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021 ඥʴǢȬȫǮȸǛᎋƑǔƷ˟

 NPO ἲேࣞࣝࢠ࣮ࢆ⪃࠼ࡿẕࡢࡣࠊ௦⾲ࡢḟ⏨ࡀ㔜࠸ႍᜥࠊࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࠊ㣗≀ࣞ
ࣝࢠ࣮ࠊ㰯⅖ࠊ⤖⭷⅖࡞࡛ⱞ㜚ࡋࡓᮎࠊᑓ㛛་ฟࡗ࡚ⓗᗣࢆᅇࡋࡓ⤒㦂ࢆࡶ
ᖹᡂ 11 ᖺࠊࡶᝎࢇࡔẕぶ 10 ே࡛Ⓨ㊊ࡋᖹᡂ 20 ᖺἲேࡋࡓࠋ┦ㄯࢆᐤࡏࡿᝈ⪅ࢆ㐺ษ࡞
་⒪㸦ᶆ‽⒪㸧ᶫΏࡋࡋᗣᅇࢆᅗࡿάືࢆ➨୍ࠊᝈ⪅ࡶ㈼ࡃ㐺ษ࡞་⒪ࢆ▱ࡿᏛ⩦᠓ㄯ
࣭ㅮ₇άືࠊ┦ㄯࡽᾋࡪ♫ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵᅜࡸ⮬యࠊᏛ࡞ാࡁࡅ
ࡿㄪᰝ࣭ᥦάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 ⚄ዉᕝ┴ࡢ༠ാᴗࡸጤクࠊᅜࡢ⮬య༠ຊࡋ࡚⾜ࡗࡓࠊᑓ㛛་ࡀㅮᖌࢆົࡵࡿᩍ⫋ဨࡸ
ಖᖌࠊᰤ㣴ኈࠊᩆᛴᩆኈ࡞ᑓ㛛⫋ྥࡅࡢ◊ಟࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ 2 ே௨ୖࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡸ⇃ᮏᆅ㟈࡞ࡢ⿕⅏ᆅᇦ࡛ࡶάືࢆ⥆ࡅࠊ⿕⅏ᆅᇦࣞࣝࢠ࣮ᑓ㛛་ࢆ࠾㐃ࢀ
ࡋࠊಖᖌࡸᰤ㣴ኈࠊຓ⏘ᖌࠊᏛᰯࡸಖ⫱ᡤࡢᩍ⫋ဨ࡞ࡀཧຍࡍࡿ◊ಟࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿྲྀࡾ⤌
ࡳࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏⿕⅏ᆅᇦ࡛ࡣ 102 ᅇࠊཧຍ⪅ࡣ 6100 ேࢆ㉸࠼ࡓ㸦࠸ࡎࢀࡶᖹᡂ 30 ᖺ 3 ᭶⌧
ᅾ㸧ࠋᝈ⪅ࡢኌࢆཌ⏕ປാ┬ࡸᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊᾘ㈝⪅ᗇ࡞ᒆࡅពぢࢆ⥆ࡅࡿ୰࡛┬ᗇࡢ᳨ウ
ࡸࣞࣝࢠ࣮ᝈᑐ⟇ᇶᮏἲᇶ࡙ࡁタ⨨ࡉࢀࡓࣞࣝࢠ࣮ᝈᑐ⟇᥎㐍༠㆟ࡢጤဨࢆᣏ
ࡋࠊᅜࡢࠕࣞࣝࢠ࣮ᝈᑐ⟇ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ᣦ㔪ࠖసࡾࡶᦠࢃࡗࡓࠋ

࠙ྛ✀ጤဨ࡞ࠚ
ᖹᡂ 24 ᖺ 10 ᭶ ෆ㛶ᗓࠕ㑊㞴ᡤ࠾ࡅࡿⰋዲ࡞⏕ά⎔ቃࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿ᳨ウࠖጤဨ
ᖹᡂ 25 ᖺ 5 ᭶

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᏛᰯ⤥㣗࠾ࡅࡿ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ᑐᛂ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅㆟ࠖ
ጤဨ

ᖹᡂ 26 ᖺ 4 ᭶

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᏛᰯ⤥㣗࠾ࡅࡿ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ᑐᛂ࣐ࢽࣗࣝసᡂጤဨࠖጤဨ

ᖹᡂ 26 ᖺ 4 ᭶

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᏛᰯᨾᑐᛂ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲᭷㆑⪅㆟ࠖጤဨ

ᖹᡂ 26 ᖺ 4 ᭶

ᾘ㈝⪅ᗇࠕእ㣗➼࠾ࡅࡿࣞࣝࢤࣥሗࡢᥦ౪ࡢᅾࡾ᪉᳨ウࠖጤဨ

ᖹᡂ 27 ᖺ 4 ᭶

᪥ᮏᑠඣࣞࣝࢠ࣮ᏛࠕᑠඣẼ⟶ᨭႍᜥ⒪࣭⟶⌮࢞ࢻࣛࣥ 2017ࠖసᡂጤဨ

ᖹᡂ 27 ᖺ 12 ᭶ ཌ⏕ປാ┬ࠕࣞࣝࢠ࣮ᝈᑐ⟇᥎㐍༠㆟ࠖጤဨ
ᖹᡂ 30 ᖺ 2 ᭶

᪥ᮏᑠඣࣞࣝࢠ࣮ᏛࠕᑠඣẼ⟶ᨭႍᜥ⒪࣭⟶⌮࢞ࢻࣛࣥ 2020ࠖసᡂጤဨ

࠙ཷ㈹Ṕࠚ
࣭➨ 24 ᅇࠕ⚄ዉᕝᆅᇦ♫ᴗ㈹ࠖ
㸦ദ㸸⚄ዉᕝ᪂⪺♫ࠊᖹᡂ 24 ᖺ 12 ᭶㸧
࣭➨ 9 ᅇࠕ࡞ࡀࢃᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ㈹ࠖ
㸦ദ㸸⚄ዉᕝ┴ࠊᖹᡂ 27 ᖺ 11 ᭶㸧
࣭➨ 69 ᅇࠕಖᩥ㈹ࠖ
㸦ദ㸸➨୍⏕ಖ㝤ࠊᚋ㸸ཌ⏕ປാ┬ࠊᮅ᪥᪂⪺ཌ⏕ᩥᴗᅋࠊ
NHK ཌ⏕ᩥᴗᅋࠊᖹᡂ 29 ᖺ 10 ᭶㸧
HP㸸http://hahanokai.org/
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┦ㄯࡀᐤࡏࡽࢀࡿࡀࠊࠕ‵⑈ࡘ࠸࡚┦ㄯࡋࡓࡽ

ࡽጞࡲࡾࠊࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࠊ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࠊ

ࠗ▼㮯࡛Ὑࢃ࡞࠸᪉ࡀ࠸࠸࠘ࠗࠕࢺࣆ࣮ஙඣ‵

ႍᜥ࡞ࢆḟࠎⓎࡋ࡚࠸ࡃࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࣞ

⑈ศࡽ࡞࠸ࡽ㝔࡛ඛ⏕⪺࠸࡚ࡳ࡚࠘

ࣝࢠ࣮࣐࣮ࢳࠖࢆࡓࡿࡇࡀከ࠸ࡉࢀࡿࠋ୍

࠸ࢃࢀ▱㆑ࡢ࡞ࡉⴠ⫹ࡋࡓࠖ
㸦ಖᖌ㸧ࠊ
ࠕ⪥ࡢୖ

᪉ࠊࡁࡵ⣽࡞Ἳ࡛యࢆὙ࠸㐺ษಖ‵ࡸ㌾⭯

ࡸୗࡀษࢀࡿᏊࡣࣞࣝࢠ࣮ࡀఱࡋࡽ࠶ࡿࡽ

ࢆሬᕸࡍࡿࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊࣞࣝ

Ẽࢆࡅࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࠖ
㸦ຓ⏘ᖌ㸧ࠊ
ࠕ㞳ங㣗ࡘ࠸࡚

ࢠ࣮ࡢⓎࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ஙᗂඣ࡛ࡶࢺࣆ࣮ᛶ⓶

┦ㄯࡋࡓࡽࠗ༸ࡸஙࢆ㐜ࡽࡏࡓࡽ࠸࠸࠘࠸࠺ᅇ

⅖ࡢⓎࢆ 㸣㹼㸣ῶࡽࡏࡿࡍࡿ㧗࠸ಙ

⟅ࡔࡗࡓࠖ
㸦ᰤ㣴ኈ㸧࡞㐺ษࡣゝ࠼࡞࠸ࢻࣂ

㢗ᗘ㸦࢚ࣅࢹࣥࢫ㸧ࡢ◊✲㸦ᅜ❧ᡂ⫱་⒪◊✲ࢭ

ࢫࢆཷࡅࡓ┦ㄯࡀࡶከࡃᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࣥࢱ࣮⏕య㜵ᚚ⣔ෆ⛉㒊ࣞࣝࢠ࣮⛉་㛗ࠊ▮

ඛࡢࠕࣞࣝࢠ࣮ᝈᑐ⟇ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿᇶᮏ

ᖾᘯඛ⏕ࡽ㸧ࡀሗ࿌ࡉࢀࠊⓎண㜵ᐤࡍࡿࡇ

ⓗ࡞ᣦ㔪ࠖࡣేࡏ࡚ࠊ
ࠕᅜࡣࠊࣞࣝࢠ࣮ᝈࢆ

ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

᭷ࡍࡿ⪅ࡢᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿࡇࡀከ࠸ಖᖌࠊ

ࣞࣝࢠ࣮ᝈᑐ⟇ᇶᮏἲ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶

ຓ⏘ᖌࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࠊᰤ㣴ኈཬࡧㄪ⌮ᖌ➼㸦௨ୗ

⾜㸧ᇶ࡙ࡁࡲࡵࡽࢀࡓᅜࡢࠕࣞࣝࢠ࣮ᝈ

ࠕಖᖌ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡀࣞࣝࢠ࣮ᝈࡢᑐᛂ

ᑐ⟇ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ᣦ㔪ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ 

㛵ࡍࡿ㐺ษ࡞▱ぢࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᆅ᪉බඹᅋ

᭶㸧ࠕᕷ⏫ᮧಖࢭࣥࢱ࣮➼࡛ᐇࡍࡿஙᗂඣ

యᑐࡋ࡚ࠊ㛵ಀᏛ➼㐃ᦠࡋㅮ⩦ࡢᶵࢆ☜

デ➼࡛㐺ษ࡞ಖᣦᑟࢆ⾜࠺ࠖ
㸦せ᪨㸧ࡇࡀ┒

ಖࡍࡿࡇࢆồࡵࡿࠖࡇࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ

ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋࡇࢀࡲ࡛⾜ᨻ⟇ࡋ࡚ࡢࣞࣝࢠ

ࠕಖᣦᑟࠖࡣஙᗂඣࢆᑐ㇟⾜࠺デ➼

࣮ᝈᑐ⟇ࡀಖ⫱ᡤࡢẁ㝵ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡓࡢ

ࡢᶵ࡛⾜ࢃࢀࡿࡇࡀᐃࡉࢀࡿࡀࠊࣞࣝࢠ

ẚࠊฟ⏕ᚋ᪩ᮇጞࡵࡿࡇࡣࠊࣞࣝࢠ࣮ࡢ

࣮㛵ࡍࡿࠕಖᣦᑟࠖࢆヨࡳࡓሗ࿌ࡣ࡞࠸ᛮ

Ⓨண㜵ࡘ࡞ࡀࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ព⩏ࡣࡁ࠸

ࢃࢀࡿࠋᮏᴗ࡛ࡣࣞࣝࢠ࣮ᑓ㛛་࡞㐃ᦠ

⪃࠼ࡿࠋࡇࢁࡀࠕಖᣦᑟࠖࡢ࡞ᢸ࠸ᡭ࡛

ࡋࠊಖࢭࣥࢱ࣮ࡸ་⒪ᶵ㛵࡞࡛ࡢࠕಖᣦᑟࠖ

࠶ࡿಖᖌࡸຓ⏘ᖌ࡞ࡽಖㆤ⪅ࡀデ࡞ࡢ

ࡢᰕ࡞ࡿ㐺ษ࡞ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ

㝿ཷࡅࡿࢻࣂࢫࠊ᰿ᣐᇶ࡙࡞࠸ෆᐜ

ෆᐜ࣭᪉ἲࢆ᳨ウࡋᕷ⏫ᮧಖࢭࣥࢱ࣮࡞༠

ࡀྵࡲࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋᙜࡣከࡃࡢᝈ⪅ࡽ

ຊࡋ࡚ヨࡳࡓࠋ
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⏕ඣᮇࡣ⓶⬡ࡶከ࠸࡞ởࢀࡸࡍ࠸ࡇࡽࠊࡋ

ᮏᴗ࡛ࡣࠊ
᪥ᮏࣞࣝࢠ࣮Ꮫㄆᐃࡢᑓ㛛་ࠊ
ᑠඣࣞࣝࢠ࣮࢚ࢹࣗࢣ࣮ࢱ࣮㸦᪥ᮏᑠඣ⮫ᗋ

ࡗࡾἻ❧࡚ࡓ▼㮯ࡢἻࢆࡗ࡚ởࢀࢆྲྀࡾཤ

ࣞࣝࢠ࣮Ꮫࡀㄆᐃࡍࡿࣞࣝࢠ࣮ᑓ㛛ࢥ࣓ࢹ

ࡿࡇࡀᚲせࠊࡑࡢୖ࡛㉥ࡕࡷࢇࡢ⓶ࡣࡁࡸ

࢝ࣝࠋࣞࣝࢠ࣮ࡘ࠸࡚ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ᣦᑟᢏ

ࡍ࠸ࡇࡽࠊὙࡗࡓᚋࡣࡋࡗࡾಖ‵ࡋ࡚⓶

⾡ࢆᣢࡗ࡚ࣞࣝࢠ࣮ᝈࡢᏊࡶࡓࡕࡢ 42/

ࡢࣂ࣮ࣜᶵ⬟ࢆ⿵࠺ࡇࡀษ࡞ヰࡋࡓࠋ

ྥୖࢆࡵࡊࡍ㸧ㅮᖌࢆ౫㢗ࠊ⮬యࡢಖ㒊㛛ࠊ

ሙෆ࡛ࡣ㉥ࡕࡷࢇࢆᢪࡗࡇࡋ࡞ࡀࡽ࣓ࣔࢆྲྀࡿ

ᕷ⏫ᮧಖࢭࣥࢱ࣮ࠊᩍ⫱ጤဨࠊ་⒪ᶵ㛵ࠊᆅ

࠾ẕࡉࢇࡢጼࡶ┠❧ࡘ࡞┿࡞㞺ᅖẼࡀ࠶ࡩࢀ

ᇦ་ᖌࠊᰤ㣴ኈࠊᝈ⪅࡞㐃ᦠࡋ㸷ᆅᇦ

࡚࠸ࡓࠋ

࡛㸯㸯ᅇࡢㅮᗙ㸦ヨࡳ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋᙜ⪅࡛࠶ࡿ
ᝈ⪅࣭ಖㆤ⪅ࢆ୰ᚰࠊ
ࠕಖᣦᑟࠖࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶
ࡿ་ᖌࠊ┳ㆤᖌࠊ⸆ᖌࠊಖᖌࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࠊ
ᰤ㣴ኈࠊຓ⏘ᖌࠊㄪ⌮ဨࠊᏊࡶࡢᒃሙᡤ࡛࠶ࡿ
Ꮫᰯࡸಖ⫱ᡤ࡞ࡽࡶ㣴ㆤᩍㅍࠊಖ⫱ኈ࡞㸵
㸮㸱ேࡀཧຍࡋࡓࠋྛᆅ࡛⾜ࡗࡓࠕㅮᗙࠖࡢᴫせ
ࡣḟࡢ㏻ࡾࠋ

Ũ  ࠰  உ  ଐᲢ້Უ
ᘍƱᡲઃᲴ߷߃ࠊ
࣭ሙ㸸ࠕ࣑࣮ࣗࢨᕝᓮࠖࠖ◊ಟᐊ

Ũ உ  ଐᲢஉᲣ

࣭ඹദ㸸ᕝᓮᕷᗣ⚟♴ᒁ⎔ቃಖㄢ

̬ͤǻȳǿȸƱᡲઃᲴܷ؉Ⴤൢ˅කࠊ

࣭ㅮᖌ㸸ᅜ❧㝔ᶵᵓ⚄ዉᕝ㝔ᑠඣ⛉
ࣞࣝࢠ࣮⛉་㛗࣭Ώ㎶༤Ꮚඛ⏕

࣭ሙ㸸ẼᕷᕷẸ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠕࡸࡍࡽࡂࠖ

࣭ཧຍ⪅㸸 ே㸦ஙᗂඣ㐃ࢀࡢぶᏊ  ⤌ࠊ┳

࣭ඹദ㸸ẼᕷᕷẸᗣ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮

ㆤᖌࠊᕝᓮᕷࡽᢸᙜㄢ㛗ࡽ  ே࡞㸧

ࠕࡍࡇࡸࠖ

࠙ᴫせࠚሙࡣᕝᓮᕷࡢ㓄៖࡛ஙඣࢆࡘࢀࡓ࠾

࣭ㅮᖌ㸸ᮾி㒔❧ᑠඣ⥲ྜ་⒪ࢭࣥࢱ࣮

ẕࡉࢇࡶ㞟୰ࡋ࡚ㅮᗙཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺ูᐊ࡛

ࣞࣝࢠ࣮⛉࣭ྂᕝ┿ᘪඛ⏕

クඣࢆࠊሙෆࡶᏊࡶࢆ㐟ࡤࡏࡓࡲࡲ࠾ẕࡉ

㸸ᑠඣࣞࣝࢠ࣮࢚ࢹࣗࢣ࣮ࢱ࣮࣭

ࢇࡀཧຍ࡛ࡁࡿࢥ࣮ࢼ࣮ࢆタࡅࡓࠋΏ㎶ඛ⏕ࡣㅮ

ᮏ㛫ᜨ⨾ࡉࢇ㸦⡿ἑᕷ❧㝔㸧

₇ࡢ୰࡛ࠊஙᗂඣᮇࡢ‵⑈ࡽࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖

࣭ཧຍ⪅㸸
㸦༗๓㸧ぶᏊ  ⤌ࢆྵࡴ  ேࠊ
㸦༗

ࡢᮏ᱁Ⓨࡘ࡞ࡀࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃࠊஙඣᮇࡢ‵

ᚋ㸧ಖᖌࠊᰤ㣴ኈࠊ⾜ᨻ࡞ᑓ㛛⫋  ே

⑈ࢆ࡞ࡃࡍࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࢆ㐺ษ⾜࠺ࡇ࡛

࠙ᴫせࠚㅮᗙࡣ༗๓༗ᚋศࡅ࡚  ᅇ⾜ࢃࢀࡓࠋ

ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢⓎࢆ 㸣㹼㸣ῶࡽࡏࡿ

༗๓ࡢㅮᗙ࡛ࡣࠊ᭱ึྂᕝඛ⏕ࡀࠊ⫙ࡢᙺ

ࡍࡿ◊✲࡞ࢆ⤂ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࡢ⪃

ᵓ㐀ࠊ㉥ࡕࡷࢇࡢ⫙ࡀࢺࣛࣈࣝࢆ㉳ࡇࡋࡸࡍ࠸⌮

࠼᪉ࡘ࠸࡚ࠊ㉥ࡕࡷࢇࡢ⓶ࡣờࡸࡼࡔࢀࠊ᪂

⏤ࠊ᪥ᖖ⏕άࡸ࠾㢼࿅࡛Ẽࢆࡅࡓ࠸ࡇࠊ‵⑈
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࣭ㅮᖌ㸸ᅜ❧ᡂ⫱་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ࡀ࡛ࡁࡓࡢᑐᛂ࡞ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ
࢚ࢹࣗࢣ࣮ࢱ࣮ࡢᮏ㛫ᜨ⨾ࡉࢇࢆ୰ᚰࠊဨ࡛

ࣞࣝࢠ࣮⛉࣭⚟ᐙ㎮ᶞඛ⏕

ᐇ㝿ࡁࡵ⣽࡞Ἳࢆసࡗ࡚ࡳࡿᐇ⩦ࠊಖ‵ࢆ

࣭ཧຍ⪅㸸㔩▼ᕷ㸻ぶᏊ  ⤌ࡸᕷࡢಖᖌ࡞
 ே

ṇࡋࡃሬࡿᐇ⩦ࢆ⾜࠸ࠊᐇ㝿⮬ศࡢ࠾Ꮚࡉࢇ
ಖ‵ࢆሬࡗ࡚ࡳࡿ࡞ᴦࡋࡃẼ࠶࠸࠶࠸ࡋ

㸸ᒣ⏣⏫㸻ಖᖌࠊᰤ㣴ኈࠊಖ⫱ኈࠊ

ࡓ㞺ᅖẼ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋㅮᗙ࡛ࡣㅮᖌຍ࠼ࠊẼ

㉥ࡕࡷࢇࢆ㐃ࢀࡓಖㆤ⪅࡞  ே

ᕷࡢᰤ㣴ኈࡶ▼㮯ࡢἻ❧࡚ࢆᣦᑟࡍࡿ࡞ࠊ᪤

࠙ᴫせࠚ༗๓୰㔩▼ᕷࡢಖࢭࣥࢱ࣮ࠊ༗ᚋ

ࢫ࢟ࣥࢣྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊࡀ࠺ࡀࢃࢀ

ᒣ⏣⏫ࡢಖࢭࣥࢱ࣮ࠕぶᏊࡢࡓࡵࡢࢫ࢟ࣥࢣ

ࡓࠋࡲࡓ㉥ࡕࡷࢇࢆ㐟ࡤࡏࡿࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࡶࠕࡍࡇ

ㅮᗙࠖࢆඹദࡋࡓࠋㅮᖌࡣᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢⓎ

ࡸࠖࡢ⫋ဨࡀ㠃ಽࢆぢ࡚ࡃࡔࡉࡿ࡞ࠊẼ

⅏௨᮶ࠊ⿕⅏ᆅ࡛⥆ࡅ࡚࠸ࡿ༠ຊ࡛㔩▼ᕷࠊᒣ⏣

ᕷࡢⓙࡉࢇࡢ

⏫࡛ࡢ◊ಟࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᅜ❧ᡂ⫱་⒪◊

࠸ᚰࡀࡇࡶࡗࡓㅮᗙ࡞ࡗࡓࠋ

✲ࢭࣥࢱ࣮ࣞࣝࢠ࣮⛉ࡢ⚟ᐙ㎮ᶞඛ⏕࠾㢪࠸
ࡋࡓࠋ⚟ᐙඛ⏕ࡣ  ᅇࡢㅮᗙࡢ୰࡛ࠊ㣗≀ࣞࣝ
ࢠ࣮ࡢṇࡋ࠸⌮ゎࠊ᪥ᖖࡢྲྀࡾ⤌ࡳᨾண㜵ࠊ
⥭ᛴࡢᑐᛂࠊ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢண㜵ࡢྍ⬟ᛶࢆ
ࢸ࣮࣐ゎㄝࠊࡑࡢᚋࠊཧຍ⪅ဨ࡛ᐇ㝿▼㮯
ࢆἻ❧࡚⫙ࢆὙ࠸ࠊಖ‵ࢆሬࡗ࡚ࡳࡿᐇ⩦ࢆ୰
ᚰࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࢆᏛࢇࡔࠋ⚟ᐙඛ⏕ࡣయࡢὙ
࠸᪉ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㡰␒ࡣୖࡽࠖࠕ▼ࡅࢇࢆࡼࡃἻ
❧࡚ࡿࠖࠕᡭ࡛ࡶࡴࡼ࠺Ὑ࠺ࠖࠕࡋࢃࡢ࠶ࡿࡇ
ࢁࡣఙࡤࡋ࡚Ὑ࠺ࠖ
ࠕ㢦ࡶ┠ࢆ㛢ࡌࡉࡏ࡚ࡋࡗࡾ
Ὑ࠺ࠖ
ࠕᣔࡁ᪉ࡣࡇࡍࡽࡎᢲࡉ࠼࡚ᣔࡁྲྀࡿࠖ࡞ࠊ
ࡲࡓ㌾⭯ࡢሬࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ࠕሬࡿேࡢᡭࢆࡁࢀ
࠸Ὑ࠺ࠖ
ࠕධᾎᚋࠊవศ࡞Ỉศࢆᣔࡁྲྀࡗࡓࡽ㏿
ࡸ㌾⭯ࢆሬࡾ⤊ࢃࡿࠖ
ࠕ㌾⭯ࡣࡓࡗࡾ⓶
ࡢࡏࡿࡼ࠺ሬࡿࠖ
ࠕ㢌⓶ࡣ࣮ࣟࢩࣙࣥࢱࣉ࡛ࠖ
࡞ලయⓗᣦᑟࡋࡓࠋᐇ⩦ྲྀࡾ⤌ࢇࡔཧຍ⪅
ࡣࠊἻࡢࡁࡵ⣽ࡉࠊᚲせ㔞ࢆሬࡗࡓࡢ⫙ࡢ
ࡓࡘࡁឤ࡞ࢆ☜ࡵ࡚࠸ࡓࠋ

Ũ உ  ଐᲢםᲣ
̬ͤǻȳǿȸƱᡲઃᲴ
ޥჄᤅჽࠊȷޛဋထ
࣭ሙ㸸ᒾᡭ┴㔩▼ᕷಖࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ᒾᡭ┴ᒣ⏣⏫ಖࢭࣥࢱ࣮
࣭ඹദ㸸ᒾᡭ┴㔩▼ᕷಖࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ᒾᡭ┴ᒣ⏣⏫ಖࢭࣥࢱ࣮
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ࡁࠊࣞࣝࢠ࣮ᝈᑐ⟇ᇶᮏἲᇶ࡙࠸࡚ࡲࡵ
ࡽࢀࡓᅜࡢࠕࣞࣝࢠ࣮ᝈᑐ⟇ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ
ᇶᮏⓗ࡞ᣦ㔪ࠖࡢ୰ࠊ᪂ࡓᕷ⏫ᮧࡢಖࢭࣥ
ࢱ࣮࡞࡛⾜࠺ࠕಖᣦᑟ࡛ࠖࣞࣝࢠ࣮ᝈࡢ
㐺ษ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࡇࢆ⤂
ࡋࠊ
ࠕㅮᗙࠖࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㔜せ࡞ࡿࡇࢆ
ッ࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋୖඛ⏕ࡣከࡃࡢ་ᖌࡀ
ཧຍࡋࡓࡇࡽࡼࡾヲ⣽ࢫ࢟ࣥࢣࡢ㔜せᛶ
ࢆㄝ᫂ࠊ㉁ࡶ⾜ࡗࡓࠋ

Ũ உ  ଐᲢஙᲣ
̬ͤǻȳǿȸŴҔࠖ˟ƱᡲઃᲴ
ډᑣჄʞఱࠊ
࣭ሙ㸸ዉⰋ┴ᲄᕷಖࢭࣥࢱ࣮
ࠕ࣒࢝ࣝᲄࠖ
࣭ඹദ㸸ᲄᕷಖࢭࣥࢱ࣮ࠊ㜰⊃ᒣࣞࣝ
ࢠ࣮࣭ࢺࣆ࣮ࢧ࣮ࢡࣝࠕ6PLOH࣭6PLOHࠖ
࣭ᚋ㸸ᲄᕷ་ᖌࠊᲄᕷࠊ
ᲄᕷᩍ⫱ጤဨ
࣭ㅮᖌ㸸ᅜ❧㝔ᶵᵓ㜰༡་⒪ࢭࣥࢱ࣮
ᑠඣ⛉་㛗࣭ୖᚨᾈඛ⏕
㸸㜰⊃ᒣᕷಖࢭࣥࢱ࣮ಖᖌ
࣭ཧຍ⪅㸸㸦➨  㒊㸧 ⤌ࡢぶᏊࠊᲄᕷࡸ㏆
㞄⮬యࡢಖᖌࠊᰤ㣴ኈࠊ⾜ᨻࡢಖ
ᢸᙜ⪅ࠊᩍ⫱ጤဨ࡞  ேࠊ
㸦➨  㒊㸧
་ᖌࠊಖᖌࠊಖ⫱ኈࠊᰤ㣴ኈ࡞  ே
࠙ᴫせࠚ➨  㒊ࡣࠊᗋᬮᡣ࡛ᬮ࠸ࣇࣟ㉥ࡕ
ࡷࢇࢆᐷࡏࡓࡃࡘࢁ࠸ࡔ㞺ᅖẼ࡛⾜ࢃࢀࠊᆅඖ
་ᖌࡢ௦⾲ࡀㅮ₇ࡋࡓᚋࠊୖඛ⏕ࡀ㉥ࡕࡷࢇ
ࡢ⫙ࡢ≉ᚩࡸࠊࡋࡗࡾἻ❧࡚ࡓἻ࡛㉥ࡕࡷࢇ
ࢆὙ࠸ᚲせ࡞㔞ࡢಖ‵ࡸ㌾⭯ࢆሬࡿࢫ࢟ࣥࢣ

Ũ உ  ଐᲢଐᲣ

ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢⓎࢆῶࡽࡍࡇ

ࠊൟѣૅੲǻȳǿȸƱᡲઃᲴ್ාࠊ

ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡞ࢆࠊ᭱᪂ࡢ◊✲ᡂᯝ࡞ࢆ㋃

࣭ሙ㸸ᶓᕷ᪫༊ࡢᕷẸάືᨭࢭࣥࢱ࣮

ࡲ࠼࡚ศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋࠊ๓ᐤࡏࡽࢀࡓ㉁

ࠕࡳ࡞ࡃࡿࠖ

ၥࡶᑀ⟅࠼ࡓࠋࡇࡢᚋࠊ㜰⊃ᒣᕷಖࢭ

࣭ㅮᖌ㸸ᑠඣࣞࣝࢠ࣮࢚ࢹࣗࢣ࣮ࢱ࣮࣭

ࣥࢱ࣮ࡢಖᖌࡀㅮᖌ࡞ࡗ࡚ࠊᐇ㝿ࡁࡵࡢ⣽

⟶⌮ᰤ㣴ኈࡢ㛗㇂ᕝᐇ✑ࡉࢇ

࠸Ἳࢆసࡗ࡚ࡳࡿᐇ⩦ࠊேᙧࢆࡗ࡚Ὑ࠸᪉ࠊ

࣭ඹദ㸸ᶓᕷ᪫༊ࡢᕷẸάືᨭࢭࣥࢱ࣮

ಖ‵ࡸ㌾⭯ࡢሬࡾ᪉ࡢᐇ₇࡞ࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨ 

ࠕࡳ࡞ࡃࡿࠖ

㒊࡛ࡣࠊ᭱ึࠕẕࡢࠖࡀ࠾ヰࡋࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ

࣭ཧຍ⪅㸸ぶᏊ㐃ࢀ࡞  ே
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࠙ᴫせࠚᕷẸάືᨭࢭࣥࢱ࣮ࠕࡳ࡞ࡃࡿ࡛ࠖ⾜

㸸㜰⊃ᒣᕷಖࢭࣥࢱ࣮ಖᖌ

ࢃࢀࡓࠕ0LQDNXUXWKIHVWD࡛ࠖࠕ㉥ࡕࡷࢇࡽ

࣭ཧຍ⪅㸸ಖㆤ⪅ࠊಖᖌࠊ㣴ㆤᩍㅍࠊ⟶⌮ᰤ

࡛ࡁࡿࢫ࢟ࣥࢣࣞࣝࢠ࣮ᑐ⟇ࠖ㢟ࡋࡓᒎ

㣴ኈࠊㄪ⌮ᖌࠊಖ⫱ኈࠊ┳ㆤᖌࠊ་

♧ࢆ⾜࠸ࠊࡁࡵ⣽࡞Ἳࢆసࡗ࡚ࡳࡿᐇ⩦ࣈ࣮

ᖌࠊ⸆ᖌࠊ⾜ᨻ㛵ಀ⪅࡞  ே

ࢫ❧ࡕᐤࡗ࡚ࡃࢀࡓ࠾ẕࡉࢇࡸ࠾Ꮚࡉࢇ୍⥴

࠙ᴫせࠚᅜ❧㝔ᶵᵓ㜰༡་⒪ࢭࣥࢱ࣮㸦Ἑෆ

ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢ┦ㄯࢥ࣮ࢼ࣮ࡶ

㛗㔝ᕷ㸧༠ຊࠊྠࢭࣥࢱ࣮ㅮᇽ࡛⾜ࡗࡓㅮᗙࡣ

タࡅࠊᑠඣࣞࣝࢠ࣮࢚ࢹࣗࢣ࣮ࢱ࣮࣭⟶⌮ᰤ㣴

༗๓  ๓ࡽ༗ᚋ  ࡲ࡛  㒊ᙧᘧ࡛⾜ࢃ

ኈࡢ㛗㇂ᕝᐇ✑ࡉࢇ࠾ᡭఏ࠸ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ

ࢀࠊᆅඖࢆ୰ᚰ㏆␥୍ࡽࣞࣝࢠ࣮ࡢᏊ

ࠕࣈ࣮ࢫࠖ❧ࡕᐤࡗ࡚ࡃࢀࡓ᪉ࡣ⣙  ேࠊဨ

ࡶࡓࡕࡑࡢಖㆤ⪅ࠊಖᖌࠊ㣴ㆤᩍㅍࠊ⟶⌮ᰤ

ࡀࣅࢽ࣮ࣝ⿄Ỉ࡛ⷧࡵࡓᾮయࡏࡗࡅࢇࢆධࢀ࡚

㣴ኈࠊㄪ⌮ᖌࠊಖ⫱ኈࠊ┳ㆤᖌࠊ་ᖌࠊ⸆ᖌࠊ

ࡾࡁࡵ⣽࡞Ἳࢆసࡿᐇ⩦ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋⓙࡉ

⾜ᨻ㛵ಀ⪅࡞ࡀཧຍࡋࡓࠋㅮᗙࡣ┒ࡾࡔࡃࡉࢇ

ࢇࠊฟ᮶ୖࡀࡗࡓἻࢆ㏫ࡉࡲࡋ࡚ࡶⴠࡕ࡞࠸

ࡢ⏬࡛⾜ࢃࢀࠊ▮ඛ⏕ࢆ࠼ࡓࠕ࡚࠸ㄯ࡛ࠖ

ࡁࡵࡀ⣽ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ㦫ࡁࠊࡁࡵ⣽

ࡣࠊࠕஙඣ‵⑈ࡀࡇࡌࢀࡿࠊࣞࣝࢠ࣮࡛ࡣ࡞

࡞Ἳ࡛⫙ࢆὙ࠸㐺ษಖ‵ࡸ㌾⭯ࢆሬࡿࢫ࢟ࣥ

࠸㣗≀㝖ཤࢆጞࡵࡿ࠾ẕࡉࢇࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ

ࢣࡢษࡉࢆᏛࢇࡔࠋ

ᮏᙜࣞࣝࢠ࣮ࡢጞࡲࡾ㸽ࠖࠕዷፎ୰ࡽ࠾
ẕࡉࢇࡀ༸ࡸ∵ஙࢆ㣗࡞࠸ࠊ㞳ங㣗ࢆጞࡵࡿ
ᮇࢆ㐜ࡽࡏࡿ㉥ࡕࡷࢇࡶ࠸ࡿࡀࠊⓎࡣண㜵࡛ࡁ
ࡿࡢ㸽ࠖ࡞ࠊ㝗ࡾࡸࡍ࠸ㄗゎᑐࡋ▮ඛ⏕
ࡀ᫂ᛌᅇ⟅ࡍࡿ࡞ࠊṇࡋ࠸ែࢆ⌮ゎࡋࡓୖ
࡛ᑐᛂࡍࡿࡇࡢษࡉࢆᏛࢇࡔࠋ
ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖ
ᐇ⩦ࠊ㜰⊃ᒣᕷࡢྲྀࡾ⤌ࡳሗ࿌⥆ࡃ➨  㒊
ࠕࡇࡶ㞟࡛ࠖࡣࠊ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢᏊࡶ
ࡓࡕ⮬㌟ࡀࠊᐙ᪘ࡸ௰㛫ᨭ࠼ࡽࢀ࡞ࡀࡽ㐺ษ࡞
་⒪ࡢୗ࡛ࡗ࡚࠸ࡃᵝᏊࢆሗ࿌ࡋࠊከࡃࡢே
ᕼᮃຬẼࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋㅮᗙࡣ 1+. ࡀྲྀᮦ
ゼࢀࡓࠋ

Ũ  ࠰  உ  ଐᲢםᲣ
Ҕၲೞ᧙ƱᡲઃᲴ
ᇌ၏ᨈೞನ᧵ٻҤҔၲǻȳǿȸ
࣭ሙ㸸ᅜ❧㝔ᶵᵓ㜰༡་⒪ࢭࣥࢱ࣮ㅮᇽ
࣭ඹദ㸸㜰⊃ᒣࣞࣝࢠ࣮࣭ࢺࣆ࣮ࢧ࣮ࢡࣝ
ࠕ6PLOH࣭6PLOHࠖ
࣭ᚋ㸸㜰ᗓࠊἙෆ㛗㔝ᕷ་ᖌࠊᐩ⏣ᯘᕷ
་ᖌࠊ㜰⊃ᒣᕷ་ᖌࠊ㜰ᗓ
࣭ㅮᖌ㸸ᅜ❧ᡂ⫱་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ࣞࣝࢠ࣮⛉་㛗࣭▮ᖾᘯඛ⏕
㸸ᅜ❧㝔ᶵᵓ㜰༡་⒪ࢭࣥࢱ࣮
ᑠඣ⛉་㛗࣭ୖᚨᾈඛ⏕
㸸㏆␥Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔ᑠඣ⛉࣭
➉ᮧ㇏ඛ⏕
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ຍ⪅ࡣࢢ࣮ࣝࣉศࢀ࡚ᑠඣࣞࣝࢠ࣮࢚ࢹࣗ
ࢣ࣮ࢱ࣮ࢆ୰ᚰࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࡢᐇ⩦ྲྀࡾ⤌
ࡳࠊࡁࡵ⣽࡞Ἳࢆసࡗ࡚ຠᯝⓗ⫙ࢆὙ࠺᪉ἲࠊ
ሬࡿయ⾲㠃✚ᚲせ࡞㔞ࡢಖ‵ࢆሬࡗࡓࡢឤ
ゐࢆ☜ࡵࡓࠋㅮᗙࡢᵝᏊࡣᆅඖࡢࠕࢸࣞࣅᒾᡭࠖ
ࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠕBS ᪥ࢸࣞࠖ
ࢆ㏻ࡌ࡚ᅜᨺᫎࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠕᒾᡭ᪥ሗࠖ
ࠕㄞ
᪂⪺ࠖࡣཧຍ⪅ເ㞟ࡢᗈሗࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸
ࡓࠋ

Ũ உ  ଐᲢଐᲣ
ǳȡȇǣǫȫƱᡲઃᲴ
ி҅עғݱδǢȬȫǮȸǱǢᄂᆮ˟
࣭ሙ㸸࠸ࢃ࡚┴Ẹሗὶࢭࣥࢱ࣮
ࠕ࣮ࢼࠖ
࣭ඹദ㸸ᮾᆅ༊ᑠඣࣞࣝࢠ࣮ࢣ◊✲
࣭ㅮᖌ㸸ᮾி㒔❧ᑠඣ⥲ྜ་⒪ࢭࣥࢱ࣮
ࣞࣝࢠ࣮⛉㒊㛗࣭㉥⃝ඛ⏕
࣭༠ຊ㸸ᒾᡭ┴ᑠඣ⛉་
㸸ᐑᇛ┴❧ࡇࡶ㝔ࣞࣝࢠ࣮⛉
⛉㛗࣭୕ᾆඞᚿඛ⏕
㸸᳃ᕝᑠඣ⛉ࣞࣝࢠ࣮⛉ࢡࣜࢽࢵࢡ㝔㛗࣭
᳃ᕝࡳࡁඛ⏕
࣭ཧຍ⪅㸸
㸦➨ 1 㒊㸧┳ㆤᖌࡸᰤ㣴ኈࠊ་ᖌ࡞
47 ேࠊ㸦➨ 2 㒊㸧ಖᖌࠊᰤ㣴ኈ࡞
42 ே㸦㟷᳃┴ࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ
┴ࠊᒣᙧ┴ࡽཧຍ㸧
࠙ᴫせࠚㅮᗙࢆඹദࡋࡓᮾᆅ༊ᑠඣࣞࣝࢠ࣮
ࢣ◊✲ࡣ᪥ᮏᑠඣ⮫ᗋࣞࣝࢠ࣮Ꮫㄆᐃࡢ
ᑠඣࣞࣝࢠ࣮࢚ࢹࣗࢣ࣮ࢱ࣮ࠊ་ᖌ࡛ᵓᡂࡉࢀ

Ũ உ  ଐᲢᲣ
ٟ˟ƱƷᡲઃᲴ

࡚࠸ࡿࠋㅮᖌࡣᮾி㒔❧ᑠඣ⥲ྜ་⒪ࢭࣥࢱ࣮
ࣞࣝࢠ࣮⛉㒊㛗ࡢ㉥⃝ඛ⏕㸦᪥ᮏᑠඣ⮫ᗋࣞ
ࣝࢠ࣮Ꮫ⌮㛗㸧 8 ேࡢᑠඣࣞࣝࢠ࣮࢚ࢹ

ܷ؉Ⴤൢ˅කሥϋٟ˟

ࣗࢣ࣮ࢱ࣮࠾㢪࠸ࡋࡓࠋ◊✲㢳ၥ࡛࠶ࡿᐑᇛ

࣭ሙ㸸ᐑᇛ┴Ẽಖ⚟♴ົᡤ

┴❧ࡇࡶ㝔ࣞࣝࢠ࣮⛉⛉㛗ࡢ୕ᾆඞᚿඛ⏕ࠊ

࣭ඹദ㸸Ẽ⟶ෆ㸦Ẽᕷࠊ༡୕㝣⏫㸧ᰤ
㣴ኈ

᳃ᕝᑠඣ⛉ࣞࣝࢠ࣮⛉ࢡࣜࢽࢵࢡ㝔㛗ࡢ᳃ᕝࡳ

࣭ㅮᖌ㸸ᮾி㒔❧ᑠඣ⥲ྜ་⒪ࢭࣥࢱ࣮

ࡁඛ⏕ࡶྎࡽ㥑ࡅࡘࡅࠊཧຍ⪅୍⥴ᐇ⩦

ࣞࣝࢠ࣮⛉࣭ྂᕝ┿ᘪඛ⏕

ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋㅮᗙࡣ᭱ึ㉥⃝ඛ⏕ࡀࢺࣆ࣮

࣭ཧຍ⪅㸸ᕷ⏫ࡢಖࢭࣥࢱ࣮ࡸ㧗㱋⪅タ

ᛶ⓶⅖ࡢែデ᩿ࠊ᭷⋡ࠊᝏᅉᏊࠊ㐺ษ

࡞࡛ാࡃᰤ㣴ኈ࡞ 36 ே

࡞⒪࡞ࡘ࠸࡚ᑀㄝ᫂ࡋࡓࠋࡇࡢᚋࠊཧ
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࠙ᴫせࠚሙ࡞ࡗࡓᐑᇛ┴Ẽಖ⚟♴ົ

ࣥࢫࡢⰋ࠸㣗ࢆᚰࡀࡅࡿࠖࡇࢆᙉㄪࡋࡓࠋᚋ

ᡤࡣ⟶ෆ㸦Ẽᕷࠊ༡୕㝣⏫㸧ࡢಖࢭࣥࢱ

༙ࡢᐇ⩦࡛ࡣဨࡀࡁࡵ⣽࡞Ἳ࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌

࣮ࡸ㧗㱋⪅タ࡞࡛ാࡃᰤ㣴ኈ࡞ 36 ேࡀ㞟

ࡳࠊᡭྲྀࡗ࡚㏫ࡉࡋ࡚ࡶⴠࡕ࡞࠸Ἳࢆసࡗࡓࠋ

ࡲࡾ⇕ᚰㅮᗙ⮫ࢇࡔࠋ
ࠕẕࡢࠖࡣᰤ㣴ኈ
ඹദࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡶከࡃࠊᅇࡶᆅᇦಖࡢ⌧ሙ
࡛ാࡃᰤ㣴ኈࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࡀ࠺ࡀࢃࢀࡓࠋㅮᗙ
ࡣ๓༙ྂᕝඛ⏕ࡀㅮ₇ࠊᚋ༙ࡣཧຍ⪅ࡀ 6 ࢢࣝ
࣮ࣉศࢀ࡚ᐇ㝿ࡁࡵࡢ⣽࡞Ἳࢆసࡗ࡚⫙
ࢆὙ࠺ᐇ⩦ࠊᚲせ㔞ࡢಖ‵ࡸ㌾⭯ࢆሬࡿ᪉ἲ
ሬࡗࡓࡢឤゐࢆ☜ࡵࡿᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋྂᕝඛ
⏕ࡣࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢ㉥ࡕࡷࢇࡀ㐺ษ࡞ࢫ࢟ࣥ
ࢣࢆ⾜࠸▷ᮇ㛫≧ࡀዲ㌿ࡋࡓ┿ࡸὙ࠸᪉
ࡢື⏬࡞ࢆ࠼࡚ศࡾࡸࡍࡃゎㄝࠊ㣗≀ࣞ
ࣝࢠ࣮ࡢண㜵ࡘ࠸࡚ࡣࠕࢫ࢟ࣥࢣ࡛⓶ࡢࣂ
ࣜᶵ⬟ࢆᩚ࠼ࡿࠖ
ࠕ㞳ங㣗ࢆࡁࡕࢇ㐍ࡵ࡚ࣂࣛ

ɝ!ͺτσΆȜڠٛڠఱٛȂͺτσΆȜࡄݪٛ́༭࣬!
Ũ  ࠰  உ  ଐᲢםᲣ

ጞࡲࡗ࡚࠸ࡓࡢẚࠊⓎண㜵ࡢどⅬ࡛ฟ⏕ᚋ

ᇹ  ׅଐஜݱδǢȬȫǮȸܖ˟ܖᘐ˟ٻ

ࡍࡄጞࡵࡿពࡣࡁ࠸ࠖᣦࠊ
ࠕẕࡢࠖ

࣭㛤ദᆅ㸸Ᏹ㒔ᐑᕷ㸦࣍ࢸࣝᮾ᪥ᮏ㸧

ࡋ࡚㸦⊂㸧⚟♴་⒪ᶵᵓ ♫⚟♴⯆ຓᡂᴗ࡛

࣭⏬㸸≉ู⏬ࠕࣞࣝࢠ࣮ᝈᑐ⟇ᇶᮏἲ

ࠕಖᣦᑟࠖࡢヨࡳྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢆሗ࿌

࡛ᑠඣࣞࣝࢠ࣮་⒪ࡣ࠺ኚࢃࡿࠖ
࣭Ⓨ⾲⪅㸸㛗ᒸᚭ
㸦ࣞࣝࢠ࣮ࢆ⪃࠼ࡿẕࡢົᒁ㛗㸧
࠙ᴫせࠚ≉ู⏬࡛ࡣᅜࡢ୰ᚰᣐⅬᣦᐃ
ࡉࢀࡓᅜ❧㝔ᶵᵓ┦ᶍཎ㝔⮫ᗋ◊✲ࢭࣥࢱ
࣮㛗ࡢᾏ⪁⃝ඖᏹඛ⏕ࠊᮾி㒔❧ᑠඣ⥲ྜ་⒪ࢭ
ࣥࢱ࣮ࣞࣝࢠ࣮⛉㒊㛗ࡢ㉥⃝ඛ⏕ࠊᇶᮏἲࢆ
ᡤ⟶ࡍࡿཌ⏕ປാ┬ࡀࢇ࣭ᑐ⟇ㄢࡢㄢ㛗⿵బ
ࡀⓎ⾲ࡋウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕẕࡢࠖࡽࡣ་⒪ࡢᐇ
ែࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊ
ࠕᝈ⪅ࡢどⅬ࡛⪃࠼ࡿࣞࣝࢠ
࣮ᝈᑐ⟇ᇶᮏἲࠖ
ࠕ㐺ษ࡞་⒪ࡀᏊࡶࡓࡕࡢ⏕
άࢆᨭ࠼ࡿࠖ
ࠕ᪂ࡓ࡞どⅬࠊಖᣦᑟࠖࡢ 3 ࡘࡢど
Ⅼ࡛ሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊ
ࠕᇶᮏᣦ㔪ࠖᕷ⏫ᮧಖࢭࣥࢱ
࣮࡞࡛⾜࠺ࠕಖᣦᑟࠖࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ㔜せᛶ
ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢ⾜ᨻ⟇ࡀಖ⫱ᡤࡢẁ㝵ࡽ
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ࡋࡓࠋ

Ũ  ࠰  உ  ଐᲢଐᲣ

ࢆ⾲ࡍホ౯ࢆᚓࡓࡇࢆሗ࿌ࡋࡓࠋࡲࡓࣞࣝࢠ

ᇹ  ׅཋǢȬȫǮȸᄂᆮ˟

࣮ࡢࠕಖᣦᑟࠖࡘ࠸࡚ࠊࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ࡢ

࣭㛤ദᆅ㸸ᶓᕷ㸦ࣃࢩࣇࢥᶓ㸧

ࡰဨࡀࠕ⾜ࡗࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࠖ⟅࠼ࡓࡇ࡞

࣭⏬㸸୍⯡₇㢟㸦ಖࢭࣥࢱ࣮࡞⾜ᨻ

ࢆⓎ⾲ࡋཧຍ⪅ࡢ㛵ᚰࢆ㞟ࡵࡓࠋ

㐃ᦠࡋࡓࠕಖᣦᑟࠖࡢヨࡳ㸧
࣭Ⓨ⾲⪅㸸ᅬ㒊ࡲࡾᏊ
㸦ࣞࣝࢠ࣮ࢆ⪃࠼ࡿẕࡢ௦⾲㸧
࠙ᴫせࠚ◊✲ࡣ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࢆ୰ᚰࣞ
ࣝࢠ࣮ᝈྲྀࡾ⤌ࡴ་ᖌࠊࢥ࣓ࢹ࢝ࣝ࡞
 ேࡀᅜࡽ㞟ࡲࡾⓎ⾲ࡸウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕẕ
ࡢࠖࡣⓎ⾲ࡢ୰࡛ࠊᮏᴗ࡛⾜ࡗࡓ  ᆅᇦ  ᅇ
㸦 ᭶  ᪥⌧ᅾ㸧ࡢࠕㅮᗙࠖࡢᶍᵝࡸ⏝ࡋࡓᩍ
ᮦࠊཧຍ⪅ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࠋ
ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖ
ྲྀࡾ⤌ࢇࡔಖㆤ⪅ࡽࠕᏊࡶࡀ⏘ࡲࢀࡿ๓
▱ࡾࡓࡗࡓࠖࠊಖᖌ࡞ᑓ㛛⫋ࡽࡶࠕ࠾ẕࡉ
ࢇ༑ศ࡞ຓゝࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋᏛࢇࡔࡇ
ࢆᴗົ⏕ࡋࡓ࠸ࠖ࡞ࠊ
ࠕಖᣦᑟࠖࡢ᭷⏝ᛶ
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ˏȂ̞̀!

૧͈ܢ༗́ͺΠάȜໂ͈อછͬ 4 !ͅࡘڬ

 ᮏᴗ࡛ࡣࠊஙඣᮇ㐺ษ࡞ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖ⾜࠺ࡇ࡛ࣞࣝࢠ࣮ࡢⓎࢆண㜵࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡍࡿࠕಖᣦᑟࠖࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡍ◊✲ࢆࡲࡵࡓᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧ᡂ⫱་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࣞࣝࢠ
࣮⛉་㛗ࡢ▮ᖾᘯඛ⏕ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࠕㅮᗙࠖࡢ୰࡛ᝈ⪅ࡢ࡚࠸ㄯࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ۑ᪥࣭ሙᡤ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᅜ❧㝔ᶵᵓ㜰༡་⒪ࢭࣥࢱ࣮ㅮᇽ
ۑฟᖍ⪅㸸ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧ᡂ⫱་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࣞࣝࢠ࣮⛉་㛗 ▮ ᖾᘯඛ⏕
㸸132 ἲேࣞࣝࢠ࣮ࢆ⪃࠼ࡿẕࡢ

ᅬ㒊ࡲࡾᏊ௦⾲

㸸㜰⊃ᒣࣞࣝࢠ࣮࣭ࢺࣆ࣮ࢧ࣮ࢡࣝࠕ6PLOH࣭6PLOHࠖ

⏣㔝 ᡂ⨾௦⾲

ڦ▮ᖾᘯඛ⏕

ڦᅬ㒊ࡲࡾᏊ௦⾲ ▮ᖾᘯඛ⏕ࡣࠊ᪂⏕ඣᮇ
ࡽಖ‵ࢆሬࡿࡇࡼࡾࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢⓎ

࡚ࡶ࡞㉁

ࣜࢫࢡࡀ㸱௨ୖపୗࡍࡿࠊஙඣᮇࡢࢺࣆ࣮

ၥ࡛ࡍࡡࠋ᪥ᮏ

ᛶ⓶⅖ࡣ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡢࣞࣝࢠ࣮ᝈ

㝈ࡽࡎୡ⏺୰࡛ࠊ

ࡢⓎㄏᅉ࡞ࡿࡇࢆ♧ࡍ◊✲ࢆࡲࡵࡽࢀࡲ

ࡈᣦࡢⅬࡣࡇࡇ

ࡋࡓ㸦ᡂ⫱ฟ⏕ࢥ࣮࣍ࢺ◊✲࠾ࡅࡿࣛࣥࢲ࣒

㸱㸮ᖺࡃࡽ࠸ࡁ

⮫ᗋ◊✲ධヨ㦂㸧ࠋࡘࡲࡾஙඣᮇ㐺ษ࡞ࠕࢫ࢟

࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸

ࣥࢣࠖ⾜࠺ࡇ࡛ࣞࣝࢠ࣮ࡢⓎࢆண㜵࡛

ࡲࡋࡓࠋ㣗≀ࡀ

ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ཎᅉ࡛ࢺࣆ࣮ᛶ

୍᪉࡛࠾ẕࡉࢇࡓࡕࡣࠊᏊࡶࡀ⏕ࡲࢀ࡚ஙඣ

⓶⅖࡞ࡿ⪃࠼ࡿ་ᖌࡀከࡃ࠸࡚ࠊࡑ࠺࡛ࡣ

‵⑈ࡀࡽࡎࡇࡌࢀࡓࠕࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࠖ

࡞࠸⪃࠼ࡿ་ᖌࡶ࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠾ẕࡉࢇࡓࡕ

ࠕ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࠖᝎࡳࡲࡍࠋ
ࠕ࠶ࢀࢆ㣗ࡓ

ࡶ㣗ࡓ㣗≀ࡀཎᅉ࡛Ꮚࡶࡀ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮

ࡽ‵⑈ࡀ㉥ࡃ࡞ࡗࡓࠖ࡞㣗≀ࡀ‵⑈ࡸࢺ

࡞ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡶ࡚ࡶ᭷ྡ࡞་

ࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢཎᅉ⪃࠼࡚㣗≀㝖ཤࢆጞࡵ࡚ࡋ

ᖌࡀゝࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆಙࡌ࡚࠸ࡿ་ᖌࡸ࠾

ࡲ࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ࡛࠺ࡀ࠸ࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊஙඣ‵

ẕࡉࢇࡓࡕࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀక࠸ࠕ∵

⑈㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡣ㛵ಀ࠶ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺㸽

ஙࡸ༸ࢆ㝖ཤࡋࡲࡋࡻ࠺ࠖ
ࠕ㞳ங㣗ࡢ㛤ጞࢆᛕࡢࡓ
ࡵ㐜ࡽࡏࡲࡋࡻ࠺ࠖ࠸࠺ᣦᑟࡶ⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡶࡋࡑࡢணࡀṇࡋࡅࢀࡤ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡿ
Ꮚࡶࡣῶࡿࡣࡎࡔࡗࡓࡢࠊᮇᚅࡣ㏫ࠊ㣗
≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢᏊࡶࡣୡ⏺୰࡛࠺࡞ࡂࡢࡰࡾ
ቑ࠼࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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รࠕ㣗≀ࡀཎᅉ࡛ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࠖࡣ
㛫㐪࠸

ร◊✲ࡣಙ㢗ᗘࡢࣞ࣋ࣝ㸦࢚ࣅࢹࣥࢫࡢ
ࣛࣥࢡ㸧ࡀ࠶ࡿ

 ࡑ࠺ࡋࡓ⌧㇟ࢆぢࡿࠊ
ࠕ㣗≀ࡀཎᅉ࡛ࢺࣆ

 ࡑࡇ࡛ࠊ
ࠕ࠾ẕࡉࢇࡀዷፎ୰ࡸᤵங୰༸ࡸࣆ࣮

࣮ᛶ⓶⅖࡞ࡿࠖ
ࠕ㣗ࡓ㣗≀ࡀཎᅉ࡛Ꮚࡶࡀ

ࢼࢶࢆ㣗ࡿࡢࢆṆࡵࡓࡽ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡸࢺ

㣗≀ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡿࠖ⪃࠼ࡓࡇࡣ㛫㐪࠸ࡔ

ࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢⓎࢆண㜵࡛ࡁࡿࡢࠖ࠸࠺ཝ

ࡗࡓࡇࡀศࡾࡲࡍࠋࡑࡢドᣐࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑ

私が妊娠中・授乳中に、アレルギーになりやすい食物を除
去すれば、赤ちゃんのアトピー性皮膚炎や食物アレルギー
は予防できるのかしら？

ࢀࢆⓙࡉࢇ࠾ぢࡏࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᡂ⫱་⒪
◊✲ࢭࣥࢱ࣮⤂ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㉥ࡕࡷࢇ࡛ࡍࠋ⏕

臨床研究には、信頼性の高さ（エビデンスの強さ）にランキング
があります。
最も信頼性が高い臨床研究は、ランダム化比較試験（ＲＣＴ）で、
複数のＲＣＴを統計学的にメタ解析（統合）した結果をガイドライ
ンには採用します。
一番信頼性が低いのは、専門家の意見や動物実験の結果です。

生後4ヶ月の男児アトピー性皮膚炎
生後1ヶ月から頭・顔に搔痒を伴う湿疹が出現、徐々に悪化し、全身
に拡大し、改善増悪を繰り返す。
生後2ヶ月、授乳中の母親は卵・乳の除去指導を受けたが改善せず。
生後3ヶ月、掻痒・掻破行動が悪化、下腿にも浸出液が出現。
ステロイド外用薬を塗布しても改善しないため、当科紹介受診。

血液検査をしたところ多種類の食物抗原が陽性を示した
卵白:>100
(UA/ml)
卵黄: 27.00
牛乳: 1.32
小麦: 24.40
米: 22.40
バナナ: 12.60
大豆: 0.35>
ヤケヒョウヒダニ:<0.35

検査で陽性を示した食べ物がアトピー
性皮膚炎の原因なのでしょうか

エビデンス（科学的根拠）の強さ

ᐦ࡞◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋ◊✲ࡣಙ㢗ᗘࡢࣞ࣋
ࣝࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋື≀ᐇ㦂ࡢࣞ࣋ࣝࡽࣛࣥࢲ࣒
ẚ㍑ヨ㦂㸦5&7㸧ࡲ࡛࠶ࡾࠊࣛࣥࢲ࣒ẚ㍑ヨ㦂

ᚋ  ࢝᭶ࡽฟጞࡵࡓ‵⑈ࡀḟ➨ᗈࡀࡾࠊ⏕ᚋ

ࡀ᭱ࡶಙ㢗࡛ࡁࡿ◊✲ࡉࢀࡲࡍࠋ◊✲ཧຍࡋ

 ࢝᭶ࡢࠊ་ᖌࡽࠕ࠾ẕࡉࢇࡀ༸ࡸ∵ஙࢆ

ࡓேࡣ $ ⩌㸦ࢢ࣮ࣝࣉ㸧 % ⩌㸦ࢢ࣮ࣝࣉ㸧ศ

㣗ࡿࡢࢆṆࡵ࡞ࡉ࠸ࠖᣦᑟࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇ

ࡅࡽࢀࠊ$ ⩌ࡢேࡣ༸ࢆ㣗࡞࠸ࠊ% ⩌ࡢேࡣ㣗

ࢁࡀᤵங୰ࡢ࠾ẕࡉࢇࡀ㣗ࡿࡢࢆṆࡵࡓࡶ

࡚ࡶࡲࢃ࡞࠸ࡇࡋࡲࡋࡓࠋࡓࡔࡋ⮬ศ࡛

ࢃࡽࡎ㉥ࡕࡷࢇࡢ‵⑈ࡣⰋࡃ࡞ࡽࡎࠊ ࢝᭶ࡇ

⩌ࢆ㑅ࡪࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡃࡌᘬࡁ࡛㣗ࡿ⩌㣗

ࢁࡽࢫࢸࣟࢻ㌾⭯ࢆሬࡾጞࡵࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀ

࡞࠸⩌ࡾศࡅࡿࠊࡘࡲࡾࠕࣛࣥࢲ࣒ࠖࡉࢀ

ࡸࡣࡾⰋࡃ࡞ࡽࡎࠊᡂ⫱་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮⤂

ࡲࡋࡓࠋ
ࠕ༸ࢆ㣗࡞࠸⩌ࠖධࡗࡓேࡣࠕⰋࡗ

ࡉࢀཷデࡋࡲࡋࡓࠋ⾑ᾮ᳨ᰝࢆࡋࡓࡇࢁࠊࡇࡢ

ࡓࠖᛮࡗࡓࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡓࡔཝᐦ◊✲ࢆ

㉥ࡕࡷࢇࡣ⏕ᚋ  ࢝᭶࡛⮬ศ࡛ࡣఱࡶ㣗࡚࠸࡞

⾜࠺ࡓࡵࡣࠊ
ࠕ༸ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࣃࢵࢣ࣮ࢪࠖ
ࠕᐇ

࠸ࡶࢃࡽࡎࠊ≉␗ⓗ ,J( ᢠయ㸦ࣞࣝࢠ࣮

㝿ࡣ༸ࡀධࡗ࡚࠸࡞࠸༸ぢ࠼ࡿࣃࢵࢣ࣮ࢪࠖ

ࡢᢠయ㸧ࡀ༸ࡶ∵ஙࡶ㝧ᛶࠊᑠ㯏ࠊ⡿ࡶ㝧ᛶࠊࡲ

ࢆ㣗࡚࠸࡚ࠊ⮬ศࡀࡕࡽࢆ㣗࡚࠸ࡿࡢศ

ࡉࡢࣂࢼࢼࡲ࡛㝧ᛶࠊࡘࡲࡾከࡃࡢ㣗≀ᑐࡍ

ࡽ࡞࠸࠸࠺ヨ㦂ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ

ࡿࣞࣝࢠ࣮ᢠయࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡾࡲࡋ

ࡼ࠺ࡋ࡚ $ ⩌ % ⩌ࢆࣛࣥࢲ࣒ࡾࡅࢆ

ࡓࠋࡇ࠺࠸࠺ࢆぢࡿࠊ࠾ẕࡉࢇࡀዷፎ୰ࡸ

ࡍࡿ◊✲ࢆࣛࣥࢲ࣒ẚ㍑ヨ㦂ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ

ᤵங୰㣗ࡓࡽ㉥ࡕࡷࢇࡀ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮

ࡑ࠺ࡋࡓ◊✲ࡀ」ᩘ⾜ࢃࢀ࡚ࠊࡑࡢ◊✲⤖ᯝࢆ㞟

࡞ࡾࠊࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࢆⓎࡋࡓ⪃࠼ࡓࡃ࡞

ࡵ࡚ࠊࡉࡽ⤫ィⓗゎᯒࡍࡿ࣓ࢱࢼࣜࢩࢫ

ࡾࡲࡍࠋୡ⏺୰ࡢ་ᖌࡀࡑ࠺⪃࠼ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ

㸦5&7 ࡢ࣓ࢱゎᯒ㸧ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓᡭἲ࡛
⾜ࢃࢀࡿ◊✲ࡀ᭱ࡶಙ㢗ᗘࡀ㧗࠸◊✲ࡉࢀࡿࢃ
ࡅ࡛ࡍࠋ
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ࢹࣥࢫࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊዷፎ୰࣭ᤵங୰ࡢẕぶ
ࡀ༸ࡸ∵ங࡞ࣞࣝࢠ࣮ࡢከ࠸≉ᐃࡢ㣗≀ࡢไ

⏣ڦ㔝ᡂ⨾௦⾲

㝈ࢆࡋ࡚ࡶࠊඣࡢ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡶࢺࣆ࣮ᛶ⓶

ࠕᑓ㛛ᐙࡢព

⅖ࡶண㜵࡛ࡁ࡞࠸ࠖࡇ࡛ࡋࡓࠋ

ぢࠖࡸࠕື≀ᐇ㦂ࠖ
ࡣ᰿ᣐࡋ࡚ࡣ

最も高いエビデンスが示しているのは、
妊娠中・授乳中の母親が食物抗原を回避しても、児の
食物アレルギーもアトピー性皮膚炎も予防できない！

ᙅ࠸ࡢ࡛ࡍࡡࠋ
ࣞࣝࢠ࣮ࡘ࠸
࡚ࡢ᪂ࡋ࠸◊✲

「コクラン・レビュー」によって、

ࡀࢽ࣮ࣗࢫ࡛ྲྀ

妊娠中の食事制限は、
18ヶ月時の卵感作も牛乳感作も減らさない
児のアトピー性皮膚炎の予防効果はない

ࡾୖࡆࡽࢀࡿࠊ
ࡘ࠸ᕼᮃࢆࡶࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ

授乳中の食事制限は、
12ヶ月時の卵感作も牛乳感作も減らさない
児のアトピー性皮膚炎の予防効果はない
…ということが分かっています。

ڦ▮ ື≀ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡞ࡣ┠᪂ࡋࡃࢽ࣮ࣗࢫ
ࡣ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊᐇ㝿ே㛫࠶࡚ࡣࡵࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࣞࣝࢠ࣮࡛᭷ྡ࡞ ,J( ࢆⓎぢࡋࡓ
▼ᆏබᡂඛ⏕ࡶࠊື≀ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆேᛂ⏝ࡋࡼ

ڦᅬ㒊 ࠕ⚾ࡣ㨶ࡀዲࡁ࡛ࡓࡃࡉࢇ㣗ࡓࡽᏊ

࠺  ௳௨ୖࡶヨࡳࡓࡶࡢࡢࡍ࡚ኻᩋࡋࡓ

ࡶࡀ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡗࡓࠖᛮࡗ࡚࠸ࡿே

ヰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢽ࣮ࣗࢫࢆぢ࡚ࡶࡍࡄ႐ࡤ࡞࠸

ࡀᐇ㝿ࡣከ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠋ

᪉ࡀ㈼࡛᫂ࡍࠋ◊✲࡛ࡣᐇ㝿ᝈ⪅ࡀཧຍࡋ࡚⾜
ࡗࡓࠕ⮫ᗋ◊✲ࠖࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡢࡼ࠺

ڦ▮ ࡑࡢࡼ࠺࡞ドᣐࡣࡇࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

ᐇ㝿ᝈ⪅ࢆデ࡚࠸ࡿ་ᖌࡀࠕ⮬ศࡀデࡓᝈ⪅

Ꮚࡶࡀࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡸ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮࡞

ࡓࡕࡣⰋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ⪃࠼ࡿࠊࡑࢀࡀࠕ

ࡗࡓࡢࡣ࠾ẕࡉࢇࡀ⮬ศࡢዲࡁ࡞㣗≀ࢆ㣗ࡍࡂ

㞟✚◊✲࡛ࠖࡍࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶಙ㢗ᗘࡣప࠸ࠕࣞ࣋

ࡓࡽ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡽࠊ⮬ศࢆ㈐ࡵ࡞࠸࡛ࡃ

ࣝ㸲ࠖࡉࢀࡲࡍࠋᑓ㛛ᐙࡢពぢࡣࠕࣞ࣋ࣝ㸳ࠖࠊ

ࡔࡉ࠸ࠋ࡞ࡢࡣࠊዷፎ୰ࡣ㣗≀ไ㝈ࢆࡋ࡞࠸

ࢃࢀࢃࢀࡢࡼ࠺ᝈ⪅ࢆデ࡚࠸ࡿ་ᖌࡢពぢࡣ

࡛ࣂࣛࣥࢫࡢࡼ࠸㣗ࢆࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋ⮬ศࡀዷ

ࠕࣞ࣋ࣝ㸲ࠖ⛬ᗘ࡛ࠊࡕࡽࡶ㧗࠸Ỉ‽ࡣゝ࠼

ፎ୰ࡇ࠺ࡋࡓヰࢆ⪺ࡁࡓࡗࡓ࠸࠺ேࡀ࠸ࡿ

ࡲࡏࢇࠋ

ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋᚋ㍮ࡢࡓࡵࢻࣂࢫࢆồࡵ
ࡽࢀࡓࡽࠊ
ࠕ㣗≀ไ㝈ࡣࡋ࡞࠸࡛ࠖゝࡗ࡚࠶ࡆ࡚

ร࠾ẕࡉࢇࡀ㣗ไ㝈ࡋ࡚ࡶࣞࣝࢠ࣮ࡣ
ண㜵࡛ࡁ࡞࠸

ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ヰࡀᑡࡋᶓ㐨ࡑࢀࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡇ࡛ඛࡢࠕ༸

ڦᅬ㒊 ࡑࢀ࡞ࡽࡤ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢཎᅉࢆ࠺

ࢆ㣗࡞࠸᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺ࢸ࣮࣐

⌮ゎࡋࡓࡽⰋ࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺㸽

ࡘ࠸࡚ࡶಙ㢗ᗘࡀ㧗࠸ࣛࣥࢲ࣒ẚ㍑ヨ㦂ࡢ⤖
ࡀ㣗ไ㝈ࢆࡋ࡚ࡶࠊᏊࡶࡀ  ࢝᭶ࡢࡢ༸

ร‵⑈ࡀ࠶ࡿ㉥ࡕࡷࢇࡣ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮Ⓨ
ࣜࢫࢡࡀ㧗࠸

ឤస㸦ࢇࡉ㸧ࠊࡘࡲࡾ༸ᑐࡍࡿ≉␗ⓗ ,J( ᢠ

ڦ▮ ࡑࢀࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࠊᅜ❧ᡂ

య㸦ࣞࣝࢠ࣮ࡢᢠయ㸧ࡀ㝧ᛶࡢ≧ែ࡞ࡿࡇ

⫱་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛⏕ࡲࢀࡓ㉥ࡕࡷࢇࡢࢹ࣮ࢱ

ࡀῶࡽ࡞࠸ࠖ
ࠊࡑࡋ࡚ࠕࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢண㜵ຠ

ࢆ⤂ࡋࡲࡍࠋ ேࡢ㉥ࡕࡷࢇࢆ㏣㊧ࡋ࡚࠸ࡿ

ᯝࡶ࡞࠸ࠊ∵ஙࡶྠࡌ࡛ண㜵ຠᯝࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺⤖

ㄪᰝ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⏕ᚋ 㸪 ࢝᭶ࡢ‵⑈ࡀ࠶

ᯝ࡛ࡋࡓࠋ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡇࡣࠕ᭱ࡶ㧗࠸࢚ࣅ

ࡗࡓᏊࡣࠊࡑࢀ௨㝆‵⑈ࡀ࠶ࡗࡓᏊẚࠊ

ᯝࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢෆᐜࡣࠕዷፎ୰ࡢ࠾ẕࡉࢇ
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ࡀศࡾࡲࡋࡓࠋࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢ㔜ᗘู

湿疹の発症時期

乳児期早期の湿疹発症が3歳時の食物アレルギーの
危険因子となる（成育コホート研究より）
9‐12ヶ月

2.13

5‐8ヶ月

2.10

ศࡅ࡚ࡳࡿࠊ㔜࡞ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢேࡣ
 ಸࡶ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢឤసࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ
㧗ࡃ࡞ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࢃࢀࢃࢀࡢᡂ⫱ࠕࢥ࣍
࣮ࢺ◊✲ࠖྠᵝࡢ◊✲ࡀୡ⏺୰࡛⾜ࢃࢀ࡚ศ

3‐4ヶ月

4.69

ࡗࡓࡇࡣࠊ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࢆⓎࡍࡿ๓ᐇࡣ
1‐2ヶ月

6.61

1月未満

ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡋࡓࠋ

2.92
0

1

2

3

4

5

6

7

⏣ڦ㔝 ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖‵⑈࠸࠺ゝⴥࡀ

3歳での食物アレルギー 修正オッズ比

ฟ࡚᮶࡚ᑡࡋΰࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᩚ⌮ࡋ࡚ㄝ

Shoda T et.al. Journal of Dermatological Science 84 (2016) 144‒148

᫂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋ
ࡼࡾከࡃ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀศ
ࡾࡲࡋࡓࠋ⏕ᚋ 㸪 ࢝᭶࠶ࡿ࠸ࡣ 㸪 ࢝᭶࡛‵

ڦ▮ ‵⑈ࡣⱥㄒ࡛ࠕ࢚ࢢࢮ࣐ࠖ㸦HF]HPD㸧

⑈ࢆⓎࡋࡓ㉥ࡕࡷࢇࡣࠊ⤫ィᏛⓗぢ࡚᭷ព

ゝ࠸ࡲࡍࠋࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡣࠕࢺࣆࢵࢡ࣭ࢲ

㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࢆⓎࡍࡿࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࡇࡀศ

࣮࣐ࢱࢸࢫࠖ
㸦DWRSLFGHUPDWLWLV㸧࡛ࡍࡀࠊⱥ

ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ

ᅜ࡛ࠕ࢚ࢢࢮ࣐ࠖゝࡗࡓࡽࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࢆ

ᡂ⫱་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࡔࡅ࡛࡞ࡃⱥᅜࡢ

ពࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋⱥᅜ࡛ࡣ᪥ᮏ࡛࠸࠺ஙඣ‵⑈

◊✲࡛ࡶࠊࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡀ㔜࡛࠶ࡿ㣗

ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ

≀ࣞࣝࢤࣥឤసࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ

࠾ẕࡉࢇࢆᝒࡋࡲࡏ࡞࠸ࡼ࠺ࠕஙඣ‵⑈ࠖデ
᩿ࡋࡓࡾࠕࡲࡔࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡞
ゝ࠸ࡲࡍࡀࠊ
ࠕࡳࡢ࠶ࡿ‵⑈ࠖࡀࢺࣆ࣮ᛶ⓶

生後3ヶ月のときアトピー性皮膚炎があると
食物抗原の感作を受ける危険性が高くなる

⅖ࠊࡇࢀࡀୡ⏺ࡢᐃ⩏࡛ࡍࠋ‵⑈ࢺࣆ࣮ᛶ

英国の生後3ヶ月の完全母乳栄養の乳児619人から得られたデータ

⓶⅖ࢆ༊ูࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

オッズ比

（95% CI)

P value

アトピー性皮膚炎なし

1

アトピー性皮膚炎あり

6.18

2.94 ‐ 12.98

<0.001

ร‵⑈ࡸ⇱⫙ࢆ㏻ࡋ࡚㣗≀ᢠཎឤస
㸦⤒⓶ឤస㸧

重症度の低いアトピー
性皮膚炎 SCORAD<20

3.91

1.70 – 9.00

0.001

 㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ඛ⾜ࡋ࡚ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡀ

重症度の高いアトピー
性皮膚炎 SCORAD>20

25.6

9.03 – 72.57

<0.001

Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾዷፎ୰ࡸᤵங୰ࡢ࠾ẕࡉࢇ
ࡀ㣗ࡓ㣗≀ࡀཎᅉ࡛Ꮚࡶࡀࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖

Flohr C et.al. J Invest Dermatol. 2014; 134: 345‐350

࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊஙඣᮇ᪩ᮇࡢ‵⑈ࡸ⇱⫙ࢆ
㏻ࡋ࡚㣗≀ᢠཎࡢឤసࢆཷࡅࡿ㸦⤒⓶ឤస㸧ࡇ

≉ࠊ⏕ᚋ㸯㹼㸲ࣨ᭶‵⑈ࢆⓎࡋࡓஙඣࡣࠊ
㸱ṓࡢࡢ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢࣜࢫࢡࡀ㧗࠸
湿疹の発症時期

修正
オッズ比

湿疹なし

1.00

生後１〜２ヶ月
で発症

7.28

3.86 – 13.74

<0.001

生後3〜4ヶ月で
発症

4.40

2.19 – 8.87

<0.001

95%信頼区域

ࡀ᭱ࡢ༴㝤ᅉᏊ࡛࠶ࡿࡇࡀࡇࡇᩘᖺ࡛ศࡾ
ࡲࡋࡓࠋࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡸ‵⑈ࡢ⓶ࡽ㣗

P値

≀ࡀධࡗ࡚ឤసࢆཷࡅ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡗ࡚࠸
ࡃࡇࡀศࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ
⏣ڦ㔝 㣗࡚ࡶ࠸࡞࠸ࡢࠊ⏕άࡢሙࡢࡇ
㣗≀ᢠཎࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍ㸽

国立成育医療センターのデータ

 ڦ▮ ⎔ቃ┬ࡢࠕ࢚ࢥࢳࣝㄪᰝࠖ
㸦Ꮚࡶࡢᗣ

Shoda T et.al. J Dermatol Sci 2016 84:144-148
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࠸࠺ᣦ௧ࡀฟࡉࢀࡲࡍࠋࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᛂ
⩏ሿᏛி㒔Ꮫࡢඛ⏕ࡀゎ᫂ࡋࡲࡋࡓࠋ⮫ᗋ

妊娠中や授乳中の母親が食べた食物
が原因で子どもがアトピー性皮膚炎
や食物アレルギーになるのではありま
せん

◊✲࡛ศࡗࡓࡇࡀ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡽࡶゎ᫂ࡉࢀ
ࡲࡋࡓࠋ⓶㣗≀ࡀࡃࠊ⓶ࡀⲨࢀ࡚࠸
࡞ࡅࢀࡤࡼ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⇱ࡋ࡚࠸ࡓࡾ⅖ࡀ࠶
ࡿࠊࡑࡢ㣗≀ᑐࡍࡿ ,J( ᢠయࢆసࡿຊࡀാ

乳児期早期の湿疹
や乾燥肌が食物抗
原に感作を受ける
最大の危険因子な
のです

࠸࡚ࡋࡲ࠺ࠊࡑࢀࡀࠕ⤒⓶ឤస࡛ࠖࡍࠋ᭱ึ⤂
ࡋࡓᡂ⫱་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮⤂ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㉥
ࡕࡷࢇࡶࠊ᳨ᰝ࡛㝧ᛶࢆ♧ࡋࡓ㣗≀ࡣࢺࣆ࣮
ᛶ⓶⅖ࡢཎᅉ࡛ࡣ࡞ࡃࠕ⤒⓶ឤసࠖࢆཷࡅࡓ⤖
ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ

⎔ቃ㛵ࡍࡿᅜㄪᰝ㸧࡛ᝈ⪅ࡉࢇࡢ⮬Ꮿ 

生後4ヶ月の男児アトピー性皮膚炎

㌺ࢆゼࡡࠊᒃ㛫ࡸࢸ࣮ࣈࣝࠊ㉥ࡕࡷࢇࡀᐷ࡚࠸ࡿ
ᕸᅋ࡞ᤲ㝖ᶵࢆࡅ࡚࣍ࢥࣜࢆ㞟ࡵࡲࡋࡓࠋ

生後1ヶ月から頭・顔に搔痒を伴う湿疹が出現、徐々に悪化し、全身
に拡大し、改善増悪を繰り返す。
生後2ヶ月、授乳中の母親は卵・乳の除去指導を受けたが改善せず。
生後3ヶ月、掻痒・掻破行動が悪化、下腿にも浸出液が出現。
ステロイド外用薬を塗布しても改善しないため、当科紹介受診。

ࡑࡢ࣍ࢥࣜࢆㄪࡓࡇࢁࠊ㉥ࡕࡷࢇࡢᐙᗞࡢ࣍
ࢥࣜࡍ࡚ࡽ༸ࡀ᳨ฟࡉࢀࡲࡋࡓࠋᾏእ࡛⾜ࢃ

血液検査をしたところ多種類の食物抗原が陽性を示した

ࢀࡓㄪᰝ࡛ࡶ 㸣࡛ࡋࡓࠋⱥᅜ࡛ࡣ㞳ங㣗ࡽ

卵白:>100
(UA/ml)
卵黄: 27.00
牛乳: 1.32
検査で陽性を示した食べ物はアトピー性皮
小麦: 24.40
膚炎の原因ではなく、経皮感作を受けた結
米: 22.40
バナナ: 12.60
果を示している
大豆: 0.35>
ヤケヒョウヒダニ:<0.35

㣗ࡿࡇࡀከ࠸ࣆ࣮ࢼࢶࢆㄪࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡸ
ࡣࡾ 㸣ࡢᐙᗞ᳨࡛ฟࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢᅜ࡛ከ
ࡃᾘ㈝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㣗≀ࡣ࣍ࢥࣜࡢ୰ྵࡲࢀ࡚ࡋ
ࡲ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡶ⓶ࡀṇᖖࡔࡗࡓࡽ⤒⓶ឤస
ࢆཷࡅࡲࡏࢇࠋࡇࢁࡀ⓶ࡀ⇱ࡋ࡚࠸ࡓࡾ‵
⑈ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ⛬ᗘࡀࡦ࠸⤒⓶ឤసࢆཷࡅ

⏣ ڦ㔝 ࡶ࠺୍ࡘࠊ
ࠕ㞳ங㣗ࡢ㛤ጞࢆ㏦ࡽࡏࡓ᪉ࡀ

࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡍࠋᮏேࡀ㣗࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶᐙ࡛ㄡ

࠸࠸ࠖ࠸࠺ኌࢆ⪺ࡃࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢⅬࡣ

ࡀ㣗࡚࠸ࡿ࣍ࢥࣜ㣗≀ᢠཎࡀྵࡲࢀࡿࡢ

࠺࡛ࡋࡻ࠺㸽

࡛ឤసࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ڦ▮ ࡇࢀࡶ࡞㉁ၥ࡛ࡍࡡࠋ
ࠕ㞳ங㣗ࡢ㛤ጞ
⏣ڦ㔝 ⓶ࢆ㏻ࡋ࡚㣗≀ࡀయࡢ୰ධࡗ࡚࠸

ࢆ㐜ࡽࡏࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡢࠖ࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡶ᭱㏆ࠊ

ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
ࠕ⤒⓶ឤసࠖࢆࡶ࠺ᑡࡋศ

Ỵ╔ࡀࡘࡁࡲࡋࡓࠋࡘ࡚ࠕ༸ࡢࣞࣝࢠ࣮࡞

ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋ࡚ࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠋ

ࡿᏊࡀከ࠸ࡢ࡛༸ࢆ㣗ࡿࡢࡣࠊᛕࡢࡓࡵ㐜ࡽ
ࡏࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࠖࡉࢀࠊ㸰ࠊ㸱㸮ᖺ๓ࡣࠊ㞳ங㣗

ڦ▮ ㉥ࡕࡷࢇࡣỈᖹ⏕άࠊࡘࡲࡾᗋᩜ࠸ࡓ

ࢆጞࡵࡿ⏕ᚋ༙ᖺ࡛ࡣ࡞ࡃ  ṓ࡞ࡗ࡚ࡽ㣗

ᕸᅋࡢୖ࡛ከࡃࡢ㛫ࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋࡑࡢ

ࡉࡏ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ⚾ࡢፉࡶ༸ࣞࣝࢠ࣮ࡋ࡞࠸

ᗋ࡞࠶ࡿ࣍ࢥࣜࡀ㉥ࡕࡷࢇࡢ⓶╔ࡋࡲ

ࡼ࠺  ṓࡲ࡛㣗ࡉࡏࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋᖾ࠸‵

ࡍࠋ⓶ࡀṇᖖ࡛࠶ࢀࡤ⓶ࢆ㏻ࡋ࡚యෆ㣗

⑈ࡀ࡞ࡗࡓࡢ࡛༸ࣞࣝࢠ࣮ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇ࡛

≀ࡀධࡗ࡚࠸ࡃࡇࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⓶‵⑈

ࡋࡓࠋࡑࡢࡣ⚾ࡶࠕ༸ࢆ㣗ࡿࡢࡀ㐜ࡗࡓࡢ

ࡀ࠶ࡾࠕࣂࣜᶵ⬟ࠖࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿ㝽㛫ࡽ

࡛༸ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡽࡎ῭ࢇࡔࡢ࡞ࠖᛮࡗ

ᰁࡳ㎸ࡴࡼ࠺ධࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋධࡾ㎸ࢇࡔ㣗

࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢᚋࠕࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡇࡀ

≀ࡣ⓶ࡢୗࡽ⭎ࢆఙࡤࡋ࡚ࡁࡓࠕච⣽⬊ࠖ

ド᫂ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࣜࣥࣃ⠇㐠ࡤࢀࠊ
ࠕ,J( ᢠయࢆసࢀࠖ
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ร㞳ங㣗ࢆ㐜ࡽࡏ࡚ࡶ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮Ⓨ
ࢆண㜵࡛ࡁ࡞࠸

ࡿࠊࢫ࢚ࣛࣝ࠸ࡿࣘࢲࣖேࢇࣆ

 㞳ங㣗ࠊ≉༸ࡸࣆ࣮ࢼࢶࢆ㣗ࡉࡏࡿࡢࢆ㐜

ேࡣࡓࡃࡉࢇࡢࣆ࣮ࢼࢶࣞࣝࢠ࣮ࡢᏊࡶࡀ

ࡽࡏࡿࡇ࡛㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢⓎࢆண㜵ࡍࡿຠ

࠸ࡿࠊࠕ࠾ࡋ࠸ࡌࡷ࡞࠸ࠖࠕࡶࡋࡍࡿ᪩ࡃ

ᯝࡀ࠶ࡿࡘ࠸࡚ࠊ᭱ึⱥᅜࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀࠕࡑ

ࣆ࣮ࢼࢶࢆ㣗ጞࡵࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ

࠺ࡋࡓຠᯝࡣ࡞࠸ࠖࡇࢆド᫂ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ◊

ⱥᅜࡢᑠඣ⛉་ࡀ㸳ᖺࡀࡾ࡛◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ

✲⤖ᯝࢆ⤂ࡋࡲࡍࠋஙඣᮇࡽࣆ࣮ࢼࢶࢆ㣗

㸰ᖺ๓◊✲⤖ᯝࡀⓎ⾲ࡉࢀࠊࡑࢀࡲ࡛ⓙࠊㄗゎ

࡚࠸ࡓ⥳ࡢ⩌ࡢᏊࡶࡣࠊ㸳ṓࡲ࡛ࣆ࣮ࢼࢶࢆ㣗

ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀศࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠕࣆ࣮ࢼࢶࢆ㣗ࡿ

࣮ࢼࢶࣞࣝࢠ࣮ࡣ࡞࠸ࡢࠊⱥᅜ࠸ࡿࣘࢲࣖ

ࡢࢆ㐜ࡽࡏ࡚࠸ࡓࡇࡀࠊ㏫ࣆ࣮ࢼࢶࣞࣝࢠ
湿疹のあるハイリスク乳児は、乳児期からピーナツを摂取したほ
うが5歳まで除去した場合よりピーナッツアレルギーが少ない
脱落者も含めて解析（ＩＴＴ解析）

࣮ࡢᏊࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡓࠖࡇࡀศࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ

脱落者を除いて解析（PPT解析）

ڦᅬ㒊 ྠᵝ▮ඛ⏕ࡓࡕᡂ⫱་⒪◊✲ࢭࣥࢱ
࣮ࡀ⾜ࡗࡓ༸ࣞࣝࢠ࣮ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀὀ┠ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ࠕ㞳ங㣗ࡢ㛤ጞ
 ڦ▮ ࡇࢀࡶ࡞㉁ၥ࡛ࡍࡡࠋ
5歳まで
除去群

乳児期
開始群

5歳まで
除去群

乳児期
開始群

⅖ࡢᏊࡣ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࢆⓎࡍࡿࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࠖ
ศࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ⏕ᚋ㸲㹼㸳࢝᭶ࡢࢺ

Du Toit et.al. NEJM 2015

࡞ࡗࡓ⩌ࡢᏊࡶẚࣆ࣮ࢼࢶࣞࣝࢠ࣮

ࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢ㉥ࡕࡷࢇⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊཝ

ࡀᑡ࡞࠸ࡇࡀศࡾࡲࡍࠋࠕ,77 ゎᯒࠖ࠸࠺ࠊ

ᐦ࡞◊✲ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢ㉥ࡕࡷࢇࢆࠊ༸ࢆ㣗

㏵୰࡛◊✲ཧຍࢆṆࡵࡓࡾᘬࡗ㉺ࡋ࡞࡛ᢤࡅ࡚

成育アレルギー科卵アレルギー予防研究

ࡋࡲࡗࡓேࢆࠕⓎࡋࡓࠖࡳ࡞ࡋ࡚ࡶⓎࡋࡓ

加熱全卵粉末
７ｇ（ゆで卵32g
相当）で負荷
試験

ランダム化割り付け

ேࡣ 㸣ࠊ᭱ᚋࡲ࡛◊✲ຍࢃࡗࡓேࡔࡅ࡛ศ
ᯒࡋࡓࠕ337 ゎᯒ࡛ࠖࡣࠊࢇⓎࡋ࡚࠸࡞

4ヶ月

࠸㸦㸣㸧ࡇࡀศࡾࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾஙඣᮇ

6ヶ月

参加登録

ࡽࣆ࣮ࢼࢶࢆ㣗ࡓ㉥ࡕࡷࢇࡣࣆ࣮ࢼࢶࣞࣝࢠ

対象はアトピー
性皮膚炎の乳児

࣮ࢆࢇⓎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢẚࠊ ṓࡲ࡛

湿疹の治療を先
行して開始した

9ヶ月

12ヶ月 (月齢)

卵群
加熱全卵粉末５０ｍｇ
（≒ゆで全卵 0.2 g）

卵群
加熱全卵粉末２５０ｍｇ
（≒ゆで全卵 1.1g）

プラセボ群
同量のカボチャ粉末

プラセボ群
同量のカボチャ粉末

㣗࡞ࡗࡓேࡣ 㸣ࡶⓎࡋࡓᐇࡀ᫂ࡽ
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
⏣ڦ㔝 ࣆ࣮ࢼࢶࣞࣝࢠ࣮ࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ

ࡿ⩌ࠊ༸ࡢࡼ࠺ぢ࠼ࡿ࢝࣎ࢳࣕ⢊ᮎ㸦ࣉࣛ

㉥ࡕࡷࢇࡢࡽࣆ࣮ࢼࢶࢆ㣗ࡓ᪉ࡀⰋ࠸࠸

ࢭ࣎㸧ࢆ㣗࡚ࡶࡽ࠺⩌ศࡅࡲࡋࡓࠋࡕࡽࡀ

࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

༸ࣉࣛࢭ࣎ࡣぢࡓ┠࡛ࡣࡃศࡾࡲࡏࢇࠋ
㣗࡚࠸ࡿᮏேࡶ࠾ẕࡉࢇࡶ㣗ࡉࡏࡿ་ᖌࡶ

ڦ▮ ⱥᅜ࡛ࡣࣆ࣮ࢼࢶࣞࣝࢠ࣮ࡀከࡃᛧ࠸

ࡕࡽࢆ㣗࡚࠸ࡿศࡽ࡞࠸ࠊ
ࠕࢥࣥࢺ࣮࣮ࣟࣛࠖ

ࡢ࡛ࠊ㛗ᖺࠊ
ࠕᛕࡢࡓࡵ㝖ཤࡋࡲࡋࡻ࠺ࠖ࠸࠺

࠸࠺ᙺࡢேࡀࡾࡅ࡚㣗࡚ࡶࡽ࠸◊✲ࡀ

ᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ་ᖌࡶᝈ⪅ࡶࡑ࠺ᛮࡗ

⤊ࢃࡿࡲ࡛ࡕࡽࡢ⩌ࡾࡅࡽࢀࡓศࡽ

࡚㣗ࡉࡏࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ୍᪉ࢫ࢚ࣛࣝࡢேࡓ

࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠊ࡚ࡶཝᐦ࡞◊✲ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࡕࡣஙඣᮇࡽࣆ࣮ࢼࢶࢆ㣗࡚࠸ࡲࡋࡓࠋⱥᅜ

ࡑࡋ࡚ࡑࡢᏊࡶࡓࡕࡀ  ࢝᭶࡞ࡗࡓࠊ
ࡺ࡛༸ࢆ༙ศ㣗࡚ࡶࡽ࠺㈇Ⲵヨ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚༸

࠶ࡿࣘࢲࣖேᏛᰯࢫ࢚ࣛࣝࡢࣘࢲࣖேẚ
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ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡗࡓࡢ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࡢㄪࡲࡋࡓࠋ

⓶⅖ࡢ⒪࡛࠺ࢫࢸࣟࢻ㌾⭯ࢆ་ᖌࡀᚲせ

ࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ
ࠕ,77 ゎᯒ࡛ࠖㄪࡓࡇࢁ⏕ᚋ  ࢝

࡞㔞ࢆฎ᪉ࡋ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ࡞ࢇ࡞ࡃᛧ࠸ࠖ

᭶ࡽ༸ࢆ㣗ࡓ㉥ࡕࡷࢇࡣ 㸣ࡀ༸ࣞࣝࢠ࣮

ࡸࡣࡾᚲせ࡞㔞ࢆࡁࡕࢇሬࡗ࡚࠸࡞࠸ᐇែࡶ

࡞ࡾࠊࡰࡕࡷࡢ⢊ᮎࢆ㣗࡚࠸ࡓࠊࡘࡲࡾ༸

࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢇ࡞ㄗゎࡣ࠺ࡋࡓࡽゎࡅࡿࡢ࡛ࡋ

ࢆ㣗࡚࠸࡞ࡗࡓ㉥ࡕࡷࢇࡣ 㸣ࡀ㣗≀ࣞ

ࡻ࠺㸽

ࣝࢠ࣮࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࢢࣛࣇྑഃࡢࠊ᭱ᚋࡲ
࡛ᡭ㡰ࢆᏲࡗࡓ㉥ࡕࡷࢇࡔࡅࡢ㹹337 ゎᯒ㹻࡛ࡣ
༸ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡗࡓேࡣ  ே
㸦㸣㸧
ࡔࡅ࡛ࡋࡓࠋ

ร㐺ษ࡞ࢫ࢟ࣥࢣ࡛ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢ
Ⓨࢆண㜵
ڦ▮ ᅬ㒊ࡉࢇࡽෑ㢌⤂ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠊ
㐺ษ࡞ࢫ࢟ࣥࢣࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖

加熱卵を生後6ヶ月から少量食べた乳児のほうが
12ヶ月の時の卵アレルギーの発症が少なかった

8割の予防効果あり
プラセボ群
卵摂取群

ࡐࡦ࠾ẕࡉࢇࡓࡕ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ෆᐜ࡛ࡍࠋ

Per-protocol analysis
卵アレルギーの発症率(%)

卵アレルギーの発症率(%)

All participants

ࡢⓎࢆண㜵࡛ࡁࡿ࠸࠺◊✲ࢆ⤂ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᅜ❧ᡂ⫱་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ಖ‵⣧ᗘࡢ㧗࠸

9割の予防効果あり
プラセボ群
卵摂取群

ⓑⰍ࣡ࢭࣜࣥ㸦ࠕࣉࣟ࣌ࢺࠖ㸧ࢆ࠸ࠊಖ‵ࢆ
࠺ࢢ࣮ࣝࣉࢃ࡞࠸ࢢ࣮ࣝࣉࢆẚ㍑ࡍࡿ◊✲ࢆ
⾜࠸ࡲࡋࡓࠋᡂ⫱་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛⏕ࡲࢀࡓ㉥
ࡕࡷࢇࡣධ㝔୰࡛ࡶ⇱ࡋ࡚ࡁࡓሬࢀࡿࡼ

指示を守った
人だけで解析

࠺ࠕࣉࣟ࣌ࢺࠖࢆฎ᪉ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⚾ࡓࡕࡢ◊✲
࡛ࠕࣉࣟ࣌ࢺࠖࢆࡗࡓ㉥ࡕࡷࢇࡣ  ᪥ᖹᆒ 

ร᪩ࡃࡽ㣗ࡓ᪉ࡀ༸ࣞࣝࢠ࣮ࢆ㜵ࡄ
ຠᯝ

㹼 ࢢ࣒ࣛࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ୍᪉ࠊಖ‵ࢆሬࡗ

ࡇࡢ㸰ேࡶ  ࢢ࣒ࣛ࠸࠺ᑡ࡞࠸㔞ࢆ㣗࡚

ࡋࡓࠋᐇ㉁ⓗࡣಖ‵ࢆࡗࡓࢢ࣮ࣝࣉࢃ

࠸ࡓ㛫ࡣࡃ≧ࡀฟࡎࠊ ࢢ࣒ࣛ㣗࡚ࡶࡽ࠺

࡞ࡗࡓࢢ࣮ࣝࣉࡢẚ㍑࡛ࡍࠋಖ‵ࢆ࠺ࢢࣝ

㈇Ⲵヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ≧ࡀฟࡓࠊࡑ࠺ࡋุ࡚ᐃ

࣮ࣉࡢ࠾ẕࡉࢇࡣ㏥㝔ࡲ࡛㉥ࡕࡷࢇࡢࠕࢫ࢟

ࡋࡓ⤖ᯝ࡛ࡍࠋࡇࡢ◊✲ࡼࡗ࡚༸ࡶ㣗ጞࡵࡿ

ࣥࢣࠖࡢ᪉ἲࢆᩍ࠼ࠊ୍᪥୍ᅇ௨ୖࡢࠕࢫ࢟ࣥ

ࡢࢆ㐜ࡽࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ᪩ࡃࡽ㣗࡚

ࢣࠖࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࡓ㉥ࡕࡷࢇࡣ  ᪥࠶ࡓࡾ㸵a㸶ࢢ࣒ࣛࡗ࡚࠸ࡲ

࠸ࡓ᪉ࡀ༸ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡿࡢࢆ㜵ࡄண㜵ຠᯝࡀ

国立成育医療研究センターアレルギー科＋皮膚科 の共同研究
チームも産科・薬剤部・研究所の協力を得てRCTをしました

࠶ࡿࡇࡀド᫂ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇࡇᩘᖺࡢ

Application of moisturizer to neonates prevents
development of atopic dermatitis

◊✲࡛ࠊ
ࠕ㣗ጞࡵࡿࡢࢆ㐜ࡽࡏࡿࡇࡀ㣗≀ࣞ

K.Horimukai et al：Allergy Clin Immunol;134(4):824‐830,2014

ࣝࢠ࣮ࢆቑࡸࡍཎᅉ࡞ࡿࠖࡇࡀศࡗ࡚ࡁࡲ

生後1週間未満の新生児期から保湿剤を使用したスキンケアを予防的に行うことで、
アトピー性皮膚炎の発症予防効果が得られるかどうかを検証するランダム化比較試
験を行いました

ࡋࡓࠋ
ࠕ㞳ங㣗࡛༸ࡸࣆ࣮ࢼࢶࢆ㣗ጞࡵࡿࡢࢆ㐜
ࡽࡏࡿࡇ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢⓎࢆண㜵ࡍࡿຠ

毎日使用

ᯝࡣ࡞࠸ࠖࡇࡀศࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ

乾燥時のみ使用
介入群

対照群

ڦᅬ㒊 ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡣ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࢆⓎ
ࡍࡿࣜࢫࢡࢆ㧗ࡵࡿࠊࡑࡢࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢ
Ⓨࢆண㜵࡛ࡁࡿࡍࡿ▮ඛ⏕ࡓࡕࡢ◊✲ࡣ࠾

ͤࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࡢලయⓗ࡞᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣู㡯

ẕࡉࢇࡓࡕࡢࡁ࡞ᕼᮃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡶࡲ

ࢆཧ↷

ࡔࡑࡢ⪃࠼ࡣᬑཬࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࠕ▼㮯ࢆࡗ࡚ࡣ
࠸ࡅ࡞࠸ࠖᣦᑟࡍࡿ་ᖌࡶ࠸ࡲࡍࠋࢺࣆ࣮ᛶ
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รࡶࡶ⇱ࡋࡸࡍ࠸㉥ࡕࡷࢇᜠᜨ

新生児期のTEWLが高い（乾燥し易い）とアトピー性皮膚炎を発
症し易い。しかし、保湿剤を塗布することで発症を抑制できる

 ڦ▮ ⤒㐣ࡶࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖㸦$'㸧ࢆ
Ⓨࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ㉥࠸⥺ࡀಖ‵ࢆࡗ࡚ࠕࢫ

保湿剤塗布群

コントロール群

࢟ࣥࢣࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㉥ࡕࡷࢇࠊ㟷࠸⥺ࡀᐇ㉁
ⓗࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࢆࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓ㉥ࡕࡷࢇࠊ

ＡＤ/湿疹 累積罹患率
AD/湿疹を発症するまでの期間は介入群が無処置群に比べ有意に延長し、
介入群のAD/湿疹の累積罹患率は、無処置群に比べ低かった。
1.0

A
D
／
湿
疹
累
積
罹
患
率

介入群（n=50）

K. Horimukai et al. / Allergology International 65 (2016) 103e108

無処置群（n=49）

0.8

p =0 .012, log-rank検定

0.6

⏣ڦ㔝 ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡸ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢⓎ

0.4

ࢆண㜵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡽࠊࢀ࠾ẕࡉࢇ

0.2

ࡓࡕࡢᏳࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠊ⪃࠼ࡓࡔࡅ࡛ࡶࢃࡃࢃ
ࡃࡋࡲࡍࠋࣞࣝࢠ࣮ᝈᑐ⟇ᇶᮏἲᇶ࡙࠸࡚

0.0
0

10

20

30

週間（生後）

ࡲࡵࡽࢀࡓᅜࡢࠕࣞࣝࢠ࣮ᝈᑐ⟇ࡢ᥎㐍

Elsevierより許可を得て、Horimukai K et al. Application of moisturizer to neonates prevents development of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol;134(4):824-830, 2014より改変

㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ᣦ㔪ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠊ

⇱ࡋࡓሙᡤࠕࣉࣟ࣌ࢺࠖࢆሬࡗ࡚࠸ࡓ㉥ࡕࡷ

ࣞࣝࢠ࣮ࡘ࠸࡚ࡶ㐺ษ࡞ࠕಖᣦᑟࠖࡸࠕ

ࢇ࡛ࡍࠋࡔࢇࡔࢇᕪࡀࡘ࠸࡚ࡁ࡚ࠊ⏕ᚋ  ࢝᭶ࡢ

ሗᥦ౪ࠖࢆ⾜࠺ࡇࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡲࡋࡓࠋᆅᇦࡢ

ẁ㝵࡛ࠊ
ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㉥ࡕࡷࢇࡣ᫂

ಖࢭࣥࢱ࣮࡞࡛⾜࠺デ࡞ࡢ㝿ࠕࢫ࢟ࣥ

ࡽࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢⓎࡀᑡ࡞࠸ࡇࡀศ

ࢣࠖࡢษࡉࢆఏ࠼ࡿࡇࡣࠊࣞࣝࢠ࣮ࡢⓎ

ࡾࡲࡋࡓࠋ≉ಖ‵ࢆሬࡿࡇ࡛ᜠᜨࢆཷࡅ

ண㜵ࡘ࡞ࡀࡿࡁ࡞ពࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡓ㉥ࡕࡷࢇࡣࠊࡶࡶ⇱ࡋࡸࡍ࠸㉥ࡕࡷࢇ࡛

᪥ࡣಖᖌࡉࢇ࡞⾜ᨻࡢ᪉ࠎࡶከᩘཧຍࡉࢀ

ࡋࡓࠋ

࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡢ

7(:/㸦WUDQVHSLGHUPDOZDWHUORVV㸻⤒⓶Ỉศ

ࢻࣂࢫࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ᩓ㔞㸧࠸ࡗ࡚⓶ࡽỈศࡀⓎࡋ࡚࠸ࡃࢫ
ࣆ࣮ࢻࢆ

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡑࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀ㏿

รࠕண㜵ࠖࡘ࡞ࡀࡿࠕಖᣦᑟࠖࡀ

࠸⇱ࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⏕ࡲࢀࡘࡁ⇱ࡋ

ڦ▮ ಖ‵ࢆሬࡗ࡚ࡶࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࢆⓎ

ࡸࡍ࠸㉥ࡕࡷࢇ࡛ࡣࠊಖ‵ࢆሬࡗ࡚࠸࡞࠸ࠕࢥ

ࡍࡿேࡣ࠸ࡲࡍࡽࠊಖ‵ࢆሬࢀࡤㄡ࡛ࡶⓎ

ࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌࡛ࠖࢇࢇࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࢆⓎ

ࢆண㜵࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡋࡋಖ‵

ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ ࢝᭶࡛⣙  ࡢ㉥ࡕࡷࢇࡀ

ࢆሬࡿࡇ࡛ࠊࡑࡢࡲࡲࡋ࡚࠾ࡅࡤࢺࣆ࣮

ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ⇱

ᛶ⓶⅖ࢆⓎࡋ࡚ࡋࡲ࠺㉥ࡕࡷࢇࡣ᫂ࡽᜠ

ࡋࡸࡍ࠸⫙࡛⏕ࡲࢀࡓ㉥ࡕࡷࢇ࡛ࡶࠊಖ‵ࢆሬ

ᜨ࠶ࡎࡿࡇࡀฟ᮶ࡲࡍࠋ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓ㉥ࡕ

ࡗࡓࢢ࣮ࣝࣉࡢ㉥ࡕࡷࢇࡢⓎ⋡ࡣࠊ⏕ࡲࢀࡘࡁ

ࡷࢇࢆぢࢀࡤࠕࡇࡢᏊࡣ⇱⫙ࡔ࡞ࠖศࡾࡲ

⇱ࡋࡸࡍࡃ࡞࠸㉥ࡕࡷࢇྠࡌ࡛ࡋࡓࠋࡘࡲࡾ

ࡍࡽࠊࡑ࠺࠸࠺㉥ࡕࡷࢇࡣಖ‵ࢆሬࡗ࡚࠶

⏕ࡲࢀ࡚ࡽఱࡶࡋ࡞࠸࡛࠸ࡿࢺࣆ࣮ᛶ⓶

ࡆࡿࠊ㝔⾜ࡃ๓ࡢࠕண㜵ࠖࡋ࡚ࡋࡗࠕಖ

⅖࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㉥ࡕࡷࢇࡶࠊ㐺ษಖ‵ࢆ

ᣦᑟࠖࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡗ࡚࠸ࡅࡤࠊ⇱ࡋ࡞࠸ᬑ㏻ࡢ㉥ࡕࡷࢇྠࡌࡃ
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ࠕᅜࡣࠊࣞࣝ
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ࢠ࣮ᝈࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿࡇࡀ

- 16 -

ከ࠸ಖᖌࠊຓ⏘ᖌࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࠊᰤ㣴ኈཬࡧㄪ
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ࢆ➨୍⪃៖ࡋࠊຠᯝࡢᮇᚅ࡛ࡁࡿ᭱ᑠࡢ⥔ᣢ㔞

ࡏࠊ᪥ᖖⓗᛁࡋ࠸ᑓ㛛⫋ࡢ᪉ࠎࡀά⏝࡛ࡁࡿࠊ

ࡼࡿ⤒ཱྀච⒪ἲࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᅇࡢ㇟
ࡀ㉳ࡇࡗࡓᛴ㏿ච⒪ἲ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖࡉࢀ

アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針
第５

࡚࠸ࡲࡍࠋ࠺㐪࠺ࡢ࡛ࡍ㸽

その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項

（１） アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上のための
施策に関する事項
ア ）国は、アレルギー疾患を有する者への対応が求められること
が多い保健師、助産師、管理栄養士、栄養士及び調理師等
（以下「保健師等」という。）がアレルギー疾患への対応に
関する適切な知見を得られるよう、地方公共団体に対して、
関係学会等と連携し講習の機会を確保することを求める
イ） 国は、保健師等の育成を行う大学等の養成課程におけるアレ
ルギー疾患に対する教育を推進する
ウ ）国は、保健師等のアレルギー疾患に係る知識及び技能の向上
に資するため、これらの職種に関連する学会等が有する認定
制度の取得等を通じた自己研鑽を促す施策等の検討を行う

ร⤒ཱྀච⒪ἲࡣࠕᑡ㔞ࡽࠖ
ࠕ≧ࢆ㉳ࡇ
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ࡽ㣗ࡓ᪉ࡀ༸ࡢ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡾࡃ࠸
࠸࠺ヰࢆࡋࡲࡋࡓࡀࠊᐇࡣࡑࢀࡣࢥࢶࡀ࠶ࡾ

「アレルギー疾患保健指導マニュアル」作成の必要
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アレルギー反応を起こすと、その食物がどんどん嫌いになります
だから、楽しく安全に食べないと治療する意味がなくなります
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皮膚の構造と働き

赤ちゃんがお肌のトラブルを起こしやすい理由

頑丈な壁を作る

毛孔

①表皮(0.2mm)

汗孔

皮膚の外界層で、水分の蒸
発、異物の侵入、紫外線な
どから人体を防御する

皮脂を作る
脂腺

④刺激が多い

③汗をかきやすい
・汗をつくる腺の数は大人と同じ

③皮下組織(2mm〜)

体の面積は小さいぶん、汗の腺が密集

脂肪の蓄積、断熱、鈍的外
力から人体を守る

汗を作る

・皮脂の分泌は大人の1/3
・水分を保つ能力が低い
新生児〜3か月頃は皮脂の分泌が活発
脂漏性湿疹になることもある

付属器がある
（毛・汗腺・神経など）

アポクリン汗腺

②乾燥しやすい

表皮の厚さは大人の1/2

②真皮(2mm)

エクリン汗腺

①薄い
・赤ちゃんの皮膚はとても薄い！

・汗をかく機会が多い

・よだれ、涙など
・食べこぼし、指しゃぶり
・密着している面が大きい

（ハイハイ、抱っこ、ベビーカーなど）

バリア機能の弱くて、刺激も多い
こどもの地図帳より

放っておく

スキンケア

肌トラブルを起こしてしまう

・とびひや、みずいぼ になりにくい

・乳児湿疹/脂漏性湿疹
・アトピー性皮膚炎
・食物アレルギー？
・とびひ
・みずいぼ など

・アトピー性皮膚炎や食物アレルギーの予防
・お母さんも子どももニコニコ

カサカサ
じゅくじゅく

しっとり・すべすべ

機嫌が悪くなる

など

だから、毎日のスキンケアが大切

9

10

乳児アトピー性皮膚炎の児に対するアプローチ

スキンケアってなあに

湿疹の出現

泡で洗うこと

詳細な問診

症状や時間経過、年齢、栄養方
法、環境因子、家族歴、服薬歴な
ど

1. スキンケア指導
2. ステロイド軟膏を中心とした薬物療法
3. 環境整備

汗・汚れ・バイ菌などを
取り除いて清潔にする

良くならな
かったら

良くなったら

そのまま治療継続

湿疹のある子を見たら
1. スキンケアの 再指導
すぐに食物アレルギーを
2. ステロイド軟膏のランクの 見直し
疑うのではなく、
皮膚の標準治療が行われて
3. 環境整備の 再指導
いるか確認してください
良くならな
良くなったら
そのまま治療継続
かったら

保湿剤を塗ること
保湿剤を塗って乾燥を防いで
バリア機能を強くする

・悪化する原因の見直し
・血液検査や皮膚テストなど

できるだけ具体的に、そして実際にやって
みながら指導することが大切！

検査陽性

経母乳の除去試験で湿疹が改善するか確認

ステロイドって何？

湿疹をどのように治すのか

 私たちの体（副腎皮質）で作られるホルモン
 生きていくうえで重要なホルモン
（別名“ストレスホルモン”）
・炎症を抑える
・血圧のコントロール
・血糖をあげるなど

相手が何者か分からないから怖い…
相手を知れば怖くない！

1. スキンケア指導
2. ステロイド軟膏を中心とした薬物療法
3. 環境整備

アトピー性皮膚炎ハンドブック より
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ステロイド軟膏の役割

ステロイド軟膏の種類

 ステロイド軟膏は皮膚で起こっている炎症(炎)を抑える(消す)
効果がある。
 使い方のこつ ステロイドはゆっくり減らす
（種火が消えるまで水をかけ続ける）
まだまだ！
最後までしっかり消す

アトピー性皮膚炎ハンドブック より

ステロイド軟膏に関するうわさ

ステロイド軟膏の副作用
 皮膚が薄くなる
皮膚線条（妊娠線のような亀裂）

Q：ステロイド軟膏をぬるとお肌が黒くなる？

使用をやめればほとんどが治る
ダラダラ使うのが一番悪い

A：黒くなりません。

炎症があるところでは黒ずみのもとであるメラニンを
たくさん作っています。ステロイド軟膏を塗ると
お肌の表面の赤みがとれて黒ずみが見えてくるのです。
炎症を放置すると、黒ずんでゴワゴワしお肌になります。

 皮膚感染症
水いぼ（伝染性軟属腫）、とびひ（伝染性膿痂疹）
毛嚢炎、真菌などの皮膚感染が起こりやすい
 部分的な多毛（塗った場所が毛深くなる）
 毛細血管の拡張

Q：ステロイドが体に蓄積する？

 創傷治癒の遅延（傷が治りにくい）

A：ステロイド軟膏が体に蓄積することはありません。
軟膏が体内に吸収されることはほとんどありませんが、
吸収されても体の中で分解されてしまいます。

必要なときにはしっかりとステロイドを使う
皮膚状態を早く改善することが一番の予防策！

アトピー性皮膚炎について一緒に考えましょう より

ステロイド軟膏に関するうわさ

ステロイド軟膏に関するうわさ

Q：長期間使っているとステロイドが効かなくなる？

Q：ステロイド軟膏をぬるとすぐに効いたので
強過ぎるのでは？

A：ステロイドが効かなくなることはありません。

A：強すぎるということではありません。
皮膚の炎症程度に合った強さのステロイド軟膏が
処方されているということです。効いたからとすぐ
にやめてしまうのではなく、医師から指示された
期間まで塗りましょう。良くなればステロイド軟膏
の強さを変えたり、塗る頻度を減らしたりステロ
イド軟膏を減らしていくことができます。

皮膚の炎症の程度にステロイドの強さが合っていなか
ったり、炎症がとれきれてないのにすぐに薬をやめて
しまい、徐々にかゆみ→かくの悪循環から皮膚の炎症が
以前より悪化しているのかもしれません。そうすると
塗っても効かないと思うかもしれません。
現在ある皮膚の状態に合った強さのステロイド軟膏を
使うことが大切です。定期的に受診することが大切です。

アトピー性皮膚炎について一緒に考えましょう より

アトピー性皮膚炎について一緒に考えましょう より

お風呂で気をつけたいこと

お風呂からあがったらすぐ保湿

お湯の温度

保湿剤の機能
エモリエント効果：油の膜を作って水分の蒸発を防いで潤い保つ

・37〜38Υ（子宮の中の温度に近い）
・湯船にながくつかるのは避ける

ワセリン・プラスチベース・ベビーオイルなど
シアバター・ホホバオイル・椿油・オリーブオイルなど

誰と入る？

・お母さんでもお父さんでもOK
お肌の調子が悪いときはケアに
自信がある人が◎
・熱いお風呂が好きな人とは要注意

モイスチャライザー効果：成分が水と結びついて水分を保持する

（ヘパリノイド・セラミド・尿素・ヒアルロン酸などが含まれているもの）

たとえば、ヒルドイド・キュレル・ミルふわ・ママ＆キッズなど

石けん・ボディーソープ

・こども用の製品であればなんでもOK
・頭皮はシャンプーを使う
・何を使うかよりも、しっかり流すことが大切
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お風呂からあがったらすぐ保湿

日常で気をつけたいこと

軟膏・クリーム・ローション
カバー力

べたつき

高い

多い

軟膏

刺激性

どんな成分が良いの

クリーム
ローション

高い

・セラミド
・ヘパリノイド
・ビタミンE

傷やじゅくじゅくにはローションしみるかも

子どもの衣服やタオル

・肌触りのよいものを選ぶ
・木綿でもゴワゴワは避ける
・お母さんの上半身の衣服にも配慮

など

口まわりや頬の保護

保湿剤の選び方

・食事の前にワセリンを塗って保護
・食後は軽く洗って保湿

爪のケア

・こまめに切りましょう

“ご自身の化粧品を選ぶ気持ちで選んでください”
・お肌にあうものを選ぶ
・できるだけシンプルなものを選ぶ
・季節で変える（夏はさっぱりタイプ、冬はしっとりタイプ）

ベビーカーやチャイルドシート

・結構暑い！（夏はアスファルトからの照り返し）
・チャイルドシートに直射日光が当たらない工夫も◎

何を選ぶかよりも、毎日欠かさず塗ることの方が大切

湿疹ができてしまったら

食物アレルギーを予防するために
ネット検索
する前に

早めに医師に相談しましょう
いつ頃からどの部位からか記録しましょう
写真を撮りましょう
かゆみの悪循環

痛そうでもしっかり洗って流す

z 離乳食をきちんと進めて、
バランスの良い食事を心がけましょう

掻く

かゆみ

・スキンケアの方法の見直し

z スキンケアで皮膚のバリア機能を整えましょう

増悪
あっという間に悪化

・時に炎症をとるためのステロイド薬
心配しないで使うときはしっかり使う

㸦㸰㸧㸦⊂㸧⎔ቃ⏕ಖᶵᵓࡢ㈨ᩱ
ࠕࡐࢇᜥᝏண㜵ࡢࡓࡵࡢ
ᑠඣࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࣁࣥࢻࣈࢵࢡࠖ
https://www.erca.go.jp/yobou/pamphlet
/form/00/archives_1028.html
㸦⊂㸧⎔ቃ⏕ಖᶵᵓࡀⓎ⾜ࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠋ
ࡐࢇᜥࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢ㛵㐃ᛶࡸࠊࢺࣆ࣮ᛶ
⓶⅖ࡢ㐺ษ࡞デ᩿ࠊ⒪ࠊᑐᛂࡘ࠸࡚ Q㸤A ᪉ᘧ
࡛ศࡾࡸࡍࡃࡲࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠐ㸦⊂㸧⎔ቃ⏕ಖᶵᵓࡢ HPࠕࡐࢇᜥ࡞ࡢሗ㤋ࠖ
ࡽࠊྠᶵᵓࡀⓎ⾜ࡋࡓࣞࣝࢠ࣮ᝈࡘ࠸࡚ࡢ
Ꮚࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡿࠊᏊࢆ
㏦ᩱࢆྵࡵ↓ᩱ࡛㏦ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࠋࡲࡓྠ HP ࡢࠕᑠඣ
ࡐࢇᜥ➼ࣞࣝࢠ࣮ᝈ㹣࣮ࣛࢽࣥࢢᏛ⩦ᨭࢶ࣮ࣝࠖ
࡛ࡣࠊᑠඣẼ⟶ᨭࡐࢇᜥࠊࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࠊ㣗≀ࣞ
ࣝࢠ࣮ࡘ࠸࡚ࠊᝈ⪅ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟
ࡢྥୖࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊࠕ㹣࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࡼࡿᏛ⩦ᨭ
ࢆ↓ൾ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/
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いい泡とは？
ないくらいの泡です。

逆さまにしても落ち

㸦㸱㸧ࢫ࢟ࣥࢣࣃࣥࣇ
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ˑȂ४ح৪ͺϋΉȜΠ!

ȶΑ΅ϋΉͺȷ͈ຈါ༹༷͈͞ၑٜ̞̩̈́̓̾̀ͅ!

ࠕㅮᗙࠖཧຍ⪅ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ༠ຊࢆ౫㢗ࠊ

ᑐࡋ  ே㸦ᅇ⟅⋡ 㸣㸧ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡽࢀࡓࠋ

ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࡢᚲせᛶࡸ᪉ἲࡢ⌮ゎࠊஙᗂඣ

⮬⏤グ㍕࡛ᐤࡏࡽࢀࡓཧຍືᶵࠊពぢࡘ࠸࡚ࡣ

デࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࢆᑟධࡍࡁࠊ
ࠕㅮᗙࠖࡢ‶

.- ἲ࡛ศ㢮ࡋࡓࠋ

㊊ᗘ࡞ࢆ⪺࠸ࡓࠋࣥࢣ࣮ࢺ㓄ᕸᯛᩘ  ே
ۑཧຍ⪅ࣥࢣ࣮ࢺࡢせⅬ
㸯ࠊ⫋✀➼
ಖㆤ⪅㸦Ꮚࡢᖺ㱋 ཧຍ⌮⏤㸧ࠊᩍ⫋ဨ ಖ⫱ኈ ᩆᛴᩆኈ ಖᖌ ᰤ㣴ኈ
 ⟶⌮ᰤ㣴ኈ ຓ⏘ᖌ ࡑࡢ㸦          㸧
㸰ࠊࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ
⌮ゎ࡛ࡁࡓ ࡕࡽ࠸࠼ࡤ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
㸱ࠊ▼㮯ࡢἻ❧࡚᪉ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ
 ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ࡕࡽ࠸࠼ࡤ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
㸲㸬⓶ࡢὙ࠸᪉ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ
 ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ࡕࡽ࠸࠼ࡤ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
㸳ࠊ㌾ࡇ࠺ࡸಖ‵ࢆሬࡿ㔞ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ
 ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ࡕࡽ࠸࠼ࡤ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
㸴ࠊ㌾ࡇ࠺ࡸಖ‵ࡢ㐺ษ࡞ሬࡾ᪉ࡢ⌮ゎ
 ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ࡕࡽ࠸࠼ࡤ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
㸵ࠊ‵⑈㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢ㛵ಀ㸦㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢࡣஙඣᮇࡢᏊࡢ୍㒊㸧ࡢ⌮ゎ
 ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ࡕࡽ࠸࠼ࡤ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
㸶ࠊᐙᗞ࡛ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࢆ⥆ࡅࡽࢀࡑ࠺ ᴗົ⏕ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿ
 ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡳࡓ࠸ ᚲせ࡞࠸ ศࡽ࡞࠸ ᴗົ⏕ࡋࡓ࠸
㸷ࠊࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࢆஙᗂඣデ࡞࡛ᩍ࠼ࡓ᪉ࡀࡼ࠸
 ᩍ࠼ࡓ᪉ࡀⰋ࠸ ᩍ࠼࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸ ࡕࡽࡶゝ࠼࡞࠸
ࠊࠕㅮᗙࠖࡢ‶㊊ᗘ
࡚ࡶ‶㊊ ‶㊊ ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸
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ɝ!ͺϋΉȜΠࠫ!ض
保護者
患者
看護師
医師
助産師
保育士
保健師
栄養士

153
1
29
4
2
13
16
4

管理栄養士
調理員
薬剤師
教職員
養護教諭
その他

5
4
1
3
4
13

䝇䜻䞁䜿䜰䛾ᚲせᛶ䛻䛴䛔䛶
3ே 1.2䠂

⌮ゎ䛷䛝䛯

未記入

5

246ே 98.8䠂

䛹䛱䜙䛛䛸ゝ䛘䜀
⌮ゎ䛷䛝䛯

配布数 ２８５人
回答数 ２４９人
回答率 ８７．３％

ᅇ⟅⪅ 249ே

⓶䛾Ὑ䛔᪉䛻䛴䛔䛶

▼㮯䛾Ἳ❧䛶᪉䛻䛴䛔䛶
5ே 2䠂

2ே 0.8䠂
15ே 6䠂
⌮ゎ䛷䛝䛯
⌮ゎ䛷䛝䛯

244ே 98䠂

232ே 93.2䠂

䛹䛱䜙䛛䛸ゝ䛘䜀⌮
ゎ䛷䛝䛯
ᅇ⟅⪅ 249ே

䛹䛱䜙䛛䛸ゝ䛘
䜀⌮ゎ䛷䛝䛯
↓ᅇ⟅

ᅇ⟅⪅ 249ே

㌾⭯䜔ಖ‵䜢ሬ䜛㔞䛻䛴䛔䛶

㌾⭯䜔ಖ‵䛾ሬ䜚᪉䛻䛴䛔䛶
1ே 0.4䠂
19ே 7.6䠂

1ே 0.4䠂

⌮ゎ䛷䛝䛯

17ே 6.8䠂
⌮ゎ䛷䛝䛯
231ே 92.8䠂

䛹䛱䜙䛛䛸ゝ䛘䜀
⌮ゎ䛷䛝䛯
↓ᅇ⟅

229ே 92䠂

䛹䛱䜙䛛䛸ゝ䛘䜀
⌮ゎ䛷䛝䛯
↓ᅇ⟅

ᅇ⟅⪅ 249ே

ᅇ⟅⪅ 249ே

ྲྀ䜚⤌䜑䜛䛛䚸ᴗົ䛻⏕䛛䛫䜛䛛

‵⑈䛸㣗≀䜰䝺䝹䜼䞊䛾㛵ಀ

4ே 1.6䠂
2ே 0.8䠂

1ே 0.4䠂䚸

39ே 15.7䠂
⌮ゎ䛷䛝䛯

ྲྀ䜚⤌䜣䛷䜏䛯䛔
99ே 40䠂

208ே 83.5䠂

䛹䛱䜙䛛䛸ゝ䛘䜀
䠄ᑓ㛛⫋䛾100䠂䠅
⌮ゎ䛷䛝䛯
⌮ゎ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

ᴗົ䛻⏕䛛䛧䛯䛔
145ே 58䠂

ศ䛛䜙䛺䛔
↓ᅇ⟅

ᅇ⟅⪅ 249ே

- 27 -

ᅇ⟅⪅ 249ே

䝇䜻䞁䜿䜰ㅮᗙ䛾
ෆᐜ䛻‶㊊䛷䛝䛯䛛

䝇䜻䞁䜿䜰䜢ஙᗂඣデ䛺䛹䛷
ᩍ䛘䛯᪉䛜Ⰻ䛔䛛

1ே 0.4䠂

1ே 0.4䠂
41ே 16.5䠂

3ே 1.2䠂
245ே 98.4䠂

䛸䛶䜒‶㊊

ᩍ䛘䛯᪉䛜Ⰻ䛔

207ே 83.1䠂

䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔

‶㊊
↓ᅇ⟅

↓ᅇ⟅

ᅇ⟅⪅ 249ே

ᅇ⟅⪅ 249ே

ɝ!४̹̱ح൲ܥȶထཡ͈̹͈͛েͬං̹̞ȷ
ȪLK ༹́႒ȫ!
ۑཧຍࡋࡓືᶵ㸦ಖㆤ⪅㸧

ۑཧຍࡋࡓືᶵ㸦ᑓ㛛⫋㸧

㸦▱㆑ࢆᚓࡓ࠸㸧

㸦ࣞࣝࢠ࣮ࡘ࠸࡚▱ࡾࡓ࠸㸧

࣭ࣞࣝࢠ࣮ࡘ࠸࡚▱㆑ࢆ⿵ࡋࡓ࠸

࣭⮬ศࡢᏊࡶࡢ⓶ࡀᙅ࠸ࡢ࡛㸦┳ㆤᖌ࡞㸧

࣭ண㜵ࡢࡓࡵࡢ▱㆑ࢆᚓࡓ࠸

࣭࡛㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࢃࡿࡇࡀከ࠸ࡢ
࡛㸦┳ㆤᖌ࡞㸧

࣭ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࡘ࠸࡚▱ࡾࡓ࠸

࣭ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡘ࠸࡚ࡋࡗࡾᏛࡧࡓ࠸

㸦Ꮚࡶࡀᚰ㓄㸧

㸦⸆ᖌ࡞㸧

࣭Ꮚࡶࡢ㞳ங㣗ࡀጞࡲࡗࡓࡽ
࣭Ꮚࡶࡀ⇱⫙ࡔࡽ

㸦ࢫ࢟ࣥࢣࢆ▱ࡾࡓ࠸㸧

࣭Ꮚࡶࡢ‵⑈ࡀ㓞ࡃᝎࢇ࡛࠸ࡿ

࣭
ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࡘ࠸࡚Ꮫࡿᶵࡣึࡵ࡚࡛ཧ
⪃࡞ࡿᛮࡗࡓ㸦┳ㆤᖌ➼㸧

࣭ึࡵ࡚ࡢᏊ⫱࡚ࡀᏳࡔࡽ

࣭㉥ࡕࡷࢇࡢࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࢆぶ࠺ࡲࡃࢻࣂ

࣭Ꮚࡶࡀࢺࣆ࣮ࡗࡱ࠸⓶ࡔࡽ

ࢫࡋࡓ࠸㸦ಖᖌ࣭┳ㆤᖌ㸧

࣭ࣞࣝࢠ࣮ࡀẼ࡞ࡿ
㸦⒪ࡀ࠺ࡲࡃ࠸࡞࠸㸧

࣭ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࢆᐇ㊶ࡋ࡚ࡳࡓ࠸㸦ಖᖌ㸧

࣭ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡀࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁ࡞࠸

࣭ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ⮬ಙࡀ࡞࠸
㸦┳ㆤᖌ࡞㸧

࣭Ꮚࡶࡀႍᜥࠊࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࠊ⮬ศࡶࢺ

࣭ࡇࢀࡽஙඣࡢゼၥάືࢆ⾜࠺ࡢ࡛ࠕࢫ࢟ࣥࢣ

ࣆ࣮ᛶ⓶⅖

ࠖࢆᏛࡧࡓ࠸㸦ಖᖌ㸧
࣭እ᮶࡛㌾⭯ࡢሬࡾ᪉ࡢᣦᑟࡀ㞴ࡋ࠸ឤࡌ࡚࠸
ࡿ㸦┳ㆤᖌ㸧
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ࡓ

ۑཧຍࡋࡓឤ㸦ಖㆤ⪅㸧
㸦ᐇ㊶ࡋࡓ࠸㸧

㸦ሗࡀከࡗࡓ㸧

࣭ࡇࢀࡲ࡛࡞࡞⫙ࡀᨵၿࡋ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ⩦

࣭ሗࡀ‶㍕ࡔࡗࡓ
࣭㈨ᩱࡀከࡃⰋࡗࡓ

ࡗࡓࡇࢆᐇ㊶ࡋࡓ࠸
࣭Ᏻࡔࡽࡅࡢẖ᪥ࡔࡗࡓࡀᏳᚰ࡛ࡁࡓ
࣭ࣃࣃ༠ຊࡋ࡚ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸
࣭ᐙ᪘࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸

ۑཧຍࡋࡓឤ㸦ᑓ㛛⫋㸧

࣭Ᏻࡔࡗࡓࡀࠊලయⓗࡣఱࢆࡍࡿࡁᩍ࠼

㸦ᐇ⩦ࡀⰋࡗࡓ㸧
࣭Ἳ❧࡚ࡸ㌾⭯ࡢሬࡾ᪉ࢆศࡾࡸࡍࡃ▱ࡿࡇ

࡚ࡶࡽ࠸ᮏᙜᎰࡋ࠸
࣭Ꮚࡶࡀ⏘ࡲࢀࡓ  ᖺ๓ࠊࡢࣞࣝࢠ࣮

ࡀ࡛ࡁࡓ㸦ಖ⫱ኈ㸧
࣭ㅮ⩏ࡔࡅ࡛࡞ࡃᐇ⩦ࡶ࠶ࡾࠊ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓ㸦ಖ

⒪ᑐࡍࡿ⪃࠼ࡢ㐪࠸ࢆឤࡌࡓ

ᖌ㸧

࣭Ꮚࡶࡢ‵⑈ᝎࢇ࡛࠸ࡓࡢ࡛࡚ࡶཧ⪃࡞

࣭▼㮯ࡢἻ❧࡚᪉ࡣᐇ㝿ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ㊊ࡾ࡞

ࡗࡓࠋࡋࡗࡾࡸࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸

ࡗࡓᐇឤࡋࡓ㸦⟶⌮ᰤ㣴ኈ㸧

࣭ࡁࡵ⣽࡞Ἳ࡛ࡋࡗࡾὙ࠸࡚ಖ‵ࡶ⾜࠸ࠊ

࣭ᐇᢏ࡛࡚ࡶࡼࡃศࡗࡓࠋẖ᪥ࡢධᾎ࡛ྲྀࡾ

͆ࡶࡕࡶࡕ͇࡞⫙ࢆಖࡕࡓ࠸

⤌ࡳࡓ࠸㸦ᰤ㣴ኈ㸧

㸦┠ࡽ㫣㸧
࣭Ἳࡢ❧࡚᪉ࡢᐇ⩦ࡣኚࡓࡵ࡞ࡗࡓ

㸦ึࡵ࡚▱ࡗࡓ㸧

࣭ᬑẁࡶἻ❧࡚࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡘࡶࡾࡔࡗࡓࡀࠕ㊊

࣭⌮ゎࡋࡓࡘࡶࡾ࡛࠸ࡓࢫ࢟ࣥࢣࡘ࠸࡚ึࡵ
࡚▱ࡿⅬࡀ࠸ࡃࡘ࠶ࡗࡓ㸦ಖ⫱ኈ㸧

ࡾ࡞࠸ࠖᐇឤࡋࡓ

࣭㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡣ㑇ఏࡋ࡞࠸ࠊࢫ࢟ࣥࢣ࡛㣗

࣭▼㮯ࢆࢃࡎ㢦ࢆὙࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡋࡗ

≀ࣞࣝࢠ࣮ࡀண㜵࡛ࡁࡿ࠸࠺ෆᐜࡀ༳㇟ⓗ

ࡾἻ❧࡚࡚㢦ࡶὙࡗ࡚࠶ࡆࡓ࠸

ࡔࡗࡓ㸦ຓ⏘ᖌ㸧

࣭
ࠕࢫ࢟ࣥࢣࡀࠖ⪥ࡋ࡚ࡣ࠸ࡓࡀࠊࡇࡇ

࣭ࢫ࢟ࣥࢣ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢ㛵ಀᛶࢆ▱ࡾࠊ

ࡲ࡛㔜せࡣᛮࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓ

ࢫ࢟ࣥࢣࡢษࡉࢆᐇឤࡋࡓ㸦ಖ⫱ኈ㸧

࣭┠ࡽ㫣ࡔࡽࡅࡢヰࡔࡗࡓࠋ⪃࠼ࡿࡇࡀከࡃ

࣭‵⑈㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ▱

ᡞᝨࡗ࡚࠸ࡿ

ࡿࡇࡀ࡛ࡁኚⰋࡗࡓ㸦ㄪ⌮ဨ㸧

㸦ࡶࡗ᪩ࡃ▱ࡾࡓࡗࡓ㸧
࣭Ꮚࡶࡀ⏘ࡲࢀࡿ๓▱ࡾࡓࡗࡓ

㸦ฟ⏘๓ࡽᩍ࠼ࡓ᪉ࡀⰋ࠸㸧

࣭ࡶࡗ᪩ࡃ▱ࡾࡓࡗࡓࠋⱝ࠸࣐࣐ࡶࡐࡦ

࣭ዷፎ୰▱ࡗ࡚࠾ࡃ⏘ᚋࡍࡄ⩦័࡙࠸࡚ண
㜵࡞ࡿឤࡌࡓ㸦ಖ⫱ኈ㸧

デ࡛ఏ࠼࡚࠶ࡆ࡚ࡋ࠸

࣭ฟ⏘ࢆ᥍࠼ࡓ࠾ẕࡉࢇὙ࠸᪉ᣦᑟࢆయ㦂ࡋ࡚

࣭Ꮚࡶࡀ⏘ࡲࢀࡿ๓ࡢ࠾ẕࡉࢇࡶࢫ࢟ࣥࢣ

ࡶࡽ࠸ࡓ࠸㸦ᩍဨ㸧

ࢆᏛࢇ࡛ࡋ࠸

࣭ฟ⏘ࡢἃᾎᣦᑟ࡛ᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ⏘⛉ࡸ

㸦་ᖌࡸᑓ㛛⫋▱ࡗ࡚ࡋ࠸㸧
࣭⏘㝔࡛ฟ⏘ᚋࡍࡄᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ᛮࡗࡓࠋ

ຓ⏘ᖌࡶᗈࡆ࡚ࡋ࠸㸦ಖᖌ㸧
㸦ಖᣦᑟᙺ❧ࡘ㸧

ἃᾎᣦᑟࡔࡅ࡛ࡣ㊊ࡋ࡚࠸ࡿ

࣭ᴗົ࡛ಖ‵ࡘ࠸࡚㉁ၥࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊ

࣭ᑠඣ⛉ࡢ་ᖌࡶ࿘▱ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸

࠾ẕࡉࢇࡓࡕఏ࠼ࡓ࠸㸦ಖᖌ㸧

࣭ዷ፬ࡉࢇࡸಖᖌࡉࢇࠊ⏘፬ே⛉࡛ࡶࢫ࢟ࣥࢣ

࣭࠾ẕࡉࢇ༑ศ࡞ຓゝࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋᏛ

ࡢㅮ⩦ࡀ࠶ࡗࡓࡽ࠸࠸ᛮ࠺

ࢇࡔࡇࢆᴗົ⏕ࡋࡓ࠸㸦ಖᖌ㸧

࣭⓶⛉࡛ࡣ⸆ࢆฎ᪉ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡔࡅ࡛ሬࡾ᪉ࡸ

࣭࣋ࣅ࣮ࡢࢫ࢟ࣥࢣࢆ࣐࣐ࡓࡕఏ࠼࡚࠸ࡁࡓ

ሬࡿᮇ㛫࡞ࡢㄝ᫂ࡀ࡞ࡃ⮬ᕫุ᩿࡛ሬࡗ࡚࠸

࠸㸦ຓ⏘ᖌ㸧

ࡓࠋࡑࢀ࡛ᝏࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࡇẼ࠸
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ࡿࠋሗࡀᗈࡃఏࢃࢀࡤ࠸࠸㸦ಖ⫱ኈ㸧

㸦Ꮫᰯ࣭ᅬ࡛ᙺ❧ࡘ㸧

࣭Ꮚࡶࡢࢫ࢟ࣥࢣࢆࡶࡗᑀࡋ࡚࠶ࡆࡓ

࣭ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢሬࡾ⸆ࢆ㡸ࡗ࡚࠸ࡿࠋሬ

࠸ᛮࡗࡓ㸦㣴ㆤᩍㅍ㸧

ࡾ᪉ࡀຮᙉ࡞ࡗࡓ㸦ಖ⫱ᅬົࡢ┳ㆤᖌ㸧

࣭᮶ᐊࡍࡿඣ❺ᑐࡋ࡚㐺ษᑐᛂࡋࠊᏛࢇࡔࡇ

࣭㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢᅬඣࡢ㣗ࡢ࠼᪉࡞ࡶຮ

ࢆಖㆤ⪅ඹ᭷ࡋࡓ࠸㸦㣴ㆤᩍㅍ㸧

ᙉ࡞ࡗࡓ㸦ಖ⫱ᅬົࡢ┳ㆤᖌ㸧
࣭㝔ࡼࡾデ᩿ࡀ㐪ࡗ࡚ᝎࢇ࡛࠸ࡿಖㆤ⪅ࡀ࠸

ɝ!༗࠲֥̦̈́̓ȶުྩ̵̥ͥͅȷ͂ٝ൞Ȫ͂͛͘ȫ!
ࠕࣞࣝࢠ࣮ᝈᑐ⟇ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ᣦ

࠸ࡿᛮࢃࢀࡓࠋ࡞࠾ಖᖌࡸᰤ㣴ኈࠊ┳ㆤᖌ࡞

㔪࡛ࠖࠕஙᗂඣᗣデᰝ➼ࡢẕᏊಖᴗࡢᶵࠖ

ᑓ㛛⫋ࡢ᪉ࠎࡣဨࠊ
ࠕᴗົ⏕ࡏࡿࠖᅇ⟅

ࢆᤊ࠼࡚⾜࠺ࡉࢀࡓࣞࣝࢠ࣮ࡢࠕಖᣦᑟࠖ

ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

ࢆࠊ⮬యࡸಖࢭࣥࢱ࣮࡞㐃ᦠࡋ࡚ヨࡳࡓࠋ

୍᪉ࠊ
ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖྲྀࡾ⤌ࢇࡔಖㆤ⪅ࡽࡣ

ࠕࢫ࢟ࣥࢣࡢᚲせᛶࠖ
ࠕ▼㮯ࡢἻ❧࡚᪉ࠖࠕ⓶

ࠕᏊࡶࡀ⏘ࡲࢀࡿ๓▱ࡾࡓࡗࡓࠖ
ࠕࡶࡗ᪩

ࡢὙ࠸᪉ࠖࠕ㌾⭯ࡸಖ‵ࢆሬࡿ㔞ࠖ
ࠕ㌾⭯ࡸಖ‵

ࡃ▱ࡾࡓࡗࡓࠋⱝ࠸࣐࣐ࡶࡐࡦデ࡛ఏ࠼࡚

ࡢሬࡾ᪉ࠖ࡞ࡘ࠸࡚ࡢタၥ࡛㸷㸮㸣ࢆ㉸࠼

࠶ࡆ࡚ࡋ࠸ࠖ
ࠕᏊࡶࡀ⏘ࡲࢀࡿ๓ࡢ࠾ẕࡉࢇ

ࡿཧຍ⪅ࡀࠕ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠖᅇ⟅ࡋࡓࠋ㛵ᚰࢆᣢ

ࡶࢫ࢟ࣥࢣࢆᏛࢇ࡛ࡋ࠸ࠖ
ࠕࢫ࢟ࣥࢣࡀ

ࡗࡓẕᏊࡸᑓ㛛⫋ࡀ⮬ࡽබເᛂࡌ࡚ཧຍࡋࡓ

⪥ࡋ࡚ࡣ࠸ࡓࡀࠊࡇࡇࡲ࡛㔜せࡣᛮࡗ࡚࠸

࠸࠺೫ࡾ㸦ࣂࢫ㸧ࡣ࠶ࡿࡀࠊែࡢ㐺ษ࡞⌮

࡞ࡗࡓࠖ
ࠕᏳࡔࡗࡓࡀࠊලయⓗࡣఱࢆࡍࡿ

ゎࢆ⾲ࡍࠕ‵⑈㣗≀ࣞࣝࢠ࣮ࡢ㛵ಀࠖࡢ⌮ゎ

ࡁᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸ᮏᙜᎰࡋ࠸ࠖ࡞ࠊཧຍ๓

ᗘࡢ㧗ࡉࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊከࡃࡢཧຍ⪅ࡀࠕᴗົ⏕

ᢪ࠸࡚࠸ࡓᏳࡀゎᾘࡉࢀࡿ࡞ࠊ
ࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖ

ࡏࡿࠖ
ࠕࢫ࢟ࣥࢣࢆஙᗂඣデ࡞࡛ᩍ࠼ࡓ᪉

ࢆྵࡴࠕಖᣦᑟࠖࡢᚲせᛶࢆ࠺ࡀࢃࡏࡿኌࡀ

ࡀⰋ࠸ࠖ⟅࠼ࡓࡇࡣࠊᨵࡵ࡚ᅜ࡞⾜ᨻࡀࡇ

ከࡗࡓࠋ

ࡢㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࢆ⾲ࡋ࡚
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ぶᏊࡢࡓࡵࡢࠕࢫ࢟ࣥࢣࠖㅮᗙᴗሗ࿌᭩
ᖹᡂ 30 ᖺ㸱᭶Ⓨ⾜
Ⓨ⾜⪅ NPO ἲேࣞࣝࢠ࣮ࢆ⪃࠼ࡿẕࡢ
ࠛ241-0024 ᶓᕷ᪫༊ᮏᮧ⏫ 17-1-106
FAX㸸045-362-3106
E-mail㸸sonobe@hahanokai.org
㸦⊂㸧⚟♴་⒪ᶵᵓ ♫⚟♴⯆ຓᡂᴗ
㸨↓᩿㌿㍕ࠊ㓄ᕸࢆ⚗ࡌࡲࡍ㸨

ŏőŐġ༹૽ͺτσΆȜͬࣉ̢ͥ༦͈ٛġ ġ ଼ġĴıġාġĴġ

