠊ㠀ᑠ⣽⬊⫵ࡀࢇࡢຠ⋡ⓗࡘᏳ࡞
⤌⧊࣭㑇ఏᏊデ᩿ࡘ࠸࡚ࠖ
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ྾ჾ࣭Ꮫ⒪ἲෆ⛉ ㅮᖌ ὠ➃ ⏤ె㔛
 ࠕ⃭ືࡢ⫵⒴⒪ 2017㹼ච⒪ἲẅ⣽⬊ᛶᢠࡀࢇࢆ࠸ࡇ࡞ࡍ㹼ࠖ
  රᗜ┴❧ࡀࢇࢭࣥࢱ࣮ ྾ჾෆ⛉ 㒊㛗 㔛ෆ ⨾ᘺᏊ
ᗙ㛗㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ྾ჾ࣭Ꮫ⒪ἲෆ⛉ ຓᩍ ᮧᮌ Ꮚ
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸21 ྡ
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ڦᚋᴗնᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᖹᡂ 28 ᖺᗘᓥ᰿Ꮫࡀࢇ་⒪ᚑ⪅◊ಟ
㸦㸰㸧᪥࣭ሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶ 9 ᪥㸦㔠㸧18㸸30㹼20㸸00
ㅮ₇ሙ㸸ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ࡳࡽ࠸Ჷ㸲㝵ࢠࣕࣛࢡࢩ࣮

㸦㸱㸧₇⪅
ࠕHER2-CS Study ࡢィ⏬᳨ᰝᐇయไࡘ࠸࡚ࠖ
ᒸᒣᏛ㝔 ྾ჾ࣭ࣞࣝࢠ࣮ෆ⛉ ་ဨ ᐑ ㈗୍ᮁ
ࠕ୰ᅜᅄᅜ࠾ࡅࡿ⮫ᗋ◊✲ࡢ༠ຊయไࡘ࠸࡚-HER2-CS Study ࢆ㏻ࡋ࡚㹼ࠖ
ᒸᒣᏛ㝔 ᪂་⒪◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ ◊✲㛤Ⓨ㒊 ᩍᤵ ᇼ⏣ ᖾ
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
ཧຍ⪅ᩘ㸸⣙ 30 ྡ
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4-27 㫽ྲྀᏛ ᖹᡂ 28 ᖺᗘࡀࢇ་⒪ࢭ࣑ࢼ࣮

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕ⮫ᗋ⌧ሙ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ

㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸮᭶㸰㸱᪥㸦᪥㸧10㸸00㹼12㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊ࣞࢫࢥᲷ㸰㸯㸯ㅮ⩏ᐊ㸦㸯㝵㸧
㸦㸱㸧₇⪅
 㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊ಖᏛ⛉ ᡂே࣭⪁ே┳ㆤᏛㅮᗙ ᩍᤵ ୰ᲄ 㞞⨾
㸦㸲㸧ཧຍ⪅
 㸯㸵ྡ

ͤᆅ㟈ࡢᙳ㡪࡛₇⪅ࡢඛ⏕ࡀ᮶ࡽࢀ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ₇⪅࣭₇┠ࡀ
ኚ᭦࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

࠰ࡇƕǜҔၲǻȟȊȸ

̓܇ửਤế
ầỮἇἢỶἢὊồỉἃỴ
ʻׅỉầỮҔၲἍἱἜὊỂỊầỮể᧭ạᚃểẸỉ܇ỄờồỉἇἯὊ
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4-28 㫽ྲྀᏛ㛤ദ ᕷẸබ㛤ㅮᗙ
ࠕࡁࡗᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢇ࡞㢼Ṛࡓ࠸ࠋࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᕷẸබ㛤ㅮᗙ ࠕࡁࡗᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢇ࡞㢼Ṛࡓ࠸ࠋ
ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥㸦᪥㸧13㸸00㹼15㸸30
 㛤ദሙ㸸ࡩࢀ࠶࠸ࡢ㔛㸯F ㆟ᐊ
㸦㸱㸧ෆᐜ
 ➨㸯㒊㸸ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬ୖᫎ
     ࢚ࠗࣥࢹࣥࢢࣀ࣮ࢺ࠘
 ➨㸰㒊㸸
ࠕ࠶ࡾࡀ࠺ࡶゝࢃࡎࠊே⏕⤊࠼ࡲࡍࠖ
     㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔⦆ࢣࢭࣥࢱ࣮
       ⦆ࢣࢳ࣮࣒࣮ࣜࢲ࣮ ྜྷᮏ ⨾ ඛ⏕
    
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸436 ྡ㸦ㅮᖌ࣭ࢫࢱࢵࣇྵࡴ㸧
㸦㸳㸧ദ
 㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔
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ڦ㈨ᩱ
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4-29 㫽ྲྀᏛ ⏬ㅮᗙ㸦ࢭ࣑ࢼ࣮➼㸧

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊ᒓ㝔ࡀࢇࢭ࣑ࢼ࣮ICT
㸦㸰㸧ሙ
 㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊ᒓ㝔➨୰ኸデ⒪Ჷ㸰㝵 ࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻ
ICT᥋⥆ඛ㸸㫽ྲྀᕷ❧㝔ࠊ㫽ྲྀ┴❧୰ኸ㝔ࠊ㫽ྲྀ┴❧ཌ⏕㝔ࠊ⡿Ꮚ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
㫽ྲྀ㉥༑Ꮠ㝔ࠊ㫽ྲྀ⏕༠㝔ࠊ㔝ᓥ㝔ࠊᒣ㝜ປ⅏㝔ࠊ༤ឡ㝔
㸦㸱㸧᪥ࠊෆᐜ
 ➨ 1 ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸲᭶㸰㸶᪥㸦ᮌ㸧18㸸15㹼20㸸00 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸴㸰ྡ
〇ရㄝ᫂ࠕࣟ࢟ࢩⅬ㟼ὀ PJ ࡘ࠸࡚ࠖ 
㭉⸆ရᕤᴗᰴᘧ♫ 㛗ᑿ ὒᚿ ᵝ
  ㅮ₇㸯ࠕ⫢⣽⬊⒴ࡢデ⒪࣭ண㜵࣭⒪ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ࡀࢇࢭࣥࢱ࣮ ᒣ ㈼ ඛ⏕
  ㅮ₇㸰ࠕ⏥≧⭢ࡀࢇࡘ࠸࡚ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ⪥㰯ဗႃ⛉ ⚟ཎ 㝯ᏹ ඛ⏕
  ㅮ₇㸱ࠕࡀࢇデ⒪࠾ࡅࡿ⢭⚄≧ ᢚ࠺ࡘ࣭Ᏻ࣭ࡏࢇዶࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࠖ
                㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ⢭⚄⛉ ᒣ ᙪ ඛ⏕
  
➨㸰ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸴᭶㸰᪥㸦ᮌ㸧18㸸15㹼20㸸00 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸴㸶ྡ
〇ရㄝ᫂ࠕ࢜ࣉࢪ࣮࣎Ⅼ㟼ὀ 20㹫㹥ࠊ100㹫㹥ࡘ࠸࡚ࠖ
                   ᑠ㔝⸆ရᕤᴗᰴᘧ♫ ᮌᮧ ு ᵝ
ㅮ₇㸯ࠕ⫶⒴Ꮫ⒪ἲࡢXSWRGDWHࠖ
              㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ➨୍እ⛉ 㰻⸨ ༤ ඛ⏕
ㅮ₇㸰ࠕ៏ᛶⓑ⾑ศᏊᶆⓗ⸆ࠖ 
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ⾑ᾮෆ⛉ ᮏ ᚭ ඛ⏕
ㅮ₇㸱ࠕࡀࢇᛶ⑊③ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ 
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ᡭ⾡㒊 ᵳ ᫂ᗈ ඛ⏕

➨㸱ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸵᭶㸵᪥㸦ᮌ㸧18㸸15㹼20㸸00 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸴㸳ྡ
  〇ရㄝ᫂ࠕࢿ࢟ࢩ࣒࢘࢝ࣉࢭࣝ㹫㹥ࡢ᭷⏝ᛶࡘ࠸࡚ࠖ
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                 ➨୍୕ඹᰴᘧ♫ 㛗ᑿ ᨻᚿ ᵝ
  ㅮ₇㸯ࠕ᪥ᮏࡢஙࡀࢇ᳨デࡢ⌧≧ࡇࢀࡽࠖ
               㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ⬚㒊እ⛉ ᮧ⏣㝧Ꮚ ඛ⏕
  ㅮ₇㸰ࠕᑠඣᛴᛶࣜࣥࣃᛶⓑ⾑ࡢ⌧≧ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ᑠඣ⛉ ୖᮧ ₶୍ ඛ⏕
ㅮ₇㸱ࠕ⦆ࢣ㌟య≧࣭⭡Ỉ⒪ࡘ࠸࡚ࠖ
           㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ⦆ࢣࢭࣥࢱ࣮ ྜྷᮏ ⨾ ඛ⏕

➨㸲ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸶᭶㸲᪥㸦ᮌ㸧18㸸15㹼20㸸00 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸳㸯ྡ
  〇ရㄝ᫂ࠕ⫶⒴Ꮫ⒪ἲ࠾ࡅࡿ࢜࢟ࢧࣜࣉࣛࢳࣥࠖ
ᰴᘧ♫ࣖࢡࣝࢺ ⰼ㤶 ႐ᘯ ᵝ
 ㅮ₇㸯ࠕဗႃ㢌⒴ࡢ⒪᪉㔪ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ⪥㰯ဗႃ⛉ ⸨ཎ  ඛ⏕
  ㅮ₇㸰ࠕᝏᛶࣜࣥࣃ⭘ࡢணᚋࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊 ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫศ㔝 ᮏ ᚭ ඛ⏕
  ㅮ₇㸱ࠕࡀࢇᝈ⪅ᑐࡍࡿ࿘⾡ᮇࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ
          㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㒊 ᒣᕝ 㝯 ඛ⏕

➨㸳ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸯᪥㸦ᮌ㸧18㸸15㹼20㸸00 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸳㸯ྡ
  〇ရㄝ᫂ࠕ࣓ࣝࢡࢭ࣮ࣟࣀ⭠ࡀࢇሗࠖ
࣓ࣝࢡࢭ࣮ࣟࣀᰴᘧ♫ ⰼ ⩏ே ᵝ
  ㅮ₇㸯ࠕ๓❧⭢ࡀࢇࡢデ⒪⒪ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 Ἢᒀჾ⛉ ᳃ᐿ ಟ୍ ඛ⏕
  ㅮ₇㸰ࠕ⭈⣽⬊ࡀࢇࡢデ᩿⒪ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊 Ἢᒀჾ⛉ ┾⣪ ಇᙪ ඛ⏕
  ㅮ₇㸱ࠕཱྀ⭍ࢣࠖ    
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ṑ⛉ཱྀ⭍እ⛉ ⏣㒊 ᭷Ꮚ ඛ⏕

➨㸴ᅇ㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸮᭶㸴᪥㸦ᮌ㸧18㸸15㹼20㸸00  ཧຍ⪅ᩘ㸸㸲㸴ྡ
〇ရㄝ᫂ࠕNSCLC ࠾ࡅࡿ࣒ࣛࢩ࣐ࣝࣈࡢ⨨࡙ࡅࠖ
                ᪥ᮏ࣮࣮ࣛࣜࣜᰴᘧ♫ ᰘ⏣ 㝯அ ᵝ
  ㅮ₇㸯ࠕNSCLC ᑐࡍࡿ Precision medicineࠖ
              㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔➨୕ෆ⛉ 㜰ᮏ ᬛᏹ ඛ⏕
  ㅮ₇㸰ࠕཱྀ⭍ࡀࢇࡢデ᩿⒪ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊 ṑ⛉ཱྀ⭍እ⛉ ᑠ㇂ ຬ ඛ⏕
  ㅮ₇㸱ࠕศᏊᶆⓗ⸆ࡼࡿ᭷ᐖ㇟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ
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㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ⸆㒊 㛗㇂ᕝ ୍ᑗ ඛ⏕

➨㸵ᅇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧18㸸15㹼20㸸00  ཧຍ⪅ᩘ㸸㸱㸱ྡ 
〇ရㄝ᫂ࠕࣂࢫࢳࣥࡢ㐺ṇ⏝ሗࠖ
                ୰እ〇⸆ᰴᘧ♫ 㐲⸨ ဴᘺ ᵝ
  ㅮ₇㸯ࠕ㣗㐨⒴ࡢ㞟Ꮫⓗ⒪ࠖ
              㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔➨୍እ⛉ ⚟ᮏ 㝧 ඛ⏕
  ㅮ₇㸰ࠕ㌿⛣ᛶ㦵⭘⒆ XSWRGDWHࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ᩚᙧእ⛉ ᒣᐙ స ඛ⏕
  ㅮ₇㸱ࠕᨺᑕ⥺⒪ࡘ࠸࡚ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ᨺᑕ⥺デ⒪⛉ ⏣ཎ ᩄ ඛ⏕
 
➨  ᅇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧18㸸15㹼20㸸00  ཧຍ⪅ᩘ㸸㸲㸵ྡ
〇ရㄝ᫂ࠕࣂࢫࢳࣥࡢ㐺ṇ⏝ሗࠖ
                ୰እ〇⸆ᰴᘧ♫ 㐲⸨ ဴᘺ ᵝ
  ㅮ₇㸯ࠕ㣗㐨⒴ࡢ㞟Ꮫⓗ⒪ࠖ
              㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔➨୍እ⛉ ⚟ᮏ 㝧 ඛ⏕
  ㅮ₇㸰ࠕ㌿⛣ᛶ㦵⭘⒆ XSWRGDWHࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ᩚᙧእ⛉ ᒣᐙ స ඛ⏕
  ㅮ₇㸱ࠕᨺᑕ⥺⒪ࡘ࠸࡚ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ᨺᑕ⥺デ⒪⛉ ⏣ཎ ᩄ ඛ⏕

➨  ᅇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧18㸸15㹼20㸸00  ཧຍ⪅ᩘ㸸㸳㸵ྡ
〇ရㄝ᫂ࠕ⤒ཱྀ FX ࡢ㜼ᐖ ࣜࢡࢩࢼ㘄ࡢ VTE 㡿ᇦ࠾ࡅࡿ᭷ຠᛶࡘ࠸࡚ࠖ
                 ➨୍୕ඹᰴᘧ♫ 㛗ᑿ ᨻᚿ ᵝ
  ㅮ₇㸯ࠕ⮅⒴ࡢ⒪ࡘ࠸࡚ࠖ
              㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔➨ෆ⛉ Ṋ⏣ ὒᖹ ඛ⏕
  ㅮ₇㸰ࠕ㌿⛣ᛶ⬻⭘⒆࠾ࡅࡿ⒪㑅ᢥࡘ࠸࡚ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ⬻⚄⤒እ⛉ ⚄㒊 ᩔྖ ඛ⏕
  ㅮ₇㸱ࠕࡀࢇᰤ㣴⟶⌮ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ᰤ㣴⟶⌮ᐊ ᡂ℩ 㝯ᘯ ඛ⏕

➨  ᅇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧18㸸15㹼20㸸00  ཧຍ⪅㸸㸱㸮ྡ
 〇ရㄝ᫂ࠕCD30 㝧ᛶᝏᛶࣜࣥࣃ⭘ࡢ᪂つ⸆≀⒪⸆ࠖ
                Ṋ⏣⸆ရᕤᴗᰴᘧ♫ 㛗ᑿ ᨻᚿ ᵝ
  ㅮ₇㸯ࠕ⭠ࡀࢇࡢᶆ‽⒪ࠖ

1
012

ᇹ ‥ ዻ⅙․࠰ࡇ↝ӕ↹ኵ↮

              㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔➨୍እ⛉ ๓⏣ ెᙪ ඛ⏕
  ㅮ₇㸰ࠕ࣓ࣛࣀ࣮࣐ࡢデ᩿⒪ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ⓶⛉ ᚋ⸨ ᐶஅ ඛ⏕
  ㅮ₇㸱ࠕ⤊ᮎᮇ་⒪࠾ࡅࡿ $GYDQFH&DUH3ODQQLQJ $&3 ࡢ᥎㐍ࡢᚲせᛶࠊཬࡧᘏ
୰Ṇ࠾ࡅࡿ࢞ࢻࣛࣥࡢ᳨ドἲⓗぢゎࡘ࠸࡚ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ⦆ࢣࢭࣥࢱ࣮ ྜྷᮏ ⨾ ඛ⏕

➨  ᅇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
  〇ရㄝ᫂ࠕᮍᐃࠖ
                ᰴᘧ♫ࢶ࣒ࣛ  㱟ཱྀ ♸୍ ᵝ
   ㅮ₇㸯ࠕᮍᐃࠖ
             㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔➨୕ෆ⛉ ᒣཱྀ ⪔ ඛ⏕
   ㅮ₇㸰ࠕᮍᐃࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ዪᛶデ⒪⛉ ▼ ᚭ㑻 ඛ⏕
   ㅮ₇㸱ࠕᮍᐃࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ࡀࢇࢭࣥࢱ࣮ ㎷㇂ ಇ୍ ඛ⏕
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4-30 ᒾᡭ་⛉Ꮫ ࡀࢇࣉࣟࢭ࣑ࢼ࣮ࠕᮏ㑥࠾ࡅࡿ⮫ᗋ◊✲ࡢ⌧≧ᒎᮃࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࡀࢇࣉࣟࢭ࣑ࢼ࣮ࠕᮏ㑥࠾ࡅࡿ⮫ᗋ◊✲ࡢ⌧≧ᒎᮃࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸳᭶㸯㸵᪥㸦ⅆ㸧18㸸00㹼19㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸ᒾᡭ་⛉Ꮫ❧㸴㸮࿘ᖺグᛕ㤋㸷㝵➨㸰ㅮ⩏ᐊ
㸦㸱㸧₇⪅
 ࠕᮏ㑥࠾ࡅࡿ⮫ᗋ◊✲ࡢ⌧≧̺ᮾᆅ᪉ࡽࡢ࢚ࣅࢹࣥࢫⓎಙࢆ┠ᣦࡋ࡚−ࠖ
  ᮾᏛ㝔⮫ᗋ◊✲᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ ≉௵ᩍᤵ
  ᮾ་⛉⸆⛉Ꮫ་Ꮫ㒊 ⏘፬ே⛉Ꮫᩍᐊ ᩍᤵ Ώ㒊 ὒ ඛ⏕
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸱㸯ྡ
㸦㸳㸧ദ
 ᒾᡭ་⛉Ꮫ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

૨ᢿᅹܖႾƕǜȗȭȕǧȃǷȧȊȫؕႴਖ਼ᡶȗȩȳ৸ʙಅ

ἩἿἂἻἲᴾ
ࡈᧈᴾ ᾉᴾ னޛᴾ ࣋ᴾ ίޥҔᅹܖٻᴾ ငۡʴᅹࡈᜒܖὸᴾ

ᜒࠖᴾ ᾉᴾ บᢿᴾ බᴾ έဃᴾ
ி҅ܖٻ၏ᨈᐮᄂᆮਖ਼ᡶἍὅἑὊᴾ ཎ˓ᴾ
ᐮᄂᆮἕἚὁὊἁᢿᧉᧈᴾ

ലঽ

ଐᲴ  ࠰  உ  ଐᲢ້୴ଐᲣ
  Ў᳸   Ў
ئᲴޥҔᅹܖٻоᇌ  ԗ࠰ᚡࣞ
Ჳ᨞ᇹᲬᜒ፯ܴ
ݣᝋᲴҔࠖȷǤȳȆȳǷȖǳȸǹӖᜒဃ
ሁ
ჃᜱࠖȷᕤдࠖȷƦƷ˂Ҕၲࢼʙᎍሁ

ɼ͵ᾉầỮἩἿἧỹἉἹἜἽؕႴਖ਼ᡶἩἻὅᴾ
ίܖٻؘټὉఌܖٻὉᯓӕܖٻὉޥҔᅹܖٻὉிʮྸᅹܖٻὉଢᕤᅹܖٻὉᇌܖٻὸᴾ
ẎấբӳẶέẏᴾ ޥҔᅹܖٻᴾ ҔܖᢿѦᛢᾉầỮἩἿਃ࢘ίϋዴᾉᵑᵐᵐᵑὉᵑᵏᵏᵏὸᴾ
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4-31 ᒾᡭ་⛉Ꮫ ㅮ₇ࠕ⫵⒴⒪࠾ࡅࡿ⦆ࢣࡢ㔜せᛶࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕ⫵⒴⒪࠾ࡅࡿ⦆ࢣࡢ㔜せᛶࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸵᭶㸯㸷᪥㸦ⅆ㸧18㸸00㹼19㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸ᒾᡭ་⛉Ꮫ❧ 60 ࿘ᖺグᛕ㤋㸷㝵 ➨ 2 ㅮ⩏ᐊ
㸦㸱㸧₇⪅
ࠕࡀࢇࡢ⒪⦆ࢣࠖ
 ㅮᖌ㸸ୖ ᙲ ඛ⏕
   㸦ᮾᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ ⦆་⒪Ꮫศ㔝 ᩍᤵ㸧
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸33 ྡ
㸦㸳㸧ദ
ᒾᡭ་⛉Ꮫ

1
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁
䠉㻵㻯㼀䛸ே䛷⧅䛠䛜䜣་⒪⥔᪂䝥䝷䞁䠉

⇽∓⇖∏∆
Ӯ˟≝ޛϋ ࠼
≋ޥҔᅹܖٻϋᅹࡈᜒܖ
ԠԈ֥∝⇈−∑⇔∞∝ᐑҾ၏ϋᅹЎ ≌

Ⅴⅻ⇂↝ၲ↗ዼԧ⇗⇈Ⅵ
ᜒࠖ≝ʟɥ

ࢧ

έဃ

≋ி҅ܖٻܖٻᨈҔܖኒᄂᆮᅹ
ዼԧҔၲܖЎ

≌

ɼ͵ᾉầỮἩἿἧỹἉἹἜἽؕႴਖ਼ᡶἩἻὅ
ίܖٻؘټὉఌܖٻὉᯓӕܖٻὉޥҔᅹܖٻὉிʮྸᅹܖٻὉଢᕤᅹܖٻὉᇌܖٻὸ
ẎấբӳẶέẏ ҔܖᢿѦᛢᾉầỮἩἿਃ࢘ίϋዴᾉᵑᵐᵐᵑὉᵑᵏᵏᵏὸ
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4-32 ᒾᡭ་⛉Ꮫ ⮫ᗋ◊✲ࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕ㸫⮫ᗋ◊✲ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࡢసࡾ᪉ࠊึᚰ⪅ࠊ୰⣭⪅ࢆᑐ㇟㸫ࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕ㸫⮫ᗋ◊✲ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࡢసࡾ᪉ࠊึᚰ⪅ࠊ୰⣭⪅ࢆᑐ㇟㸫ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸰᪥㸦㔠㸧 17㸸00㹼20㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸ᒾᡭ་⛉Ꮫ❧ 60 ࿘ᖺグᛕ㤋 9 㝵 ➨ 1 ㅮ⩏ᐊ
㸦㸱㸧₇⪅
࠙➨㸯㒊㸸ㅮ₇ࠚ
ࠕ⮫ᗋヨ㦂࠾ࡅࡿ◊✲⌮ࠖ
࠙➨㸰㒊㸸ㅮ₇ࠚ
ࠕึᚰ⪅࠾ࡅࡿ⮫ᗋ◊✲ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝ㸦ࢥࣥࢭࣉࢺ㸧సᡂ᪉ἲࡢ⫢ࢥࢶࠖ
  ᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮୰ኸ㝔 JCOG(᪥ᮏ⮫ᗋ⭘⒆◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ)ࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮㛗
⚟⏣ ᙪ ඛ⏕
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸28 ྡ
㸦㸳㸧ദ
 ᒾᡭ་⛉Ꮫ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

119
0

ᇹ ‥ ዻ⅙․࠰ࡇ↝ӕ↹ኵ↮

4-33 ᒾᡭ་⛉Ꮫ ࢟ࢵࢬ࢟ࣕࣥࢧ࣮ࢭ࣑ࢼ࣮

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕ࢟ࢵࢬ࢟ࣕࣥࢧ࣮ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ

 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸯㸮᪥㸦ᅵ㸧㸸ࠥ㸸
 ㅮ⩏ሙ㸸ᒾᡭ་⛉Ꮫ▮ᕵ࢟ࣕࣥࣃࢫ⅏ᐖᆅᇦ་⒪ᨭᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
㸦㸱㸧₇⪅
 ࠙➨㸯㒊ࠚ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ᒾᡭ་⛉Ꮫ ⦆་⒪Ꮫ⛉ᩍᤵ ᮌᮧ ♸㍜ ඛ⏕
 
࠙➨㸰㒊ࠚᇶ♏ㅮ⩏
ࠕࡀࢇࡘ࠸࡚ࠖᒾᡭ་⛉Ꮫ ⦆་⒪Ꮫ⛉ᩍᤵ ᮌᮧ ♸㍜ ඛ⏕ࠊ

࠙➨㸱㒊ࠚయ㦂ࢭ࣑ࢼ࣮
࣭ࠕ㯞㓉ࢆࡅ࡚ࡳࡼ࠺㸟㌟㯞㓉య㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ
 ࣭ࠕྩࡶ᫂᪥ࡽࣈࣛࢵࢡࢪࣕࢵࢡࡔ㸟እ⛉ᡭ⾡ࢥ࣮ࢼ࣮࣭㟁Ẽ࣓ࢫయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ
 ࣭ࠕ⮬ศࡢయࡢ୰ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺㸟㉸㡢Ἴ᳨ᰝ࣭ෆど㙾᳨ᰝయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ
 ࣭ࠕᢠࡀࢇࡢㄪࢳࣕࣞࣥࢪࡔ㸟ㄪྜయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ

 ࠙➨㸲㒊ࠚಟᘧ
 ࠗ࢟ࢵࢬ࢟ࣕࣥࢧ࣮ࢧ࣏࣮ࢱ࣮࠘ㄆᐃド

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ 
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸱㸮ྡ

㸦㸳㸧ദ
 ᒾᡭ་⛉Ꮫ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

䜻䝑䝈䜻䝱䞁䝃䞊䝉䝭䝘䞊
㛤ദ᪥䠖ᖹᡂᖺ᭶᪥䠄ᅵ䠅䠖䡚䠖䠄ணᐃ䠅

ᒾᡭ┴ෆ䛾
ᑠᏛ㻡䚸㻢ᖺ⏕
ᑐ㇟䠄ᐃဨ㻟㻜ྡ䠅
䈜ඛ╔㡰
䈜せ⏦㎸䜏

ཧຍ↓ᩱ

እ⛉ᡭ⾡䛾䝅䝳䝭
䝺䞊䝍䞊䜔䚸ㄪ
య㦂䛺䛹ᴦ䛧䛔䝉
䝭䝘䞊䛜䛯䛟䛥䜣
䘊

䛆ሙ䛇
▮ᕵ䜻䝱䞁䝟䝇⅏ᐖᆅᇦ་⒪ᨭᩍ⫱䝉䞁䝍䞊䚸

䖪䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁
䖪ᇶ♏ㅮ⩏䠄䛜䜣䛻䛴䛔䛶䠄௬䠅䠅
䖪య㦂䝉䝭䝘䞊䠄እ⛉ᡭ⾡䝁䞊䝘䞊䚸㌟㯞㓉య㦂䚸ㄪయ㦂䛺䛹䠅
䜾䝹䞊䝥䛻ศ䛛䜜䛶䚸య㦂䝁䞊䝘䞊䜢ᅇ䜚䜎䛩䟿
䠆∗ྠక䛷䛾ཧຍ䜒ྍ⬟䛷䛩䚹

ᖹᡂϮϴᖺϴ᭶Ϯϳ᪥䠄ᅵ䠅
ᒾᡭ་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔䝩䞊䝮䝨䞊䝆ෆ
ᑓ⏝ᛂເ䝣䜷䞊䝮䜎䛯䛿䚸㠃⏦㎸⏝⣬䜢
グධ䛾ୖ&y䛻䛶䛚⏦䛧㎸䜏ୗ䛥䛔䚹
䠘䝩䞊䝮䝨䞊䝆䠚
᭱᪂䝙䝳䞊䝇䠚䛚▱䜙䛫
䠚䜻䝑䝈䜻䝱䞁䝃䞊䝉䝭䝘䞊㛤ദ䛾䛚▱䜙䛫

䠆ඛ╔㡰䛸䛺䜚䜎䛩䚹
䠆㞟ྜሙᡤ䚸ᙜ᪥䝇䜿䝆䝳䞊䝹➼䛾ヲ⣽䛿ϵ
᭶ୖ᪪䛻Ⓨ㏦䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹

䛚ၥྜ䛫䞉䛚⏦㎸䜏
ᒾᡭ་⛉Ꮫ 㝔ົ㒊་ົㄢ
䛈ϬϮϬͲϴϱϬϱ
ᒾᡭ┴┒ᒸᕷෆϭϵͲϭ
d>䠖ϬϭϵͲϲϱϭͲϱϭϭϬ䠄ෆ⥺䠖ϯϭϮϰ䞉ϯϭϮϱ䠅
&y䠖ϬϭϵͲϲϱϭͲϲϲϬϲ

ඹദ䠖䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ ᒾᡭ་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔
䛂䜻䝑䝈䜻䝱䞁䝃䞊䝉䝭䝘䞊䛃ཧຍ⏦㎸せ㡿
䛆⏦䛧㎸䜏᪉ἲ䛇
ཧຍᕼᮃ䛾᪉䛿䚸ᒾᡭ་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔䝩䞊䝮䝨䞊䝆ෆᑓ⏝ᛂເ䝣䜷䞊䝮䜎䛯䛿
௨ୗ䛾ᚲせ㡯䜢グධ䛾ୖ䚸&y䛻䛶㏦ಙ㢪䛔䜎䛩䚹
䖪ᑓ⏝ᛂເ䝣䜷䞊䝮

ᒾᡭ་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔䝩䞊䝮䝨䞊䝆ෆ䠚᭱᪂䝙䝳䞊䝇
䠚䛚▱䜙䛫䠚䜻䝑䝈䜻䝱䞁䝃䞊䝉䝭䝘䞊㛤ദ䛾䛚▱䜙䛫
䖪&y
ϬϭϵͲϲϱϭͲϲϲϬϲ
ᒾᡭ་⛉Ꮫ 㝔ົ㒊་ົㄢ
䠄䜅䜚䛜䛺䠅

Ặྡ

ᖺ㱋

䝙䝑䜽䝛䞊䝮

Ꮫᰯྡ

Ꮫᖺ
䛈

ఫᡤ
䈜ϭ

㐃⤡ඛ

㟁ヰ
ͲŵĂŝů
䜰䝗䝺䝇

䈜Ϯ ྠక⪅
Ặྡ䠄䜅䜚䛜䛺䠅

䈜ϭ 䛂㐃⤡ඛ䛃䛿䛷䛝䜛㝈䜚㐃⤡䛾䛴䛟㟁ヰ␒ྕ䜢䛤グධ㢪䛔䜎䛩䚹
䈜Ϯ ∗ྠక䛷䛾ཧຍ䜒ྍ⬟䛷䛩䚹ཧຍ䜢ᕼᮃ䛩䜛᪉䛿䚸䛂ྠక⪅Ặྡ䛃䛻Ặྡ䜢䛤
グධ㢪䛔䜎䛩䚹
䈜ϯ ᮏᏛ䛿䚸ἲ௧䛻ᐃ䜑䜛ሙྜ䜢㝖䛝䚸ಶேሗ䜢ᮏ௳ᴗົ㐙⾜䛾┠ⓗ䛻䛾䜏
⏝䛧䜎䛩䚹

䛆⏦䛧㎸䜏⥾ษ䛇
ᖹᡂϮϳᖺϴ᭶Ϯϳ᪥䠄ᅵ䠅
䈜ᐃဨ䠄ϯϬྡ䠅䛻䛺䜚ḟ➨䚸⥾䜑ษ䜙䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹ண䜑䛤ᢎ㢪䛔䜎䛩䚹
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4-34 ᒾᡭ་⛉Ꮫ ᕷẸබ㛤ㅮᗙࠕ▱ࡗᚓࠊ࡞ࡗᚓࠊஙࡀࢇࡢ͆࠸ࢁࡣ͇ࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᗣࣇ࢙ࢫ㸰㸮㸯㸴 ᕷẸබ㛤ㅮᗙࠕ▱ࡗᚓࠊ࡞ࡗᚓࠊஙࡀࢇࡢ͆࠸ࢁࡣ͇ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸯㸮᪥㸦ᅵ㸧11㸸00㹼14㸸50
 㛤ദሙ㸸ᒾᡭ་⛉Ꮫ ▮ᕵ࢟ࣕࣥࣃࢫᮾㅮ⩏Ჷ㸰㝵 ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝᐊ
㸦㸱㸧₇⪅㸦➨୍㒊㸸11  05 ศ㹼11  40 ศࠊ➨㒊㸸14  05 ศ㹼14  40 ศ㸧
   㸯.ࠕ▱ࡗᚓࠊ࡞ࡗᚓࠊஙࡀࢇࡢ͆࠸ࢁࡣ͇ࠖ
     ᒾᡭ་⛉Ꮫ ་Ꮫ㒊 እ⛉Ꮫㅮᗙ ᩍᤵ ᑠᯇ ⱥ᫂ ඛ⏕

    ͤ➨୍㒊➨㒊ࡢㅮ₇ෆᐜࡣྠࡌ࡛ࡍࠋ
  
   㸰.㉁ᛂ⟅㸦㸯㸮ศ㸧
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸰㸮ྡ
㸦㸳㸧ദ
 ᒾᡭ་⛉Ꮫ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮


ᒾᡭ་⛉Ꮫ 䛄ᗣ䝣䜵䝇䠎䠌䠍䠒䛅
⭘⒆䝉䞁䝍䞊⏬䜲䝧䞁䝖

ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻥᭶㻝㻜᪥䠄ᅵ䠅 㻝㻜㻟㻜ศ䡚㻝㻡
ᕷẸබ㛤ㅮᗙ

䛂▱䛳ᚓ䚸䛺䛳ᚓ䚸ங䛜䜣䛾䇾䛔䜝䛿䇿䛃

ầỮỉᕤཋၲඥỊᓸẲẪᡶഩẲềẟộẴẇஇૼỉʐầỮỉၲửểấẲềẆầỮၲỉᄩܱ
ễᡶഩửჷẾềẟẺẻẨộẴẇẸẲềẆࠊൟỉႏẰỮỆờଔႆᙸଔၲٻЏẰểỉἯỶὅἚử
ấჷỤẶẲộẴẇ

༗๓䛾㒊䠖㻝㻝䡚㻝㻝㻡㻜ศ
༗ᚋ䛾㒊䠖㻝㻠䡚㻝㻠㻡㻜ศ
ḤҜЭὉҜࢸϋܾỊӷẳỂẴ
▮ᕵ䜻䝱䞁䝟䝇ᮾᲷ 䠎㝵ㅮ⩏ᐊ
ྖ䠖ᒾᡭ་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔 ⭘⒆䝉䞁䝍䞊㛗

ఀ⸨ ⸅ᶞ ඛ⏕

䠄ᒾᡭ་⛉Ꮫ་Ꮫ㒊 ⭘⒆ෆ⛉Ꮫ⛉ ᩍᤵ䠅

ㅮᖌ䠖 ᒾᡭ་⛉Ꮫ እ⛉Ꮫㅮᗙ ங⭢እ⛉䜾䝹䞊䝥
ᑠᯇ ⱥ᫂ඛ⏕
ᑐ㇟䠖 䛹䛺䛯䛷䜒䛤ཧຍ䛔䛯䛰䛡䜎䛩䠄ཧຍ㈝ ↓ᩱ䠅
ᒎ♧䛸ၨⓎάື 㻝㻜㻟㻜ศ䡚㻝㻡
▮ᕵ䜻䝱䞁䝟䝇䝰䞊䝹
ʐầỮჃᜱᛐܭჃᜱࠖầʐầỮỆếẟềἁỶἌởգႆἂἕἌẐᵮᶇᶌᶉụỮắᶒᶍᶓᶁᶆẑửᡫẲềദẲẟ
ჷᜤửấˡảẲộẴẇሉảẺ૾ỆỊእૣễἩἾἎὅἚửắဇॖẲềẟộẴẇ
ộẺẆʐầỮधᎍ˟ể࢘ᨈỉẐầỮधᎍὉܼଈἇἿὅẑỉἋἑἕἧầẐầỮỆễẾềờḛọểụẳỞ
ễẟḜẑểẟạ࣬ẟửᡂỜẺ˺ụࠞ܇ởἯἩἼễỄửắဇॖẲềẟộẴẇ

౨ኧ

ᑐ㇟䠖 䛹䛺䛯䛷䜒䛤ཧຍ䛔䛯䛰䛡䜎䛩䠄ཧຍ㈝ ↓ᩱ䠅
ദ䠖ᒾᡭ་⛉Ꮫ
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ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ⫵⒴ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
 ࠕᆅᇦࡽ㤳㒔ᅪࠊࡑࡋ࡚ࢪࡲ࡛ಠ▔ࡍࡿ⫵ࡀࢇ◊✲ 2016ࠖ

㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸮᭶㸰㸮᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
 ㅮ⩏ሙ㸸ᒾᡭ་⛉Ꮫ❧㸴㸮࿘ᖺグᛕ㤋㸷㝵 ➨㸰ㅮ⩏ᐊ

㸦㸱㸧₇⪅
 ࠙➨㸯㒊 ㅮ₇ࠚ
 ࣭
ࠕᒾᡭ་⛉Ꮫ࠾ࡅࡿ⫵⒴ࡢ⮫ᗋ◊✲ࡘ࠸࡚ࠖ
    ᒾᡭ་⛉Ꮫෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭ࣞࣝࢠ࣮࣭⭺ཎෆ⛉ศ㔝 ༓ⴥ ு♸ ඛ⏕
 ࣭ࠕᓥ᰿Ꮫ㝔࠾ࡅࡿ⬻㌿⛣ࢆ᭷ࡍࡿ (*)5 㝧ᛶ⫵ࡀࢇᝈ⪅ᑐࡍࡿᨺᑕ⥺⒪ࡢ⌧≧ࠖ
      ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ຓᩍ Ἀᮏ Ẹ⏕ ඛ⏕
࣭ࠕ(*)57., ࡢ⃰ᗘࡑࡢ⮫ᗋⓗ᭷ຠᛶࠊస⏝ࡢ㛵ಀࠖ
        㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ➨୕ෆ⛉デ⒪⛉⩌ ຓᩍ Ṋ⏣ ㈼୍ ඛ⏕
 ࣭ࠕᏛ⒪ἲ㧗ᗘ࡞⬚⭢⒴ᝈ⪅࠾ࡅࡿணᚋᅉᏊࡢ᭷ຠᛶࠖ
        㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊 ෆ⛉Ꮫᩍᐊ࣭྾ჾෆ⛉Ꮫㅮᗙ ຓᩍ㧗 㑈 ඛ⏕

࠙➨㸰㒊 ≉ูㅮ₇ࠚ
࣭ࠕ5(7 㑇ఏᏊ㝧ᛶ⫵⒴࠾ࡅࡿ⸆⪏ᛶࡢඞ᭹ࠖ

㻌 㻌 0' ࣥࢲ࣮ࢯࣥࡀࢇࢭࣥࢱ࣮
ᒾᡭ་⛉Ꮫ ෆ⛉Ꮫㅮᗙ྾ჾ࣭ࣞࣝࢠ࣮࣭⭺ཎෆ⛉ศ㔝 ㅮᖌ᳃ᕝ ┤ே ඛ⏕

࣭
ࠕ࣐ࣛࢸ࣎ࢹ㝔࠾ࡅࡿ⫵ࡀࢇデ᩿㞟Ꮫⓗ⒪ࡢ᪂ࡓ࡞ᕼᮃࠖ

㻌 㻌 㻌 ࢱ⋤❧࣐ࣄࢻࣥᏛ࣐ࣛࢸ࣎ࢹ㝔 ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫ⮫ᗋ⭘⒆Ꮫㅮᗙ ຓᩍ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 7KDQ\DQDQ5HXQJZHWZDWWDQD

࠙➨㸱㒊 ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠚ

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸳㸶ྡ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮
ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁䠉㻵㻯㼀䛸ே䛷⧅䛠䛜䜣་⒪⥔᪂䝥䝷䞁䠉

ଐᾉᾁᾇ࠰ᵏᵎஉᵐᵎଐίஙὸᵏᵔᾉᵎᵎ῍ᵏᵖᾉᵒᵎ
ئᾉޥҔᅹܖٻоᇌᵔᵎԗ࠰ᚡࣞᾈ᨞ ᇹᾁᜒ፯ܴ
˟ỉᠴ ޛϋ ࠼ίޥҔᅹ ܖٻϋᅹࡈᜒܖԠԈ֥ὉỴἾἽἀὊὉᐑҾ၏ϋᅹЎ ὸ
Ẕᇹᾀᢿ ᜒẕᵏᵔᾉᵎᵓ῍ᵏᵕᾉᵎᵓ
Ӯ˟ᾉᄿᢿ یίఌܖٻҔܖᢿϋᅹ ࡈᜒܖԠԈ֥Ὁᐮᏽၨ ܖὸ
ʟެ ദίᯓӕܖٻҔܖᢿ᧽ޓ၏ᨈ ҡࢸᐮᄂ̲ἍὅἑὊ ὸ
ᾀὸޥҔᅹܖٻỆấẬỦᏍၶỉᐮᄂᆮỆếẟềίᵏᵓЎὸ
Ҙᓶ ʰᅎ έဃίޥҔᅹܖٻϋᅹ ࡈᜒܖԠԈ֥ὉỴἾἽἀὊὉᐑҾ၏ϋᅹЎὸ
ᾁὸఌܖٻ၏ᨈỆấẬỦᏯ᠃ᆆửஊẴỦᵣᵥᵤᵰࣱᨗᏍầỮधᎍỆݣẴỦ્ݧዴၲ
ỉྵཞίᵏᵓЎὸ
ඌஜ ൟဃ έဃίఌܖٻҔܖᢿϋᅹ ࡈᜒܖԠԈ֥Ὁᐮᏽၨ ܖяὸ
ᾂὸᵣᵥᵤᵰᵋᵲᵩᵧỉຜࡇểẸỉᐮႎஊјࣱẆи˺ဇỉ᧙̞ίᵏᵓЎὸ
നဋ ជɟ έဃίᯓӕܖٻҔܖᢿ᧽ޓ၏ᨈ ᇹɤϋᅹᚮၲᅹ፭ яὸ
ᾃὸ҄ܖၲඥể᭗ࡇễᏟᐄၶधᎍỆấẬỦʖࢸ܇׆ỉஊјࣱίᵏᵓЎὸ
᭗ ᢢ έဃίܖٻؘټҔܖᢿ ϋᅹܖܴὉԠԈ֥ϋᅹ ࡈᜒܖяὸ
Ẕᇹᾁᢿ ཎКᜒẕᵏᵕᾉᵎᵓ῍ᵏᵖᾉᵎᵓᴾ
Ӯ˟ᾉ᭗ ԧʁίܖٻܖٻؘټᨈҔܖᄂᆮᅹ ԠԈ֥ϋᅹ ܖὸ
ޛϋ ࠼ίޥҔᅹ ܖٻϋᅹࡈᜒܖԠԈ֥ὉỴἾἽἀὊὉᐑҾ၏ϋᅹЎ ὸ
ᾀὸᵰᵣᵲᢡˡ܇ࣱᨗᏍၶỆấẬỦᕤд᎑ࣱỉΰίᵐᵎЎὸ
ౕ߷ ႺʴίᵫᵢỴὅἒὊἏὅầỮἍὅἑὊᵍ
ޥҔᅹ ܖٻϋᅹࡈᜒܖԠԈ֥ὉỴἾἽἀὊὉᐑҾ၏ϋᅹЎ ᜒࠖὸ

ᾁὸἻἰἘỵἮἙỵ၏ᨈỆấẬỦᏍầỮᚮૺểᨼܖႎၲỉૼẺễࠎஓίᾃЎὸ
ᵲᶆᵿᶌᶗᵿᶌᵿᶌ ᵰᶃᶓᶌᶅᶕᶃᶒᶕᵿᶒᶒᵿᶌᵿ
ίἑỶྛᇌἰἤἛὅܖٻἻἰἘỵἮἙỵ၏ᨈ Ҕܖᢿ ϋᅹܖᐮᏽၨ ࡈᜒܖяὸ

Ẕᇹᾂᢿ ἣἽἙỵἋỽἕἉἹὅẕᵏᵖᾉᵏᵎ῍ᵏᵖᾉᵒᵎ
ஜἉὅἯἊỸἲỊẆᵲᵴ˟ᜭἉἋἘἲửМဇẲềᡲઃܖٻỆἻỶἨᣐ̮ẰủẆӑ૾ӼỂ
᚛ᜭửᘍẟộẴẇắᐻԛỉẝỦ૾Ị᩼ắஹئɦẰẟẇίᎮᜒᐯဌὸ
ẔዓʖܭẕἰἤἛὅܖٻίἑỶὸẆܖٻؘټẆᇌܖٻẆிʮྸᅹܖٻẆޥҔᅹܖٻ
ɼ͵ᾉầỮἩἿἧỹἉἹἜἽؕႴਖ਼ᡶἩἻὅ
ίܖٻؘټὉఌܖٻὉᯓӕܖٻὉޥҔᅹܖٻὉிʮྸᅹܖٻὉଢᕤᅹܖٻὉᇌܖٻὸ
ẎấբӳẶέẏ ҔܖᢿѦᛢᾉầỮἩἿਃ࢘ίϋዴᾉᵑᵐᵐᵑὉᵑᵏᵏᵏὸ
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WƌŽŵŽƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚǇĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐĐĂŶĐĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƵŶĚĞƌƚŚĞƐƉŽŶƐŽƌƐŚŝƉŽĨƚŚĞDyd͕:ĂƉĂŶ

Ẕᵢᵿᶒᶃẕᵭᶁᶒᶍᶀᶃᶐ ᵐᵎᵊᴾᵐᵎᵏᵔᴾᵆᵲᶆᶓᶐᶑᶂᵿᶗᵇᴾᴾᵏᵒᾉᵎᵎ῍ᵏᵔᾉᵒᵎᵆᴾᵲᶆᵿᶇᵇᴾᴾᴾᵏᵔᵘᵎᵎ῍ᵏᵖᾉᵒᵎᵆᵨᵿᶎᵿᶌὸ
Ẕ ᵮᶊᵿᶁᶃᴾẕᵧᶕᵿᶒᶃᴾᵫᶃᶂᶇᶁᵿᶊᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵊᴾᵫᶍᶐᶇᶍᶉᵿ
ᵪᶃᶁᶒᶓᶐᶃ ᵏᵔᵘᵎᵓᴾ῍ᵏᵕᵘᵎᵓ
ᵡᶆᵿᶇᶐᴾᶎᶃᶐᶑᶍᶌᵘᴾᵮᶐᶍᶄᵌᴾᵧᶑᶍᶀᶃ ᵆᵱᶆᶇᶋᵿᶌᶃᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵇᴾᴾᴾᴾᵮᶐᶍᶄᵌᴾᵧᶅᶇᶑᶆᶇ ᵆᵲᶍᶒᶒᶍᶐᶇᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵇ
ᵏᵌᴾᵡᶊᶇᶌᶇᶁᵿᶊᴾᶐᶃᶑᶃᵿᶐᶁᶆᴾᶍᶄᴾᶊᶓᶌᶅᴾᶁᵿᶌᶁᶃᶐᴾᶇᶌᴾᵧᶕᵿᶒᶃᴾᵫᶃᶂᶇᶁᵿᶊᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵆᵏᵓᴾᶋᶇᶌᵇ
ᵰᶗᶍᶑᶓᶉᶃ ᵡᶆᶇᶀᵿᵊᴾᵫᵢᵊᴾᵧᶕᵿᶒᶃᴾᵫᶃᶂᶇᶁᵿᶊᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗ
ᵐᵌᴾᵡᶓᶐᶐᶃᶌᶒᴾᶑᶒᵿᶒᶓᶑᴾᶍᶄᴾᶐᵿᶂᶇᵿᶒᶇᶍᶌᴾᶒᶆᶃᶐᵿᶎᶗᴾᶄᶍᶐᴾᶀᶐᵿᶇᶌᴾᶋᶃᶒᵿᶑᶒᵿᶑᶇᶑᴾᶍᶄᴾᶊᶓᶌᶅᴾᶁᵿᶌᶁᶃᶐᴾᶎᵿᶒᶇᶃᶌᶒᶑᴾᶆᵿᶐᶀᶍᶐᶇᶌᶅᴾᴾ
ᵣᵥᵤᵰᴾᵿᶁᶒᶇᶔᶃᴾᶋᶓᶒᵿᶒᶇᶍᶌᴾᶇᶌᴾᵱᶆᶇᶋᵿᶌᶃᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᴾᵦᶍᶑᶎᶇᶒᵿᶊᴾᴾᵆᵏᵓᴾᶋᶇᶌᵇ
ᵲᵿᶋᶇᶍ ᵭᶉᶇᶋᶍᶒᶍᵊᴾᵫᵢᵌᴾᵮᶆᵢᵌᵊᴾᵱᶆᶇᶋᵿᶌᶃᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᴾ
ᵑᵌᴾᵰᶃᶊᵿᶒᶇᶍᶌᴾᶀᶃᶒᶕᶃᶃᶌᴾᵣᵥᵤᵰᵋᵲᵩᵧᴾᶁᶍᶌᶁᶃᶌᶒᶐᵿᶒᶇᶍᶌᴾᵿᶌᶂᴾᶇᶒᶑᴾᶁᶊᶇᶌᶇᶁᵿᶊᴾᶃᶄᶄᶇᶁᵿᶁᶗᵊᴾᶑᶇᶂᶃᴾᶃᶄᶄᶃᶁᶒᵌᴾᴾᵆᵏᵓᴾᶋᶇᶌᵇ
ᵩᶃᶌᶇᶁᶆᶇᴾᵲᵿᶉᶃᶂᵿᵊᴾᵫᵢᵌᴾᵮᶆᵌᵢᵌᵊᴾᵲᶍᶒᶒᶍᶐᶇᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗ
ᵒᵌᴾᵣᶄᶄᶇᶁᵿᶁᶗᴾᶍᶄᴾᶁᶆᶃᶋᶍᶒᶆᶃᶐᵿᶎᶗᴾᵿᶌᶂᴾᶎᶐᶍᶅᶌᶍᶑᶒᶇᶁᴾᶄᵿᶁᶒᶍᶐᶑᴾᶇᶌᴾᶎᵿᶒᶇᶃᶌᶒᶑᴾᶕᶇᶒᶆᴾᵿᶂᶔᵿᶌᶁᶃᶂᴾᶒᶆᶗᶋᶇᶁ
ᶁᵿᶐᶁᶇᶌᶍᶋᵿᵘᴾᵿᴾᶐᶃᶒᶐᶍᶑᶎᶃᶁᶒᶇᶔᶃᴾᵿᶌᵿᶊᶗᶑᶇᶑᴾᶍᶄᴾᵐᵖᵗᴾᶎᵿᶒᶇᶃᶌᶒᶑᴾᶄᶐᶍᶋᴾᵬᵣᵨᵎᵐᵑᴾᵱᶒᶓᶂᶗ ᵆᵏᵓᴾᶋᶇᶌᵇ
ᵰᶗᶍᴾᵩᶍ ᵫᵢᵌᴾᵮᶆᵌᵢᵌᵊ ᵨᶓᶌᶒᶃᶌᶂᶍ ᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᴾ
ᵱᶎᶃᶁᶇᵿᶊᴾᶊᶃᶁᶒᶓᶐᶃ ᵏᵕᵘᵎᵓ῍ᵏᵖᵘᵎᵓ
ᵡᶆᵿᶇᶐᴾᶎᶃᶐᶑᶍᶌᵘᴾᵮᶐᶍᶄᵌᴾᵲᵿᶉᵿᶆᵿᶑᶆᶇᴾᵨᶓᶌᶒᶃᶌᶂᶍ ᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵇᴾ ᵮᶐᶍᶄᵌᴾᵷᵿᶋᵿᶓᶁᶆᶇᴾᵆᵧᶕᵿᶒᶃᴾᵫᶃᶂᶇᶁᵿᶊᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵇ
ᵏᵌᵭᶔᶃᶐᶁᶍᶋᶇᶌᶅᴾᶂᶐᶓᶅᴾᶐᶃᶑᶇᶑᶒᵿᶌᶁᶃᴾᶒᶍᴾᶒᵿᶐᶅᶃᶒᶃᶂᴾᶒᶆᶃᶐᵿᶎᶇᶃᶑᴾᶄᶍᶐᴾᶊᶓᶌᶅᴾᶁᵿᶌᶁᶃᶐᴾᶕᶇᶒᶆᴾᵰᵣᵲᴾᶄᶓᶑᶇᶍᶌᵌᴾᴾᵆᵐᵎᴾᶋᶇᶌᵇ
ᵢᶐᴾᵫᶍᶐᶇᶉᵿᶕᵿ ᵫᵢᵊᴾᵮᶆᵢᴾᵆᵧᶕᵿᶒᶃᴾᵫᶃᶂᶇᶁᵿᶊᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵊᵲᶆᶍᶐᵿᶁᶇᶁᵍᵦᶃᵿᶂᴾᵿᶌᶂᴾᵬᶃᶁᶉᴾᵫᶃᶂᶇᶁᵿᶊᴾᵭᶌᶁᶍᶊᶍᶅᶗᴾ
ᶂᶃᶎᵿᶐᶒᶋᶃᶌᶒᵊᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗ ᶍᶄᴾᵲᶃᶖᵿᶑᵊᴾᵫᵢᴾᵟᶌᶂᶃᶐᶑᶍᶌᴾᵡᵿᶌᶁᶃᶐᴾᵡᶃᶌᶒᶃᶐᵊᴾᵳᵱᵟᵇᵇᴾ
ᵐᵌᵟᴾᵬᶃᶕᴾᵣᶐᵿᴾᶍᶄᴾᵦᶍᶎᶃᴾᶇᶌᴾᵪᶓᶌᶅᴾᵡᵿᶌᶁᶃᶐᴾᵢᶇᵿᶅᶌᶍᶑᶇᶑᴾᵄᴾᵫᶓᶊᶒᶇᶂᶇᶑᶁᶇᶎᶊᶇᶌᵿᶐᶗ ᵲᶐᶃᵿᶒᶋᶃᶌᶒᴾᵿᶒᴾᵰᵿᶋᵿᶒᶆᶇᶀᶍᶂᶇ
ᵦᶍᶑᶎᶇᶒᵿᶊᵆᵒᵎᴾᶋᶇᶌᵇ
ᵢᶐᴾᵲᶆᵿᶌᶗᵿᶌᵿᶌ ᵰᶃᶓᶌᶅᶕᶃᶒᶕᵿᶒᶒᵿᶌᵿ ᵆᵟᶑᶑᶇᶑᶒᵿᶌᶒᴾᵮᶐᶍᶄᶃᶑᶑᶍᶐᴾᵲᶆᵿᶌᶗᵿᶌᵿᶌ ᵰᶃᶓᶌᶅᶕᶃᶒᶕᵿᶒᶒᵿᶌᵿᵊᴾ
ᵫᵌᵢᵌᵊᵫᵌᵱᶁᵌᴾᵤᵿᶁᶓᶊᶒᶗᴾᶍᶄᴾᵫᶃᶂᶇᶁᶇᶌᶃᵊᴾᵰᵿᶋᵿᶒᶆᶇᶀᶍᶂᶇ ᵦᶍᶑᶎᶇᶒᵿᶊᵊᴾᵫᵿᶆᶇᶂᶍᶊ ᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵊᴾᵲᶆᵿᶇᶊᵿᶌᶂᵇ
ᵮᵿᶌᶃᶊᴾᵢᶇᶑᶁᶓᶑᶑᶇᶍᶌ ᵏᵖᵘᵏᵎ῍ᵏᵖᵘᵒᵎ
ᵢᶇᶑᶁᶓᶑᶑᶃᶐᵘᴾᴾᵰᶗᶍᶑᶓᶉᶃ ᵡᶆᶇᶀᵿᵊᴾᵫᵢᵊᴾᵧᶕᵿᶒᶃᴾᵫᶃᶂᶇᶁᵿᶊᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗ
ᵲᵿᶋᶇᶍ ᵭᶉᶇᶋᶍᶒᶍᵊᴾᵫᵢᵌᴾᵮᶆᵢᵌᵊᴾᵱᶆᶇᶋᵿᶌᶃᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗ
ᵩᶃᶌᶇᶁᶆᶇᴾᵲᵿᶉᶃᶂᵿᵊᴾᵫᵢᵌᴾᵮᶆᵌᵢᵌᵊᴾᵲᶍᶒᶒᶍᶐᶇᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗ
ᵰᶗᶍᴾᵩᶍ ᵫᵢᵌᴾᵮᶆᵌᵢᵌᵊᴾᵨᶓᶌᶒᶃᶌᶂᶍ ᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗ
ᵢᶐᴾᵫᶍᶐᶇᶉᵿᶕᵿ ᵆᵫᵢᴾᵟᶌᶂᶃᶐᶑᶍᶌᵊᴾᵡᵿᶌᶁᶃᶐᴾᵡᶃᶌᶒᶃᶐᵇ
ᵢᶐᴾᵲᶆᵿᶌᶗᵿᶌᵿᶌ ᵰᶃᶓᶌᶅᶕᶃᶒᶕᵿᶒᶒᵿᶌᵿ ᵆᵫᵿᶆᶇᶂᶍᶊ ᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵊᴾᵲᶆᵿᶇᶊᵿᶌᶂᵇ
ᵢᶐᴾᵨᶇᶒᶊᵿᶂᵿ ᵨᶓᶃᶌᶅᶑᵿᶋᵿᶐᶌ ᵆᵫᵿᶆᶇᶂᶍᶊ ᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵊᴾᵲᶆᵿᶇᶊᵿᶌᶂᵇ
ᵲᶆᶇᶑᴾᶑᶗᶋᶎᶍᶑᶇᶓᶋᴾᶕᶇᶊᶊᴾᶁᶍᶌᶌᶃᶁᶒᴾᶒᶆᶃᴾᶄᶍᶐᶐᶍᶕᶇᶌᶅ ᶄᵿᶁᶇᶊᶇᶒᶇᶃᶑᴾᶓᶑᶇᶌᶅᴾᵧᵡᵲᵌ
ᵫᵿᶆᶇᶂᶍᶊ ᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵊᴾᵧᶕᵿᶒᶃᴾᶋᶃᶂᶇᶁᵿᶊᴾᶓᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵊᴾᵱᶆᶇᶋᵿᶌᶃᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵊᵲᶍᶉᶗᶍ ᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᴾᶍᶄᴾᵱᶁᶇᶃᶌᶁᶃᵊᴾ
ᵰᶇᶉᶉᶗᶍ ᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᴾᵊᴾᵨᶓᶌᶒᶃᶌᶂᶍ ᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᴾᵱᶁᶆᶍᶍᶊᴾᶍᶄᴾᶋᶃᶂᶇᶁᶇᶌᶃ
ᵱᶎᶍᶌᶑᶍᶐᶑᶆᶇᶎᾉᵡᵿᶌᶁᶃᶐᴾᵮᶐᶍᶄᶃᶑᶑᶇᶍᶌᵿᶊᴾᵲᶐᵿᶇᶌᶇᶌᶅᴾᵧᶌᶄᶐᵿᶑᶒᶐᶓᶁᶒᶓᶐᶃᴾᵢᶃᶔᶃᶊᶍᶎᶋᶃᶌᶒᴾᵮᶊᵿᶌ
ᵡᶍᶌᶒᵿᶁᶒᾉᵧᶕᵿᶒᶃᴾᶋᶃᶂᶇᶁᵿᶊᴾᶓᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗ ᵉᵖᵏᵋᵏᵗᵋᵔᵓᵏᵋᵓᵏᵏᵏᴾᵆᵣᶖᶒᵌᴾᵑᵐᵐᵑᵊᵑᵏᵏᵏᵇ
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4-36 ᒾᡭ་⛉Ꮫ ㅮ₇ ࠕ⌮デ᩿ࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕ⌮デ᩿ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸮᭶㸰㸶᪥㸦㔠㸧 18㸸00㹼19㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸ᒾᡭ་⛉Ꮫ❧㸴㸮࿘ᖺグᛕ㤋㸷㝵 ➨㸰ㅮ⩏ᐊ
㸦㸱㸧₇⪅
 ࣭
ࠕ⒴ࡢ⌮デ᩿᭱㏆ࡢ㐍Ṍࠖ
       ᮾிᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ ་Ꮫ㒊ேయ⌮Ꮫ ⌮デ᩿Ꮫศ㔝 ᩍᤵ
                                ῝ᒣ ṇஂ ඛ⏕
㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸰㸴ྡ
㸦㸳㸧ദ
 ᒾᡭ་⛉Ꮫ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

ᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ᥇ᢥᴗ

ㅮ₇

ࠕ၏ྸᚮૺࠖ
᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 10 ᭶ 28 ᪥㸦㔠㸧18㸸00㹼19㸸00
ሙᡤ㸸❧ 60 ࿘ᖺグᛕ㤋 9 㝵 ➨ 2 ㅮ⩏ᐊ

ᑐ㇟㸸Ꮫ㝔⏕ࠊࣥࢸࣥࢩࣈࢥ࣮ࢫཷㅮ⏕ࠊ་ᖌࠊ┳ㆤᖌ
ᐃဨ 50 ྡ
ཧຍ㈝㸸
㸸↓ᩱ

ྖ㸸Ⳣ ᭷ ඛ⏕
㸦ᒾᡭ་⛉Ꮫ ⌮デ᩿Ꮫㅮᗙ ᩍᤵ㸧



ㅮᖌ㸸῝ᒣ ṇஂ ඛ⏕
㸦ᮾிᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉࣭་Ꮫ㒊
ேయ⌮Ꮫ࣭⌮デ᩿Ꮫศ㔝 ᩍᤵ㸧







ģբƍӳǘƤέĤ
ޥҔᅹ ܖٻҔܖᢿѦᛢᲢƕǜȗȭਃ࢘Უ
6'.ᲴᲢϋዴ ȷᲣ 'OCKNᲴKICPRWTQ"LKYCVGOGFCELR

1
030

ᇹ ‥ ዻ⅙․࠰ࡇ↝ӕ↹ኵ↮

4-37 ᒾᡭ་⛉Ꮫ ㅮ₇ࠕ፬ே⛉ࡀࢇᑐࡍࡿዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕ፬ே⛉ࡀࢇᑐࡍࡿዷᏎᛶ Ꮡ⒪ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸯᭶㸯᪥㸦ⅆ㸧 16㸸00㹼18㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸ᒾᡭ་⛉Ꮫ❧㸴㸮࿘ᖺグᛕ㤋㸷㝵 ➨㸰ㅮ⩏ᐊ
㸦㸱㸧₇⪅
 ࣭
ࠕዷᏎᛶ ᏑࢆᕼᮃࡍࡿึᮇᏊᐑయࡀࢇᝈ⪅ᑐࡍࡿ࣍ࣝࣔࣥ⒪ἲࠖ
            ᠕⩏ሿᏛ་Ꮫ㒊 ⏘፬ே⛉Ꮫᩍᐊ ຓᩍ ᒣୖ ர ඛ⏕
࣭ࠕዷᏎᛶ Ꮡࢆᕼᮃࡍࡿึᮇ༸ᕢࡀࢇᝈ⪅ᑐࡍࡿᶵ⬟ Ꮡᡭ⾡ࠖ
      ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ ⥲ྜ་Ꮫᑓᨷ Ⓨ⫱࣭ຍ㱋་Ꮫㅮᗙ 
⏘፬ே⛉ᩍᐊ ᩍᤵ Ლᒣ ᗈ᫂ ඛ⏕
࣭
ࠕዷᏎᛶ ᏑࢆᕼᮃࡍࡿᏊᐑ㢕㒊๓ࡀࢇᝈ⪅ᑐࡍࡿᶵ⬟ Ꮡᡭ⾡ࠖ
      㫽ྲྀᏛ ჾᐁไᚚእ⛉Ꮫㅮᗙ ⏕Ṫᶵ⬟་Ꮫศ㔝 ⏘⛉፬ே⛉Ꮫ  
ㅮᖌ▼ ᚭ㑻 ඛ⏕
 ࣭ࠕዷᏎᛶ ᏑࢆᕼᮃࡍࡿึᮇᏊᐑ㢕ࡀࢇᝈ⪅ᑐࡍࡿᶵ⬟ Ꮡᡭ⾡ࠖ
                  ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊⏘⛉፬ே⛉ ᩍᤵ ி ဴ ඛ⏕

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸱㸲ྡ

㸦㸳㸧ദ
 ᒾᡭ་⛉Ꮫ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮


ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁
䠉㻵㻯㼀䛸ே䛷⧅䛠䛜䜣་⒪⥔᪂䝥䝷䞁䠉

ଐᾉ

ᵐᵖ࠰ᵏᵏஉᵏଐί້ὸᵏᵔᵎᵎЎ῍ᵏᵖᵎᵎЎ

ئᾉޥҔᅹܖٻоᇌᵔᵎԗ࠰ᚡࣞᾈ᨞ ᇹᵐᜒ፯ܴ
ݣᝋᾉܖٻᨈဃẆҔࠖẆჃᜱࠖẆỶὅἘὅἉἨἅὊἋӖᜒဃሁ
῍ἩἿἂἻἲ῍
Ӯ˟ᾉҘᓶ ค፦ έဃίޥҔᅹ ܖٻငۡʴᅹࠖᜒ ࡈᜒܖὸ
ࡈᧈᾉெਤ ࠼ଢ έဃίޥҔᅹ ܖٻငۡʴᅹ ࡈᜒܖὸ
˟ỉᠴᾉன ࣋ ޛέဃίޥҔᅹޓ᧽ܖٻ၏ᨈ ၏ᨈᧈẆ
ޥҔᅹ ܖٻငᅹۡʴᅹ ࡈᜒܖὸ

ᜒᾉ
ᵆᵏᵇᴾẐẐࣱ܊کภ܍ửࠎஓẴỦИ˳ܷ܇ầỮधᎍỆݣẴỦἭἽἴὅၲඥẑ
ޛɥ ʠ έဃίঅড፯ܖٻؽҔܖᢿ ငۡʴᅹܖܴ яὸ
ᵆᵐᵇᴾẐẐࣱ܊کภ܍ửࠎஓẴỦИҳߺầỮधᎍỆݣẴỦೞᏡภ܍ᘐẑ

ా࠼ ޛଢ έဃ
ίӸӞܖٻދὉܖٻᨈҔܖኒᄂᆮᅹ
ዮӳҔݦܖૌ ႆᏋὉьᱫҔ ࡈᜒܖငۡʴᅹܴ ϱὸ
ᵆᵑᵇẐک
ࣱ܊کภ܍ửࠎஓẴỦܷ܇ᫀᢿЭầỮधᎍỆݣẴỦೞᏡภ܍ᘐẑ

ٻჽ ࣋ᢹ έဃ
ίᯓӕܫ֥ܖٻСࣂٳᅹࡈᜒܖ
ဃ഻ೞᏡҔܖЎᵆငᅹۡʴᅹܖᵇ ᜒࠖὸ
ᵆᵒᵇ Ẑࣱ܊کภ܍ửࠎஓẴỦИܷ܇ᫀầỮधᎍỆݣẴỦೞᏡภ܍ᘐẑ
ʮ Ջ έဃίఌܖٻҔܖᢿငᅹۡʴᅹ ὸ
˟ỉᠴᾉᓌʟ ஊ έဃίޥҔᅹ ܖٻ၏ྸᚮૺ ࡈᜒܖὸ
ஜἉὅἯἊỸἲỊẆᵲᵴ˟ᜭἉἋἘἲửМဇẲềᡲઃܖٻỆἻỶἨᣐ̮ẰủẆӑ૾ӼỂ᚛ᜭử
ᘍẟộẴẇắᐻԛỉẝỦ૾Ị᩼ắஹئɦẰẟẇίᎮᜒᐯဌὸ
ɼ͵ᾉầỮἩἿἧỹἉἹἜἽؕႴਖ਼ᡶἩἻὅ
ίܖٻؘټὉఌܖٻὉᯓӕܖٻὉޥҔᅹܖٻὉிʮྸᅹܖٻὉଢᕤᅹܖٻὉᇌܖٻὸ
ẎấբӳẶέẏ ҔܖᢿѦᛢᾉầỮἩἿਃ࢘ίϋዴᾉᵑᵐᵐᵑὉᵑᵏᵏᵏὸ
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4-38 ᒾᡭ་⛉Ꮫ ㅮ₇
ࠕ㢌㢕㒊ᝏᛶ⭘⒆⏝ࡉࢀࡿศᏊᶆⓗ⸆ࡢᐇ㝿㸫ຠᯝస⏝ࠊ⮫ᗋ࠾ࡅ
ࡿᙺᒎᮃ㸫ࠖ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕ㢌㢕㒊ᝏᛶ⭘⒆⏝ࡉࢀࡿศᏊᶆⓗ⸆ࡢᐇ㝿㸫ຠᯝస⏝ࠊ⮫ᗋ࠾ࡅࡿᙺ
ᒎᮃ㸫ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸯᭶㸯㸯᪥㸦㔠㸧 18㸸30㹼20㸸30
 ㅮ⩏ሙ㸸ᒾᡭ་⛉Ꮫ❧㸴㸮࿘ᖺグᛕ㤋㸷㝵 ➨㸯ㅮ⩏ᐊ
㸦㸱㸧₇⪅
࣭ࠕ㢌㢕㒊⒴࠾ࡅࡿᢠ (*)5 ᢠయ⸆ࡢᙺᒎᮃࠖ
ᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᮾ㝔 㢌㢕㒊ෆ⛉ ᒸ㔝  ඛ⏕

࣭ࠕ⏥≧⭢ࡀࢇᑐࡍࡿ⸆≀⒪ἲ㹼ศᏊᶆⓗ⸆ࢆ୰ᚰ㹼ࠖ
      ᐑᇛ┴❧ࡀࢇࢭࣥࢱ࣮ 㢌㢕㒊ෆ⛉ ⛉㛗 ᒣᓮ ▱Ꮚ ඛ⏕


࣭⥲ྜウㄽ

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸 ྡ

㸦㸳㸧ദ
 ᒾᡭ་⛉Ꮫ








133
0

ᇹ ‥ ዻ⅙․࠰ࡇ↝ӕ↹ኵ↮


ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮


ᾁᾇ࠰ࡇ૨ᢿᅹܖႾᴾ ầỮἩἿἧỹἕἉἹἜἽؕႴਖ਼ᡶἩἻὅᴾ

᪥

ᖹᡂ28ᖺ11᭶11᪥䠄㔠䠅㻝㻤㻟㻜ศ䡚㻞㻜㻟㻜ศ㻌

ሙᡤ

ᒾᡭ་⛉Ꮫ❧㻢㻜࿘ᖺグᛕ㤋 䠕㝵 ➨䠍ㅮ⩏ᐊ㻌

ᑐ㇟

Ꮫ㝔⏕䚸䜲䞁䝔䞁䝅䝤䝁䞊䝇ཷㅮ⏕䚸
་ᖌ䚸┳ㆤᖌ䚸⸆ᖌ㻌
Ӌь૰ᴾ

῍ἩἿἂἻἲ῍ᴾ

ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ӯᴾ ᴾ ᴾᴾ˟ᾉ࣓ᴾ ฌʴᴾ έဃᴾ

ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίޥҔᅹܖٻᴾ ᪽ᫀᢿٳᅹܖᅹᴾ ὸᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ˟ỉᠴᾉ˙ᕲᴾ ᕣᴾ έဃᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίޥҔᅹܖٻᴾ ᏽၨϋᅹܖᅹᴾ ὸᴾ

Ẕᜒᴾẕᴾ
ᴾ ᴾ Ẑ᪽ᫀᢿၶỆấẬỦ৴ᵣᵥᵤᵰ৴˳ᕤỉࢫлểޒஓẑᴾ
ޢᴾ ାᴾ έဃᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ίᇌầỮᄂᆮἍὅἑὊி၏ᨈᴾ ᪽ᫀᢿϋᅹὸᴾ

ẐဍཞᐄầỮỆݣẴỦᕤཋၲඥᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ῍Ў܇ႎᕤửɶ࣎Ệ῍ẑᴾ
ᴾ߃ޛᴾ ჷ܇ᴾέဃᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίܷ؉ჄᇌầỮἍὅἑὊᴾ ᪽ᫀᢿϋᅹᴾᅹᧈὸᴾ

Ẕዮӳ᚛ᛯẕᴾ








1
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    ᲢܖٻؘټȷఌܖٻȷᯓӕܖٻȷޥҔᅹܖٻȷிʮྸᅹܖٻȷଢᕤᅹܖٻȷᇌܖٻᲣ
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ጤᚻක⑼ᄢቇ ⻠Ṷળ
ޟᄢ⣺߇ࠎߩ੍㒐́ౝ⑼⊛ᄖ⑼⊛ᴦ≮߅ࠃ੍߮㒐ᴺߦߟߡ㧙ޠ

عⷐ
㧔㧝㧕ฬ⒓
ޟᄢ⣺߇ࠎߩ੍㒐́ౝ⑼⊛ᄖ⑼⊛ᴦ≮߅ࠃ੍߮㒐ᴺߦߟߡ㧙ޠ
㧔㧞㧕ᣣᤨޔળ႐
㐿ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧞㧤ᐕ㧝㧝㧝㧣ᣣ㧔ᧁ㧕16㧦00㨪18㧦30
⻠⟵ળ႐㧦ጤᚻක⑼ᄢቇഃ┙㧢㧜ᐕ⸥ᔨ㙚㧥㓏

╙㧞⻠⟵ቶ

㧔㧟㧕Ṷ⠪
╙ޣ㧝ㇱ ৻⥸⻠Ṷޤ

ޟᣧᦼᄢ⣺≸ߦኻߔࠆౝⷞ㏜ᴦ≮ ౝⷞ㏜⊛☼⤑ਅጀ㔌ⴚࠍਛᔃߦ ޠ
ጤᚻක⑼ᄢቇ ᶖൻེౝ⑼ᶖൻ▤ಽ㊁ ഥᢎ Ꮉፒ  వ↢
ࠍ↪ߚᄢ⣺≸ᖚ⠪ߩౝ⣲≌㊂ߩࡕ࠾࠲ࡦࠣޠ

ⴊޟਛㆆ㔌

⢻ઍෘ↢ක≮ࡦ࠲ ᄖ⑼ ක㐳 ⮮ ᘢ వ↢
╙ޣ㧞ㇱ ․⻠Ṷޤ
ޟᄢ⣺≸੍㒐ᴺߩ㐿⊒⎇ⓥޠ
੩ㇺᐭ┙ක⑼ᄢቇ ಽሶᮡ⊛≸੍㒐කቇ ․છᢎ ⍹Ꮉ ⑲᮸ వ↢
╙ޣ㧟ㇱ ࡈ࠺ࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦޤ
㧔㧠㧕ෳട⠪ߩⷐ
ෳട⠪ᢙ㧦

ฬ

㧔㧡㧕ਥ
ጤᚻක⑼ᄢቇ
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Ẕଐ ẕ
Ẕݣᝋẕ

ᵐᵖ࠰ᵏᵏஉᵏᵕଐίஙὸ

ҔࠖẆჃᜱࠖẆᕤдࠖẆ
ỶὅἘὅἉἨἅὊἋӖᜒဃ
ܖٻᨈဃẆᵫᵣࢼʙᎍ ሁ

ᵏᵔᾉᵎᵎ῍ᵏᵖᾉᵑᵎ

Ӌь૰

оᇌᵔᵎԗ࠰ᚡࣞ
ᾈ᨞ ᇹᾁᜒ፯ܴ

Ẕ˟ ئẕ

Ẕᇹᵏᢿᾉɟᑍᜒẕ

ߦẐଔٻᐂၶỆݣẴỦϋᙻᦟၲ ᵋϋᙻᦟႎቬᐏɦޖеᩉᘐửɶ࣎Ệᵋẑ
߷߃ գᅎ έဃίޥҔ ٻෞ֥҄ϋᅹෞ҄ሥЎ яὸ
ߦẐᘉɶᢂᩉᵢᵬᵟửဇẟẺٻᐂၶधᎍỉ˳ϋᏽၨỉἴἝἑἼὅἂẑ
˱ᕲ ॻ έဃίᏡˊҽဃҔၲἍὅἑὊ ٳᅹ Ҕᧈὸ
ẔᇹᾁᢿᾉཎКᜒẕ
ߦẐٻᐂၶʖ᧸ඥỉႆᄂᆮẑ
ჽ߷ ᅵ έဃίʮᣃࡅᇌҔᅹ ܖٻЎ܇ႎၶʖ᧸Ҕ ܖཎ˓ὸ
ẔᇹᾂᢿᾉἧἼὊἙỵἋỽἕἉἹὅẕ

Ӯ˟ᾉஜ ɼʂ
ίϋᅹࡈᜒܖෞ֥҄ϋᅹෞ҄ሥЎ ὸ

࠙

ദࠚ

ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ

㸦㡰ኳᇽᏛ࣭ᓥ᰿Ꮫ࣭㫽ྲྀᏛ࣭ᒾᡭ་⛉Ꮫ࣭ᮾி⌮⛉Ꮫ࣭᫂⸆⛉Ꮫ࣭❧ᩍᏛ㸧

࠙ၥྜࡏඛࠚ

ᒾᡭ་⛉Ꮫ

་Ꮫ㒊ᩍົㄢ㸦ࡀࢇࣉࣟᢸᙜ㸧

7(/ 㸸 㸦ෆ⥺ࠊ㸧

1
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ጤᚻක⑼ᄢቇ ⣲≌ࡦ࠲⻠Ṷળࡓࡁࠥߩࠎ߇ޟක≮ታߦะߌߡޠ

عⷐ
㧔㧝㧕ฬ⒓
ࡓࡁࠥߩࠎ߇ޟක≮ታߦะߌߡޠ
㧔㧞㧕ᣣᤨޔળ႐
㐿ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧞㧤ᐕ㧝㧝㧞㧥ᣣ㧔Ἣ㧕 18㧦00㨪19㧦00
⻠⟵ળ႐㧦ጤᚻක⑼ᄢቇഃ┙㧢㧜ᐕ⸥ᔨ㙚㧥㓏

╙㧝⻠⟵ቶ

㧔㧟㧕Ṷ⠪

⸃ࡓࡁࠥޟᨆߦࠃࠆ∔ᖚ⊒∝ࡔࠞ࠾࠭ࡓߩ⸃ߣൻක≮ޠ
᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮 ᣂ㗔ၞഃᚑ⑼ቇ⎇ⓥ⑼ ࡔ࠺ࠖࠞ࡞ᖱႎ↢ኾ
ࠢ࠾ࠞ࡞ࠪࠢࠛࡦࠬಽ㊁

ᢎ ᧻↰ ᶈ৻ వ↢

㧔㧠㧕ෳട⠪ߩⷐ
ෳട⠪ᢙ㧦

ฬ

㧔㧡㧕ਥ
ጤᚻක⑼ᄢቇ
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ᖹᡂᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ

㸫,&7ே࡛⧅ࡄࡀࢇ་⒪⥔᪂ࣉࣛࣥ㸫

⭘⒆ࢭࣥࢱ࣮ㅮ₇

ầỮỉἄἠἲҔၲܱྵỆӼẬề
Ẕ˟ỉᠴẕ
˙ᕲ ᕣ έဃ
ίᏽၨϋᅹܖᅹ ὸ
ίஜޓ᧽ܖ၏ᨈ ᏽၨἍὅἑὊᧈὸ

Ẕଐ ẕ

ᵐᵖ࠰ᵏᵏஉᵐᵗଐί້ὸ
ᵏᵖᾉᵎᵎ῍ᵏᵗᾉᵎᵎ
Ẕ˟ ئẕ

оᇌᵔᵎԗ࠰ᚡࣞ
ᾈ᨞ ᇹᾀᜒ፯ܴ

Ẕᜒ ẕ

ẐἄἠἲᚐௌỆợỦ
၌धႆၐἳỽἝἌἲỉᚐଢể
̾К҄Ҕၲẑ
ᜒࠖᾉဋ ීɟ έဃ
ίிʮܖٻܖٻᨈ ૼ᪸؏оᅹܖᄂᆮᅹ
ἳἙỵỽἽऴإဃԡݦૌ
ἁἼἝỽἽἉὊἁỺὅἋЎ ὸ

Ẕݣᝋẕ
ҔࠖẆჃᜱࠖẆᕤдࠖẆ
ỶὅἘὅἉἨἅὊἋӖᜒဃ
ܖٻᨈဃẆᵫᵣࢼʙᎍ ሁ

Ӌь૰

ࡈᧈᾉݱҾ ᑋ
ίඣ֥ބᅹ ࡈᜒܖὸ

࠙

ദࠚ ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ

㸦㡰ኳᇽᏛ࣭ᓥ᰿Ꮫ࣭㫽ྲྀᏛ࣭ᒾᡭ་⛉Ꮫ࣭ᮾி⌮⛉Ꮫ࣭᫂⸆⛉Ꮫ࣭❧ᩍᏛ㸧

࠙ඹ

ദࠚ ᒾᡭ་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔 ⭘⒆ࢭࣥࢱ࣮

࠙ၥྜࡏඛࠚ ᒾᡭ་⛉Ꮫ ་Ꮫ㒊ᩍົㄢ㸦ࡀࢇࣉࣟᢸᙜ㸧
7(/ 㸸 㸦ෆ⥺ࠊ㸧
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ጤᚻක⑼ᄢቇ ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ޟᓟߩ࿖㓙ห⹜㛎ߩࠅᣇߦߟߡޠ

عⷐ
㧔㧝㧕ฬ⒓
࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ޟᓟߩ࿖㓙ห⹜㛎ߩࠅᣇߦߟߡޠ
㧔㧞㧕ᣣᤨޔળ႐
㐿ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧞㧤ᐕ㧝㧝㧟㧜ᣣ㧔᳓㧕 15㧦00㨪18㧦00
⻠⟵ળ႐㧦ጤᚻක⑼ᄢቇഃ┙㧢㧜ᐕ⸥ᔨ㙚㧥㓏

╙㧝⻠⟵ቶ

㧔㧟㧕Ṷ⠪

᧲ޟർᣇߦ߅ߌࠆ⥃ᐥ⎇ⓥࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ᭴▽ 㧙࿖㓙ห⹜㛎ࠍᗧ⼂ߒߡ㧙ޠ
᧲ർᄢቇකቇㇱ ↥ᇚੱ⑼ቇᢎቶ ಎᢎ ፉ↰

ቬᤘ వ↢

ࠍㅢߒߡޠ
䞉ᧄޟ㇌ߢ⸘↹ߐࠇߚ⥃ᐥ⹜㛎ߩ࿖㓙ห⹜㛎߳ߩዷ㐿㨪
㗅ᄤၴᄢቇකቇㇱᄢቇ㒮කቇ⎇ⓥ⑼ ↥ᇚੱ⑼ቇᢎቶ ಎᢎ ኹየ ᵏਭ వ↢
ޟ࿖㓙ห⹜㛎ߦ߅ߌࠆⷐઙߣࠊ߇࿖ߩขࠆߴ߈ᚢ⇛ߦߟߡޠ
㧔⽷㧕వ┵ක≮ᝄ⥝⽷࿅⥃ᐥ⎇ⓥᖱႎࡦ࠲ ࡦ࠲㐳
੩ㇺᄢቇฬᢎ ፉ 㓷ౖ వ↢
ޟ
ޠ
ޟ

ޠ

㧔㧠㧕ෳട⠪ߩⷐ
ෳട⠪ᢙ㧦 ฬ
㧔㧡㧕ਥ
ጤᚻක⑼ᄢቇ
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WƌŽŵŽƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚǇĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐĐĂŶĐĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƵŶĚĞƌƚŚĞƐƉŽŶƐŽƌƐŚŝƉŽĨƚŚĞDyd͕:ĂƉĂŶ

䛆Date䛇 November 30, 2016 (Wednesday ) 15:00䡚18䠖00 (Japan䠅
䛆 Place 䛇Iwate Medical University, Morioka

This symposium will connect the following facilities using ICT;
Tottori University, Shimane University, Tokyo University of Science, Rikkyo University ,
Juntendo University School of medicine
SponsorshipᾉCancer Professional Training Infrastructure Development Plan
ContactᾉIwate medical university +81-19-651-5111 (Ext. 3223,3111)
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ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁
䠉㻵㻯㼀䛸ே䛷⧅䛠䛜䜣་⒪⥔᪂䝥䝷䞁䠉

᪥䠖ᖹᡂ28ᖺ11᭶30᪥䠄Ỉ䠅1500ศ䡚1800ศ
ሙᡤ䠖ᒾᡭ་⛉Ꮫ❧60࿘ᖺグᛕ㤋䠕㝵 ➨1ㅮ⩏ᐊ
ᑐ㇟䠖Ꮫ㝔⏕䚸་ᖌ䚸┳ㆤᖌ䚸䜲䞁䝔䞁䝅䝤䝁䞊䝇ཷㅮ⏕➼

ஜἉὅἯἊỸἲỊẆTV˟ᜭἉἋἘἲửМဇẲềᡲઃܖٻỆἻỶἨᣐ̮ẰủẆӑ૾ӼỂ᚛ᜭử
ᘍẟộẴẇắᐻԛỉẝỦ૾Ị᩼ắஹئɦẰẟẇίᎮᜒᐯဌὸ
ɼ͵ᾉầỮἩἿἧỹἉἹἜἽؕႴਖ਼ᡶἩἻὅ
ίܖٻؘټὉఌܖٻὉᯓӕܖٻὉޥҔᅹܖٻὉிʮྸᅹܖٻὉଢᕤᅹܖٻὉᇌܖٻὸ
ẎấբӳẶέẏ ҔܖᢿѦᛢᾉầỮἩἿਃ࢘ίϋዴᾉ3223Ὁ3111ὸ
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ጤᚻක⑼ᄢቇ

⻠Ṷળ⧯ޟᐕ߇ࠎᖚ⠪ߦ߅ߌࠆᅧሺᕈߩ᷷ሽޠ

عⷐ
㧔㧝㧕ฬ⒓
⧯ޟᐕ߇ࠎᖚ⠪ߦ߅ߌࠆᅧሺᕈߩ᷷ሽޠ
㧔㧞㧕ᣣᤨޔળ႐
㐿ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧞㧤ᐕ㧝㧞㧝㧡ᣣ㧔ᧁ㧕18㧦00㨪19㧦00
⻠⟵ળ႐㧦ጤᚻක⑼ᄢቇഃ┙㧢㧜ᐕ⸥ᔨ㙚㧥㓏

╙㧞⻠⟵ቶ

㧔㧟㧕Ṷ⠪

ࠬ࡞ࡋࡉࠖ࠹ࠢ࠳ࡠࡊޔࠆߌ߅ߦ≮⸻ࠎ߇ޟ㧒ࠗ࠷ޠ
㗅ᄤၴᄢቇකቇㇱ㒝ዻᶆ∛㒮 ↥ᇚੱ⑼ ಎᢎ ⩵
㧔㧠㧕ෳട⠪ߩⷐ
ෳട⠪ᢙ㧦22 ฬ
㧔㧡㧕ਥ
ጤᚻක⑼ᄢቇ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

 ․ ࠰ࡇ૨ᢿᅹܖႾⅻ⇂⇽∓⇻⇍⇩⇝∍⇰∑ؕႴਖ਼ᡶ⇽∏∙৸ʙಅ‒‒

Ӯᴾ ˟ᾉݱᴾᴾ ᒍଢίޥҔᅹٳܖٻᅹࡈᜒܖᴾᴾ яὸ

࠙ᜒ
ᜒࠚ

ʐⅻ⇂ᚮၲ↚ⅹↀ↺⅚‒‒
∐⇽∓⇦⇕⇬⇉⇼⇾∑⇟‒‒
≊∏⇊⇪
‒

ᜒࠖ≝ᓎ
ᓎ ‒ ‒‒עႴ‒ έဃ‒‒
ܖٻؘټҔܖᢿ᧽ܤිޓ၏ᨈ
ᨈ
ငۡʴᅹ‒‒ ϱ‒‒
ࡈᴾ ᧈᾉᓌʟᴾᴾ ஊίޥҔᅹܖٻ၏
၏ྸᚮૺᜒܖ
ᜒࡈᴾᴾ ὸᴾᴾ

ⅨଐⅩ
 ․ ࠰ ‣․ உ ‣‧ ଐ≋ங≌‣
‣≝••⊡
⊡‣≝
≝••‒‒
Ⅸ˟ئⅩоᇌ • ԗ࠰ᚡࣞ≜
≜᨞‒ ᇹ≕ᜒ፯ܴ‒‒
ⅨݣᝋⅩҔ
Ҕࠖ⅚⇊∙⇬∙⇝⇼⇙∞⇟Ӗᜒဃ⅚Ⴣᜱࠖ‒
ܖٻᨈဃ⅚ᕤдࠖ⅚‿
‿‷ ࢼʙᎍሁ‒‒ ≋Ӌь૰≌‒
ஜἉὅἯἊỸἲỊẆᵲ
ᵲᵴ ˟ᜭἉἋἘἲửМဇẲềᡲઃܖٻỆἻỶἨᣐ̮ẰủẆ

‒

ӑ૾ӼỂ᚛ᜭửᘍẟộẴẇắᐻԛỉẝỦ૾Ị᩼ắஹئɦẰẟẇίᎮᜒᐯဌὸᴾ

‒ Ӌь૰‒ ‒
Ⅸɼ͵Ⅹⅻ⇂⇽∓⇻⇍⇩⇝∍⇰∑ؕႴਖ਼ᡶ⇽∏∙‒
‒
≋∝ܖٻؘټఌ∝ܖٻᯓӕޥ∝ܖٻҔᅹ∝ܖٻிʮྸᅹ∝ܖٻଢᕤᅹ∝ܖٻᇌ‒‒≌ܖٻ

‒

Ⅸբӳ↊έⅩޥҔᅹܖٻҔܖᢿѦᛢ≋ⅻ⇂⇽∓ਃ࢘≌‒‒
‒

⁆‷‾≝
≝•‣‟
‟ ‧‣‟
‟‧‣‣‣≋
≋ϋዴ ‥‣‣‣⅚
⅚‥․․‥≌
≌‷‟ ⁓⁛⁞‒ ≝⁛⁙⁓′⁜†⁛⁓⁗‟
‟ ⁗⁖†⁓⁕†⁜‒‒

‒ Ӌь૰‒

‒
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ጤᚻක⑼ᄢቇ ⣲≌ࡦ࠲⻠Ṷળ
≮‛⮎ࠎ߇ޟᴺߩᦑ㔺ኻ╷ߩ⁁ߣ⺖㗴ޠ

عⷐ
㧔㧝㧕ฬ⒓
≮‛⮎ࠎ߇ޟᴺߩᦑ㔺ኻ╷ߩ⁁ߣ⺖㗴ޠ
㧔㧞㧕ᣣᤨޔળ႐
㐿ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧞㧥ᐕ㧝㧟㧜ᣣ㧔㊄㧕 18㧦00㨪19㧦45
⻠⟵ળ႐㧦ጤᚻක⑼ᄢቇഃ┙ 60 ᐕ⸥ᔨ㙚 9 㓏 ╙ 2 ⻠⟵ቶ
㧔㧟㧕Ṷ⠪
ޟ᛫߇ࠎᦑ㔺ߩታ〣⊛ኻ╷ߣߘߩ⢛᥊ޠ
ጤᚻක⑼ᄢቇ⮎ቇㇱ⎇ୃᢎ⢒ㇱ㐷ਥછ⮎Ꮷ ⮮

ᷕ వ↢


ޟ᛫߇ࠎ⮎⡯ᬺᦑ㔺ߦኻߔࠆᱜߒℂ⸃ߣ⚵❱ኻ╷ߩᔅⷐᕈޠ
⋉⽷࿅ᴺੱ߇ࠎ⎇ⓥળ ∛㒮⮎ㇱㇱ㐳 ự
㧔㧠㧕ෳട⠪ߩⷐ
ෳട⠪ᢙ㧦㧡㧣ฬ
㧔㧡㧕ਥ
ጤᚻක⑼ᄢቇ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

ᖹᡂᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ
㸫,&7ே࡛⧅ࡄࡀࢇ་⒪⥔᪂ࣉࣛࣥ㸫

⭘⒆ࢭࣥࢱ࣮

ㅮ₇

Ẕଐ ẕ

ᵐᵗ࠰ᾀஉᵑᵎଐίஉὸ ᵏᵖᾉᵎᵎ῍ᵏᵗᾉᵒᵓ
Ẕ˟ ئẕ

оᇌᵔᵎԗ࠰ᚡࣞ ᾈ᨞ ᇹᾁᜒ፯ܴ
Ẕ ݣᝋẕ
ҔࠖẆჃᜱࠖẆᕤдࠖẆỶὅἘὅἉἨἅὊἋӖᜒဃܖٻᨈဃẆᵫᵣࢼʙᎍ ሁ
Ṹ ˟ỉᠴᾉ ᎓Ӯ έဃίஜܖᕤܖᢿ ᐮҔ҄ ࡈᜒܖὸ

Ẕᇹᵏᢿᾉᜒẕ ࡈᧈᾉ˙ᕲ ᕣίஜޓ᧽ܖ၏ᨈᏽၨἍὅἑὊᧈẆஜܖᏽၨϋᅹܖᅹ ὸ

Ẑ৴ầỮд୵ᩧỉܱោႎݣሊểẸỉᏑẑ
˱ᕲ คʍ έဃίޥҔᅹܖٻᕤܖᢿᄂ̲ὉᏋᢿᧉɼ˓ᕤдࠖὸ
Ẕᇹᾁᢿᾉᜒẕ ࡈᧈᾉᕲ ជɤ έဃίஜܖᕤܖᢿ ᐮᕤд ࡈᜒܖὸ

Ẑ৴ầỮᕤᎰಅ୵ᩧỆݣẴỦദẲẟྸᚐểኵጢݣሊỉ࣏ᙲࣱẑ
ສ ࢀ έဃᵆπႩᝠׇඥʴầỮᄂᆮ˟ ஊଢ၏ᨈᕤдᢿᢿᧈᵇ
Ṹ ˟ỉᠴᾉன ࣋ ޛέဃίஜޓ᧽ܖ၏ᨈᧈẆஜܖငۡʴᅹ ࡈᜒܖὸ
࠙
ദࠚ ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ
㸦㡰ኳᇽᏛ࣭ᓥ᰿Ꮫ࣭㫽ྲྀᏛ࣭ᒾᡭ་⛉Ꮫ࣭ᮾி⌮⛉Ꮫ࣭᫂⸆⛉Ꮫ࣭❧ᩍᏛ㸧
࠙ඹ

ദࠚ

ᒾᡭ་⛉Ꮫᒓ㝔

⭘⒆ࢭࣥࢱ࣮

࠙ၥྜࡏඛࠚ ᒾᡭ་⛉Ꮫ ་Ꮫ㒊ᩍົㄢ㸦ࡀࢇࣉࣟᢸᙜ㸧
7(/ 㸸 㸦ෆ⥺ࠊ㸧 (PDLO㸸 LJDQSXUR#MLZDWHPHGDFMS
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4-44 ᒾᡭ་⛉Ꮫ 㧗ᰯ⏕࢟ࣕࣥࢧ࣮ࢭ࣑ࢼ࣮

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕ㧗ᰯ⏕࢟ࣕࣥࢧ࣮ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ
㸦㸰㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸰᭶㸯㸯᪥㸦ᅵ㸧 10㸸00㹼16㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸ᒾᡭ་⛉Ꮫ ⅏ᐖᆅᇦ་⒪ᨭᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦▮ᕵ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧
㸦㸱㸧ࢭ࣑ࢼ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

D

㛤ࡢᣵᣜ

E

࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸸㸸㹼㸸

F

ᇶ♏ㅮ⩏
  㸸㸸㹼㸸

G

㣗㸸㸸㹼㸸

H

య㦂ࢭ࣑ࢼ࣮㸸㸸㹼㸸 ࡀࢇ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉྠᐇ
㸳㹼㸴ྡࡎࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉศࢀࠊయ㦂ࢭ࣑ࢼ࣮ࡀࢇ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜࠺ࠋ


    ࠗయ㦂ࢭ࣑ࢼ࣮࠘
࣭ෆど㙾ᡭ⾡ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮య㦂
࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢹࣂࢫయ㦂
࣭ᾘჾෆど㙾᳨ᰝࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮య㦂ࠊ㉸㡢Ἴ᳨ᰝయ㦂
࣭㌟㯞㓉⟶⌮య㦂
࣭⌮デ᩿ᐇ⩦
࣭ᢠࡀࢇㄪᶍᨃయ㦂
ࠗࡀࢇ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࠘㸸㹼㸸 య㦂ࢭ࣑ࢼ࣮ྠᐇ
ࠕᐙ᪘ࡀࡀࢇࢆᝈࡗࡓ㝿ࡢⱞᝎࡣ㸽ࡉࡽ㧗ᰯ⏕࡛࠶ࡿ⮬ศࡣࡢࡼ
࠺࡞ࢧ࣏࣮ࢺࡀ࡛ࡁࡿ㸽ࠖKJ ἲࢆ⏝࠸ࡓࢢ࣮ࣝࣉࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊ
Ⓨ⾲
I

ࣥࢣ࣮ࢺグධ࣭ಟᘧ㸸㸸㹼㸸

㸦㸲㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸲㸳ྡ
㸦㸳㸧ദ
 ᒾᡭ་⛉Ꮫ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

᭗ఄဃ
ỿἵὅἇὊἍἱἜὊ
᪥

ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻞᭶㻝㻝᪥䠄ᅵ䠅
༗๓㻝㻜䡚༗ᚋ㻠䠄ணᐃ䠅

ሙᡤ

ᒾᡭ་⛉Ꮫ
⅏ᐖᆅᇦ་⒪ᨭᩍ⫱䝉䞁䝍䞊
䠄䛈㻜㻞㻤㻙㻟㻢㻥㻠 ᒾᡭ┴⣸Ἴ㒆▮ᕵ⏫すᚨ⏣㻞㻙㻝㻙㻝䠅

ཧຍ↓
↓ᩱ

ᐃဨ㻢㻢㻜ྡ
䠄せ⏦㎸䞉ඛ╔㡰䠅
䈜ᖹᡂ㻞㻞㻥ᖺ
ᖺ㻝᭶㻞㻠᪥
᪥䠄ⅆ䠅
ᚲ╔

་ᖌ䚸⸆ᖌ䚸┳ㆤᖌ䛺䛹䛾་⒪⪅䛻䜘䜛ᇶ♏ㅮ⩏䛺䛹䛾
እ⛉ᡭ⾡䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝍䞊䜔ෆど㙾᳨ᰝ䛺䛹䛾య㦂䝉䝭䝘䞊䜢
ணᐃ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

AM䠄
䠄10䠖
䠖00䡚
䡚12䠖
䠖00䠅
䠅
䖪䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁
䖪ᇶ♏ㅮ⩏䛄䛜䜣䜢▱䜛䛅
䛜䜣䛾ᇶ♏ⓗ▱㆑䛛䜙䚸᳨ᰝ ᪉ἲ䚸⒪᪉ἲ䚸
䛥䜙䛻᭱᪂◊✲䜎䛷

PM䠄
䠄1䠖䠖00䡚
䡚4䠖䠖00䠅
䠅
䘴య㦂䝉䝭䝘䞊
㣗

䞉ෆど㙾ᡭ⾡䝅䝭䝳䝺䞊䝍䞊య㦂
䞉ᾘჾෆど㙾᳨ᰝ䝅䝭䝳䝺䞊䝍䞊య㦂
䞉㌟㯞㓉⟶⌮య㦂
䞉ᢠ䛜䜣ㄪᶍᨃయ㦂 䛺䛹
ͤ䜾䝹䞊䝥䛻ศ䛛䜜䛶䝻䞊䝔䞊䝅䝵䞁

⏦㎸⏝⣬䜒䛧䛟䛿㼃㼑㼎ୖ䛾
䛾ᚲ
ᚲせ㡯䠄Ặྡ䚸䜅䜚䛜䛺䚸ᛶู䚸Ꮫᰯྡ䚸Ꮫᖺ
せ㡯
せ
㡯䠄Ặྡ䚸䜅䜚
㒑౽␒ྕ䚸ఫᡤ䚸㟁ヰ␒ྕ䚸
䚸㻱
㻱㻙㼙㼍㼕㼘
㼍㼕㼘䜰䝗䝺䝇䠅䜢
䜢䛤グධ䛾ୖ䚸㻲㻭㼄䜒䛧䛟䛿㼃
㼃㼑㼎
䛾䛔䛪䜜䛛䛷䛚⏦㎸ୗ䛥䛔䚹
䈜䛚⏦䛧㎸䜏䛿ඛ╔䛸䛺䜚䜎䛩䚹
䈜㞟ྜሙᡤ䚸ᙜ᪥䝇䜿䝆䝳䞊䝹➼䛾ヲ⣽䛿䚸䠍᭶ୗ᪪䛻Ⓨ㏦䛔䛯䛧䜎䛩䚹

㻲㻭㼄䛷䛾⏦㎸䛿

ᵎᵏᵗᵋᵔᵓᵏᵋᵔᵔᵎᵔ
㼃㼑㼎䛷䛾⏦㎸䛿

ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᶇᶕᵿᶒᶃᵋᶋᶃᶂᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶆᶍᶑᶎᶇᶒᵿᶊᵍ

䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫
䛈㻜㻞㻜㻙㻤㻡㻜㻡 ᒾᡭ┴┒ᒸᕷෆ㻝㻥␒䠍ྕ
ᒾᡭ་⛉Ꮫ 㝔ົ㒊་ົㄢ
㧗ᰯ⏕䜻䝱䞁䝃䞊䝉䝭䝘䞊ᢸᙜ
㼀㻱㻸 㻜㻝㻥㻙㻢㻡㻝㻙㻡㻝㻝㻜䠄ෆ⥺㻟㻝㻞㻠䜒䛧䛟䛿㻟㻝㻞㻡䠅
㻲㻭㼄 㻜㻝㻥㻙㻢㻡㻝㻙㻢㻢㻜㻢
㻱㻙㼙㼍㼕㼘 㼕㼙㼡㻬㼖㻚㼕㼣㼍㼠㼑㻙㼙㼑㼐㻚㼍㼏㻚㼖㼜

ඹദ䠖䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁
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᧲੩ℂ⑼ᄢቇ ડ↹⻠ᐳ㧔ࡒ࠽╬㧕

عⷐ
㧔㧝㧕ฬ⒓
᧲੩ℂ⑼ᄢቇ╙ޟ㧟㧞࿁

⮎ቇ⻠ᐳޠ

㧔㧞㧕ᣣᤨޔળ႐
㐿ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧞㧤ᐕ㧝㧜㧝㧡ᣣ㧔㧕 10㧦30㨪17㧦00
ภ㙚

㐿ળ႐㧦᧲੩ℂ⑼ᄢቇᭉဈࠠࡖࡦࡄࠬ
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5-1 㐃ᦠᏛ ICT ≉ูㅮ⩏
䛄Hematology/Oncology Clinical Pharmacy㻌 Practice in the USA䛅㻌
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5-2 㐃ᦠᏛ ICT ≉ูㅮ⩏
  ࠗMolecular Pathogenesis and Oncotarget in Pancreatic Tumor. ࠘
 ࠗRecent Updates in Lung Cancer࠘
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㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻱㻙㼙㼍㼕㼘㻦 me-kyoumu@adm.tottori-u.ac.jp
㻌
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5-3 㐃ᦠᏛ ICT ≉ูㅮ⩏
ࠗࡀࢇࢳ࣮࣒་⒪࠾ࡅࡿ⸆ᖌ࠘

ڦᴫせ
㸦㸯㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸷᭶㸯㸱᪥㸦ⅆ㸧18㸸30㹼20㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸㡰ኳᇽᏛ ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡༡㸲F 㸲㸮㸱ᩍᐊ
㸦㸰㸧ࢤࢫࢺࢫࣆ࣮࣮࢝
 ࣭
ࠕࡀࢇࢳ࣮࣒་⒪࠾ࡅࡿ⸆ᖌࠖ
  ὸᏊ ᜨ ඛ⏕
  ༓ⴥ┴ࡇࡶ㝔 ⸆㒊㒊㛗
㸦㸱㸧ᢸᙜᏛ
 ᮾி⌮⛉Ꮫ㸭᫂⸆⛉Ꮫ

1
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮


ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁᥇ᢥᴗ

㐃ᦠᏛ䠥䠟䠰≉ูㅮ⩏

ࡀࢇࢳ࣮࣒་⒪࠾ࡅࡿ⸆ᖌ
ㅮᖌ䠖ὸᏊᜨ ඛ⏕
༓ⴥ┴䛣䛹䜒㝔 ⸆㒊㒊㛗

ὸᏊඛ⏕䛿䛜䜣ᑓ㛛㝔䛷䛜䜣⸆≀⒪ἲ䜢㛗䛟ᡭ䛜䛡䛶䛔䜙䛳
䛧䜓䜛᪉䛷䛩䛾䛷䚸䛜䜣䝏䞊䝮་⒪䛻䛚䛡䜛⸆ᖌ䛻䛴䛔䛶㈗㔜
䛺䛚ヰ䜢ఛ䛘䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹ᮏ≉ูㅮ⩏䛷䛿䚸䠰䠲㆟䝅䝇䝔䝮䜢
⏝䛧䛶㐃ᦠᏛ䛻ㅮ⩏䛾ෆᐜ䜢䝷䜲䝤㓄ಙ䛧䚸᪉ྥ䛷ウ㆟䜢
⾜䛔䜎䛩䚹䛤⯆䛾䛒䜛᪉䛿㠀䛤ཧຍ䛟䛰䛥䛔䠄⫈ㅮ⮬⏤䠅䚹

᪥䠖ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠕᭶䠍䠏᪥䠄ⅆ䠅 䠍䠔䠖䠏䠌䡚䠎䠌䠖䠌䠌
ሙ䠖㡰ኳᇽᏛ 䝉䞁䝏䝳䝸䞊䝍䝽䞊 ༡䠐䠢 䠐䠌䠏ᩍᐊ
ᢸᙜᏛ䞉ᩍဨ䠖
ᮾி⌮⛉Ꮫ⸆Ꮫ㒊 ㅮᖌ ྜྷ⃝୍ᕭ
᫂⸆⛉Ꮫ Ꮫ㛗 ᩍᤵ ㉺๓ᏹಇ
ᑐ㇟䠖Ꮫ⏕䚸Ꮫ㝔⏕䚸⸆ᖌ䚸◊✲⪅䚸ᩍ⫋ဨ䚸་⒪ᚑ⪅
ၥྜ䛫ඛ䠖ᮾி⌮⛉Ꮫ䠄㔝⏣䠅⸆Ꮫ㒊ົㄢ
㻜㻠㻙㻣㻝㻞㻝㻙㻟㻢㻥㻝䠄┤㏻䠅
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5-4 㐃ᦠᏛ ICT ≉ูㅮ⩏
ࠗ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ་⸆ရ㛤Ⓨࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠊ་⸆ရᑂᰝࡢほⅬࡽ࠘

ڦᴫせ
㸦㸯㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸯᭶㸯㸯᪥㸦㔠㸧18㸸30㹼20㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸㡰ኳᇽᏛ ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡Ჷ㸲㝵 㸲㸮㸴ᩍᐊ
㸦㸰㸧ࢤࢫࢺࢫࣆ࣮࣮࢝
 ࣭
ࠕ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ་⸆ရ㛤Ⓨࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠊ་⸆ရᑂᰝࡢほⅬࡽࠖ
  ᰘ⏣ ᠇ᗈ ඛ⏕
㸦⊂㸧་⸆ရ་⒪ᶵჾ⥲ྜᶵᵓ ᪂⸆ᑂᰝ➨㒊ᑂᰝᑓ㛛ဨ
㸦㸱㸧ᢸᙜᏛ
  ᮾி⌮⛉Ꮫ㸭㡰ኳᇽᏛ

1
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮


ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁᥇ᢥᴗ

㐃ᦠᏛ䠥䠟䠰≉ูㅮ⩏
᪥ᮏ࠾ࡅࡿ་⸆ရ㛤Ⓨࡢ⌧≧ㄢ㢟
࠾ࡅࡿ
ࡅࡿ
ࡿ་⸆ရ㛤Ⓨࡢ⌧≧ 㢟ࠊ
་⸆ရᑂᰝࡢほⅬࡽ

ㅮᖌ䠖ᰘ⏣ ᠇ᗈ ඛ⏕
䠄⊂䠅་⸆ရ་⒪ᶵჾ⥲ྜᶵᵓ ᪂⸆ᑂᰝ➨㒊 ᑂᰝᑓ㛛ဨ
་⸆ရ་⒪ᶵჾ⥲ྜᶵᵓ䠄㻼㻹㻰㻭䠅䛿䚸ᅜẸಖ䛾ྥୖ䛻㈉⊩䛩
䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸་⸆ရ䜔་⒪ᶵჾ䛺䛹䛾ရ㉁䚸᭷ຠᛶ䛚䜘
䜃Ᏻᛶ䛻䛴䛔䛶䚸㦂๓䛛䜙ᢎㄆ䜎䛷䜢୍㈏䛧䛯యไ䛷ᣦᑟ䞉
ᑂᰝ䛧䛶䛔䜎䛩䚹ᮏㅮ⩏䛷䛿䚸་⸆ရ㛤Ⓨ䛾⌧≧䛸ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶
㈗㔜䛺䛚ヰ䜢ఛ䛘䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹ᙜ᪥䛿䚸䠰䠲㆟䝅䝇䝔䝮䜢⏝
䛧䛶㐃ᦠᏛ䛻ㅮ⩏䛾ෆᐜ䜢䝷䜲䝤㓄ಙ䛧䚸᪉ྥ䛷ウ㆟䜢⾜䛔
䜎䛩䚹䛤⯆䛾䛒䜛᪉䛿㠀䛤ཧຍ䛟䛰䛥䛔䠄⫈ㅮ⮬⏤䠅䚹

᪥䠖ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠍䠍᭶䠍䠍᪥䠄㔠䠅 䠍䠔䠖䠏䠌䡚䠎䠌䠖䠌䠌
ሙ䠖㡰ኳᇽᏛ 䝉䞁䝏䝳䝸䞊䝍䝽䞊 Ჷ䠐㝵 䠐䠌䠒ᩍᐊ
ᢸᙜᏛ䞉ᩍဨ䠖
ᮾி⌮⛉Ꮫ⸆Ꮫ㒊 ᩍᤵ ῝ᩥ㞝
㡰ኳᇽᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ బ℩୍ὒ
ᑐ㇟䠖Ꮫ⏕䚸Ꮫ㝔⏕䚸⸆ᖌ䚸◊✲⪅䚸ᩍ⫋ဨ䚸་⒪ᚑ⪅
ၥྜ䛫ඛ䠖ᮾி⌮⛉Ꮫ䠄㔝⏣䠅⸆Ꮫ㒊ົㄢ
㻜㻠㻙㻣㻝㻞㻝㻙㻟㻢㻥㻝䠄┤㏻䠅
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5-5 㐃ᦠᏛ ICT ≉ูㅮ⩏
ࠗࡀࢇࣉࣟࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓᆅᇦ㐃ᦠ⏕ᾭᩍ⫱ࡢᑗ᮶ᒎᮃ࠘

ڦᴫせ
㸦㸯㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸯᭶㸯㸴᪥㸦Ỉ㸧18㸸30㹼20㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ࡀࢇࢭࣥࢱ࣮ ࢟ࣕࣥࢧ࣮࣮࣎ࢻ
      ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ࡳࡽ࠸Ჷ㸲㝵 ࢠࣕࣛࢡࢩ࣮
㸦㸰㸧ࢤࢫࢺࢫࣆ࣮࣮࢝
 ࠙➨ 1 㒊㸸ㅮ⩏ࠚ
 ㅮ⩏㸯
 ࣭
ࠕㄆᐃ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶⬟ຊ⫱ᡂᨭ㹼ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ⤂㹼ࠖ
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ་⒪ࢫࢱࢵࣇ◊ಟࢭࣥࢱ࣮ ㄆᐃ┳ㆤᖌ⫱ᡂᨭᐊ
   ῝⏣ ⨾㤶


ㅮ⩏㸰

 ࣭
ࠕᓥ᰿┴ࡢࡀࢇデ⒪࠾ࡅࡿᆅᇦ㐃ᦠࡢ⌧≧ᚋࡢㄢ㢟 –┳ㆤᖌࡋ࡚ࡢᙺ–ࠖ
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔⦆ࢣࢭࣥࢱ࣮ ┳ㆤᖌ
   ᐑᮏ ⨾
 ㅮ⩏㸱
 ࣭
ࠕᓥ᰿┴ࡢࡀࢇデ⒪࠾ࡅࡿᆅᇦ㐃ᦠࡢ⌧≧ᚋࡢㄢ㢟 –་ᖌࡋ࡚ࡢᙺ–ࠖ
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ຓᩍ
Ἀᮏ Ẹ⏕
 ࠙➨ 2 㒊㸸ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠚ
࣭
ࠕࡀࢇࣉࣟࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓᆅᇦ㐃ᦠ⏕ᾭᩍ⫱ࡢᑗ᮶ᒎᮃࠖ
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
  ࣭ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ
♒㒊 ጾ
ࣃࢿࣜࢫࢺ
 ࣭㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ་⒪ࢫࢱࢵࣇ◊ಟࢭࣥࢱ࣮ ㄆᐃ┳ㆤᖌ⫱ᡂᨭᐊ
   ῝⏣ ⨾㤶
  ࣭ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔⦆ࢣࢭࣥࢱ࣮ ┳ㆤᖌ
   ᐑᮏ ⨾
  ࣭ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ຓᩍ
Ἀᮏ Ẹ⏕
  ࣭㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ࡀࢇࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ
   ㎷㇂ ಇ୍
㸦㸱㸧ᢸᙜᏛ
   㫽ྲྀᏛ/ᓥ᰿Ꮫ

1
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮


ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬᥇ᢥᴗ 䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁
䡚䠥䠟䠰䛸ே䛷⧅䛠䛜䜣་⒪᥎㐍䝥䝷䞁䡚

㐃ᦠᏛ
㻵㻯㼀≉ูㅮ⩏

᪥䠖ᖹᡂ㻞㻤ᖺ
ᖺ㻝㻝᭶
᭶㻝㻢᪥
᪥䠄Ỉ䠅㻝㻤䠖䠖㻟㻜䡚
䡚㻞㻜䠖
䠖㻜㻜
ሙ䠖㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔䛜䜣䝉䞁䝍䞊 䜻䝱䞁䝃䞊䝪䞊䝗
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 䜏䜙䛔Ჷ䠐㝵 䜼䝱䝷䜽䝅䞊

䝥䝻䜾䝷䝮
䛆㛤
㛤ᣵᣜ䛇 㻝㻤䠖㻟㻟㻜䡚㻝㻝㻤䠖㻟㻟㻡
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔䛜䜣䝉䞁䝍䞊 ᩍᤵ ㎷㇂ ಇ୍

䛆➨
➨䠍㒊䠖ㅮ⩏䛇䛇 㻝㻤䠖䠖㻟㻡䡚
䡚㻝㻥䠖䠖㻟㻡
ྖ䠖 ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ䞉⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾ
ㅮ⩏㻝㻚䛂䛂ㄆᐃ┳ㆤᖌ䛾ᐇ㊶⬟ຊ⫱ᡂᨭ䡚䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䝉䝭䝘䞊䛾⤂䡚䛃
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ་⒪䝇䝍䝑䝣◊ಟ䝉䞁䝍䞊 ㄆᐃ┳ㆤᖌ⫱ᡂᨭᐊ
῝⏣ ⨾㤶
ㅮ⩏㻞䛂䛂ᓥ᰿┴䛾
䛾䛜䜣デ⒪䛻䛚䛡䜛ᆅᇦ㐃ᦠ䛾⌧≧䛸ᚋ䛾ㄢ㢟
䛸䛧䛶䛾ᙺ㻙䛃
䛃
㻙┳ㆤᖌ䛸
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔⦆䜿䜰䝉䞁䝍䞊 ┳ㆤᖌ ᐑᮏ ⨾
ㅮ⩏㻟㻟䛂ᓥ
ᓥ᰿┴䛾䛜䜣デ⒪䛻䛚䛡䜛ᆅᇦ㐃ᦠ䛾⌧≧䛸ᚋ䛾ㄢ㢟㻙་
་ᖌ䛸䛧䛶䛾ᙺ㻙
䛃
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ䞉⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ຓᩍ Ἀᮏ Ẹ⏕
䛆➨䠎㒊䠖䝟䝛䝹䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛇䛇 㻝㻥䠖㻟㻟㻡䡚㻝㻝㻥䠖㻡㻡㻡
䛂䛜䜣䝥䝻䛻䜘䛳䛶ᵓ⠏䛥䜜䛯ᆅᇦ㐃ᦠ䛸⏕ᾭᩍ⫱䛾ᑗ᮶ᒎᮃ䛃
䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䠖ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ䞉⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾ
䝟䝛䝸䝇䝖䠖
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ་⒪䝇䝍䝑䝣◊ಟ䝉䞁䝍䞊 ㄆᐃ┳ㆤᖌ⫱ᡂᨭᐊ ῝⏣⨾㤶
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔⦆䜿䜰䝉䞁䝍䞊 ┳ㆤᖌ ᐑᮏ ⨾
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ䞉⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ຓᩍ Ἀᮏ Ẹ⏕
㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔䛜䜣䝉䞁䝍䞊 ᩍᤵ ㎷㇂ ಇ୍

䛆㛢ᣵᣜ䛇䛇 㻝㻥䠖䠖㻡㻡䡚
䡚㻞㻜䠖
䠖㻜㻜
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ䞉⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ ♒㒊 ጾ
䞉ᮏ≉ูㅮ⩏䛷䛿䚸䠰䠲㆟䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶㐃ᦠᏛ䛻ㅮ⩏䛾ෆᐜ䜢䝷䜲䝤㓄ಙ䛧䚸᪉ྥ䛷
ウ㆟䜢⾜䛔䜎䛩䚹䛤⯆䛾䛒䜛᪉䛿㠀䛤᮶ሙୗ䛥䛔䚹䠄⫈ㅮ⮬⏤䠅
ദ䠖䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁
䠄㡰ኳᇽᏛ䞉ᓥ᰿Ꮫ䞉㫽ྲྀᏛ䞉ᒾᡭ་⛉Ꮫ䞉ᮾி⌮⛉Ꮫ䞉᫂⸆⛉Ꮫ䞉❧ᩍᏛ䠅
䛚ၥྜ䛫ඛ䠖 䛜䜣䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹㣴ᡂᇶ┙᥎㐍䝥䝷䞁
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ົᐊ 㟁ヰ 㻜㻤㻡㻟㻙㻞㻜㻙㻞㻡㻣㻢 䠢䠽䡔䠖㻜㻤㻡㻟㻙㻞㻜㻙㻞㻡㻤㻜

㻹㼍㼕㼘㻦 㼓㼍㼚㼜㼞㼛㻬㼙㼑㼐㻚㼟㼔㼕㼙㼍㼚㼑㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜
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5-6 㐃ᦠᏛ ICT ≉ูㅮ⩏
ࠗ㧗㱋⪅ࡢࡀࢇ⸆≀⒪ἲࡢ⌧≧ㄢ㢟࠘

ڦᴫせ
㸦㸯㸧᪥ࠊሙ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸯᭶㸰㸰᪥㸦ⅆ㸧18㸸00㹼20㸸00
 ㅮ⩏ሙ㸸ᒾᡭ་⛉Ꮫ ❧㸴㸮࿘ᖺグᛕ㤋㸷㝵 ➨㸯ㅮ⩏ᐊ
㸦㸰㸧ࢤࢫࢺࢫࣆ࣮࣮࢝
 ࠙➨ 1 㒊㸸ㅮ₇ࠚ
࣭
ࠕ⸆Ꮫⓗ⟶⌮࡛ᨭ࠼ࡿ㧗㱋⪅ࡢࡀࢇ⒪ࠖ
⎼ ဴ ඛ⏕
ᒾᡭ་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔 ࡀࢇᑓ㛛⸆ᖌ
࣭┳ㆤᖌࡽࡳࡓ㧗㱋⪅ࡀࢇ⸆≀⒪ἲࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖ
  ㇂ ᖾᏊ ඛ⏕
ᒾᡭ་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔 ࡀࢇᏛ⒪ἲ┳ㆤㄆᐃ┳ㆤᖌ

 ࠙➨ 2 㒊㸸≉ูㅮ₇ࠚ
࣭
ࠕ㧗㱋⪅ࡀࢇᝈ⪅ᑐࡍࡿ⸆≀⒪ἲ ̾㧗㱋⪅ᶵ⬟ホ౯ precision medicine̾ࠖ
♒㒊 ጾ ඛ⏕
ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ᩍᤵ
㸦㸱㸧ᢸᙜᏛ
  ᒾᡭ་⛉Ꮫ
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ڦ㈨ᩱ
 ࣭࣏ࢫࢱ࣮

ᖹᡂᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ


㸫,&7ே࡛⧅ࡄࡀࢇ་⒪⥔᪂ࣉࣛࣥ㸫

Ẕଐᴾ ẕᴾ

ᵐᵖ࠰ᵏᵏஉᵐᵐଐί້ᵇᵏᵖᾉᵎᵎ῍ᵐᵎᾉᵎᵎᴾ
Ẕ˟ᴾ ئẕᴾ ᴾ

оᇌᵔᵎԗ࠰ᚡࣞᴾ ᾈ᨞ᴾ ᇹᾀᜒ፯ܴᴾ
Ẕݣᴾ ᝋẕᴾ
ܖٻᨈဃẆỶὅἘὅἉἨἅὊἋӖᜒဃẆҔࠖẆჃᜱࠖẆᕤдࠖẆᵫᵣࢼʙᎍᴾሁᴾ

ἩἿἂἻἲᴾ
ᴾ ᴾӮ˟ᾉ˙ᕲᴾ ᕣᴾ έဃίᏽၨϋᅹܖᅹᴾ ὸᴾ
Ṹ˟ỉᠴᾉᓌʟᴾ ஊᴾ έဃί၏ྸᚮૺࡈᜒܖᴾ ầỮἩἿᴾ ἅὊἙỵὊἑὸᴾ
Ẕᇹᾀᢿᴾᾉᜒẕᴾ

ίᾀὸẐᕤܖႎሥྸỂૅảỦ᭗ᱫᎍỉầỮၲẑᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ʚᴾ Ջᴾ έဃίޥҔᅹޓ᧽ܖٻ၏ᨈᴾ ầỮᧉݦᕤдࠖὸᴾ
ᴾ

ίᾁὸẐჃᜱࠖẦỤỚẺ᭗ᱫᎍầỮᕤཋၲඥỉྵཞểᛢ᫆ẑᴾ
ᴾᴾ ຉᴾ ࠳܇ᴾ έဃίޥҔᅹޓ᧽ܖٻ၏ᨈᴾ ầỮ҄ܖၲඥჃᜱᛐܭჃᜱࠖὸᴾ

ᴾ
ẔᇹᾁᢿᴾᾉᴾཎКᜒẕᴾ

Ⅴ᭗ᱫᎍầỮधᎍỆݣẴỦᕤཋၲඥᴾ ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ̾᭗ᱫᎍೞᏡᚸ̖ểprecision medicine̾Ⅵ‒
ᴾ ᴾᴾᴾᴾᄿᢿᴾ یᴾέဃίఌܖٻҔܖᢿϋᅹࡈᜒܖᴾ ԠԈ֥Ὁᐮᏽၨܖᴾ ὸᴾ
ᴾ
Ṹ˟ỉᠴᾉݱҾᴾ
ᑋᴾ έဃίඣ֥ބᅹࡈᜒܖᴾ ὸᴾ
ᴾ
࠙  ദࠚ ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ
㸦㡰ኳᇽᏛ࣭ᓥ᰿Ꮫ࣭㫽ྲྀᏛ࣭ᒾᡭ་⛉Ꮫ࣭ᮾி⌮⛉Ꮫ࣭᫂⸆⛉Ꮫ࣭❧ᩍᏛ㸧


࠙ၥྜࡏඛࠚ ᒾᡭ་⛉Ꮫ ་Ꮫ㒊ᩍົㄢ㸦ࡀࢇࣉࣟᢸᙜ㸧
 7(/㸸㸦ෆ⥺ࠊ㸧 (PDLO㸸LJDQSXUR#MLZDWHPHGDFMS
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†‒σӷ⇑∙⇻⇇−∙⇟ሁ
6-1 ࡀࢇࣉࣟங⭢⮫ᗋ࣭◊✲ TV ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
   ங⭢⮫ᗋ࣭◊✲ TV ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ
㸦㸰㸧᪥ࠊཧຍᏛ
  ࣭➨ 1 ᅇ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 4 ᭶ 27 ᪥㸦Ỉ㸧 19㸸00㹼20㸸00
   ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊᓥ᰿Ꮫࠊ㫽ྲྀᏛࠊᒾᡭ་⛉Ꮫ
 
࣭➨ 2 ᅇ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥㸦Ỉ㸧 19㸸00㹼20㸸00
   ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊ㫽ྲྀᏛࠊᒾᡭ་⛉Ꮫ
  ࣭➨ 3 ᅇ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 29 ᪥㸦Ỉ㸧 19㸸00㹼20㸸00
   ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊ㫽ྲྀᏛࠊᒾᡭ་⛉Ꮫࠊᮾி⌮⛉Ꮫ
  ࣭➨㸲ᅇ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 7 ᭶ 27 ᪥㸦Ỉ㸧 19㸸00㹼20㸸00
   ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊᓥ᰿Ꮫࠊ㫽ྲྀᏛࠊᒾᡭ་⛉Ꮫ
  ࣭➨ 5 ᅇ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 9 ᭶ 28 ᪥㸦Ỉ㸧 19㸸00㹼20㸸00
   ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊᓥ᰿Ꮫࠊᒾᡭ་⛉Ꮫ
  ࣭➨ 6 ᅇ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 10 ᭶ 26 ᪥㸦Ỉ㸧 19㸸00㹼20㸸00
   ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊᓥ᰿Ꮫࠊ㫽ྲྀᏛ
  ࣭➨ 7 ᅇ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 30 ᪥㸦Ỉ㸧 19㸸00㹼20㸸00
   ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊ㫽ྲྀᏛࠊᒾᡭ་⛉Ꮫ
164
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  ࣭➨ 8 ᅇ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 12 ᭶ 21 ᪥㸦Ỉ㸧 19㸸00㹼20㸸00
   ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊ㫽ྲྀᏛࠊᒾᡭ་⛉Ꮫ
  ࣭➨ 9 ᅇ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 1 ᭶ 25 ᪥㸦Ỉ㸧 19㸸00㹼20㸸00
   ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊ㫽ྲྀᏛࠊᒾᡭ་⛉Ꮫ
  ࣭➨ 10 ᅇ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 2 ᭶ 22 ᪥㸦Ỉ㸧 19㸸00㹼20㸸00
  ࣭➨ 11 ᅇ 㛤ദணᐃ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶ 22 ᪥㸦Ỉ㸧 19㸸00㹼20㸸00
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6-2 ࡀࢇࣉࣟᨺᑕ⥺ TV ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ

ڦᴫせ
㸦㸯㸧ྡ⛠
ࡀࢇࣉࣟᨺᑕ⥺ TV ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ
㸦㸰㸧᪥ࠊཧຍᏛ
  ࣭➨ 1 ᅇ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 3 ᪥㸦㔠㸧
   ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊᒾᡭ་⛉Ꮫࠊᓥ᰿Ꮫࠊ㫽ྲྀᏛ
  ࣭➨㸰ᅇ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 10 ᭶ 28 ᪥㸦㔠㸧
   ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊᓥ᰿Ꮫࠊ㫽ྲྀᏛ
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6-3 ࡀࢇࣉࣟ⸆ᖌ㛵㐃࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ

ڦᴫせ
 㸦㸯㸧ྡ⛠
    ⸆ᖌ㛵㐃࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ
 㸦㸰㸧᪥ࠊཧຍᏛ
   ࣭➨ 1 ᅇ
    㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 6 ᪥㸦᭶㸧
    ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊᓥ᰿Ꮫࠊ᫂⸆⛉Ꮫࠊᮾி⌮⛉Ꮫ
   ࣭➨㸰ᅇ
    㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 9 ᭶ 5 ᪥㸦᭶㸧
    ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊᓥ᰿Ꮫࠊ㫽ྲྀᏛࠊ᫂⸆⛉Ꮫࠊᮾி⌮⛉Ꮫ
   ࣭➨㸱ᅇ
    㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 7 ᪥㸦᭶㸧
    ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊᓥ᰿Ꮫࠊ㫽ྲྀᏛࠊᒾᡭ་⛉Ꮫࠊ᫂⸆⛉Ꮫࠊ
ᮾி⌮⛉Ꮫ
   ࣭➨㸲ᅇ
    㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 1 ᭶ 17 ᪥㸦ⅆ㸧
    ཧຍᏛ㸸㡰ኳᇽᏛࠊᓥ᰿Ꮫࠊ㫽ྲྀᏛࠊᒾᡭ་⛉Ꮫࠊᮾி⌮⛉Ꮫ
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6-4 ࡀࢇࣉࣟඹྠ◊✲

ڦᴫせ
࣭ඹྠ◊✲ձࠕ⫵⒴ᝈ⪅ࡢᏛ⒪ἲᚋዲ୰⌫ῶᑡ㛵ࡍࡿ NAMPT άᛶ࠾ࡼࡧ SIRT1 㑇ఏᏊ
ኚ␗㛵ࡍࡿ᳨ウࠖ
㸦ᓥ᰿Ꮫ-ᮾி⌮⛉Ꮫ㸧
࣭ඹྠ◊✲ղࠕࡀࢇᏛ⒪ἲక࠺ዲ୰⌫ῶᑡ NAMPT άᛶ࠾ࡼࡧ SIRT1 㑇ఏᏊⓎ⌧㛵
ࡍࡿ᳨ウࠖ
㸦㡰ኳᇽ㸫ᓥ᰿㸫㫽ྲྀ㸫ᒾᡭ་⛉㸫ᮾி⌮⛉㸧
࣭ඹྠ◊✲ճࠕᑠ⣽⬊⫵⒴ࡢ᪂つ᪩ᮇデ᩿࣐࣮࣮࢝㛵ࡍࡿ᳨ウࠖ
㸦㡰ኳᇽ㸫᫂⸆⛉㸧
࣭ඹྠ◊✲մࠕGPCR ࡢసാ⸆ࠊᣕᢠ⸆ࡢ㛤Ⓨࠖ
㸦㡰ኳᇽ ⏕Ꮫ➨୍◊✲ᐊ 㸫 ᮾி⌮⛉ ⸆Ꮫ㒊⏕Ꮫᩍᐊ㸧
࣭ඹྠ◊✲յࠕ࣐ࢡࣟࣇ࣮ࢪ⅖ᛂ㜼ᐖ⸆ࡢ㛤Ⓨࠖ
㸦㡰ኳᇽ ⏕Ꮫ➨୍◊✲ᐊ㸫ᮾி⌮⛉ ⸆Ꮫ㒊⏕Ꮫᩍᐊ㸧
࣭ඹྠ◊✲նࠕᢠࡀࢇࡼࡿ㹄㹌ᑐᛂㄪᰝෆᐜࢆ᳨ウࠖ
㸦ᮾி⌮⛉㸫㡰ኳᇽ㸫ᒾᡭ་⛉㸫ᓥ᰿㸫᫂⸆⛉㸧
࣭ඹྠ◊✲շࠕࡀࢇᨺᑕ⥺⒪ᚋࡢ⾑₢୰⭘⒆⏤᮶ DNA ࢆ⏝ࡋࡓ⒴デ᩿࣭⸆ឤཷᛶ
㛵ࡍࡿゎᯒ᪉ἲࡢ☜❧ࠖ
㸦㡰ኳᇽ ⭘⒆ෆ⛉㸫ᮾி⌮⛉ ᒣୗ◊✲ᐊ㸧
࣭ඹྠ◊✲ոࠕ⢏Ꮚ⥺⒪࠾ࡅࡿཎᏊ᰾ᛂࢹ࣮ࢱࡢ◊✲ࠖ
㸦❧ᩍᏛ㸫㡰ኳᇽ㸧
࣭ඹྠ◊✲չࠕࢸࢿࢩࣥ C ࡢ⒴ᾐ₶㒊࡛ࡢⓎ⌧ゎᯒࠖ
㸦㡰ኳᇽ㸫ᮾி⌮⛉㸧
࣭ඹྠ◊✲պࠕங⒴Ꮫ⒪ἲࡢ᭱㐺ไྤ᥈ồ㛵ࡍࡿ⮫ᗋヨ㦂 TTTࠖ
㸦㡰ኳᇽ㸫㫽ྲྀ㸫ᒾᡭ་⛉㸫ᓥ᰿㸫ᮾி⌮⛉㸧
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࣭ඹྠ◊✲ջࠕALDH2 㑇ఏᏊከᆺྤẼࡢᙉᗘ㛵ࡍࡿ ACHIVE ヨ㦂ࠖ
㸦㡰ኳᇽ㸫ᮾி⌮⛉㸧
࣭ඹྠ◊✲ռࠕ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢹࢸ࣮ࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㛵ࡍࡿヨࡳࠖ
㸦㡰ኳᇽ㸫ᮾி⌮⛉㸧
࣭ඹྠ◊✲սࠕᢠࡀࢇ࡞ࡽࡧᨺᑕ⥺⒪࠾ࡅࡿ㓟ࢫࢺࣞࢫస⏝Ⓨ⌧ࡢ㛵㐃
ᛶࡘ࠸࡚ࠖ
㸦❧ᩍᏛ㸫ᮾி⌮⛉㸧
࣭ඹྠ◊✲վࠕᑠ⣽⬊⫵⒴ᝈ⪅࣭⾑ᾮᚠ⎔ RNA ࢆ⏝࠸ࡓ㑇ఏᏊゎᯒࠖ
㸦㡰ኳᇽ㸫ᮾி⌮⛉㸧
࣭ඹྠ◊✲տࠕࣇ࣮࣐ࢥࢪ࢙ࣀ࣑ࢡࢫゎᯒࡼࡿ⾑ᑠᯈῶᑡ⸆ࡢຠᯝุᐃ࣐࣮࣮࢝ࡢྠ
ᐃ<ᇶ♏⮫ᗋࢆ⧅ࡄ◊✲㸦translational research)>㸧
㸦㡰ኳᇽ㸫᫂⸆⛉㸧
࣭ඹྠ◊✲րࠕ᪥ᮏࢱ࠾ࡅࡿ EGFR 㑇ఏᏊኚ␗㝧ᛶ㐍⾜㠀ᑠ⣽⬊⫵⒴ᝈ⪅ࡢ⒪ᐇែ
㛵ࡍࡿほᐹ◊✲ࠖ
㸦㡰ኳᇽ㸫࣐ࣄࢻࣥᏛ㸦ࢱ㸧㸫ᓥ᰿Ꮫ㸫ᒾᡭ་⛉㸫㫽ྲྀ㸧
࣭ඹྠ◊✲ցࠕGCIG/JGOG 3017 Translational Research ༸ᕢ᫂⣽⬊⭢⒴ᑐࡍࡿ᪂つࣂ࣐࢜
࣮࣮࢝ࡢ᳨⣴Ꮫ⒪ἲឤཷᛶ㛵ࡍࡿ᳨ウࠖ
㸦ᒾᡭ་⛉Ꮫ㸫㡰ኳᇽᏛ㸫㫽ྲྀᏛ㸧
࣭ඹྠ◊✲ւࠕ㸦ḟୡ௦ࡀࢇࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧༸ᕢ₢ᾮᛶ⭢⒴㹆㹅ᑐࡍࡿ᪂つࣂ࣐࣮࢜࢝
࣮ࡢ᳨⣴Ꮫ⒪ἲឤཷᛶ㛵ࡍࡿᚋ᪉どⓗ᳨ウࠖ
㸦ᒾᡭ་⛉ࠊ㡰ኳᇽࠊ㫽ྲྀࠊ 13 タ Ѝ ⏘፬ே⛉Ꮫㅮᗙ㸧
࣭ඹྠ◊✲փࠕ፬ே⛉⭘⒆ࡢࣂ࣐࣮࣮࢜࢝᥈⣴㈨ࡍࡿ⥙⨶ⓗ㑇ఏᏊゎᯒ◊✲ࠖ
       ⌮Ꮫ◊✲ᡤ(ᒾᡭ་⛉ࠊ㡰ኳᇽࠊ㫽ྲྀ Ѝ ⏘፬ே⛉Ꮫㅮᗙ)
࣭ඹྠ◊✲քࠕ⸆ࢥࣥࢭࣉࢺᇶ࡙ࡃᡓ␎ⓗ⒪ࢹࢨࣥࡢ☜❧ࠖ
㸦༸ᕢࡀࢇ࠾ࡅࡿ
Ꮫ⒪ἲຠᯝつᐃᅉᏊࡢ᥈⣴㸧
      㸦ᒾᡭ་⛉Ꮫࠊ㡰ኳᇽࠊ㫽ྲྀࠊ㸵タ Ѝ ⏘፬ே⛉Ꮫㅮᗙ㸧
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ڦᾏእ◊ಟ㸯
㸦㸯㸧ྡ⛠
 ࠕMedical Innovation Tour 2017 㸫MD Anderson Cancer Center & Baylor Collage of Medicine㸫ࠖ

㸦㸰㸧ᮇ㛫ࠊ◊ಟඛ
 ◊ಟᮇ㛫㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 2 ᭶ 18 ᪥㸦ᅵ㸧㹼 2 ᭶ 26 ᪥㸦᪥㸧
 ◊ ಟ ඛ㸸⡿ᅜ Texas Medical Center
㸦㸱㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㡰ኳᇽᏛ㸦ᩍဨ 1 ྡࠊᏛ⏕ 3 ྡ㸧
      ᮾி⌮⛉Ꮫ㸦Ꮫ⏕ 2 ྡ㸧
      ᒾᡭ་⛉Ꮫ㸦Ꮫ⏕ 1 ྡ㸧

ڦᾏእ◊ಟ㸰
 㸦㸯㸧ྡ⛠
 ᒣ㝜ࡀࢇㄆᐃ་⒪ࢫࢱࢵࣇ⫱ᡂࢥ࣮ࢫ㸦ࣥࢸࣥࢩࣈ㸧ᾏእ◊ಟ
㸦㸰㸧ᮇ㛫ࠊ◊ಟඛ
 ◊ಟᮇ㛫㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 10 ᭶ 24㸦᭶㸧㹼10 ᭶ 28 ᪥㸦㔠㸧
 ◊ ಟ ඛ㸸ࢺ࣮࣐ࢫࢪ࢙ࣇ࣮ࢯࣥᏛ㸦࣓ࣜ࢝ ࣇࣛࢹࣝࣇ㸧
㸦㸱㸧ཧຍ⪅ࡢᴫせ
 ཧຍ⪅ᩘ㸸㸲ྡ
      㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ⦆ࢣࢭࣥࢱ࣮ ྜྷᮏ ⨾
      㫽ྲྀᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ዪᛶデ⒪⛉ ᑠᯇ ᏹᙲ
      ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔 ྾ჾ࣭Ꮫ⒪ἲෆ⛉ ㅮᖌ ὠ➃ ⏤ె㔛
      ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫㅮᗙ ྾ჾ࣭⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ ຓᩍ Ἀᮏ Ẹ⏕
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順天堂大学
第
先導的がん医療開発研究センター
Leading center for the development and research of cancer medicine

号

ター

レ
ニュース

国際共同研究

肺がん国際共同研究 Kick-off Meeting 報告
Division of Medical Oncology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
順天堂大学

医学研究科

呼吸器内科学

先導的がん医療開発研究センター

教授 髙橋 和久
助教 今井 美沙

平成 28年 3月 23日、がんプロフェッショナル
養成基盤推進プランにおける国際共同研究を推
進するため肺がん国際研究シンポジウムに登壇
いただいた Thanyanan Reungwetwattana
先生が所属されているDivision of Medical
Oncology, Ramathibodi Hospital, Mahidol
University, Thailandを訪問し、共同研究およ
び人材交流を含めた今後の国際交流の方向性に
ついて話し合いを行いました。
ミーティングは Medical Oncology Unit にて行われ、日本側のプロトコールコンセプト「日本とタイにおける
E G F R 遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌患者の治療実態に関する観察研究」の説明、Ramathibodi Hospital
Oncology team からの質疑応答に引き続き、プロトコールコンセプトについての意見交換が行われました。そ
の結果、日本側のプロトコールコンセプトをもとに Ramathibodi Hospital Oncology team 内での話し合いが
行われ、平成 28年 5月頃にタイと順天堂大学・岩手医科大学・島根大学・鳥取大学を結んだTV会議を行い、議論
を深める予定となりました。ミーティングの最後には国際交流に関する話し合いも行われ、人的交流も含め、
Division of Medical Oncology, Mahidol University
とさらなる交流を行っていくことを約束いたしました。

Medical Oncology Unitにて記念撮影
Dr. Ekaphop Sirachainan（Na先生の上司の先生）& Dr.Thanyanan Reungwetwattana
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平成 28

年度

臨床研究研修会（合宿）報告
2/27（土）〜 28（日） at 順天堂大学

順天堂大学

医学研究科 乳腺・内分泌外科学

教授

齊藤 光江

2 016 年 2 月2 7・2 8日と通算で 9 回目のがんプロ臨床研究合宿が
開催された。多職種広域エリア（岩手、鳥取、島根、東京、医学部、
薬学部、看護学部、理工学部（統計学・物理学））から、総勢 7 0 名ほ
どの参加者があり、研修生もチューターも 4 つのグループに分かれ
て、今回のテーマである ① 抗癌治療の副作用データベースを構築
する、② 医療者の地域偏在を解消する、のいずれかをグループご
とに話し合って選択してもらい、二日目の朝からのプレゼンテーションに備えるという実習を行った。全てのグループ
ワークが大きな一つの教室で行われるとはいえ、グループ間交流は食事のときくらいであり、他はグループ内で活発な議
論を展開、結局 ① ： ② が ２：２と取り組む課題がいいあんばいにばらけ、しかもその後のグループワークで、見事に
それぞれが異なる方向に結論と将来展望を導き出した。グループダイナミックスの面白
さである。 全チューターも繰り返し集まっては、現状報告と問題点共有、そして介入の
し方をディスカッションで決めていくというこの合宿伝統の流儀で、老若男女、経験者・
初体験者の別を問わず、組織の不思議な力学に翻弄されたり抗ったりしながら、全ての
参加者がどこかでリーダーシップを発揮し、コミュニケーションスキルを高め、evidence
based medicineを意識し、医療のエンドユーザーである患者を中心に考えるというチー
ム医療の４つの大切なエッセンスを身をもって学ぶ機会となった。そして最後は達成感
で実によい笑顔。若者たちがここでの学びで社会を動かしていく日を楽しみにしてい
る。

順天堂大学センチュリータワーにて開催しました
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立教小学校 がん教育授業について

立教大学 理学研究科物理学専攻

特任准教授

3/15

（火）

洞口 拓磨

立教大学では、去る 3月 15日立教小学校において「親子で学ぶがん教育」と題したがん教育授業を、順天
堂大学樋野興夫教授を講師としてお招きし、開催致しました。
わが国では国民の2人に1人はがんに罹患し、3人に1人はがんで亡くなる現状において、がん対策推進基
本計画の中でも、がんの教育・普及啓発が喫緊の目標として掲げられています。また、我々が取り組むがん
プロフェッショナル養成基盤推進プランにおいても、社会に対する「開かれたがんプロ」の一環として、がん
教育は非常に重要な位置づけにあります。
本学では、立教学院内に小学校及び中高一貫校二校を要し、がん教育授業へ向けての実施環境に恵まれて
いたこと、更にがんプロ連携校内での取り組みの中でがん教育に対する実施基盤が整いつつあったことが後
押しとなり、本学院内での提案を経て、まずは小学校での授業実施に至りました。
立教小学校では、全国的にも先進的な保健体育教育への取り組みを行っており、今回の授業を実施するに
あたり、「 がん を通して 命の大切さ を子どもたちに伝えて欲しい」とのメッセージを頂きました。授業
は、タイトルの通り保護者参観の形で 5 年生 3 クラスを対象に、同じ内容を1クラスずつ計3回行いました。
この授業で特筆すべきことは、樋野先生の素晴らしい講義もさることながら、小学生の純粋で聡明な理解力
と、日中にも拘わらず授業に駆けつけてくださった熱心な保護者の方々の多さでした。そのことは、授業後
に拝見した紙面をびっしりと埋められた小学生達の授業メモと、保護者アンケートの中の感謝の言葉に滲み
出ていたことは言うまでもありません。今回のがん教育の提案・開催を通して、逆にがん教育への関心の高
さと重要性を改めて認識させられた次第です。
今回、講師を引き受けて頂いた樋野興夫教授に改めて感謝申し上げます。また、ご協力頂きました順天堂大
学先導的がん医療開発研究センター及び立教小学校の教員の皆様方には心より御礼申し上げますとともに、
今後の私たちの活動にもご興味、参画頂けますようお願い申し上げます。
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報 告

下記のとおり大盛況のうちに終了いたしました。ありがとうございました。

● 立教小学校がん教育授業 (立教小学校)
講師：順天堂大学大学院医学研究科

情報
コーナー

樋野 興夫 教授

2016 年 3月15日（火）4・5・6校時

● セミナー (島根大学)「出雲肺がんセミナー」
講師：島根大学医学部内科学講座

呼吸器・臨床腫瘍学

礒部 威 教授

2016 年 3月16日（水）19：00 〜20：15

● セミナー (島根大学)「副作用とその対策② − 吐き気・脱毛など− 、海外医療機関研修報告」
話し手：島根大学医学部内科学講座

呼吸器・臨床腫瘍学

礒部 威 教授

2016 年 4月28日（木）18：30 〜19：30

● セミナー (鳥取大学)「鳥取大学医学部附属病院がんセミナー」
演者：鳥取大学医学部附属病院

がんセンター

大山 賢治 先生

他

2016 年 4月28日（木）18：15 〜20：00

● セミナー「本邦における臨床研究の現状と展望」
講師：東北大学病院臨床研究推進センター特任教授・東北医科薬科大学医学部
2016年5月17日（火）18：00 〜19：00

産婦人科教室

渡部 洋 教授

● セミナー (島根大学)「放射線治療の最新事情」
話し手：島根大学医学部

放射線腫瘍学

猪俣 泰典 教授

2016 年 5月19日（木）18：30 〜1 9：30

● 連携 I C T特別講義 (明治薬科大学)「Hematology / Oncology Clinical Pharmacy Practice in the USA」
講師：Meagan Spencer Barbee, PharmD

2 016 年6月1日（水）18：30 〜20：00 I C T接続により連携大学に配信

● セミナー (鳥取大学)「鳥取大学医学部附属病院がんセミナー」
演者：鳥取大学医学部附属病院

第一外科

齋藤 博昭 先生

他

2016 年 6月2日（木）18：15 〜20：00

● がんプロ研究シンポジウム (立教大学)「医学・理学・薬学連携で繋ぐがん医療研究の推進を目指して」
講師：明治薬科大学薬学部

庄司 優 教授

今後のスケジュール

他

2 016 年6月11日（土）13：00 〜16：20 I C T接続により連携大学に配信

詳細はHPに随時掲載します

がんプロ国際シンポジウム (順天堂大学)
「がん分野におけるゲノム医療実現に向けた取り組み〜クリニカルシークエンスがもたらすがん医療の将来像と問題点〜」
演者：Chair in Molecular Oncology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Marc Ladanyi, M.D.
2016年 7月15日（金）17：00 〜19：00 順天堂大学センチュリータワー北405教室 I C T接続により連携大学に配信
セミナー (順天堂大学) 高校生セミナー「顕微鏡の世界−正常細胞とがん細胞の違い−」
講師：順天堂大学医学部 病理・腫瘍学 佐伯 晴美 助教 他
2016年 7月16日（土）9：30 〜 16：00 順天堂大学センチュリータワー地下 1 階

形態系実習室

I CT特別講義 (鳥取大学)
講師：Dr. Maria Zajac-Kaye, Associate Professor, Department of Anatomy and
Cell Biology College of Medicine, University of Florida 他
2016年 7月20日（水）16：00 〜18：00 鳥取大学医学部附属病院2Fがんセンターキャンサーボード I CT接続により連携大学に配信

セミナー (島根大学)「緩和ケアとは？」
話し手：島根大学医学部 緩和ケア講座 中谷 俊彦 教授
2016年 7月21日（木）18：30 〜19：30 島根大学医学部医学部附属病院外来中央診療棟 3 階

だんだん

がんプロ研究シンポジウム (東京理科大学)「がん治療における標的探索から臨床まで」
講師：東京理科大学 薬学部 秋本 和憲 准教授 他
2016年 7月30日（土）13：30 〜17：00 東京理科大学葛飾キャンパス図書館ホール

編集後記
『南原繁シンポジウム〜南原繁先生に学ぶ〜』（主催：南原繁研究会、大中三高会 共催：東かがわ市、東かがわ市教育
委員会 後援：赤澤記念財団、香川県、香川県教育委員会、四国新聞社）に赴いた。会場は、満員であった。筆者は、
『今ふ
たたび南原繁〜よき師・よき友・よく読書〜』を語った。順天堂大学 保健看護学部（三島キャンパス）での学生の講義『がん
病理学』の機会が与えられた。質問および、授業後の全員のレポートを拝読して、真摯な感想文には、大いに感動した。ま
さに、『教育とは、すべてのものを、忘れたあとに、のこるもの』
（南原繁）の言葉が明確に甦った。アメリカで流行してい
る『Facebook症候群』は、やがて日本国でも蔓延することであろう。「その予防・治療の発症前」の対策が、『がん教育の真
髄』となる時代的予感がする。
恵泉女学園（新渡戸稲造を師とする河井道 創立）の高校生の授業『がん教育』の機会が与えられた。『武士道：第 1 4 章 婦
人の教育および地位』
（新渡戸稲造 著・矢内原忠雄 訳）は、まさに、
「差異と不平等との区別」の重要な学びの時であった。

編集長・広報委員長 樋野 興夫

順天堂大学先導的がん医療開発研究センター
順天堂大学がん生涯教育センター
〒113-8421 東京都文京区本郷2-1-1

http://ganpro-ict-plan.jp/index.html
編 集 順天堂大学大学院がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 広報委員会
発 行 順天堂大学大学院がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
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がんプロ国際シンポジウム

「がん分野におけるゲノム医療
実現に向けた取り組み」

7/15（金）
開催

〜クリニカルシークエンスがもたらすがん医療の将来像と問題点〜

順 天 堂 大 学 大学院医学研究科

臨床腫瘍学

教授

加藤 俊介

7月15日、順天堂大学において「がん分野におけるゲノム医療実現に向けた取り組み 〜クリニカルシークエンスが
もたらすがん医療の将来像と問題点〜」と題した国際シンポジウムを行いました。昨年米国オバマ大統領が行った一
般教書演説において科学技術に関する施策としてprecision medicine initiative が取り上げられ、ゲノム情報に基
づくより詳細な個別化医療への取り組みが注目されつつあります。日本においても、健康・医療戦略及び医療分野研
究開発推進計画を踏まえ、ゲノム医療を実現するために「ゲノム医療実現推進協議会」が設立されましたが、その普及
のためには、社会基盤整備、個人情報保護や二次的所見の取り扱いなどの倫理的課題など、解決すべき事項は山積み
となっています。今回のシンポジウムでは、米国 Memorial Sloan Kettering Cancer CenterのMark Ladarnyi
先生をお呼びし、同施設で行われているクリニカルシークエンス（MSK-IMPACT）の実績をご紹介いただきました。
引き続き、臨床検査部の田部陽子先生、人体病理の林大
久生先生を司会に、Ladarnyi先生、呼吸器内科の高橋史
行先生、日米の認定遺伝カウンセラー資格を持っている
FMC東京クリニックの田村智英子先生、医薬品医療機器
総合機構の宮本大誠先生にパネラーとなっていただき、
我が国にクリニカルシークエンスを導入された際の展望
や問題点について討論が行われました。シンポジウムは
2時間の予定を超過して終了し、参加者の今後の医療への
期待の大きさを強く感じました。
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がんプロ国際シンポジウム

「がん分野におけるゲノム医療実現に向けた取り組み」
順天 堂 大 学 大学院医学研究科 臨床病態検査医学 先任准教授 田部 陽子
去る7月15日、ICTで連携大学を結び、国際シンポジウム「がん分野におけ
るゲノム医療実現に向けた取り組み〜クリニカルシークエンスがもたらすが
ん医療の将来像と問題点〜」を開催しました。本シンポジウムでは、順天堂
医院が日本で初めて日常診療に取り入れた世界最先端のクリニカルシーケン
スシステム「MSK-IMPACT」について、これを主導するMarc Ladanyi教授
（米国Memorial Sloan Ketteringがんセンター）に講演いただきました。
続いて行われたパネルディスカッションでは、Ladanyi教授のほか、臨床医の
立場から順天堂医院呼吸器内科の高橋史行医師、カウンセラーの立場から
田村智英子 胎児クリニック東京医療情報・遺伝カウンセリング室長、行政の
立場から宮本大誠 医薬品医療機器総合機構 体外診断薬審査室長という立場
の異なるパネリストにより、がん医療におけるクリニカルシークエンスの可能
性と課題についての討論が行われました。クリニカルシーケンスががん治療
に役立つだけでなく、広く医学研究に活用できるという期待とともに、検査の
品質管理や結果解釈、二次的所見の取り扱いやカウンセリングの充実など、今
後の課題についても活発な議論がなされ、クリニカルシーケンスを日常診療に
導入する上での具体的な課題を共有することができました。

順天 堂 大 学 大学院医学研究科
人体病理病態学 准教授 林 大久生
「国際シンポジウムについて」
平成28年7月15日、順天堂大学がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
主催で国際シンポジウム「がん分野におけるゲノム医療実現に向けた取り組
み〜クリニカルシークエンスがもたらすがん医療の将来像と問題点」が開催
され、ICT接続により連携大学にも配信されました。当日はニューヨークの
Memorial Sloan Kettering Cancer CenterよりMarc Ladanyi先生をお招
きし、癌関連遺伝子を網羅的に解析する MSK-IMPACT検査10,000例の臨
床データに関しご講演を頂いた後、Marc Ladanyi先生、当院呼吸器内科の
高橋史行先生、日米遺伝カウンセラーの田村智英子先生、医薬品医療機器総
合機構の宮本大誠先生をパネリストに迎え、クリニカルシーケンスをテーマに
パネルディスカッションを行い活発な議論が交わされました。日本でもクリニ
カルシーケンケンスが癌医療の個別化を促進していくと考えられますが、二次
的所見の取り扱いや検査導入に必要な社会的基盤整備等、早急に解決すべき
問題点を参加者全員が共有でき、極めて有益なシンポジウムとなりました。
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9/ 3（土） 4（日） 開催
平成 2 8 年度

連携 7 大学 F D 研修会 報告

総括

立教大学

理学部物理学科

教授 小泉 哲夫

9月3・4日に開催されたFD研修会に参加しました。今回は最終年度を迎えた本事業の総括を行い、11月
に行われる外部評価委員会で使用するスライド作成を目指すというものでした。このために教育分野、地
域分野、研究分野、国際化分野の４つのワーキンググループを作り、それぞれのテーマについて事業成果を
まとめる作業を行いました。私は教育分野のグループに参加させていただきました。普段は理学部物理学
科に所属しているので、医学教育・がん教育からは少し離れた立場にいるのですが、今回のグループワーク
を通して本事業で様々な成果が上がっていることが実感できました。特に本事業の主題である、医薬理の
連携・都市と地方の連携については、それぞれの違いを認識しつつ、共通の課題に対処することが I CTを
活用することでかなりできていると感じました。初日はグループワークの中間報告までで、その後、私は
連携 7 大学運営連絡会（およびその後の交流会ーこれがまた楽しい会でした）に参加したので、発表スライ
ドの完成には寄与できませんでしたが、2 日目の全体発表会では各グループとも完成度が随分と高くなって
いたので少し驚きました。今後、外部評価、最終報告とまとめ上げ、がんプロ第 3 期につながることを期待
します。

教育分野

明治薬科大学

薬物体内動態学 PD

井上 裕貴

私は今回のFD研修で教育グループに参加し、がん医療教育の成果と課題、今後の展望について討論を行
いました。社会に貢献できるがん教育とは何か、ということを考えさせられる討論となりました。また教
育分野の達成目標であるがん医療教育の充実は、いくつか課題は残っているものの概ね達成できていると
感じました。全体を通して、7 大学が連携し問題の解決にあたることで難しい問題も乗り越えられることを
実感できた研修会となりました。
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地域連携分野

順天堂 大 学

先導的がん医療開発研究センター PD
臨床検査医学 関原 和正

昨夏盛岡で開催されたFD研修会に続き、参加させて頂きました。「教育」、
「地域」、
「研究」、
「国際
化」の4グループに分かれ、中間評価で指摘された課題および今後の取り組みについて、非常に活発な議
論が行われました。特にがんプロを通した山陰・東北における取り組みは非常に素晴らしいもので、大
変感銘を受けました。さらに夜には高橋先生のご配慮で、意見交換会にて素晴らしい交流が出来ました。
これからのがんプロの活動にたいへん有意義な合宿だったと思います。ありがとうございました。

研究分野

順天堂 大 学

先導的がん医療開発研究センター研究支援者
下部消化管外科 非常勤助教 深谷 緑

私は今年度下部消化管外科に採用していただき、がん研究に着手したばかり。今回の研修は「連携」を
多彩なメンバーとのグループワークの中で実感し、がんプロの全体像を学ばせていただく得難い機会とな
りました。
グループワークでは、がんプロの活動は多くの画期的研究を生んできたものの、この成果が、実は外部
には伝わりにくいことが明らかになってきました。活発に意見を出しあった結果、このギャップを埋め
るには、大学間・分野間などの連携、I CT活用・循環型といった定性な評価基準を付して特長を可視化す
ること、また個々の研究課題を、各大学からだけでなく「がんプロ」としての統合的Webサイトから発信
するなどの案が生成しました。さらに濃密な全体発表・総合討論も私にはexcitingなものでした。
異分野（生物学）での長い経験を活かしつつ、がん研究に微力を尽くしたいと改めて思いました。今後
共どうぞよろしくお願い申し上げます。

国際化分野

順天堂 大 学

臨床腫瘍学

大学院博士課程 1年 清水 麗子

今回の連携FD研修会は、がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン第2期、約4年半の総括の意味合
いもある研修会でした。国際化分野では今までの成果として、がんプロが主体となって行ってきた海外研
修やシンポジウム、海外からの講師の招請、またそれらから得られたものの社会への還元などが上がり、
その活動が多岐に渡るものだということが実感される話し合いになりました。それと同時に今まで行っ
てきたことを、継続発展させていく取り組みが期待される分野であると感じました。
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7/16（土）

高校生病理セミナー

開催

顕微鏡の世界 −正常細胞とがん細胞の違い−
〜顕微鏡で観る細胞の世界、一緒に覗いてみませんか〜

順天堂大学

病理・腫瘍学講座

助教

佐伯 春美

平成28年7月16日（土）に第１回高校生セミナーが順天堂大学お茶の水キャンパス センチュリータ
ワー地下1階形態系実習室にて開催されました。都内・東京近郊の中学校、高等学校から多数の参加
希望を頂き、当日は約80名程度の中学生・高校生が参加しました。本セミナーは「がん教育」の一環
として、がんプロフェッショナル養成基盤推進プランの後援を頂いております。病理・腫瘍学講座の
樋野興夫教授による開会の挨拶、
「がん教育」のお話しから始まり、順天堂大学練馬病院 病理診断科
の小倉加奈子先生、順天堂大学浦安病院 病理診断科の橋爪
茜先生、佐伯で、「がん」はどのような病気か、顕微鏡でが
ん細胞はどのようにみえるのか、診断をする際のプロセス
を午前中に講義を行いました。午後は、当講座スタッフ、附
属病院病理医の指導のもと、病理標本実習を行いました。
グループ毎に10種類の病理組織標本を顕微鏡で観察し、そ
れぞれについて診断をしてもらう実習であり、中学生には
難しい部分もあったかと思いますが、グループ内で意見を出し合い、まとめ、協力して診断をしてい
る姿も見られ、参加者の積極性を感じました。通常では中学校や高等学校ではみることがないがん細
胞を、実際に顕微鏡で観察し、診断を自分で考えてみることは貴重な経験となったことでしょう。総括
では腫瘍内科学講座の加藤俊介教授に分子生物学も含むお話しを頂きました。
現在、文部科学省は「がんの教育総合支援事業」を展開しており、全国的にも青少年を対象とした
「がん教育」が行われつつありま
す。そのような中、本セミナーは
講義の他、実際に顕微鏡を覗いて
目でみてもらう実習も行い、より
実践的なセミナーとなるよう企画
しました。セミナー後のアンケー
トでは、このような実習が出来る
セミナーがもっとあって欲しいと
いった意見もあり、今後も今回の
ような実習を含むセミナーを継続
的に開催していけたらと考えてお
ります。
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報告

下記のとおり大盛況のうちに終了いたしました。ありがとうございました。

● セミナー (鳥取大学)「鳥取大学医学部附属病院がんセミナー」
講師：鳥取大学医学部附属病院

情報
コーナー

胸部外科

村田 陽子 先生

他

2 016 年7月7日（木）18：15 〜 20：00

● がんプロ国際シンポジウム (順天堂大学)
「がん分野におけるゲノム医療実現に向けた取り組み〜クリニカルシークエンスがもたらすがん医療の将来像と問題点〜」
講師：Chair in Molecular Oncology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Marc Ladanyi, M.D.
2 016 年 7月15日（金）17：00 〜 19：00 I CT接続により連携大学に配信

● セミナー (順天堂大学) 高校生セミナー「顕微鏡の世界−正常細胞とがん細胞の違い−」
講師：順天堂大学医学部

病理・腫瘍学

佐伯 春美 助教

他

2 016 年 7月16日（土）9：30 〜 16：00

● ICT連携特別講義 (鳥取大学)「鳥取大学医学部附属病院がんセミナー」
講師：Dr. Maria Zajac-Kaye, Associate Professor, Department of Anatomy and Cell Biology College of Medicine, University of Florida
2 016 年 7月20日（水）16：00 〜 18：00 I CT接続により連携大学に配信

他

● セミナー (鳥取大学)「緩和ケアとは？」 話し手：島根大学医学部 緩和ケア講座 中谷 俊彦 教授 2016年7月21日（木）18：30 〜19：30
● セミナー (順天堂大学)「クローナル造血の臨床的意義」
講師：MDアンダーソンがんセンター Assistant Professor 高橋 康一 先生

2 016 年 7月26日（火）16：00 〜 17：30

● がんプロ研究シンポジウム (東京理科大学)「がん治療における標的探索から臨床まで」
講師：東京理科大学

薬学部

秋本 和憲 准教授

他

2 016 年7月30日（土）13：30 〜 17：00

● セミナー (鳥取大学)「鳥取大学医学部附属病院がんセミナー」
講師：鳥取大学医学部附属病院

耳鼻咽喉科

藤原 和憲 先生

他

2 016 年8月4日（木）18：15 〜 20：00

● セミナー (岩手医科大学) 臨床研究セミナー「臨床研究プロトコールの作り方 初心者、中級者を対象に」
講師：国立がん研究センター中央病院日本臨床腫瘍研究グループデータセンター長

福田 治彦 先生

2 016 年9月2日（金）17：00 〜 20：00

● 市民公開講座 (岩手医科大学)「知っ得、なっ得、乳がんの いろは 」
講師：岩手医科大学

外科学講座

小松 英明 助教

2 016 年 9月10日（土）11：00 〜 14：55（二部制）

● ICT連携特別講義 (東京理科大学・明治薬科大学)「がんチーム医療における薬剤師」
講師：千葉県こども病院薬剤部

浅子 恵利 部長

2 016 年 9月13日（火）18：30 〜 20：00

I CT接続により連携大学に配信

● がんプロ地域シンポジウム (岩手医科大学)「『地域連携における在宅がん医療』−がん緩和医療を中心に地域での取り組みを考える−」
講師：岩手医科大学

緩和医療学科

木村 祐輔 教授

今後のスケジュール

他

2 016 年9月21日（水）18：30 〜 20：00

I CT接続により連携大学に配信

詳細はHPに随時掲載します

がんプロ肺癌国際シンポジウム (岩手医科大学)「地域から首都圏、そしてアジアまで俯瞰する肺がん研究 2 016 」
講師：タイ王立マヒドン大ラマティボディ病院 医学部内科学臨床腫瘍学講座 Thanyanan Reungwetwattana 先生 他
2016年 10月20日（木）15：00 〜 17：40 岩手医科大学創立 6 0 周年記念館 9 階第 1 講義室 I CT接続により連携大学に配信予定

講演会 (岩手医科大学)「頭頸部悪性腫瘍に使用される分子標的治療薬の実際−効果と副作用、臨床における役割と展望−」
講師：国立がん研究センター東病院 頭頸部内科 岡野 晋 先生 他 2016年10月28日（金）18：30 〜20：30 岩手医科大学創立60周年記念館 9 階第1講義室

I CT連携特別講義 (島根大学・鳥取大学)「がんプロによって構築された地域連携と生涯教育の将来展望」
講師：国立がん研究センター東病院 頭頸部内科 岡野 晋 先生 他 2016年11月16日（水）18：30 〜20：00

I CT接続により連携大学に配信

講演会 (岩手医科大学)「『大腸がんの予防』〜内科的・外科的治療および予防法について〜」
講師：岩手医科大学 消化器内科消化管分野 川崎 啓祐 助教 他 2016年11月17日（金）16：00 〜18：30 岩手医科大学創立60周年記念館 9 階第2講義室

がんプロ市民公開シンポジウム (鳥取大学・島根大学 同日開催)「がんと上手くつきあうために」
2016年 11月20日（日）時間未定

鳥取会場（国際ファミリープラザ）

島根会場（島根大学医学部附属病院みらい棟 4 階ギャラクシー）

I CT連携特別講義 (岩手医科大学)「（超）高齢者のがん医療の現状と課題（仮）」
講師：島根大学医学部内科学講座 呼吸器・臨床腫瘍学 礒部 威 教授 他
2016年 11月22日（火）18：30 〜 20：00 岩手医科大学創立 6 0 周年記念館 9 階第 2 講義室 I CT接続により連携大学に配信予定

市民公開講座 (鳥取大学・島根大学 同日開催)「緩和ケア講座・緩和ケアセンター市民公開講座」
2016年 11月23日（水・祝）時間未定

島根大学医学部

臨床講義棟

講演会 (岩手医科大学) 腫瘍センター講演会「がんのゲノム医療実現に向けて」
講師：東京大学大学院 新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 クリニカルシークエンス分野
2016年 11月29日（火）18：00 〜 19：00 岩手医科大学創立 6 0 周年記念館 9 階第 1 講義室

松田 浩一 教授

編集後記
「高校生セミナー：顕微鏡の世界〜正常細胞とがん細胞の違い〜」で、10校から参加された生徒の『真摯な魂と輝く眼』には、
大いに感動した。文京区教育委員会教育センター主催 平成28年度文京区立小学校教員対象講習会『小学校段階で必要ながん
教育の在り方を考える』では、筆者は講演「『がん教育』〜課題と展望〜」の機会が与えられた。今後、
『がん教育』は、全国の
教育委員会でも、展開される予感がする。『がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン ＩＣＴと人で繋ぐがん医療維新プラン
平成28年度 連携ＦＤ研修会』に、参加した。作業部会「教育分野」・「地域分野」・「研究分野」・「国際化分野」の全体発表・総
合討論は、「がん教育」・
「多種間のチーム医療」・「地域医療連携システム」の、大いなる学びの時であった。

編集長・広報委員長 樋野 興夫

順天堂大学先導的がん医療開発研究センター
順天堂大学がん生涯教育センター
〒113-8421 東京都文京区本郷2-1-1
編 集 順天堂大学大学院がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 広報委員会
発 行 順天堂大学大学院がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
http://ganpro-ict-plan.jp/index.html
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岩手医科大学

肺がん国際シンポジウム

10/20
（木）

地域から首都圏、そしてアジアまで俯瞰する肺がん研究 2016
岩手医科大学 内科学講座呼吸器・アレルギー・膠原病内科分野 教授 山内 広平
各大学（岩手医科大学、島根大学、鳥取大学、順天堂大学）の若手医師による研究発表について、各大学間に加えて、タイ：マ
ヒドン大学の医師を交えて活発な討議があり、肺癌治療及び研究を行なっている若手医師に対する刺激と励みになったと
考えられる。特別講演では、米国MDアンダーソンがんセンターの森川直人博士、及びタイ、マヒドン大学Thanyanan
Reungwetwattana博士より最新の肺癌治療及び研究が示され、世界及びアジアの視点での肺癌治療の問題点について理
解が深められた。今後の日本とタイの共同研究の成果に期待が持たれる。

島根大学 医学部内科学講座呼吸器・臨床腫瘍学

助教

沖本 民生

去る平成28年10月20日、岩手医科大学で肺癌国際シンポジウムが開催されました。まず、各大学から現在行っている臨床
研究に関する発表が行われ、その後に国際共同研究に関するディスカッションが行われました。シンポジウムは I CT 接続
により国内の連携大学に加え、タイのマヒドン大学にも配信され双方向の討議が行われました。予定時間を大幅に超過し
ても議論は続き、国際共同研究に対する期待・熱意が感じられました。

鳥取大学 医学部附属病院

第三内科診療科群

助教

武田 賢一

肺がんの研究は多岐にわたり、ハイボリュームセンターを中心にした多施設共同大規模臨床試験から、一般診療の中から新
たな気づきを拾い上げ、確かめる個別の臨床研究まであります。今回我々の演題はその後者に当たるものです。研究はまだ
始まったばかりで、十分なデータをお示しできませんでしたが、発表の機会を与えていただき、多くの先生に貴重なご意見
をいただきましたことに感謝申し上げます。

順天堂大学 医学部内科学教室・呼吸器内科学講座
前半は参加各施設における肺癌に関する研究成果についての発表
の他、森川直人先生からはMD Anderson Cancer Centerでの
研究報告、
Thanynan Reungwetwattana先生からはアジアに
おける肺癌治療に関するレクチャーを頂きました。後半は日本
とタイの共同研究「日本とタイにおけるEGFR 遺伝子変異陽性
肺癌患者の治療実態に関する観察研究」の実施に向けての議論
を行い、近日中に開始できる見込みとなりました。
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第 5 回 臨床研究研修合宿

10/29（土）、30（日） @ 順天堂大学

生物統計家とともに実現可能な本格的臨床研究プロトコールを作成しよう！

大阪大学

大学院医学系研究科

臨床統計疫学寄附講座

寄附講座准教授 山本 紘司
2016年10月29・30日にがんプロ臨床研究合宿が順天堂大学にて開催された。
「生物統計家とともに実現可能な本格的臨床
研究プロトコールを作成しよう！」というテーマのもと、研修生・チューターあわせて約60名の参加者があった。研修生も
チューターも 4つのグループに分かれ、2つのクリニカルクエスチョン（①化学療法中は生ものを避けなくてはならないとい
うのは本当か？②腋窩郭清をした側の上肢に静脈注射をしてはいけないというのは本当か？）のうち1つを選び、それに答
えるための臨床研究計画を立案するという実習を行った。今回は初めて各グループに生物統計家のチューターを1名配置し
た。研修生と同様に、チューターも何回も集まってはミーティングを行い、よりよい方向に導くためにはどのような介入を
行えばよいか話し合った。こうして研修生もチューターも1つになり、最終的には各グループともすばらしい研究計画が発
表された。このような経験はなかなかできるものではなく、参加者の将来に活かされる日が来ることを願っている。

岩手医科大学

外来化学療法室

主任看護師 澁谷 幸子
10月29日・30日に開催された「第５回臨床研究研修会」に参加させて頂き
ました。日頃の疑問から、
「化学療法中は生ものを避けなくてはいけないと
いうのは本当か？」の課題で、
「生ものって、やっぱり寿司と刺身だよね。」と
いう意見も全員が一致し、ユニークな展開となりました。分からないことは
立ち止まり、納得できるように説明を繰り返し、笑いも絶えない状況でのグ
ループワークでした。心の暖かいメンバーに恵まれ、楽しい２日間の研修で
した。

東京理科大学

大学院薬学研究科

薬科学専攻修士課程

1年

泉 祐毅

今回の臨床研究研修会では、実現可能な本格的臨床研究プ
ロトコールの作成というテーマで行われ、他職種の方々と
の盛んなディスカッションがとても印象的でした。特に患
者さんの立場から臨床研究をデザインすることのむずか
しさや重要性を強く感じる内容でした。また専門知識や
価値観の異なる様々な職種の方々との交流は大変刺激的
であり、他職種コミュニケーションの重要性も実感できた
ため、大変有意義な研修会となりました。
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行士との

NASA宇宙飛

宇宙服アートプロジェクト 2016
がんプロ共催企画

順天堂大学

大学院医学研究科

小児思春期発達・病態学

教授

清水 俊明

順天堂大学附属順天堂医院の小児科・思春期科には多くの小児がんの子ども達が入院しており、私達は病
気に対する治療のみならずいかにして入院生活を楽しく、子どもらしく送ってもらうかを常に考えています。
具体的には長期の入院を余儀なくされている子ども達、そしてその親御さんに対し、十分な遊びや娯楽、ある
いは学習の機会を医師、看護師、CLS、保育士、心理士、栄養士、音楽療法士そしてボランティアの皆さんと
ともにチームで提供しています。
そんななかで先日（平成28年9月8日）、入院中の子ども達にとって夢のようなイベントが小児病棟で開催
されました。順天堂大学と包括的協力協定を結んでいるMD Andersonがんセンターとアメリカ航空宇宙局
（NASA）の共同企画により、入院中の子ども達が日本の女性で2番目のNAS A宇宙飛行士として有名な山
崎直子さんやアメリカのNASA宇宙飛行士であるNicole Stottさんらと一緒に、パッチワーク宇宙服を作る
「宇宙服アートプロジェクト2016」が開催されたのです。
このプロジェクトは、入院中の子ども達が彩色した布でパッチワーク宇宙服を作り、この宇宙服を子ども達
の夢とともにNASAの国際宇宙ステーションに届けるというものです。アメリカ最大のがんセンターであ
るMD AndersonがんセンターとNASAによって、毎年アメリカ国内で開催されていましたが、今年は国際
宇宙ステーションを共同運営する日本、ロシア、カナダ、ドイツでも国際プロジェクトが企画されました。子
ども達は山崎直子飛行士やNicole Stott飛行士と一緒にパッチワークの布に絵具で思い思いの色を塗って、
沢山の個性的な作品を作りました。
最後に本企画を当初よりお手伝いいただいた田部陽子先生に心より御礼申し上げます。子ども達の夢を載
せた宇宙服は、来年国際宇宙ステーションに向け飛び立ち、宇宙から帰ってきた後に再び順天堂医院に戻っ
てくる予定です。
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報告

下記のとおり大盛況のうちに終了いたしました。ありがとうございました。

● がんセミナー (鳥取大学)「NSCLにおけるラムシルマブの位置づけ」
講師：鳥取大学医学部付属病院

第三内科

阪本 智宏 先生

他

2016年 10月6日（木）18：15〜20：00

● がんプロ肺癌国際シンポジウム (岩手医科大学)「地域から首都圏、そしてアジアまで俯瞰する肺がん研究 2016」

情報
コーナー

講師：タイ王立マヒドン大学ラマティボディ病院 医学部内科学臨床腫瘍学講座 Thanyanan Reungwetwattana 先生 他
2 016 年10月20日（木）16：00 〜18：40 I CT接続により連携大学に配信

● 講演会 (岩手医科大学)「病理診断」
講師：東京大学大学院医学系研究科・医学部 人体病理学・病理診断学 深山 正久 2016年10月28日（金）18：00 〜19：00

● 講演会 (岩手医科大学)「婦人科がんに対する妊孕性温存治療の現状と課題」
講師：慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 山上 亘 助教授 他 2016年11月1日（火）16：00 〜18：00 I CT接続により連携大学に配信

● I C T 連携特別講義 (東京理科大学・順天堂大学)「日本における医薬品開発の現状と課題、医薬品審査の観点から」
講師：（独）医薬品医療機器総合機構 新薬審査第五部 審査専門員 柴田 憲広先生
2016年11月11日（金）18：30 〜20：00 I CT接続により連携大学に配信

● I C T 連携特別講義 (島根大学・鳥取大学)「がんプロによって構築された地域連携と生涯教育の将来展望」
講師：鳥取大学医学部附属病院医療スタッフ研修センター認定看護師育成支援室
2 016 年11月16日（水）18：30 〜20：00 I CT接続により連携大学に配信

深田 美香 先生

● 講演会 (岩手医科大学)「『大腸がんの予防』〜内科的・外科的治療および予防法について〜」
講師：岩手医科大学 消化器内科消化管分野 川崎 啓祐 助教 他 2016年11月17日（木）16：00 〜18：30 I CT接続により連携大学に配信

● がんプロ市民公開シンポジウム (鳥取大学・島根大学 同日開催) 2 016 年11月20日（日）
「がん患者を支える」 13：00 〜17：00 鳥取会場（国際ファミリープラザ）、
「がんと上手くつきあうために」 13：00 〜16：00 島根会場（島根大学医学部附属病院みらい棟4階ギャラクシー）

● I CT連携特別講義 (岩手医科大学)「高齢者のがん薬物療法の現状と課題」
講師：島根大学医学部内科学講座

呼吸器・臨床腫瘍学

礒部 威 教授

他

2016年 11月22日（火）18：00 〜20：00

I CT接続により連携大学に配信

● 市民公開講座 (鳥取大学・島根大学 同日開催)「緩和ケア講座・緩和ケアセンター市民公開講座」
2 016 年11月23日（水・祝）13：00〜16：00

● 講演会 (岩手医科大学) 腫瘍センター講演会「がんのゲノム医療実現に向けて」
講師：東京大学大学院 新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 クリニカルシークエンス分野 松田 浩一 教授
2 016 年11月29日（火）18：00〜19：00 I CT接続により連携大学に配信

● がんプロ肺癌国際シンポジウム (岩手医科大学)「今後の国際共同試験のあり方について」
講師：東北大学医学部 産婦人科学教室 島田 宗昭 准教授 他 2016年11月30日（木）15：00〜18：00 I CT接続により連携大学に配信

● 研究を楽しむためのセミナー2016 (順天堂大学)
「Updated Fluid-Mosaic Membrane Model and the Use of Membrane Lipid Replacement for Chronic Illnesses and Cancer」
講師：Garth L. Nicolson, Ph.D. Founder, President, Chief Scientific Officer and Emeritus Professor of Molecular Pathology The Institute for Molecular Medicine
2016年 12月12日（月）11：00〜12：00 I CT接続により連携大学に配信

● 講演会 (岩手医科大学)「若年乳がん患者における妊孕性の温存」
講師：順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科 菊地 盤 准教授 他 2016年12月15日（木）18：00〜19：00 I CT接続により連携大学に配信

今後のスケジュール

詳細はH P に随時掲載します

研究を楽しむためのセミナー2016 (順天堂大学)「Understanding human disease pathogenesis using genomics approaches」
演者：Murim Choi, PhD Assistant Professor, Seoul National University
2017年 1月20日（金）18：30 〜20：00 順天堂大学センチュリータワー北4 F4 0 6 教室 I CT接続により連携大学に配信

腫瘍センター講演会 (岩手医科大学)「がん薬物療法の曝露対策の現状と課題」
講師：岩手医科大学 薬学部研修・教育部門主任薬剤師 佐藤 淳也 先生 他
2017年1月30日（月）18：00 〜19：45 岩手医科大学創立60周年記念館9階 第2講義室 I CT接続により連携大学に配信

編集後記
市民公開講演会（対馬市交流センターに於いて）で、講演『医療の協働体 〜Medical Villageの時代に向けて 〜』
の機会が与えられた。筆者にとって、対馬は、初めての訪問であった。将来構想で、話が盛り上がった。第３回リンチ
症候群研究会『シンポジウム〜故 Knudson博士追悼シンポジウム〜』
（順天堂大学に於いて）が開催された。大いに勉
強になった。まさに『純度の高い専門性』の学びであった。
『小さなことに、大きな愛をこめて』の日々の鍛錬である。

編集長・広報委員長 樋野 興夫

順天堂大学先導的がん医療開発研究センター
順天堂大学がん生涯教育センター
〒113-8421 東京都文京区本郷2-1-1
編
発

集
行

http://ganpro-ict-plan.jp/index.html
順天堂大学大学院がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 広報委員会
順天堂大学大学院がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン

185
0

ᇹ ‥ ዻ⅙․࠰ࡇ↝ӕ↹ኵ↮

7-4 ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮➨ 20 ྕ

20
2017

順天堂大学
第
先導的がん医療開発研究センター
Leading center for the development and research of cancer medicine

号

ター

レ
ニュース

「I
CTと人で繋ぐがん医療維新プラン
「 ICTと人で繋ぐがん医療維新プラン
5年間のまとめ」
5
年間のまとめ」
事業推進代表者
順天堂大学
学長

新井 一
Juntendo University

「本プランをふり返って

〜がん医療・研究への貢献〜」

がんは、日本における死因第 1 位の疾患であり、国民にとって重
大な問題となっています。平成 1 8 年に制定された「がん対策基本
法」において、がん医療に携わる専門的な医師や医療従事者の育成
が求められ 、これを受けて文部科学省が「複数の大学が個性や特

Arai Hajime
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色・得意分野を活かしながら相互に連携・補完して教育を活性化
し、がん専門医療人養成のための教育拠点を構築すること」を目的
として、
「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」を平成 24年
度から実施し、全国で 1 5 拠点が選定されました。本プランはその中
の一つであり、
「 I C Tと人で繋ぐがん医療維新プラン」をプログラム
名に、順天堂大学、島根大学、鳥取大学、岩手医科大学、東京理科大
学、明治薬科大学、立教大学が連携して 5 年間にわたって活動して
きました。医学・薬学・理学・工学連携による多学的な研究の促進
は、現場へのがん研究の成果の迅速かつ効率的な導入に繋がり、研
究成果を速やかに地域がん医療に還元することを可能にしました。
また、地域と首都圏の間で様々な交流を行い、がんの診療現場のニ
ーズを共有することで、シーズが生まれ、がん診療を実践する専門
医療職が先導的がん医療の開発現場に関わることで、臨床試験、創
薬、バイオマーカー検索に携わることが可能となり、新薬の開発が
加速する等、我が国のがん医療の均てん化と底上げに貢献できたと
思います。
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「 I C T と人で繋ぐがん医療維新プラン 5 年間のまとめ」

事業推進責任者
順天堂大学

医学部長

大学院医学研究科長

代田 浩之
Juntendo University
これまで、がん医療人は各々の専門性は高いものの、工学、理学、
薬学との連携あるいは基礎と臨床の交流は盛んとは言えず、専門性
の高い技術が医療の現場に効率良く還元されていない可能性があり
ました。また、地域においては既に地域内診療ネットワークや研究基
盤が整備され、運用されているところがあるものの、首都圏の基礎・
臨床研究拠点である先導的がん医療開発拠点とのネットワーク整備は
不十分でありました。そこで本プランでは、本学及び連携医科系大
学と非医科系大学をI CTと循環型人材交流で結び、地域から世界ま
で、さらに基礎から臨床まで俯瞰するがん研究者・医療人の養成を
目的として活動してきました。順天堂大学に先導的がん医療開発研
究センターを新設し、順天堂大学、島根大学、岩手医科大学に各々
がんに特化した講座を新設しました。これらを拠点として連携大学
及び最先端の研究を行っている国内外の研究施設と協力し、世界に
発信する研究者ならびに研究指導者の養成を目指しました。地域と
首都圏をI CTと人材交流で結び、首都圏の臨床・研究拠点を核とし
て研究力、教育力を備えたがん医療者の養成とがん医療の均てん化
を同時に実践した本プログラムは、まさに「がん医療維新プラン」で
あったと思います。

Daida Hiroyuki

統括コーディネーター
順天堂大学
教授

大学院医学研究科

呼吸器内科学

髙橋 和久
Juntendo University

Takahashi Kazuhisa

本プランでは、順天堂大学、岩手医科大学、島根大学、鳥取大学、東京
理科大学、明治薬科大学、および立教大学が連携して、地域から世界ま
で、さらに基礎から臨床まで俯瞰するがん研究者・医療人の養成を目的
として活動してきました。その中心は本学に整備した先導的がん医療開
発研究センターであり、医・理・薬学部との連携強化と実質化を図り、山
陰と東北の地域内診療ネットワークと首都圏のがん医療開発拠点との新
たな連携を推進してまいりました。地域、首都圏だけでなく海外（タイ）
をICTで結び、さらに循環型人材交流を行いました。年に各1回、FD研
修会と臨床研究合宿を行い本事業の進捗状況を確認しつつ、多職種に
よるチーム医療研修、共同研究が実施できる人材養成も行ってきまし
た。その結果、高いコミュニケーション能力を持ち自ら行動できる医師、
メディカルスタッフが数多く育ちそれぞれの職場に戻っていきました。
本拠点はがんプロの 1 5 拠点の中でも最も広域であり、当初事業の目標
到達が危惧されましたが、センターを中心に、各大学をICTと人の循環
で繋いだ結果、予想以上の成果を得ることができました。うれしい限り
です。本事業にご参加いただいたすべての方に感謝申し上げるととも
に巣立っていった真の「がんプロフェッショナル」が臨床、研究の現場で
活躍してくれることを願っています。みなさん、またお会いしましょう！
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コーディネーター
医学部内科学講座

島根大学
教授

呼吸器・臨床腫瘍学

礒部 威
Shimane University
島根大学では、鳥取大学と連携し山陰地区において「地域貢献」を2
期がんプロのミッションとし、がんに関する専門的医療人の生涯教育
と、患者ならびに地域住民への啓発事業を進めてきた。医療人育成で
は、大学院「地域がん専門医育成コース」、インテンシブコース「山陰
がん認定医療スッタフ育成コース」を設定し 5 年間に大学院 6 名、イン
テンシブコース60名を養成した。ICTを用い、山陰両県にまたがる
41施設の連携事業として、テレビカンファレンスによる教育セミナー
を毎年開催し、生涯教育の実践に努めてきた。がん治療認定医、がん
薬物療法専門医、がん薬物認定薬剤師資格取得し、地域の病院診療に
貢献する者も出てきた。今後も地域で活躍できる人材のサポートをし
ていく。また、連携大学事業「臨床研究研修会（合宿）」にて作成した

Isobe Takeshi

プロトコールをきっかけに共同研究を企画し、東京理科大学・順天堂
大学と連携して解析を進め、論文投稿に至っている。また、
「がん教
育」への取り組みとして、小学生の病院見学の受入と小学校教員との
連携を開始した。また、がん患者、家族の支援するために、
「神在の国
メディカルカフェ」「患者さんと家族のためのセミナー」を開催する
ことで、双方向的なコミュニケーションが実現している。

コーディネーター
医学部附属病院

鳥取大学
教授

がんセンター

センター長

谷 俊一
Tottori University

Tsujitani Shunichi
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本学では、平成24年度より『がん化学療法看護認定看護師教育課
程』を開講し、平成24年度受講生7名全員、平成25年度受講生9名
中8名が認定試験に合格した。平成26年度から『乳がん看護認定看
護師課程』を開講し、平成26年度受講生4名中3名、平成27年度受
講生3名中2名が認定試験に合格した。平成28年度は『がん化学療
法看護』課程を再開し、6名が受講中である。平成27年度からは『が
ん看護専門看護師養成課程』を開講し、平成27年度1名、平成28年
度1名が入学した。また、島根大学と『山陰がん認定医療スタッフイ
ンテンシブコース』を開講し、近隣のがん拠点病院とI CTで繋ぐ毎
月の「がんセミナー」、年1回の「夏季セミナー」、定期的な海外研修
などを行い、連携大学とのI CTカンファレンスを活用して専門的が
ん医療人を育成した。在宅医療を促進する「中海緩和ケア研究会」、
がん拠点病院の「院内がん登録研修会」などで地域のがん医療環境
を整備し、「鳥取県がんフォーラム」「がんセンター市民公開講座」
など数十人から数百人規模の講演会を繰り返し開催して住民にがん
情報の普及啓発をはかり、あわせて連携大学との人材交流を促進し
た。
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コーディネーター
岩手医科大学
教授

医学部病理診断学講座

菅井 有
Iwate Medical University
第2期がんプロの補助事業としてこれまで、1）本学単独事業、2）連携大学共同
事業、3）がん診療連携拠点病院・腫瘍センターとの連携事業、の3つの分野につい
て取り組んできました。本学単独事業としては、大学院修士及び博士課程に「緩
和ケア医療学」を設置したのに加え、
「先導的がん臨床研究に精通した医療人養
成コース」も設置しました。「緩和医療学科」、
「放射線腫瘍学科」についても本
学大学院に研究科目を設置し、これらの領域における研究、教育、人材育成に貢
献しました。さらに多くの各種講演会・国際シンポジウム、臨床研究セミナー等
が開催されました。これらの講演会はICTによって連携大学に中継され、熱心に
討論ができ連携大学の絆も深まったものと思います。連携大学共同事業はICT
により連携校に配信され、最新のがん診療の知識を得ることができました。また
短期ではありましたが、国外の施設（MDアンダーソンがんセンター）への視察も
でき、連携大学に多くの知見を与えていただきました。またe-learningはICTを
通じた未来型の学習環境に最適なもので、今後のプラットホームの完成が期待さ
れるところです。一方TVカンファランスによる連携大学間の共同カンファランス
は実務の上でも得るものが多かったことから、今後の発展が望まれます。がん
診療連携拠点病院・腫瘍センターとの連携事業においてはキッズキャンサーセミ
ナー・高校生キャンサーセミナーを実施できました。子供たちや学生たちにがん
についての知識を提示できたことは本県のがん教育においても極めて有用で
・
「合同キャンサーボード」
・
「がん登録研
す。さらに「緩和ケアテレカンファランス」
修会」もがんプロ共催で行うことができたことも本県のがん医療にとって大いに
貢献できたものと思われます。本学において第2期がんプロは多くの知見、有意
義な経験を残してくれました。加えて岩手県のがん診療においても将来に多く
の遺産を残してくれました。これまでご支援をいただいた主幹校の順天堂大学
をはじめとして連携大学の皆様にこの場を借りて厚く御礼を申し上げます。

Sugai Tamotsu

コーディネーター
東京理科大学
教授

薬学部

生命創薬科学科

深井 文雄
Tokyo University of Science

Fukai Fumio

7大学連携の表記の取組みにおいて、本学はがん創薬研究者養成
を目的とした活動を行ってきた。大学院修士課程の学生を対象に設
定した「がんシステム・創薬研究者養成コース」においては、① 制が
ん剤の作用機序を細胞内シグナル伝達系の集積による「システム的
統合」として捉え、② がん分子標的薬開発を標的タンパク質の立体
構造情報に基づいて理論的に創薬する「in silico創薬」を理解でき
る人材の養成のための教育・研究活動が行われた。本コースには5年
間で45名の学生が参加し、修士課程での研究活動と併せて、国際学
会を含めて91件の学会発表が行われると共に、欧文学術雑誌に8報
の論文が発表される等の大きな成果に繋がった。
また、がん関連の講演会や連携大学I CT特別講義などを積極的に
企画・担当したが、それらに加えて「臨床研究チーム合宿」への積極
的な参加は特筆すべきで、本学からは計63名もの学生が多施設・多
職種チームによる研究プロトコル作成を体感した。本合宿で採択さ
れたプロトコルが土台となって、島根大学、順天堂大学との共同研
究がスタートし、複数の学会で共同発表するまでの成果が挙げられ
たことも大きな意義であったといえる。
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「 I C T と人で繋ぐがん医療維新プラン 5 年間のまとめ」

コーディネーター
明 治薬科大学
教授

副学長／薬物治療学

越前 宏俊
Meiji Pharmaceutical University
本学は順天堂大学医学部のリーダーシップの元に文部科学省の「ガ
ンプロフェッショナル養成基盤助成事業」に通算2期10年間に渡って
参加した。この10年は薬学教育が 6年制に移行し、薬剤師教育が医
療指向性の高いものに変貌する時期と重なり、がんプロ事業への参
加は大学内の医療薬学教育、とりわけ「がん医療」に関わる薬剤師
の役割を学内に周知し、教員と大学院生を巻き込んだ教育変革を起
こす大きな原動力となった。第2期の5年間を振り返って、最も印象
に残るのは恒例の多職種合同F D研修会を通じた人的交流である。
東北、山陰、東京と3拠点を巡りながら、地方と都市におけるがん医
療の異なる問題を知り、解決に向けた真剣な討議にチューターとし
て参加できたことは、教員としての自己研鑽の意味でも大きな意義

Echizen Hirotoshi

があったと考えている。また、順天堂チームの特徴であるI CTを利
用した遠隔講義は本学の大学院生と教員に大変好評であり多くの
参加者を動員できた。ささやかながら、本学からもI CT講義を毎年
発信出来たことはコーディネーターとして幸いであった。第 3 期は
異なるテーマで船出されると思うが、順天堂チームの医療維新がこ
れまで以上に推進されて行く事を祈念して止まない。

コーディネーター
立 教大学
特任准教授

理学研究科物理学専攻

洞口 拓磨
Rikkyo University
立教大学では、がんプロフェショナル養成基盤推進プラン「I CTと
人で繋ぐがん医療維新プラン」のもと、放射線の本質を理解し最先端
の放射線計測技術の成果を臨床現場のニーズに合わせて活用できる
能力を有する医学物理研究者及び医学物理士の養成を目的として、理
学研究科博士後期課程の学生を対象に「医学物理研究コース」を設置
しました。現在は、上記入学者のうち2名が無事コースを修了し、そ
れぞれ医学物理研究者及び医療機関での医学物理士として活躍して

Horaguchi Takuma

います。また、本コースの設置を通じて、本拠点におけるI CTの活用
とFace to Faceの循環型交流の特徴を活かしながら、複数の共同研究
プロジェクトを立ち上げることが出来ました。更に、本コースの発展的
継続として「医学物理学副専攻」を本学理学研究科に設置し、がんプロ終
了後も引き続き医学物理教育を推進していくことが決定しています。本
学は、非医科系大学であり理工系学部としての立場ではありましたが、
本拠点の特徴である地理的にも分野的にも広域に渡る連携を通して非
常に貴重な経験をさせて頂きました。本プロジェクトを遂行するにあ
たり、順天堂大学をはじめとする連携校の皆様方には様々なご助力、
ご指導を頂きましたことをこの場を借りて心より御礼申し上げます。
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報 告

情報
コーナー

下記のとおり大盛況のうちに終了いたしました。ありがとうございました。

● がんセミナー (鳥取大学)
「経口ＦＸの阻害剤 リクシアナ錠のＶＴＥ領域における有効性について」
講師：鳥取大学医学部附属病院 第二内科 武田 洋平 先生 他
2017年1月5日（木）18：15 〜 20：00

● 研究を楽しむためのセ ミ ナ ー 2016 (順天堂大学)
「Understanding human disease pathogenesis using genomics approaches」
講師：Murim Choi, Ph.D. Assistant Professor, Seoul National University
2017年1月20日（金）18：30 〜20：00
I C T接続により連携大学に配信

● 腫瘍センター講演会 (岩手医科大学)
「がん薬物療法の曝露対策の現状と課題」
講師：岩手医科大学 薬学部研修・教育部門主任薬剤師
2017年1月30日（月）18：00 〜19：45
I C T接続により連携大学に配信

佐藤 淳也

先生

他

● トランスレーショナルリサーチセミナー (島根大学)
講師：島根大学医学部内科学講座 呼吸器・臨床腫瘍学
2017年1月30日（月）17：30 〜21：00

礒部 威

教授

他

編集後記
『文部科学省 がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 平成28年度全国がんプロ教育合同フォーラム』
（東
京大学山上会館に於いて）に出席した。日々勉強である。まさに「がん医療の新たな課題に対応」出来る「がん専
門医療人材の育成」である。大政奉還 1 5 0周年記念に相応しい「医療維新」となろう。
長野県東御市 健康保健課主催の『がん哲学外来カフェ 〜樋野興夫教授による参加者との対話〜』･『がん哲学外
来シンポジウム：がん哲学外来へようこそ〜ことばの処方箋〜』に招待された。健康保健課長の司会のもと 東御
市民病院外科部長 ･ 北御牧中学校長 ･ 東御市長 とのパネルディスカッションは、大変有意義な一時であった（信濃
毎日新聞 2 0 1 7 年1 月2 7 日付け）。東御市教育委員会編『学校現場から生まれた副読本：日本初！まんがで知る「が
ん哲学」教育；「がん」の話 〜知る･ 出会う･向き合う〜』が、今春に、発行されるとのことである。筆者は『監修』
の役目を頂いている。時代の大きな流れを感ずる。
前橋市教育委員会 生涯学習課 中央公民館での講演会『がん哲学外来について』に招かれた。会場は、400人以
上の参加があり、満員であった。『上毛カルタ』について
語った。『「こ」＝心の燈台 内村鑑三』、｢「へ」=平和の使
徒 新島襄｣』は、筆者の若き日から、暗記し親しんだもの
である。群馬の誇りであろう。
第 2 次がんプロ（5年間）は、今回で終了である。第1次、
第 2 次と10 年続いた。第 3 次がんプロの継続も決定され
た。まさに、『沈黙の春』の最終章17章「べつの道」第1行
「私たちは、いまや分かれ道にいる」である。新規の公募･
採択に向けて、階段を登り、version upを図り、身長が伸
びたと思えるものを、
「速効性と英断」で「賢明な寛容」を
持って、
「時代の事前の舵取り」となるものを企画･展開し
たいものである。学是である「不断前進」の覚悟である。
『見あげれば、必ずどこかに青空』があろう。

編集長・広報委員長 樋野 興夫

順天堂大学先導的がん医療開発研究センター
順天堂大学がん生涯教育センター
〒113-8421 東京都文京区本郷2-1-1
編 集 順天堂大学大学院がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
発 行 順天堂大学大学院がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
http://ganpro-ict-plan.jp/index.html

広報委員会
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‣†‒ᢃփᡲዂ˟
1-1 ࡀࢇࣉࣟ㐃ᦠ 7 Ꮫ㐠Ⴀ㐃⤡㸦28-1㸧

㸦1㸧᪥࣭ሙᡤ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 4 ᭶ 26 ᪥㸦ⅆ㸧14㸸15㹼
 㛤ദሙᡤ㸸㡰ኳᇽᏛ ᮏ㒓࣭࠾ⲔࡢỈ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡Ჷ 4 㝵 406 ᩍᐊ
㸦2㸧㆟㢟
 㸯㸬ᅜࡀࢇࣉࣟ༠㆟༠㆟⥲ + ࡢ㛤ദࡘ࠸࡚
 㸰㸬ᅜࡀࢇࣉࣟ༠㆟ᕷẸබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ + ࡘ࠸࡚
 㸱㸬ᖹᡂ  ᖺᗘ⿵ຓ㔠ㄪ᭩ࡢᥦฟࡘ࠸࡚
 㸲㸬ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ⦼ሗ࿌ࡢᥦฟࡘ࠸࡚
 㸳㸬ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ⦼ሗ࿌ࡢ⩏↷ࡘ࠸࡚
 㸴㸬ᖹᡂ  ᖺᗘእ㒊ホ౯ጤဨࡘ࠸࡚
 㸵㸬ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢሗ࿌ࡘ࠸࡚
 㸶㸬ྛ㐃ᦠᏛࡽࡢ㐃⤡㡯㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡢ㛤ദሗ㸧
   㸧ᓥ᰿Ꮫ   㹙⤊ሗ࿌㸯௳㹛
㹙㛤ദ㐃⤡㸰௳㹛
   㸧㫽ྲྀᏛ   㹙㛤ദ㐃⤡㸯௳㹛
   㸧ᒾᡭ་⛉Ꮫ 㹙⤊ሗ࿌㸯௳㹛
㹙㛤ദ㐃⤡㸯௳㹛
   㸧ᮾி⌮⛉Ꮫ 㹙㛤ദ㐃⤡㸯௳㹛
   㸧᫂⸆⛉Ꮫ 㹙⤊ሗ࿌㸯௳㹛
㹙㛤ദ㐃⤡㸯௳㹛
   㸧❧ᩍᏛ   㹙⤊ሗ࿌㸯௳㹛
㹙㛤ദ㐃⤡㸯௳㹛
㹙ࡑࡢ㸯௳㹛
   㸧㡰ኳᇽᏛ  㹙⤊ሗ࿌㸯௳㹛>㛤ദ㐃⤡㸰௳㹛
㹙ࡑࡢ㸯௳㹛
 㸷㸬ࡑࡢ
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1-2 ࡀࢇࣉࣟ㐃ᦠ 7 Ꮫ㐠Ⴀ㐃⤡㸦TV ㆟㸧㸦28-2㸧

㸦1㸧᪥࣭ሙᡤ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶ 21 ᪥㸦ⅆ㸧14㸸15㹼
 㛤ദሙᡤ㸸ྛᏛෆሙ
㸦2㸧㆟㢟
  㸯㸬ᅜࡀࢇࣉࣟ༠㆟༠㆟⥲ + ࡘ࠸࡚
  㸰㸬ᅜࡀࢇࣉࣟ༠㆟ᕷẸබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ + ࡘ࠸࡚
  㸱㸬ᖹᡂ  ᖺᗘ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟࡘ࠸࡚ 
  㸲㸬)' ◊ಟ + ࡘ࠸࡚
  㸳㸬ᖹᡂ  ᖺᗘእ㒊ホ౯ጤဨ + ࡘ࠸࡚
  㸴㸬ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢሗ࿌ࡘ࠸࡚
  㸵㸬ྛ㐃ᦠᏛࡽࡢ㐃⤡㡯㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡢ㛤ദሗ㸧
    㸧ᓥ᰿Ꮫ   㹙⤊ሗ࿌  ௳㹛
㹙㛤ദ㐃⤡  ௳㹛
    㸧㫽ྲྀᏛ   >⤊ሗ࿌  ௳㹛
㹙㛤ദ㐃⤡  ௳㹛
    㸧ᒾᡭ་⛉Ꮫ 㹙⤊ሗ࿌  ௳㹛
    㸧ᮾி⌮⛉Ꮫ 㹙⤊ሗ࿌  ௳㹛
㹙㛤ദ㐃⤡  ௳㹛
    㸧᫂⸆⛉Ꮫ 㹙⤊ሗ࿌  ௳㹛
    㸧❧ᩍᏛ   㹙⤊ሗ࿌  ௳㹛
㹙ࡑࡢ  ௳㹛
    㸧㡰ኳᇽᏛ  >㛤ദ㐃⤡  ௳㹛
㹙ࡑࡢ  ௳㹛
  㸶㸬ࡑࡢ
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1-3 ࡀࢇࣉࣟ㐃ᦠ 7 Ꮫ㐠Ⴀ㐃⤡㸦28-3㸧

㸦1㸧᪥࣭ሙᡤ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 9 ᭶ 3 ᪥㸦ᅵ㸧18㸸00㹼
 㛤ദሙᡤ㸸㡰ኳᇽᏛ ᮏ㒓࣭࠾ⲔࡢỈ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡Ჷ 3 㝵 306 ᩍᐊ
㸦2㸧㆟㢟
  㸯㸬➨  ᅇ⮫ᗋ◊✲◊ಟ + ࡘ࠸࡚
  㸰㸬ᖹᡂ  ᖺᗘእ㒊ホ౯ጤဨ + ࡘ࠸࡚
  㸱㸬ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢሗ࿌ࡘ࠸࡚
  㸲㸬ྛ㐃ᦠᏛࡽࡢ㐃⤡㡯㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡢ㛤ദሗ㸧
   㸧ᓥ᰿Ꮫ   㹙⤊ሗ࿌  ௳㹛㹙㛤ദ㐃⤡  ௳㹛
   㸧㫽ྲྀᏛ   >⤊ሗ࿌  ௳㹛
   㸧ᒾᡭ་⛉Ꮫ >⤊ሗ࿌  ௳㹛㹙㛤ദ㐃⤡  ௳㹛
   㸧ᮾி⌮⛉Ꮫ 㹙⤊ሗ࿌  ௳㹛㹙㛤ദ㐃⤡  ௳㹛㹙ࡑࡢ  ௳㹛
   㸧᫂⸆⛉Ꮫ
   㸧❧ᩍᏛ
   㸧㡰ኳᇽᏛ  㹙⤊ሗ࿌  ௳㹛㹙ࡑࡢ  ௳㹛
  㸳㸬ࡑࡢ
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1-4 ࡀࢇࣉࣟ㐃ᦠ 7 Ꮫ㐠Ⴀ㐃⤡㸦28-4㸧

㸦1㸧᪥࣭ሙᡤ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 10 ᪥㸦ᮌ㸧እ㒊ホ౯ጤဨ⤊ᚋ
 㛤ദሙᡤ㸸㡰ኳᇽᏛ ᮏ㒓࣭࠾ⲔࡢỈ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡Ჷ 3 㝵 306 ᩍᐊ
㸦2㸧㆟㢟
  㸯㸬ᖹᡂ  ᖺᗘ⿵ຓ㔠ㄳồ᭩ࡢᥦฟࡘ࠸࡚
  㸰㸬⮫ᗋ◊✲◊ಟࡘ࠸࡚㸦⤊ሗ࿌㸧
  㸱㸬እ㒊ホ౯ጤဨࡘ࠸࡚
  㸲㸬ᖹᡂ  ᖺᗘ㣴ᡂᐇ⦼ㄪᰝࡘ࠸࡚
  㸳㸬ᖹᡂ  ᖺᗘࡀࢇࣉࣟᴗᡂᯝㄪᰝࡘ࠸࡚
  㸴㸬ᖹᡂ  ᖺᗘᅜࡀࢇࣉࣟྜྠࣇ࢛࣮࣒ࣛࡘ࠸࡚
  㸵㸬ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢሗ࿌ࡘ࠸࡚
  㸶㸬ྛ㐃ᦠᏛࡽࡢ㐃⤡㡯㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡢ㛤ദሗ㸧
   㸧ᓥ᰿Ꮫ   㹙⤊ሗ࿌  ௳㹛㹙㛤ദ㐃⤡  ௳㹛
   㸧㫽ྲྀᏛ   㹙⤊ሗ࿌  ௳㹛㹙㛤ദ㐃⤡  ௳㹛
   㸧ᒾᡭ་⛉Ꮫ 㹙⤊ሗ࿌  ௳㹛㹙㛤ദ㐃⤡  ௳㹛
   㸧ᮾி⌮⛉Ꮫ 㹙⤊ሗ࿌  ௳㹛㹙㛤ദ㐃⤡  ௳㹛
   㸧᫂⸆⛉Ꮫ
   㸧❧ᩍᏛ   㹙ࡑࡢ㸯௳㹛
   㸧㡰ኳᇽᏛ  㹙㛤ദ㐃⤡㸯௳㹛
  㸷㸬ࡑࡢ
   ࣭➨㸱ᮇࡀࢇࣉࣟࡘ࠸࡚
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1-5 ࡀࢇࣉࣟ㐃ᦠ 7 Ꮫ㐠Ⴀ㐃⤡㸦28-5㸧

㸦1㸧᪥࣭ሙᡤ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 1 ᭶ 24 ᪥㸦ⅆ㸧ᅜࡀࢇࣉࣟ༠㆟ ྜྠࣇ࢛࣮࣒ࣛ ⤊ᚋ
 㛤ദሙᡤ㸸㡰ኳᇽᏛ ᮏ㒓࣭࠾ⲔࡢỈ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜࢱ࣮࣡Ჷ 4 㝵 405 ᩍᐊ
㸦2㸧㆟㢟


㸯㸬ᅜࡀࢇࣉࣟ༠㆟ྜྠࣇ࢛࣮࣒ࣛࡘ࠸࡚

 㸰㸬እ㒊ホ౯ጤဨホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚


㸱㸬ᅜࡀࢇࣉࣟᴗᡂᯝㄪᰝࡘ࠸࡚

 㸲㸬ㄳồ᭩ࡢᥦฟࡘ࠸࡚


㸳㸬ᖹᡂ  ᖺᗘࡀࢇࣉࣟᴗ࠾ࡅࡿᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢ⩏↷ࡘ࠸࡚



㸴㸬ᖹᡂ  ᖺᗘ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡘ࠸࡚㸦㐃ᦠᏛ ,&7 ≉ูㅮ⩏㸧



㸵㸬ඛᑟⓗࡀࢇ་⒪㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢሗ࿌ࡘ࠸࡚



㸶㸬ྛ㐃ᦠᏛࡽࡢ㐃⤡㡯㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡢ㛤ദሗ㸧

 

㸧ᓥ᰿Ꮫ   㹙⤊ሗ࿌㸲௳㹛>㛤ദ㐃⤡㸲௳@

 

㸧㫽ྲྀᏛ   㹙⤊ሗ࿌㸴௳㹛

  㸧ᒾᡭ་⛉Ꮫ >⤊ሗ࿌㸴௳@㹙㛤ദ㐃⤡㸰௳㹛
  㸧ᮾி⌮⛉Ꮫ >⤊ሗ࿌㸯௳@
 

㸧᫂⸆⛉Ꮫ >㛤ദ㐃⤡㸯௳@

  㸧❧ᩍᏛ
  㸧㡰ኳᇽᏛ  㹙ࡑࡢ㸯௳㹛


㸷㸬ࡑࡢ

  ࣭➨㸱ᮇࡀࢇࣉࣟࡘ࠸࡚

1-6 ࡀࢇࣉࣟ㐃ᦠ 7 Ꮫ㐠Ⴀ㐃⤡㸦TV ㆟㸧㸦28-6㸧

㸦1㸧᪥࣭ሙᡤ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶ 14 ᪥㸦ⅆ㸧14㸸15㹼
 㛤ദሙᡤ㸸ྛᏛෆሙ

1
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文部科学省 平成 24 年度
「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」選定事業

平成28年度活動報告書
発行：順天堂大学先導的がん医療開発研究センター
順天堂大学がん生涯教育センター
東京都文京区本郷 2-1-1

許可なく転載・複製を禁じます。
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