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薬剤師生涯教育推進事業実施要綱
研修シラバス作成委員会、同ワーキンググループ

薬剤師のかかりつけ機能強化のための研修シラバス
平成30年度 作成
令和 2 年度 一部改訂

１．趣旨

日本薬剤師会は平成 30 年度、「患者のための薬局ビジョン」
（厚生労働省、平成 27 年 10 月

23 日）を実現し地域医療の質の向上を図るため、
「薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかり
つけ機能強化事業」を実施し、
「薬剤師のかかりつけ機能強化のための研修シラバス」を作成し
た。薬剤師が対人業務においてその専門性等を発揮し、かかりつけ薬剤師としての役割を果た
すために、関係団体・学会等がこのシラバスを共通の指標として、必要な研修機会を提供して
いくことを期待している。
本会は研修シラバスの作成にあたり、
「患者のための薬局ビジョン」に描かれたかかりつけ薬
剤師・薬局の今後の姿を、
【構造・体制（ストラクチャー）
】
、
【行動実績（プロセス）
】
、
【成果
（アウトカム）
】の 3 つの要素から検討した（図 1）
。

図１ 「患者のための薬局ビジョン」実現イメージ図
そして、
【成果（アウトカム）】に結びつくための【行動実績（プロセス）
】の質を高める観点
から、かかりつけ薬剤師・薬局の機能と、それを発揮するために必要な資質を強化するための
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研修のあり方について検討を進め、また今後、患者等のニーズに応じて強化・充実すべき「高
度薬学管理機能」や「健康サポート薬局機能」との関連も踏まえて、本「薬剤師のかかりつけ
機能強化のための研修シラバス」を作成した（図 2）
。

図２

薬剤師のかかりつけ機能強化研修の概要（平成 30 年度時点）
（注：令和 2 年度にシラバスを一部改訂。図 3 参照）

２．内容について

本研修シラバスは、
Ⅰ．倫理・社会資源の活用
Ⅱ．医療薬学的知識と技能
Ⅲ．疾病特性に基づく薬学的管理・指導の知識と技能

から構成されており、Ⅰ章は５項目、Ⅱ章は 16 項目、Ⅲ章は 12 項目の計 33 項目で構成して
いる。
各項目では、
（１）目標
（２）内容（第Ⅲ章においては「行動目標」として明示）
（３）方略
を示した。
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（１）目標 について
その項目の総合的な目標を記載した上で、具体的な目標を複数設定した。第Ⅲ章では、総合
的な目標のみを設定した。
また日本薬剤師会では、薬剤師の生涯学習の具体的指標として「薬剤師に求められるプロ
フェッショナルスタンダード」
（以下「PS」という。平成 23 年度版、全 383 項目）を公表し
ており、シラバスの各項目の目標について「関連する PS」を参考として示した。
（２）内容 について
その項目における研修内容を示した。研修内容に関して、各項目間で細かさ・深さにバラツ
キがあるが、このことは、細かく挙げるとこのくらいになる、との一定の目安・例示としてご
理解いただきたい。
（３）方略 について
方略については、講義のみならず、グループ討議、症例検討等を中心に実践的なものを挙げ
ている。これは、研修で身につけた知識や技能が薬剤師の側のみにとどまることなく、患者や
他職種等に対して適切に発揮されること、すなわち対人業務へアウトプットされることを念頭
に置いているためであり、薬剤師の専門性が地域医療の質の向上に繋がるための実践的な研修
として実施されることを期待している。
このほか、本シラバスが「かかりつけ機能強化」を目的としたものであることから、各項目
の末尾に、前述した「薬剤師のかかりつけ機能」
（図 2 上段）との関連についても示した。
なおこのかかりつけ機能は本シラバスの検討にあたって整理したものであり、これをもって
定義するものではなく、今後の薬局・薬剤師の業務のあり方や社会から求められる役割等に
よってさらに進化していくものと考える。
３．本書の使い方・留意点

本シラバスは、第Ⅰ章が薬剤師としての倫理観や心構え、薬剤師を取り巻く社会的背景など、

薬剤師がその職能を発揮していく上で土台となる事項から構成しており、第Ⅱ章は薬剤師に必
要な、具体的な知識・技能に関する事項となっている。その上で第Ⅲ章は、第Ⅰ章・第Ⅱ章で
身につけたものを総合的に発揮する場面として、疾患を切り口に、研修内容ではなく薬剤師の
「行動目標」として、研修を通じて身につけていくべき事項を整理した。第Ⅲ章は単に知識とし
ての学びではなく、第Ⅰ章・第Ⅱ章を踏まえた、行動に繋がる実践的な研修として取り組まれ
たい。
また第Ⅲ章では、各疾患群の代表的疾患を例として薬剤師の行動目標を示している。ただし、
これは疾患別の学習内容の網羅性を追及するものではなく、行動目標の例示のためにその分野
の代表的な疾患を例示したものであることに留意されたい。実際にシラバスを活用する際には、
例示を参考に他の疾患について、自らで様々な疾患について研修を組み立てていくような発展
的な使い方をしていただきたいと考える。
このようなシラバスのあり方とした背景には、薬物療法の学習が、病態生理の解説とその疾
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患の医薬品の使用方法や発現しやすい副作用という医師の視点によるものが多かった背景にあ
る。本シラバスは、各疾病等に関する知識を踏まえた上で、薬剤師自身の視点で、疾病特性に
基づく薬学的管理・指導の方法を探る学習を自ら進めていくことが重要であると考え、作成し
たものである。研修を企画される方は、疾患別のガイドラインや様々な書籍等を参考にされ、
自身が学びの場を作るような形で取り組んでいただきたい。地域医療の担い手が自ら、こうし
た実践的な研修を企画・実施することを通じて、地域医療の質の向上に繋がることを期待する。
また本シラバスでは、方略に関して具体的明示を行っていない。これは、ある定まった形式
の研修を全国で統一的に実施することを求めるものではなく、研修の実施主体（都道府県薬剤
師会等）が各々に計画・実施されている研修事業に本シラバスの項目や内容を組み入れる形で、
研修機会の充実が図られることを目的としているためである。本シラバスを研修内容の指標と
して活用いただき、時間や方法については研修の実施主体に委ね、地域の実情に応じた、実現
可能な方法で、薬剤師への研修機会を充実していただきたいと考えている。
なお本シラバスは自己学習の参考として用いることも可能である。休業中など研修会への参
加が困難な者にも活用いただき、薬剤師のかかりつけ機能の向上を図っていただきたい。
４．その他

本事業は、厚生労働省医療関係者研修等補助金（薬剤師生涯教育推進事業費）を受けて実施

しており、本研修シラバスは同事業の実施要綱の目的と内容を踏まえて作成したものである
（巻末資料参照）。
【参考】
「患者のための薬局ビジョン」より（抜粋）
第２ かかりつけ薬剤師・薬局の今後の姿
1 かかりつけ薬剤師・薬局が持つべき機能
（６）かかりつけ薬剤師としての役割の発揮に向けて
薬剤師が、こうした対人業務に関する専門性やコミュニケーション能力を向上させ、かかりつけ
薬剤師としての役割を果たせるよう、医薬関係団体や学会等が連携をしながら、必要な研修の機
会を積極的に提供することが求められる。また、医療機関において、薬局薬剤師が研修を受ける
機会が提供されることも重要である。

５．令和 2 年度事業における改訂

令和 2 年度「薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業」において、シラ

バス作成時点からの新たな知見や薬剤師を取り巻く状況の変化を踏まえ、シラバスに追加すべ
き分野・内容等について検討を行い、内容の一部改訂を行った。改訂内容とその改訂背景・趣
旨等は以下のとおり。
■Ⅱ−４−１ 小児、Ⅱ−４−２ 高齢者、Ⅱ−４−３ 妊娠前および妊娠～授乳期
■Ⅲ−13 小児期に多く見られる疾患
平成 30 年に成立、令和元年に施行された成育基本法では、成育過程にある人やその保護者、
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そして妊産婦に対する切れ目のない医療・福祉などの提供を目指すこととされている。これら
小児医療等分野においても薬剤師の活躍が期待されており、小児医療や妊産婦に係る研修内容
の充実を図るため、これまで「Ⅱ−４

小児、高齢者、妊婦・授乳婦」として 1 つの項目であっ

たものを 3 つに分割し、それぞれの項目について内容の充実を図った。併せて、第Ⅲ章に「小
児期に多く見られる疾患」の項を追加した。
■Ⅱ−13 セルフケア支援
国民の人口構造の変化と相まって、医療も「予防」の視点がより重視されるようになり、医
療者には「発症させない、重症化させない」ための取組が必然となっている。当然ながら薬剤
師にも、薬物治療だけでなく、発症前（予防、健康の維持増進）からの関わり、ライフステー
ジを通じた関わり、地域の保健・衛生との関わりが重要であることから、今般の改訂にあわせ
て予防の視点で記載の追加を行った。
また近年、新たなスイッチ OTC 医薬品の上市や医薬品販売制度の規制緩和など、国民のセ
ルフメディケーションを取り巻く環境が変化している。薬剤師にはより一層、使用者が OTC
医薬品を安全に安心して使用できるための取組や環境整備が必要であり、シラバスに「販売記
録の作成」と「お薬手帳を用いた患者と医師との情報共有」について記載の追加を行った。
■Ⅱ−17 薬剤使用期間中のフォローアップ
令和元年 12 月に改正・公布された薬剤師法並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律（以下、薬機法）では、薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用の
ため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握する
とともに、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な
薬学的知見に基づく指導を行わなければならない旨が法令上明確化された。
薬剤交付後の継続的な服薬管理等については、既に本会制作の「調剤指針」でもその考え方
を示しているほか、2015 年 10 月に厚生労働省が公表した「患者のための薬局ビジョン」でも
言及されているところであり、決して新たな概念の業務ではないが、本会として改めて、患者
が調剤された薬剤のみならず、薬局医薬品、OTC 医薬品等すべての医薬品を安全・安心に使用
する上で薬剤師による当該業務の充実を図るため、令和２年７月「薬剤使用期間中の患者フォ
ローアップの手引き」を作成した（同年９月、第 1.1 版）
。同手引きを踏まえ、本シラバスに新
たに項目を追加した。
薬局薬剤師、病院薬剤師とも、その業務が法令上に明確化されることは、薬剤師業務に対す
る社会からの期待、要請と言える。こうした社会からの要請に応え、地域において薬剤師がそ
の職能を発揮することで、地域医療の質の向上により一層寄与していくべく、日々研鑽を積む
必要がある。
■その他
このほか、各項目間の関連について、記述の整理を行った。
以上の令和 2 年度における改訂を踏まえ、現時点における薬剤師のかかりつけ機能強化研修
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の概要は図 3 のとおりである。

目指すアウトカム

地域医療の質向上（健康状態・満⾜度・経済性の改善）
かかりつけ薬剤師・薬局機能の発揮

※赤字は、かかりつけ機能
⿊字は、具体的役割の例⽰

健康生活の推進
セルフケア支援

薬物療法の連続性

薬物療法の個別最適化

⼊退院時の医療機関との連携
処方内容チェック
在宅医療を含めた継続的薬学的管理指導
フレイル対策
患者の状況に応じた服薬指導
終末期における薬学的管理指導
認知症患者の支援
副作用モニタリング・フィードバック
セルフメディケーションの支援
公衆衛生・災害対策
患者の⽣活像を踏まえた適切な処方医との連携
（服薬設計・処方提案）
他職種・他施設との連携
感染対策 災害時対応
AMR対策
多剤投薬の解消
発揮するための資質向上カリキュラム

Ⅰ．倫理・社会資源の活⽤
研
修
シ
ラ
バ
ス

1. かかりつけ薬剤師の倫理 2. 患者安全 3. 医療・福祉の仕組み
4. カウンセリングスキル 5.エビデンスの創出
「

Ⅱ．医療薬学的知識と技能
1.
2.
3.
4.

薬理学
製剤学
薬物動態学・薬⼒学
小児、高齢者、妊娠前および
妊娠〜授乳期

5.
6.
7.
8.

検査値の把握
薬学的観察・評価
薬物療法の提案と実践
副作用対策

9. ハイリスク薬
10. ⽣薬・漢方薬
11. 感染対策
12. 栄養管理

Ⅲ．疾病特性に基づく薬学的管理・指導の知識と技能
4. 泌尿器系
5. ⽣殖器系
6. 呼吸器系

1. 循環器系
2. 消化器系
3. 内分泌系

図３

10. 免疫系
11. 悪性腫瘍
12. 感染症

7. 精神・神経系
8. 皮膚・感覚器系
9. 骨格・筋肉系

13. セルフケア支援
14. 文献評価、医薬品情報の活用
15. 統計データの理解と活用
16. 薬学的知⾒に基づく記録
17. 薬剤使用期間中のフォローアップ

13.小児期に多くみられる疾患

薬剤師のかかりつけ機能強化研修の概要（令和２年度時点）

改訂時期

改訂履歴

平成 30 年度

初版

令和 ２ 年度

•
「Ⅱ -4

小児、高齢者、妊婦・授乳婦」を「Ⅱ−４−１

小児」
、
「Ⅱ−４−２

高

齢者」
、
「Ⅱ−４−３ 妊娠前および妊娠～授乳期」に分割・内容充実
•
「Ⅱ−13 セルフケア支援」の内容を更新
•
「Ⅱ−17 薬剤使用期間中のフォローアップ」の項を追加
•
「Ⅲ−13 小児期に多く見られる疾患」の項を追加
•各 項「
（２）内容」の「関連する項目」について、項目間の整合、記述の追加・
整理
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íᲴ͒ྸȷᅈ˟เƷဇ  

íᲧᲫᲨƔƔǓƭƚᕤдࠖƷ͒ྸ

  Ⴘ
 ؏עƷʴŷƔǒ̮᫂ƞǕŴƔƔǓƭƚᕤдࠖƱƠƯᢘЏƴࣖݣƢǔƨǊƴŴಮŷƳ̖
͌ᚇǛݭƠŴƔƭŴᕤдࠖƱƠƯƷ͒ྸᚇƴؕƮƍƯᘍѣƢǔᏡщǛӼɥƞƤǔŵ

 ƔƔǓƭƚᕤдࠖƴឪƜǓƏǔ͒ྸႎբ᫆ǛЗਫưƖǔŵ
 ͒ྸႎǸȬȳȞǁƷݣϼඥƴƭƍƯಒᛟưƖǔŵ
 ͒ྸႎբ᫆ƴ᧙ǘǔඥƱ͒ྸƷᢌƍƴƭƍƯŴφ˳̊ǛਫƛƯᛟଢưƖǔŵ
 ͒ྸႎբ᫆ƴݣϼƢǔƨǊƷ˂ᎍƱƷᡲઃƴƭƍƯ᚛ᜭƢǔŵ
 ʴŷƕਤƭಮŷƳരဃᚇŴ̮வሁǛӖܾƠƯᘍѣƢǔŵ
 ؏עƷ̬ͤȷҔၲȷᅦᅍǛਃƏᧉݦᎰƱƠƯᘍѣƢǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25                      è%.ᲷǯȪȋǫȫȩȀȸȬșȫᲢˌɦဦᲣ
250Q

ПᢋႸ

%.è



ҔၲƷਃƍƱƠƯŴဃ෨ƴǘƨƬƯᐯǒܖ፼ƢǔٻЏƞǛᛐᜤưƖǔ





ҔၲƷਃƍƕܣǔǂƖ͒ྸᙹርǛᛟଢưƖǔ





Ҕၲ͒ྸƷഭӪᲢȘȫǷȳǭܳᚕȷȒȝǯȩȆǹƷᛒƍƳƲᲣǛಒᛟưƖǔ





ҔၲƴƔƔǘǔ͒ྸႎբ᫆ǛЗਫưƖǔ





Ҕၲƴ᧙ǘǔ͒ྸႎբ᫆ƷಒဦƱբ᫆ໜǛᛟଢưƖǔ





ᕤдࠖ͒ྸᙹܭǛಒᛟưƖǔ





ᕤдࠖዠ᪸ǛಒᛟưƖǔ





ᕤдࠖƴ̞ǘǔ͒ྸႎբ᫆ƴƭƍƯ᚛ᜭưƖǔ





ʴƷᛓဃŴᧈŴьᱫŴരƷॖԛǛᎋݑƠŴ᚛ᜭưƖǔ





ؾƴᣐॾƢǔॖ፯ǛᎋݑƠŴ᚛ᜭưƖǔ





ᐯǒƷ˳᬴ǛᡫƠƯŴဃԡƷݭƞƱҔၲƷƔƔǘǓƴƭƍƯ᚛ᜭưƖǔ





രƴƔƔǘǔ͒ྸႎբ᫆ ܤಏരŴݭӈരŴᏯരƳƲ ƴƭƍƯ᚛ᜭưƖǔ





ʖ᧸ŴၲŴࡨԡŴ31. ƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᛓဃƴƔƔǘǔ͒ྸႎբ᫆ ဃ഻২ᘐŴǯȭȸȳ২ᘐŴЈဃЭᚮૺƳƲ ƷಒဦƱբ



᫆ໜǛᛟଢưƖǔ


ҔၲƷᡶഩ ᢡˡ܇ᚮૺŴᢡˡ܇ၲŴᆆౡŴϐဃҔၲŴᩊ၏ၲƳƲ ƴˤƏဃԡ



ᚇƷ٭ᢟǛಒᛟưƖǔ


ҔၲƴƔƔǘǔᜂբ᫆ƔǒŴᐯǒᛢ᫆ǛᙸƍƩƠŴƦǕǛᚐൿƢǔᏡщǛᣱƢǔ 



ႻƷᇌئŴ૨҄Ŵ፼ॹƕီƳǔƜƱǛྸᚐƠŴǳȟȥȋǱȸǷȧȳƷƋǓ૾ƴᣐ



ॾưƖǔ


ǤȳȕǩȸȠȉǳȳǻȳȈƷܭ፯Ʊ࣏ᙲࣱǛᛟଢưƖǔ





ȕǡȸȞǷȥȸȆǣǫȫǱǢƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ȕǡȸȞǷȥȸȆǣǫȫǱǢƴؕƮƍƯᘍѣưƖǔ





ɧᐯဌ˳᬴ƳƲƷ˳᬴ܖ፼ǛᡫƠƯŴधᎍƷൢਤƪƴƭƍƯ᚛ᜭưƖǔ
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धᎍǍƦƷܼଈƷǋƭ̖͌ᚇƕٶಮưƋǔƜƱǛᛐᜤƠŴዮӳႎƴܱោưƖǔ





࣎Ꮝͣഥཞ७ƴࣖݣƢǔƨǊƷؕஜႎƳჷᜤǛಒᛟưƖǔ





࣎Ꮝͣഥཞ७ǛЙૺưƖŴᐯѣ˳ࡸٳᨊኬѣ֥ǛᢘЏƴӕǓৢƏƜƱƕưƖǔ





ܹƴƓƚǔᕤдࠖƷࢫлƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ܹႆဃƴᢘЏƳИᘍѣǛƱǔƜƱƕưƖǔ





̾ʴऴ̬إᜱඥƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤдࠖƷؕஜႎᝧ˓ǛᏮƠƨئӳƷፘЩඥࢷǛᛟଢưƖǔ 





ϼ૾ƤǜͬᡯᎍӏƼᕤдࠖƷբǘǕǔӧᏡࣱƕƋǔᝧ˓ƴƭƍƯφ˳ႎඥࢷǛᛟ



ଢưƖǔ


ᕤʙ᧙ᡲඥᙹƴؕƮƖႻᛩƴࣖݣưƖǔ




  ϋܾ
Ĭ ᕤдࠖዠ᪸Ŵᕤдࠖᘍѣᙹር
ĭ Ҕၲ͒ྸƷؕஜҾЩᲢᐯࢷݭҾЩŴծᘍҾЩŴүܹҾЩŴπദҾЩᲣ
Į ҔၲƴƔƔǘǔ͒ྸႎբ᫆Ტဃ഻ҔၲŴϐဃҔၲŴᩊ၏Ŵᢡˡ܇ၲƳƲᲣ
į ဃƱരƴƔƔǘǔ͒ྸႎբ᫆ᲢЈဃЭᚮૺŴܤಏരŴݭӈരŴᏯരƳƲᲣ
İ ǤȳȕǩȸȠȉȷǳȳǻȳȈ
ı ܣᅼ፯ѦŴ̾ʴऴإƷӕǓৢƍ
Ĳ ዬ࣯ƴƓƚǔҔၲʴƱƠƯƷᘍѣ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
धᎍܤμ ҔၲȷᅦᅍƷˁኵǈ ǫǦȳǻȪȳǰǹǭȫ

  ૾ဦ
ǰȫȸȗ᚛ᜭŴᜒ፯Ŵᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր
ր
ր
ր
ր




ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ
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íᲧᲬᲨधᎍܤμ

  Ⴘ
धᎍƕ࣎ܤƠƯҔၲǛӖƚǒǕǔǑƏƴƢǔƨǊƴŴܤμƳҔၲǛ੩̓ƢǔᏡщǛӼ
ɥƞƤǔŵ

 धᎍܤμƷᎋƑ૾ƴƭƍƯಒᛟưƖǔŵ
 ҔၲʙǛࡽƖឪƜƢᙲ׆ƴƭƍƯŴφ˳̊ǛਫƛƯᛟଢưƖǔŵ
 धᎍƷɧМႩǛஇݱᨂƴƢǔƨǊƷܤμݣሊǛ᚛ᜭƢǔŵ
 धᎍܤμƴ᧙ƢǔऴإǛኵጢǍȁȸȠưσஊưƖǔŵ
 ȪǹǯȷǳȟȥȋǱȸǷȧȳƷᎋƑ૾ƴƭƍƯಒᛟưƖǔŵ
 ҔᕤԼƷȪǹǯǛᛐᜤƠŴधᎍǛܣǔᝧ˓ƱᐯᙾǛਤƭŵ
 ҔၲʙႆဃƷࣖݣǛᢘЏƴܱưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
250Q

ПᢋႸ

%.



ҔၲᢅᛚᲢʙᲣƷȬșȫƷЎƕᛟଢưƖǔ





žȒȤȪȏȃȈʙ̊ſǛإԓưƖǔ





Ҕၲܤμƴ᧙ƢǔᙲƳऴإǛӓᨼưƖǔ





ҔᕤԼƕǋƭүᨖࣱƴƭƍƯŴᛟଢưƖǔ





ᢅӊƴឪƜƬƨҔၲᢅᛚᲢʙᲣʙ̊ƴƭƍƯŴϋܾǛᛟଢưƖǔ





ᕤдࠖƕӕǓኵǉҔၲܤμݣሊƴƭƍƯŴॖ፯ǛྸᚐƠŴᙲໜǛᛟଢưƖǔ





ҔၲᢅᛚᲢʙᲣႆᙸƴᢘЏƴإԓưƖǔ





ҔၲᢅᛚᲢʙᲣإԓǛЎௌƠŴƦƷҾ׆ƕᚐଢưƖǔ





φ˳ႎƳҔၲᢅᛚᲢʙᲣ᧸ഥݣሊƕ੩కưƖǔ





ܱɶƷҔၲᢅᛚᲢʙᲣ᧸ഥݣሊƕᚸ̖ưƖǔ





ҔၲᢅᛚᲢʙᲣႆဃƷࣖݣƷ්ǕƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ҔၲᢅᛚᲢʙᲣƷႆᙸƴ࣏ᙲᢿፙƴإԓưƖǔ





ҔၲᢅᛚᲢʙᲣႆᙸƴᢘЏƴधᎍࣖݣưƖǔ





ҔၲᢅᛚᲢʙᲣᚐൿƷƨǊŴᢘЏƴݣϼᲢᘍѣᲣưƖǔ





ȡȳǿȫ᩿ƷȕǩȭȸǛԃǊҔၲᢅᛚᲢʙᲣǛឪƜƠƨʴƴᢘЏƴࣖݣưƖǔ





ҔၲܤμሥྸਦᤆƱಅѦǛྸᚐƠŴᢝܣƠƯಅѦǛᘍưƖǔ





ȒȥȸȞȳǨȩȸƓǑƼȡǫȋǫȫǨȩȸƕɧӧᢤưƋǔƜƱǛᛐᜤƠŴƦǕƧǕ



ƷүᨖࣱƴƭƍƯЗਫưƖǔ


ҔၲʙƷឪƜǓǍƢƍ܇׆ƴƭƍƯŴᛇƠƘᛟଢưƖǔ





žᕤޅȷᕤдࠖƷƨǊƷᛦдʙ᧸ഥȞȋȥǢȫſǛྸᚐƠŴᛟଢưƖǔ





ྵئƴұƠƨҔၲʙ᧸ഥƷƨǊƷಅѦǛ˺ưƖǔ





ȉȸȔȳǰƱƦƷஊܹ˺ဇƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





؏עưᕤǍᙾᣧдƳƲƷᕤཋʏဇ᧸ഥƷƨǊƷѣƕưƖǔ





˰؏עൟƴݣƠҔᕤԼƷᢘദ̅ဇƴƭƍƯգႆѣƕưƖǔ





ᛅࣱ᫆ƷƋǔᕤཋƴƭƍƯǘƔǓǍƢƘᛟଢưƖǔ





ଐࠝဃƴƓƚǔᘓဃሥྸƷಒࣞǛᛟଢưƖǔ
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ଐဇԼƴԃǇǕǔ҄ܖཋឋƷүᨖࣱǛᛟଢưƖǔ





ଐဇԼƴԃǇǕǔ҄ܖཋឋƷүᨖࣱƔǒׅᢤƢǔƨǊƷ૾ඥǛ੩కưƖǔ





ᛚǍᛚƴǑǔɶƴݣƠƯᢘЏƴяᚕưƖǔ





ܹƴͳƑƨᢘЏƳधᎍਦݰƕưƖǔ





ܹȷዬ࣯ƴҔᕤԼƷ̓ዅƱሥྸƴƭƍƯਦݰưƖǔ





  ϋܾ
Ĭ ᕤܹƷഭӪ
ĭ ͤࡍᘮܹฎСࡇ
Į ҔᕤԼሁܤμࣱإԓСࡇ
į ҔၲඥᲢҔၲƷܤμƷᄩ̬Უ
İ ҔၲʙऴإӓᨼሁʙಅᲢଐஜҔၲೞᏡᚸ̖ೞನᲣ
ı ᕤޅȒȤȪȷȏȃȈʙ̊ӓᨼȷЎௌʙಅᲢଐஜҔၲೞᏡᚸ̖ೞನᲣ
Ĳ ȗȬǢȜǤȉ
ĳ ҔᕤԼƷᢘദ̅ဇŴǢȳȁȷȉȸȔȳǰ
Ĵ ȪǹǯȷǳȟȥȋǱȸǷȧȳ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ƔƔǓƭƚᕤдࠖƷ͒ྸ ҔၲȷᅦᅍƷˁኵǈ ǫǦȳǻȪȳǰǹǭȫ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ




ր
ր
ր
ր
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ
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íᲧᲭᲨҔၲȷᅦᅍƷˁኵǈ

  Ⴘ
؏עƷ˂ᚨȷ˂ᎰᆔƱᡲઃƠŴ؏עƷऴإਗໜƱƠƯஹޅᎍȷधᎍƴᢘЏƴࣖݣƢ
ǔƨǊƴŴҔၲƱᅦᅍƷСࡇƴƭƍƯྸᚐǛขǊǔŵ

 ƔƔǓƭƚᕤдࠖƴǑǔᕤܖႎሥྸƷॖ፯ƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
 ؏עѼਙǱǢǷǹȆȠƷྸࣞƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
 ܡנҔၲӏƼܡއʼᜱƷˁኵǈƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
 ܡנҔၲӏƼܡއʼᜱƴƓƚǔᕤޅƱᕤдࠖƷࢫлƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
 ҔၲӏƼʼᜱƴ᧙ǘǔᧉݦᎰᆔƱƦƷࢫлƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
 ҔၲӏƼʼᜱƴ᧙ǘǔᧉݦᎰᆔƱᡲઃưƖǔŵ
 ؏עƷ̬ͤŴҔၲŴᅦᅍƴƓƍƯМဇӧᏡƳᅈ˟เƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
 Ҕၲ੩̓ᚨŴᅦᅍᚨӏƼᘍƱᡲઃưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
250Q

ПᢋႸ

%.



ҔၲƷਃƍƱƠƯŴᅈ˟ƷȋȸǺǛ৭੮ưƖǔ





Ҕၲඥᇹ  வƷᲬǛಒᛟưƖǔ





ᕤдࠖඥᇹ  வƴƭƍƯಒᛟưƖǔ





ԡ࣯ƴᕤдࠖƕ᧙ǘǔॖ፯ǛᛟଢưƖǔ





ȁȸȠȯȸǯƷᙲࣱǛ̊ᅆƠƯᛟଢưƖǔ





ᕤдࠖƷᎰᏡǛᛐᜤƠŴ࣏ᙲƴࣖơƯ˂ᎰᆔƴяᚕƳƲǛ൭ǊǔƳƲƷϼፗƕưƖǔ





ҔၲǹǿȃȕƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳưŴƓʝƍƷऴإσஊƱᡲઃƷᙲࣱǛ᚛ᜭưƖǔ





ҔၲǹǿȃȕƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳưŴƓʝƍƷऴإσஊƱᡲઃǛܱោưƖǔ





˂ᎰᆔƱᡲઃǛӕǓŴңᛦႎ७ࡇưࢫлǛܱោưƖǔ





ǿȸȟȊȫǱǢƴƓƚǔᕤдࠖƷࢫлƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





țǹȔǹƳƲƷᚨƷॖ፯ƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ǿȸȟȊȫǱǢƴƓƚǔᕤдࠖƷࢫлǛܱោưƖǔ





țǹȔǹƳƲƷᚨưᕤдࠖƷࢫлǛܱោưƖǔ





̬ͤᅦᅍѣƷɶư˂ᎰᆔƱᡲઃưƖǔ





ᚧբᕤдᲢܡއၲᲣሥྸਦݰಅѦƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᚧբᕤдᲢܡއၲᲣሥྸਦݰಅѦǛᘍƏƜƱƕưƖǔ





˰ൟƷܼࡊؾǛ৭੮ƠŴᢘЏƴᘍѣưƖǔ





ܡއᎊʴƷʼᜱཞඞǛ৭੮ƠŴᢘЏƴࣖݣưƖǔ





ᕤೞඥƷᙲƳႸǛЗਫưƖǔ





ᕤೞඥƷᙲƳႸǛᛟଢưƖǔ





ᕤдࠖඥƷᙲƳႸǛЗਫưƖǔ





ᕤдࠖඥƷᙲƳႸǛᛟଢưƖǔ





ᕤдࠖƴ᧙ᡲƢǔඥˋƷನǛᛟଢưƖǔ





ᕤӏƼӼችᅕᕤӕዸඥŴᙾƤƍдӕዸඥሁǛᛟଢưƖǔ





ᕤӏƼӼችᅕᕤӕዸඥᙾƤƍдӕዸඥሁƴؕƮƖŴᢘЏƳӕǓৢƍȷሥྸƕܱោưƖǔ
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̾ʴऴ̬إᜱඥƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤдࠖƷؕஜႎᝧ˓ǛᏮƠƨئӳƷፘЩඥࢷǛᛟଢưƖǔ 





ҔၲඥƷᙲႸǛЗਫưƖǔ





ҔၲඥƷᙲႸǛᛟଢưƖǔ





ҔࠖඥƷᙲႸǛЗਫưƖǔ





ҔࠖඥƷᙲႸƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ͤࡍ̬ᨖඥƷᙲႸǛЗਫưƖǔ





ͤࡍ̬ᨖඥƷᙲႸǛᛟଢưƖǔ





̬ᨖҔၲೞ᧙ӏƼ̬ᨖҔၲਃ࢘ᙹЩǛᛟଢưƖǔ





̬ᨖᕤޅӏƼ̬ᨖᕤдࠖၲਃ࢘ᙹЩǛᛟଢưƖǔ





ᅈ˟̬ᨦСࡇȷҔၲ̬ᨖСࡇǛᛟଢưƖǔ





ʼᜱ̬ᨖඥƷᙲႸƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᛦдᢅᛚႆဃƷඥࢷႎᝧ˓ƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ϼ૾ƤǜͬᡯᎍӏƼᕤдࠖƷբǘǕǔӧᏡࣱƕƋǔᝧ˓ƴƭƍƯφ˳ႎඥࢷǛᛟଢưƖǔ





ᕤʙ᧙ᡲඥᙹƴؕƮƖႻᛩƴࣖݣưƖǔ




  ϋܾ
Ĭ ҔၲᎰᆔᲢҔࠖŴჃᜱࠖŴྸܖၲඥٟŴ˺ಅၲඥٟŴᚕᛖၲඥٟƳƲᲣ
ĭ ʼᜱᎰᆔᲢǱǢȞȍǸȣȸŴȘȫȑȸƳƲᲣ
Į ʼᜱᚨᲢᚧբʼᜱŴᚧբჃᜱŴᡫʼᜱŴܡއʼᜱૅੲሁƷܡއኒǵȸȓǹƷ
ʙಅŴʼᜱ̬ᨖᚨᲢཎКᜱᎊʴțȸȠŴʼᜱᎊʴ̬ͤᚨŴʼᜱҔၲᨈሁᲣ
į ᘍᲢᣃᢊࡅჄӏƼࠊထƷʼᜱਃ࢘ᢿޅሁᲣŴ؏עѼਙૅੲǻȳǿȸሁ
İ ʼᜱ̬ᨖƷǵȸȓǹМဇᎍƷऴإᲢဃؾŴᙲૅੲȷᙲʼᜱࡇŴ#&.Ŵ
ଐࠝဃᐯᇌࡇŴᕤʼяƷᙲԁŴִɦщŴᙻщŴᎮщŴზሁᲣ
ı ʴဃ˟ᜭᲢ#%2Უ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ƔƔǓƭƚᕤдࠖƷ͒ྸ Წधᎍܤμ ǫǦȳǻȪȳǰǹǭȫ

  ૾ဦ
ǰȫȸȗ᚛ᜭŴᜒ፯Ŵᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր
ր
ր
ր
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ
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Ⅰ－４．カウンセリングスキル
(1) 目標
かかりつけ薬剤師として、来局者・患者の抱える問題に適切に対応するために、カウ
ンセリング・マインドを醸成する。
1.
2.
3.
4.
5.

カウンセリング・マインドの必要性を説明できる。
カウンセリングの技法について説明できる。
相談内容に応じて、環境に配慮した対応ができる。
カウンセリングの進め方をイメージできる。
カウンセリングの効果と限界について説明できる。

関連する PS
PS No.

到達目標

CL

1-2-1

「薬剤師の接遇マニュアル」を概説できる

1

1-2-2

「薬剤師の接遇マニュアル」に基づいて行動できる

3

1-2-3

「対面話法例示集」を概説できる

1

1-2-4

「対面話法例示集」に基づいて行動できる

4

1-2-10

言語的および非言語的コミュニケーションの方法を概説できる

3

1-3-4

患者の心理状態を把握し、配慮できる

3

1-3-5

相手の心理状態とその変化に配慮し、適切に対応できる

5

1-3-17

対人関係に影響を及ぼす心理的要因を概説できる

4

1-3-18

病気が患者に及ぼす心理的影響について説明できる

5

1-3-19

患者および家族の心理状態を把握し、配慮できる

5

1-3-20

患者やその家族のもつ価値観が多様であることを認識し、総合的に実践できる

5

1-3-21

臨床心理学の必要性について説明できる

4

1-3-22

交流分析の必要性について説明できる

4

1-3-23

家族力学について理解し、実践できる

5

1-4-1

病名を宣告された患者や家族の心理状態について配慮できる

3

1-4-2

簡易的なカウンセリングスキルについて説明できる

4

1-4-3

患者やその家族の話を傾聴することができる

3

1-4-4

患者やその家族が持つ精神的な問題点を把握することができる

5

1-4-5

患者やその家族が、直面する問題に前向きに対処できるようサポートできる

5

(2) 内容
① 相談を受ける環境、心構え
② ラポール、積極的傾聴（共感的理解、無条件の肯定的関心、自己一致）
③ 他職種（臨床心理士、カウンセラーを含む）・他施設との連携
関連する項目：
1.かかりつけ薬剤師の倫理 ２.患者安全 3.医療・福祉の仕組み

─8─

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵ፼ᲢȭȸȫȗȬǤᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ





ր
ր
ր
ր
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ
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íᲧᲯᲨ ǨȓȇȳǹƷоЈ

  Ⴘ
 ᕤдࠖƸŴଐࠝƷᕤдࠖಅѦƷɶưŴधᎍƴݣƢǔܤμưјௐႎƳᕤཋၲඥǍ؏עᅈ
˟ƷᅦᅍƷӼɥƴӼƚƯŴྵཞ৭੮ƢǔƱƱǋƴࠝƴӼɥƢǔǑƏƳоॖپǛ࣎ƕƚŴ
ᄂᆮᏡщǛƬƯƍƘŵ

 ᕤдࠖಅѦƷǨȓȇȳǹ҄ƷᙲࣱǛᛟଢưƖǔŵ
 ᕤдࠖಅѦƱᐮᄂᆮƱƷ᧙ᡲǛᛟଢưƖǔŵ
 ᄂᆮᚘဒƷ˺૾ඥǛᛟଢưƖǔŵ
 ᕤдࠖಅѦƷǨȓȇȳǹ҄ƴӼƚƨᄂᆮᚘဒǛᇌకưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
250Q

ПᢋႸ



ҔၲƷਃƍƱƠƯŴᅈ˟ƷȋȸǺƴࣖݣƢǔ૾ඥǛ੩కưƖǔ 





Ҕၲ͒ྸƷഭӪᲢȘȫǷȳǭܳᚕȷȒȝǯȩȆǹƷᛒƍƳƲᲣǛಒᛟưƖǔ





ҔၲƴƔƔǘǔ͒ྸႎբ᫆ǛЗਫưƖǔ





ҔၲƴƔƔǘǔᜂբ᫆ƔǒŴᐯǒᛢ᫆ǛᙸƍƩƠŴƦǕǛᚐൿƢǔᏡщǛᣱƢǔ





   ϋܾ
Ĭ ᐮǍ၃ܖᄂᆮƴƓƚǔ͒ྸƷႆޒƷഭӪǛܖƿ
ĭ բ᫆ໜǛॖᜤƠƨƱƖƷᄂᆮƷኵǈᇌƯǛܖƿ
Į ᐮႎွբƔǒᄂᆮႎွբǁƷբƍƷᇌƯ૾Ǜܖƿ
į žʴǛݣᝋƱƢǔҔܖኒᄂᆮƷ͒ྸਦᤆſǍžᐮᄂᆮඥſƴƭƍƯܖƿ
İ ᄂᆮᚘဒƷᚡ᠍૾ඥƴ᧙ƠƯܖƿ
ı ᛯ૨ƷƖ૾ǍᄂᆮႆᘙƷ૾ඥƴƭƍƯܖƿ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵ፼Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ




%.

ր
ր
ր
ր
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ
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Ⅱ 医療薬学的知識と技能

─ 11 ─

îᲨҔၲᕤܖႎჷᜤƱ২Ꮱ

îᲧᲫᲨᕤྸܖƱஇᡈƷᡶഩ

  Ⴘ
धᎍƴݣƠҔᕤԼǛᢘദƴ̅ဇƢǔƨǊƴŴˊᘙႎƳ၌धƷ၏७ဃྸŴၲᕤƷ˺ဇ
ೞࡀƳǒƼƴၲǬǤȉȩǤȳǛྸᚐƠŴᕤཋၲඥƷؕᄽƳǒƼƴஇૼƷჷᙸǛ፼ࢽƢ
ǔŵ

ᲫᲨӲ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔŵ
ᲬᲨӲ၌धƷஇૼƷၲǬǤȉȩǤȳǛᛟଢưƖǔŵ
ᲭᲨᆆౡҔၲƴ̅ဇƢǔҔᕤԼƓǑƼϐဃҔၲሁᙌԼƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔŵ
ᲮᲨˊᘙႎƳЎ܇ႎᕤƷ˺ဇೞࡀƱ̅ဇƢǔ၌धȷ၏७ᲢफࣱᏽၨŴᐑҾ၏ƳƲᲣǛ
ᛟଢưƖǔŵ
ᲯᲨˊᘙႎƳ৴˳ҔᕤԼƷ˺ဇೞࡀƱ̅ဇƢǔ၌धȷ၏७ᲢफࣱᏽၨŴᐑҾ၏ƳƲᲣǛ
ᛟଢưƖǔŵ
ᲰᲨˊᘙႎƳఋᣠҔᕤԼƷ˺ဇೞࡀƱ̅ဇƢǔ၌धȷ၏७Ტᢡˡࣱ၌धŴᅕኺࣱ٭၌ध
ƳƲᲣǛᛟଢưƖǔŵ
ᲱᲨˊᘙႎƳ્ࣱݧҔᕤԼƷ˺ဇೞࡀƱ̅ဇƢǔ၌धȷ၏७ᲢफࣱᏽၨƳƲᲣǛᛟଢư
Ɩǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
250Q

ПᢋႸ

%.



ɧૢᏦƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





࣎ɧμƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᖎᘉࣱ࣎၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





᭗ᘉןƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ෞࣱ҄ၨƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





໒ၐࣱᐂ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᐂ໒Ʒ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





Ꮑ໒ȷᏁᄒ٭Ʒ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᐘ໒Ʒ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᏴɧμƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ȍȕȭȸǼƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





մऒƓǑƼᏍൢᏽƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





Ꮿɦ˳ƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ဍཞᐄƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ࣱᐄƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





иᏴƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ኄބ၏ƱƦƷӳ́ၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᏢឋˊᜓီࠝၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ
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᭗ބᣠᘉၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ƯǜƔǜƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ወӳڂᛦၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





Əƭ၏Ŵ៥Əƭ၏Ʒ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᱠԹձƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ႝᐎ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





აƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᭌቫ᭨ၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





᧙ራȪǦȞȁƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ǢȊȕǣȩǭǷȸȷǷȧȃǯƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢư



Ɩǔ


ࢸࣱټβ၃ɧμၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ɼƳज़௨ၐƷ၏७ƱҾ׆ǛᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴ᓏᕤǛ˳ኒႎƴЎƠŴ৴ᓏǹȚǯȈȫƱ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴ჇᓏᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴ǦǤȫǹᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᐥ֥КफࣱᏽၨƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ




  ϋܾ
Ĭ ˊᘙႎƳ၌धƴ᧙ƢǔஇૼƷჷᙸ
ĭ ˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀƴ᧙ƢǔஇૼƷჷᙸ
Į ˊᘙႎƳ၌धƷஇૼƷၲǬǤȉȩǤȳ
į ᆆౡҔၲƴ̅ဇƢǔҔᕤԼƓǑƼϐဃҔၲሁᙌԼƷಒᙲ
İ இᡈƷˊᘙႎƳЎ܇ႎᕤƷ˺ဇೞࡀƱ̅ဇƢǔ၌धȷ၏७ᲢफࣱᏽၨŴᐑҾ၏Ƴ
ƲᲣƷಒᙲ
ı இᡈƷˊᘙႎƳ৴˳ҔᕤԼƷ˺ဇೞࡀƱ̅ဇƢǔ၌धȷ၏७ᲢफࣱᏽၨŴᐑҾ၏Ƴ
ƲᲣƷಒᙲ
Ĳ இᡈƷˊᘙႎƳఋᣠҔᕤԼƷ˺ဇೞࡀƱ̅ဇƢǔ၌धȷ၏७Ტᢡˡࣱ၌धŴᅕኺ٭
ࣱ၌धƳƲᲣƷಒᙲ
ĳ ˊᘙႎƳ્ࣱݧҔᕤԼƷ˺ဇೞࡀƱ̅ဇƢǔ၌धȷ၏७ᲢफࣱᏽၨƳƲᲣƷಒᙲ


᧙ᡲƢǔႸᲴ
ᙌд ܖᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ 
ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ ౨௹͌Ʒ৭੮ ᕤܖႎᚇ ݑᕤܖႎǱǢ 
и˺ဇݣሊ ȏǤȪǹǯᕤ ဃᕤȷ૾ᕤ ज़௨ݣሊ ሥྸ 
૨ྂᚸ̖ŴҔᕤԼऴإƷဇ ወᚘȇȸǿƷྸᚐƱဇ
ᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘᚡ ᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵܱ፼Ტᐮᄂ̲ᲣŴᐯࠁܖ፼
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ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
š ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ
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îᲧᲬᲨᙌдܖƱஇᡈƷᡶഩ

  Ⴘ
धᎍƴݣƠҔᕤԼǛᢘദƴ̅ဇƢǔƨǊƴŴᙌд҄Ʒॖ፯ƱᙌдƷࣱឋǛྸᚐƠƨɥ
ưŴᙌдƷᆔŴᙌᡯŴԼឋŴᙌдᚨᚘƓǑƼᕤཋᡛᢋǷǹȆȠƴ᧙ƢǔؕஜႎʙƳ
ǒƼƴஇૼƷჷᙸǛ፼ࢽƢǔŵ

ᲫᲨᙌд҄Ʒॖ፯ƱᙌдƷཎࣱǛྸᚐƢǔŵ
ᲬᲨဃཋܖႎӷሁࣱƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
ᲭᲨᕤཋᡛᢋǷǹȆȠƴƭƍƯಒࣞƱஊဇࣱǛᛟଢưƖǔŵ
ᲮᲨᙌдܖƴƓƚǔஇᡈƷѣӼƴƭƍƯ৭੮Ƣǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 ȷȷȷᛆ࢘ƳƠ 


  ϋܾ
Ĭ ᙌдƷᆔŴᙌᡯŴԼឋ
ĭ ᙌд҄Ʊᙌдᚾ᬴ඥƷѣӼ
Į ဃཋܖႎӷሁࣱƴ᧙ƢǔஇૼƷჷᙸ
į &&5 ƴ᧙ƢǔஇૼƷჷᙸ
İ ǳȳȈȭȸȫȉȪȪȸǹ҄ƞǕƨஇᡈƷᕤд
ı ǿȸǲȆǣȳǰƴƓƚǔஇૼƷѣӼ
Ĳ ԈӓોծƴƓƚǔஇૼƷჷᙸ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
 ᕤྸ ܖᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ
ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ ᕤܖႎǱǢ и˺ဇݣሊ ဃᕤȷ૾ᕤ 
ज़௨ݣሊ ૨ྂᚸ̖ŴҔᕤԼऴإƷဇ ወᚘȇȸǿƷྸᚐƱဇ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
š ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
š ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ
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îᲧᲭᲨᕤཋѣ७ܖȷᕤщܖƴƓƚǔஇᡈƷѣӼ 

  Ⴘ
 धᎍƴݣƠҔᕤԼǛᢘദƴ̅ဇƢǔƨǊƴŴᨼׇᕤཋѣ७ܖŴ#&/'ᲢԈӓȷЎࠋȷ
ˊᜓȷඟᲣƓǑƼ 6&/ ǛྸᚐƠŴᕤཋၲඥƷؕᄽƳǒƼƴஇૼƷჷᙸǛ፼ࢽƢǔŵ


ᲫᲨᨼׇᕤཋѣ७ܖƴƭƍƯྸᚐƠŴဇưƖǔŵ
ᲬᲨᕤཋƷ˳ϋѣ७ᲢԈӓŴЎࠋŴˊᜓŴඟᲣǛྸᚐƠŴဇưƖǔŵ
ᲭᲨ6&/ ƷؕᄽǛྸᚐƠŴဇưƖǔŵ
ᲮᲨ᩼ዴࣱ࢟ᕤཋƷಒࣞƱཎࣉƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
ᲯᲨᕤཋƷᐂᏁࣅƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
ᲰᲨᕤཋƷ˳ϋѣ७ƴࢨ᪪ǛɨƑǔȈȩȳǹȝȸǿȸƷཎࣉƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
ᲱᲨᕤཋຜࡇƷย૾ܭඥƷᆔȷҾྸƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
ᲲᲨᕤјƴࢨ᪪ǛɨƑǔᢡˡٶ܇ƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



ᨼׇᕤཋѣ७ܖƷಒࣞƱࣖဇƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᨼׇᕤཋѣ७ȑȩȡȸǿȸǛဇƍƯŴ৲ɨƷࣱ࢘ڲǛᚸ̖ưƖǔ





ᕤཋƷဇƱ˺ဇƷ᧙̞ƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤཋƷ˳ϋѣ७ƱᕤјƷ᧙̞ƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤཋƷˊᘙႎƳ৲ɨኺែƴƭƍƯŴƦǕƧǕƷཎࣉǛᛟଢưƖǔ





ኺӝ৲ɨᕤཋƷԈӓƴࢨ᪪ǛɨƑǔ܇׆ǛЗਫưƖǔ





ኺӝ৲ɨᕤཋƷԈӓƴࢨ᪪ǛɨƑǔ܇׆Ʒ˺ဇೞࡀƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤཋƷᏯᆆᘍࣱƱᏯᘉ෩᧙ᧉƷཎࣉǛᛟଢưƖǔ





ᕤཋƷᏒδᆆᘍࣱƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤཋƱᘉǿȳȑǯឋƱƷኽӳƱᕤјƷ᧙̞ƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤཋƱᘉǿȳȑǯឋƱƷኽӳƱᕤཋƷኵጢᆆᘍࣱƷ᧙̞ƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤཋƷˊᜓಮࡸƱɼᙲƳˊᜓᣞእƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤཋƷɼᙲඟኺែƱඟಮࡸƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤཋƷИׅᡫᢅјௐƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤཋƷИׅᡫᢅјௐƷ٭ѣ܇׆ƴƭƍƯᛇƠƘᛟଢưƖǔ





ᕤཋƷᏁǯȪǢȩȳǹƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤཋƷᏴǯȪǢȩȳǹƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᕤཋƷᘉɶຜࡇਖ਼ᆆƱμ៲ǯȪǢȩȳǹŴЎࠋܾᆢƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





Ӓࣄ৲ɨƷᕤཋᘉɶຜࡇਖ਼ᆆƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





6&/ Ʒॖ፯ƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





6&/ ƷȇȸǿƴؕƮƍƯᢘദƳ৲ɨ૾ඥƴƭƍƯ੩కưƖǔ





ᕤཋƷ˳ϋѣ७Ʊ˺ဇႆྵƴࢨ᪪ǛɨƑǔᢡˡႎእ׆ƴƭƍƯᛟଢưƖǔ
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  ϋܾ
Ĭ ᨼׇᕤཋѣ७ܖƷஇૼƷჷᙸ
ĭ #&/'ᲢԈӓȷЎࠋȷˊᜓȷඟᲣƷྸᚐ
Į 6&/ ƷؕᄽƱܱោ
į ᕤྸᢡˡܖႎᙻໜƴǑǔᕤཋၲඥƷܱោ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ᕤྸ ܖᙌд ܖÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ
౨௹͌Ʒ৭੮ ᕤܖႎᚇ ݑᕤܖႎǱǢ и˺ဇݣሊ ȏǤȪǹǯᕤ
ဃᕤȷ૾ᕤ ज़௨ݣሊ ሥྸ ૨ྂᚸ̖ŴҔᕤԼऴإƷဇ
ወᚘȇȸǿƷྸᚐƱဇ ᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘᚡ
ᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵܱ፼Ტᐮᄂ̲ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր
ր
š
š
š

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ
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Ⅱ－４－１．小児
(1) 目標
小児の薬物療法に必要な知識を習得し、取得した患者情報に 応じた薬物療法を提案・
実施・評価できる。
1. 小児領域の理解に必須の（ADME、栄養管理、メンタルヘルスなど）を概説できる。
2. 小児領域での年齢的特徴や機能的特徴を理解し、薬物療法を行う上で注意すべき点
を例に挙げて具体的に説明できる。
3. 小児領域において、代表的な疾患の特徴と薬物療法について概説できる。
4. 小児領域において適切な剤形の選択と医薬品の選択、その使用方法と注意点につい
て説明できる。
5. 小児領域に対する薬物療法に必要な医薬品に関する特徴を理解し、適正使用に必要
な効果や副作用などの評価について、例を挙げて具体的に説明できる。
6. 小児領域におけるヘルスリテラシー※１を説明できる。
※１：認知や社会生活上のスキルを意味し、良好な健康の増進・維持に必要な
情報にアクセスし、理解し、利用するための個人の意欲や能力
WHO：Health Promotion Glossary (1998)より

関連する PS
PS No.

到達目標

CL

2-2-140

新生児、乳幼児、小児に対する薬物治療で注意すべき点を列挙できる

1

2-2-141

新生児、乳幼児、小児に対する薬物治療で注意すべき点を説明できる

3

2-2-142

新生児、乳幼児、小児に対する薬物治療で適用外もしくは未確立のものについて、

5

その有効性を客観的に評価し、エビデンスとして提案できる
2-3-22

小児科領域で使用される薬物に関する代表的な副作用とその兆候を説明できる

4

(2) 内容
1. 年齢的・生理的特徴に関する理解と対応
（1） 薬物治療上必要な、子どもの成長・発達（胎児から学童）
① 体重・臓器・体表面積・年齢別臨床検査値
② 授乳・離乳食・経腸栄養剤などの栄養補給、生活習慣
③ 脳や心、行動の発達
④ 薬物動態（代謝等）の変化
⑤ 投与経路(経口、経皮、経直腸、経腸、経静脈等)
⑥ 副作用や相互作用に関する注意事項の変化哺乳・離乳食などの栄養補給、
生活習慣
（2） 小児においての ADME に関する注意事項
① 小児薬用量
② 細胞内水分量と脂肪組織量
③ 血清アルブミンとたんぱく結合率
④ 肝機能と腎機能、胆汁排泄機能
⑤ 薬力学や薬物間相互作用の変化
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（3） 胎児毒性・発育毒性・催奇形性と薬物療法の影響
① 禁忌、使用上の注意（スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤、テ
トラサイクリン等）
② 重大な副作用（低カルニチン血症とピポキシル基等）副作用や相互作用に
関する注意事項の増加
2. 小児領域での代表的な疾患に関する理解と対応
（1） 小児領域での代表的な疾患
① アレルギー疾患（食物アレルギー、喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症、など）
② 感染症 （小児急性中耳炎、風邪、溶連菌感染症、流行性感染症）
③ 脱水
④ てんかん
⑤ 川崎病
⑥ 発達障害（自閉症スペクトラム障害（自閉症、アスペルガー症候群、広汎 性
発達障害）、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害、チック障害、 吃
音（症）、など）
⑦ 1 型糖尿病(IDDM)
⑧ 白血病など、小児慢性特定疾患
（2） 小児領域での代表的な疾患に関する病態生理や臨床症状、検査値の異常
3. 小児領域に用いられる医薬品に関する理解と対応
（1） 代表的な疾患に用いられる医薬品
① 薬用量
② 剤形
③ 投与経路
（2） 代表的な疾患に使用される医薬品について、医薬品の効果と副作用に関する
評価
① 適応薬
② 未承認薬・適応外薬
（3） 代表的な疾患に使用される医薬品について、製剤学的特徴理解とコンプライ
アンスを高める調剤上の工夫
① 希釈・微量・賦形
② 粉砕・脱カプセル（コーティングに係る理解を含む）
③ 混合（散剤、シロップ剤、軟膏剤）
④ 懸濁（投与時等）
⑤ 吸湿対策・遮光対策
（4） 代表的な疾患に使用される医薬品について、身体的・機能的特徴に応じた使
用方法と注意点
① 小児に対する服薬支援
・小児心理・行動学
・保護者の理解に向けた支援
② 小児の在宅療養時の医療的ケアの理解
（5） 身体的・機能的特徴に応じた一般用医薬品等の選択と受診勧奨
① 身体的・機能的特徴の把握
② 患者に適した剤形選択小児科領域での代表的な疾患に用いられる医薬品
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4. 小児領域におけるヘルスリテラシーの理解と対応
（１）感染予防・予防接種啓発
（２）学校薬剤師業務
（３）医薬品誤飲事故防止策
① 年齢や発達段階ごとの事故の特徴の理解
② 生活像に応じた医薬品保管方法
③ 誤飲事故が発生した際の対処
関連する項目：
1.薬理学 2.製剤学 3.薬物動態学・薬力学 5.検査値の把握 6.薬学的観察
7.薬学的ケア 8.副作用対策 9.ハイリスク薬 10.生薬・漢方薬
11.感染対策 12.栄養管理 13.セルフケア支援 14.文献評価、医薬品情報の活用
17.薬剤使用期間中のフォローアップ
参考：小児薬物療法テキストブック 日本小児臨床薬理学会教育委員会編 2017
小児科領域の薬剤業務ハンドブック第２版 国立成育医療研究センター薬剤
部編 2016
消費者安全法第 23 条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書「子供に
よる医薬品誤飲事故」 消費者安全調査委員会 2015
(3)

方略
講義、グループ討議（症例検討）、自己学習

■かかりつけ機能との関連
☑
☑
☑
□
□

薬物療法の個別最適化
薬物療法の連続性（通院、入院、在宅）
健康生活の増進・セルフケアの支援
公衆衛生、災害対策
他職種・他施設との連携
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Ⅱ－４－２．高齢者
(1) 目標
高齢者の薬物療法に必要な知識を習得し、取得した患者情報に応じた薬物療法を提
案・実施・評価できる。
１. 高齢者の領域で生じやすい問題（ADME、栄養管理、メンタルヘルス、フレイル、
ポリファーマシーなど）を概説できる。
２. 高齢者の領域での年齢的特徴や機能的特徴を理解し、薬物療法を行う上で注意すべ
き点を例に挙げて具体的に説明できる。
３. 高齢者の領域において、代表的な疾患の特徴と薬物療法について概説できる。
４. 個々の患者の身体的・機能的特徴を理解し、適切な剤形の選択と医薬品の選択、そ
の使用方法と注意点について説明できる。
５. 高齢者の各領域に対する薬物療法に必要な医薬品に関する特徴を理解し、適正使用
に必要な効果や副作用などの評価について、例を挙げて具体的に説明できる。
関連する PS
PS No.

到達目標

CL

2-2-143

高齢者に対する薬物治療で注意すべき点を列挙できる

1

2-2-144

高齢者に対する薬物治療で注意すべき点を説明できる

3

2-3-23

老年科で使用される薬物に関する代表的な副作用とその兆候を説明できる

4

3-3-2

居宅老人の介護状況を把握し、適切に対応できる

5

(2) 内容
１. 年齢的・生理的特徴に関する理解と対応
（1） 薬物治療上必要な、加齢に伴う身体的・機能的変化
① 呼吸機能
② 循環機能
③ 消化・吸収機能
④ 排泄機能
⑤ 運動機能
⑥ 感覚機能
⑦ 神経機能
⑧ 免疫機能
⑨ 性機能
⑩ 造血機能
（2） 加齢に伴う身体的・機能的変化及びそれらが原因で生じる問題
① 副作用や相互作用に関する注意事項の増加
② 日常生活動作（ADL）低下
③ 認知機能低下
④ 誤嚥
⑤ サルコペニア
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⑥ フレイル
⑦ ポリファーマシー
（3） 高齢者においての ADME に関する注意事項
① 細胞内水分量と脂肪組織量
② 血清アルブミンとたんぱく結合率
③ 肝機能と腎機能、胆汁排泄機能
④ 加齢による薬力学や薬物間相互作用の変化
２. 高齢者の各領域での代表的な疾患に関する理解と対応
（1） 老年科での代表的な疾患
① 認知・行動障害（認知症、高齢者うつ病、せん妄、など）
② 骨粗しょう症
③ 生活習慣病（心臓病、脳卒中、糖尿病、がん、など）
④ 慢性閉塞性肺疾患
⑤ 高齢者肺炎（誤嚥性肺炎、など）
⑥ 排尿障害・排便障害
⑦ 循環器疾患
（2） 高齢者の各領域での代表的な疾患に関する病態生理や臨床症状、検査値の異常
３. 高齢者の各領域に用いられる医薬品に関する理解と対応
（1） 老年科での代表的な疾患に用いられる医薬品
（2） 代表的な疾患に使用される医薬品について、医薬品の効果と副作用に関する評価
（3） 代表的な疾患に使用される医薬品について、製剤学的特徴理解とコンプライアン
スを高める調剤上の工夫
① 粉砕
② 一包化
③ 服薬カレンダー
④ 簡易懸濁
⑤ 吸湿対策・遮光対策
（4） 代表的な疾患に使用される医薬品について、身体的・機能的特徴に応じた使用方
法と注意点
① 高齢者に対する服薬支援と継続的なフォローアップ
② 高齢者の在宅療養時の介助者の把握と対応
（5） 身体的・機能的特徴に応じた一般用医薬品等の選択と受診勧奨
① 身体的・機能的特徴の把握
② 患者に適した剤形選択
関連する項目：
1.薬理学 2.製剤学 3.薬物動態学・薬力学 5.検査値の把握 6.薬学的観察
7.薬学的ケア 8.副作用対策 9.ハイリスク薬 10.生薬・漢方薬
11.感染対策 12.栄養管理 13.セルフケア支援 14.文献評価、医薬品情報の活用
17.薬剤使用期間中のフォローアップ
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(3) 方略
講義、症例検討、自己学習
■かかりつけ機能との関連

☑ 薬物療法の個別最適化
☑ 薬物療法の連続性（通院、入院、在宅）
☑ 健康生活の増進・セルフケアの支援
□ 公衆衛生、災害対策
□ 他職種・他施設との連携
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Ⅱ－４－３．妊娠前および妊娠～授乳期
(1) 目標
妊娠前および妊娠～授乳期の薬物療法に必要な知識を習得し、取得した患者情報に応
じた薬物療法を提案・実施・評価できる。
１. 妊娠前および妊娠～授乳期に生じやすい問題（ADME、栄養管理、メンタルヘルス
など）を概説できる。
２. 妊娠前および妊娠～授乳期での身体・機能・生理的特徴を理解し、薬物療法を行う
上で注意すべき点を例に挙げて具体的に説明できる。
３. 妊娠前および妊娠～授乳期の各領域において、代表的な疾患の特徴と薬物療法につ
いて概説できる。
４. 個々の患者の身体的・機能的特徴を理解し、適切な剤形の選択と医薬品の選択、そ
の使用方法と注意点について説明できる。
５. 妊娠前および妊娠～授乳期の各領域に対する薬物療法に必要な医薬品に関する特徴
を理解し、適正使用・禁忌・有益性投与の評価について、例を挙げて具体的に説明
できる。
関連する PS
到達目標

PS No.
1-1-19

誕生にかかわる倫理的問題（生殖技術、クローン技術、出生前診断など）の概略と

CL
5

問題点を説明できる
2-2-126

薬物の胎児移行性について説明できる

1

2-2-145

妊婦に対する薬物治療で注意すべき点を列挙できる

1

2-2-146

妊婦に対する薬物治療で注意すべき点を説明できる

3

2-2-147

妊婦に対する薬物治療で適用外もしくは未確立のものについて、その有効性を客観

5

的に評価し、エビデンスとして提案できる
2-2-148

授乳婦に対する薬物治療で注意すべき点を列挙できる

1

2-2-149

授乳婦に対する薬物治療で注意すべき点を説明できる

3

2-3-21

産科婦人科領域で使用される薬物に関する代表的な副作用とその兆候を説明できる

4

(2) 内容
1. 妊娠前
（1） 薬物治療上必要な身体的・機能・生理的変化
① 月経・排卵・女性ホルモン
② 月経周期・卵胞の変化・女性ホルモンの変化・子宮内膜の変化・基礎体温
の変化
③ ホルモンバランスが情動に与える影響
（2） この時期の薬の影響
① 栄養状態が次世代にまで与える影響
② 葉酸とプレコンセプションケア※2
※2：妊娠前の女性とカップルに医学的・行動学的・社会的な保健介入を行うこと
WHO：World Health Organization（2012）より
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（3） 妊娠前に生じる問題
① 生理痛・月経困難・月経不順・不妊
② 妊娠を想定した慢性疾患の治療薬の変更
2. 妊娠期
（1） 薬物治療上必要な妊婦・胎児の身体・機能・生理的変化
① 妊娠の成立と経過(妊娠週数の数え方、週数に応じた妊婦・胎児の変化)
② 胎児を育むための母体の変化(循環器系、呼吸器系、腎・泌尿器系、糖代謝、
甲状腺)
③ 出産・授乳のための母体の変化（凝固・線溶系、内分泌系）
④ 検査値の変化
（2） この時期の薬の影響
① 妊娠週数に応じた妊婦・胎児への薬の影響
② 有益性投与の考え方（ベースラインリスク・先天異常の分類や要因も含め）
③ 添付文書記載事項の捉え方（生殖発生毒性試験とヒトでの疫学研究の乖離）
（3） 代表的な薬物の妊娠期においての注意事項
① 胎盤移行性
② 催奇形性・胎児毒性
（4） 妊娠によって生じる問題
① 悪阻・妊娠高血圧症候群・妊娠糖尿病・便秘・痔核・貧血・尿路感染・不
眠症・不安症・切迫早産
② 妊娠中の急性疾患の薬物治療
③ 妊娠中の慢性疾患の薬物治療の継続
（5） 代表的な合併症妊娠に関する薬の影響と対応
① 高血圧
② 糖尿病
③ 心不全
④ 腎不全
⑤ バセドウ病・橋本病
⑥ 全身性エリテマトーデス
⑦ 関節リウマチ
⑧ アレルギー疾患
⑨ 炎症性腸疾患
⑩ 喘息
⑪ てんかん
⑫ 精神疾患
3. 授乳期
（1） 薬物治療上必要な授乳期の身体・機能・生理的変化
① 母乳分泌と薬の乳汁移行のしくみ
② 母乳育児のメリット（栄養学的・免疫学的・神経学的効果）
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（2） この時期の薬の影響
① 乳児への薬の影響（月齢・健康状態・乳児自身の使用薬との相互作用）
② 有益性投与の考え方
③ 添付文書記載事項の捉え方
（3） 代表的な薬物の授乳期においての注意事項
① 乳汁移行性
② 相対的乳児薬物摂取量(RID)と乳児への影響
③ 授乳を中止する場合の母体への影響
（4） 授乳に伴い生じる問題
① うつ乳・乳腺炎
② 授乳中の急性疾患の薬物治療
③ 授乳中の慢性疾患の薬物治療の継続
4. 妊娠前および妊娠～授乳期に関連するその他の項目
① 倫理
② メンタルヘルス
③ 母乳栄養と人工栄養
④ 妊娠・排卵検査や生殖医療、避妊、母体保護
⑤ 薬局の健康サポート機能に期待される、適切な情報提供・相談窓口の紹介
関連する項目：
1.薬理学 2.製剤学 3.薬物動態学・薬力学 5.検査値の把握 6.薬学的観察
7.薬学的ケア 8.副作用対策 9.ハイリスク薬 10.生薬・漢方薬
11.感染対策 12.栄養管理 13.セルフケア支援 14.文献評価、医薬品情報の活用
17.薬剤使用期間中のフォローアップ
(3)

方略
講義、グループ討議（症例検討）、自己学習

■かかりつけ機能との関連

☑ 薬物療法の個別最適化
☑ 薬物療法の連続性（通院、入院、在宅）
☑ 健康生活の増進・セルフケアの支援
□ 公衆衛生、災害対策
□ 他職種・他施設との連携
参考：妊娠・授乳と薬の知識第２版、医学書院、２０１７
合併症妊娠の薬物治療、じほう、２０１９
妊娠・授乳と薬 Q＆A、じほう、2008
妊娠・授乳と薬のガイドブック、じほう、２０１９
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ǢȫǳȸȫࣱᏁ໒ŴॸࣱᏁ໒ŴᏁၶ Ꮑᄒ٭Ŵࣱص᰾၈ƃ
Ფ.&*  7.
ǄƱǜƲƷኵጢȷᐥ֥ƴЎࠋƢǔᣞእŵ
Ƃ๋ᘉࣱᝢᘉŴफࣱᝢᘉŴ࣎ሂయصŴႉᘉ၏ŴफࣱᏽၨŴࣱ࣯Ꮑ໒Ŵ

 ज़௨ၐƃ
Ფ)62  ဏࣱᲴệ  ࣱڡᲴ 7.
ᏁȷᏐᢊኒƷೞᏡƷਦ
ƂǢȫǳȸȫࣱᏁᨦܹŴᕤдࣱᏁᨦܹŴᏐ൬ƏƬ࠘Ŵࣱ࣯Ꮑ໒Ŵ
 ॸࣱᏁ໒ŴᏁᄒ٭ƃ
Ფ%J'ᲢᴒᴰᴵᴌᴕᴛᴯᴈᴖᴶᲣ  ဏࣱᲴệ  ࣱڡᲴ7.
Ꮑ၌धƷᚮૺƴဇƍǔਦ
ƂᏁᨦܹŴஊೞȪȳдƴǑǔɶŴμ៲ཞ७Ʒफ҄ȷᨦܹȷ
       ٳᅹႎᘐƷ̛᙭ŴȍȕȭȸǼၐͅ፭ƃ
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Ფ%-ᲢᴐᴲᴉᴙᴵᴏᴝᴈᴖᴶᲣ  ဏࣱᲴệ ࣱڡᲴ7. 
ᭌሂȷ࣎ሂȷ๖ሂȷᏯƳƲƷᨦܹƷਦ
Ƃᅕኺȷሂ၌धŴᏯᘉሥᨦܹŴ࣎ሂయصƃ
Ფ#/;ᲢᴉᴨᴯᴈᴖᴶᲣ  7.
        ᴰᴢᴷᴈᴖᴶ    +7.
ᐘᨦܹƷਦŵ#/; Ƹ՜෩ᐄ၌धưǋ᭗͌ǛᅆƢŵ
Ƃࣱ࣯ȷॸࣱᐘ໒ŴᐘֳᏘŴᐘၶ၌धƃ
Ფ70ᲢބእᆷእᲣ  OIF.
Ფ%TGᲢᴐᴲᴉᴙᴞᴵᲣ  ဏࣱᲴ  ࣱڡᲴOIF.
ᏴೞᏡƷਦŵ
ƂᏴɧμŴ້ͻŴෞ҄ሥЈᘉƃ
Ფ7#ᲢބᣠᲣ  ဏࣱᲴ  ࣱڡᲴOIF. 
ᏴᐥƔǒЈƞǕǔȗȪȳ˳Ʒஇኳˊᜓငཋŵ
ƂၘŴᏴȷބែኽჽၐƃ
ˌɦ ƦƷ˂Ʒဃ҄ܖ౨௹Ⴘ
0CᲢᴝᴜᴰᴋᴩᲣ Ŵ-ᲢᴎᴰᴋᴩᲣŴ%NᲢᴐᴳᴈᴱᲣŴ /IᲢᴧᴐᴶᴠᴔᴋᴩᲣŴ%CᲢᴎᴱᴔᴋᴩᲣ 
+2ᲢೞᴰᴵᲣ Ŵ6%JQ ዮᴒᴲᴕᴛᴳᴈᴱ  Ŵ6)ᲢɶࣱᏢᏆᲣŴ
*&.%JQ *&. ᴒᴲᴕᴛᴳᴈᴱ  Ŵ.&.%JQ .&. ᴒᴲᴕᴛᴳᴈᴱ  Ŵ(GᲢᘉฌᤧᲣ 
 -.Ŵ%42Ŵហආ  Ў͌ ŴᘉኄŴ*D#EᲢᴥᴫᴐᴶᴳᴣᴶᴵ #E 
ĭބɟᑍ
   ᳪ᳂Ŵ ኄŴᖨႉŴᘉŴǱȈȳŴȓȪȫȓȳŴǦȭȓȪȎǲȳŴބൔ
Į̝ᮗᘉ
   ̝ᘉࣱܭŴ̝ᘉܭ
įᘉྶምܭ
   9$% ႉᘉྶૠ Ŵ4$% ហᘉྶૠ Ŵ*D ᴥᴫᴐᴶᴳᴣᴶᴵ Ŵ*V ᴥᴧᴜᴐᴰᴇᴜ Ŵ
   2.6 ᘉݱெૠ Ŵ4'6+ᲢዡហᘉྶᲣ
İϹȷዴ๋
   26 ᴤᴷᴳᴜᴳᴵᴣᴶᴵ᧓ Ŵ+04=ᨥแൔ?Ŵ(KD ᴤᴀᴤᴶᴰᴡᴈᴑᴶᴵ 
#266 ࣱ҄ᢿЎᴜᴳᴵᴦᴶᴤᴷᴯᴕᴙᴵ᧓ Ŵ&ȀǤȞȸ
ıज़௨ၐ
   %42ŴɟᑍኬᓏŴ৴ᣠᓏŴ*$U ৴ҾŴ*$U ৴˳Ŵ*$E ৴˳Ŵ*%8 ৴˳
 *+8 ৴Ҿ৴˳Ŵᴊᴵᴤᴱᴌᴵᴓᴶ #ȷ$
ĲᏽၨȞȸǫȸ
   #(2Ŵ%'#Ŵ%#Ŵ*525#Ŵ5%% ৴ҾŴ%#Ŵ%#Ŵᴤᴂᴰᴙᴵ
ĳβ၃
   //2Ŵ৴ %%2 ৴˳Ŵ4( ܭŴ+I) Ŵ+I#Ŵ+I/Ŵ

Წ ؕஜႎƳ౨௹͌ƷЎƱႸ
ɦᚡƷ၌धƴƭƍƯਦƱƳǔ౨௹͌Ǜ৭੮Ƣǔŵ
Ĭ ᭗ᘉן
ĭ ɧૢᏦȷ࣎ɧμ
Į ኄބ၏
į ა၌ध
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İ  ဍཞᐄ၌ध
ı  Ꮑ၌ध
Ĳ Ᏼ၌ध
ĳ ᭗ބᣠᘉၐ
Ĵ  Ꮲឋˊᜓီࠝၐ
ĵ  մऒȷ%12&
Ķ  ৴Ϲၲඥ
ķ  ƯǜƔǜ
ĸ  फࣱᏽၨƷᏽၨȞȸǫȸ
Ĺ  ᳂᳃᳐Ŵज़௨ၐ

Ჭ ᕤࢸƷዒዓႎƳ౨௹͌Ʒ৭੮
Ĭ ܭႎƳ౨௹Ǜ࣏ᙲƱƢǔҔᕤԼ
ȷ6&/ ݣᝋᕤƴƓƚǔஊјᘉɶຜࡇƷሥྸ
ȷи˺ဇƷஊƷᄩᛐ
ĭ ౨௹͌ƴࢨ᪪ǛӏǅƢҔᕤԼ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ᕤྸ ܖᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ
ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ ᕤܖႎᚇ ݑᕤܖႎǱǢ и˺ဇݣሊ 
ȏǤȪǹǯᕤ ဃᕤȷ૾ᕤ ज़௨ݣሊ ሥྸ ǻȫȕǱǢૅੲ
૨ྂᚸ̖ŴҔᕤԼऴإƷဇ ᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘᚡ 
Შᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

ӋᎋᲴᐮ౨௹ƷǬǤȉȩǤȳ ,5./
ᐮ౨௹͌ȏȳȉȖȃǯ ᇹᲭ༿

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր
ր
ր
š
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ
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îᲧᲰᲨ ᕤܖႎᚇݑȷᚸ̖

  Ⴘ
 ƔƔǓƭƚᕤдࠖƱƠƯƷᏡщǛႆੱƢǔƨǊƴŴधᎍᲢஹޅᎍᲣƱƷǳȟȥȋǱȸ
ǷȧȳǛᡫƠƯᕤܖႎЙૺƴ࣏ᙲƳऴإǛӓᨼƢǔƱƱǋƴᚇݑȷᚸ̖ǛᘍƍŴ˂Ꮀᆔ
ƱᡲઃƠƯஇծƷҔၲǛ౨᚛ưƖǔŵ

 धᎍᲢஹޅᎍᲣƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴᕤܖႎЙૺƴ࣏ᙲƳऴإǛӓᨼ
ƢǔƜƱƕưƖǔŵ
 धᎍᲢஹޅᎍᲣƷᕤཞඞǛ৭੮ƠŴᢘЏƳЎௌȷ౨᚛ƕưƖǔŵ
 धᎍᲢஹޅᎍᲣƷᐮȇȸǿǛᚸ̖ưƖǔŵ
 ˂Ꮀᆔƕଐࠝ̅ဇƠƯƍǔᧉݦဇᛖǛྸᚐưƖǔŵ
 ˂ᎰᆔƔǒƷऴإǛᚸ̖ƠŴᡲઃƠƯधᎍƴݣƢǔஇծƷҔၲǛ౨᚛ưƖǔŵ 


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴɧᢘЏƳᕤཞඞǛᙸЈƤǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴᨦܹƷΫͅǛᙸЈƤǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴɧᢘЏƳᕤྸјௐǛᙸЈƤǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴи˺ဇႆྵƷΫͅǛᙸЈƤǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴᕤཋႻʝ˺ဇƷΫͅǛᙸЈƤǔ





ᚮၲᚡǍჃᜱᚡŴ౨௹ᙸƳƲƔǒŴᕤјǍи˺ဇŴႻʝ˺ဇƴ᧙ƢǔऴإǛӓ



ᨼưƖǔ


Ҕၲǹǿȃȕƕଐࠝ̅ဇƠƯƍǔᧉݦဇᛖǛദᄩƴᛟଢưƖǔ





ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴሶƳи˺ဇƷИၐཞǛᙸЈƤǔ





ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴҔᕤԼƷи˺ဇႆྵƷӧᏡࣱǛᙸЈƤǔ





ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴи˺ဇǛᙸЈƤǔ





ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴᕤཋႻʝ˺ဇƷӧᏡࣱǛᙸЈƤǔ





ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴᕤཋႻʝ˺ဇǛᙸЈƤǔ





ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴᕤཋႻʝ˺ဇႆဃƷܖᘐႎᎋݑƕưƖŴƦǕǛᅹ



ܖႎఌਗƱƠƯ੩కưƖǔ


ˊᘙႎƳҔᕤԼƷᢘဇၐ̊ǛЗਫưƖǔ


   ϋܾ
Ძ ǳȟȥȋǱȸǷȧȳ
Ĭ  धᎍȷஹޅᎍƴӳǘƤƨᢘЏƳࣖݣ
ĭ  ǳȟȥȋǱȸǷȧȳƱᢀ
Į ȑȩȡȇǣǫȫƷࢫлƱٶᎰᆔᡲઃ
į ؕஜႎƳҔၲဇᛖȷဦᛖ

Წ ऴإƷӓᨼƱᚸ̖
Ĭ እƷ࣏ᙲƱ৲ɨ
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ĭ ǢǻǹȡȳȈƷɼᚇႎѼਙႎᚸ̖ 5)# Ʊܲᚇႎᚸ̖ 1&# 
Į धᎍƷ៲˳ᙸƱȕǣǸǫȫǢǻǹȡȳȈӏƼȈȪǢȸǸ
į ҔᕤԼᢘദ̅ဇऴإሁƷဇ
İ  ᐮȇȸǿƷᚸ̖
ı  ˊᘙႎƳ၌धƷၲǬǤȉȩǤȳ
Ĳ  ˊᘙႎƳҔᕤԼƷи˺ဇȷႻʝ˺ဇƱƦƷИၐཞŴ౨௹͌ီࠝŴݣϼ૾ඥ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ᕤྸ ܖᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ 
ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ ౨௹͌Ʒ৭੮ ᕤܖႎǱǢ
и˺ဇݣሊ ȏǤȪǹǯᕤ ဃᕤȷ૾ᕤ ज़௨ݣሊ
ሥྸ ǻȫȕǱǢૅੲ ૨ྂᚸ̖ŴҔᕤԼऴإƷဇ
ᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘᚡ ᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭŴ፼ᲢǷȟȥȬȸǷȧȳᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ



ր
ր
ր
š
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ
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îᲧᲱᲨ ᕤཋၲඥƷ੩కƱܱោ

  Ⴘ
 ƔƔǓƭƚᕤдࠖƱƠƯƷᏡщǛႆੱƠŴधᎍǍ˂ᎰᆔƔǒࢽƨऴإǛǋƱƴᢘЏƳ
Ўௌȷ౨᚛ǛᘍƍŴஇծƷᕤཋၲඥǛ੩కƠܱោưƖǔŵ

 ٶᎰᆔ᧓ưƷऴإʩ੭ǛᡫơŴҔᕤԼƷᕤјȷи˺ဇƴ᧙ƢǔܖᘐႎᎋݑƕưƖŴ
ƦǕǛᅹܖႎఌਗƱƠƯ੩కưƖǔŵ
 धᎍƷᏑƴࣖơƨи˺ဇƷȪǹǯǛཎܭƠŴச᧸ഥȷ᠉ถ҄ݣሊǛᇌకưƖǔŵ

 धᎍƷ၏७Ǜ៊ǇƑƨ౨௹ƷܱǛ੩కưƖǔŵ
 धᎍƷࣱȷؾƳƲǛ៊ǇƑƨϼ૾٭ȷᡙьȷɶഥȷถ੩కƕưƖǔŵ
 धᎍƷဃƴᣐॾƠƨŴɟΨႎƔƭዒዓႎƳᕤሥྸȷਦݰӏƼૅੲƕưƖǔŵ



᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



ࢳƢǔјௐƕྵǕƳƍŴǋƠƘƸɧҗЎưƋǔئӳƷݣϼඥƴƭƍƯ੩కưƖǔ





ҔᕤԼᢘദ̅ဇƷᚇໜƔǒŴசჷᲢசኺ᬴ᲣƷၐ̊ƴݣƢǔᕤཋ̅ဇƴ᧙Ƣǔஇծ



ƷሊǛŴჷᜤƱኺ᬴ƴؕƮƍƯ੩కưƖǔ


ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴҔᕤԼƷᕤјƴ᧙ƢǔܖᘐႎᎋݑƕưƖŴƦǕ



ǛᅹܖႎఌਗƱƠƯ੩కưƖǔ


ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴҔᕤԼƷи˺ဇႆဃƷܖᘐႎᎋݑƕưƖŴƦǕ



ǛᅹܖႎఌਗƱƠƯ੩కưƖǔ


ɧᢘЏƳϼ૾ƴƭƍƯŴƦƷྸဌǛᛟଢưƖǔ





ɧᢘЏƳϼ૾ƴƭƍƯŴᢘЏƳʙ̊ǋƠƘƸˊஆకǛ੩కưƖǔ




   ϋܾ
Ძ ǳȟȥȋǱȸǷȧȳ
Ĭ ǳȟȥȋǱȸǷȧȳƱᢀ
ĭ धᎍ࣎ྸƷ৭੮
Į ǤȳȕǩȸȠȉȷǳȳǻȳȈƱܣᅼ፯Ѧ
į  ٶᎰᆔᡲઃ

Წ ऴإƷӓᨼƱᚸ̖
Ĭ  ˊᘙႎƳ၌धƷၲǬǤȉȩǤȳ
ĭ  ˊᘙႎƳҔᕤԼƷи˺ဇȷႻʝ˺ဇƱƦƷИၐཞŴ౨௹͌ီࠝŴݣϼ૾ඥ
Į ҔᕤԼऴإƷᚸ̖
į ᄂᆮᛯ૨౨ኧƱᚸ̖
İ  #&.Ŵ31.ᲢʙŴඟŴზŴᢃѣŴᛐჷŴȐǤǿȫƳƲᲣ
ı  ᕤሥྸȷȝȪȕǡȸȞǷȸȷ#/4

Ჭ ੩కƱܱោ
Ĭ  ˊᘙႎƳ၌धƷၐ̊౨᚛
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ĭ  ϼ૾ᚐௌ
Į  ᐮȇȸǿƷᚸ̖Ʊဇ
į  ᕤܖႎွ፯ༀ˟

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ᕤྸ ܖᙌд ܖᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ 
ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ ౨௹͌Ʒ৭੮ ᕤܖႎᚇ ݑи˺ဇݣሊ 
ȏǤȪǹǯᕤ ဃᕤȷ૾ᕤ ज़௨ݣሊ ሥྸ ǻȫȕǱǢૅੲ
૨ྂᚸ̖ŴҔᕤԼऴإƷဇ ወᚘȇȸǿƷྸᚐƱဇ
ᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘᚡ ᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

   ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭŴ፼ᲢǷȟȥȬȸǷȧȳŴܱ፼Ტᐮᄂ̲ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ


ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ

─ 33 ─

îᲧᲲᲨи˺ဇݣሊ

 Ⴘ
 ؏עƷʴŷƕ࣎ܤƠƯᕤཋၲǛӖƚǒǕǔǑƏŴƔƔǓƭƚᕤдࠖƱƠƯʖᙸƞǕ
ǔи˺ဇƷჷᜤǛ፼ࢽƢǔƱƱǋƴŴƦƷჷᜤǛࠝƴႆ̮ưƖǔᏡщǛ៲ƴƭƚǔŵ
 
 धᎍƷᚫƑƔǒи˺ဇǛਖ਼ݑưƖǔŵ
 ˂ᎰᆔƱऴإǛσஊƠᕤܖႎჷᙸƴؕƮƍƨи˺ဇƷᛟଢƕưƖǔŵ
 ˊᘙႎƳᕤཋƷи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔŵ
 ˊᘙႎƳи˺ဇǁƷࣖݣሊǛᛟଢưƖǔŵ
 ҔࠖǍπႎೞ᧙ƴи˺ဇإԓƕưƖǔŵ

᧙ᡲƢǔ 25 
250Q

ПᢋႸ

%.



धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴи˺ဇႆྵƷΫͅǛᙸЈƤǔ





ᚮၲᚡǍჃᜱᚡŴ౨௹ᙸƳƲƔǒŴᕤјǍи˺ဇŴႻʝ˺ဇƴ᧙ƢǔऴإǛ



ӓᨼưƖǔ


ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴሶƳи˺ဇƷИၐཞǛᙸЈƤǔ





ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴҔᕤԼƷи˺ဇႆྵƷӧᏡࣱǛᙸЈƤǔ





ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴи˺ဇǛᙸЈƤǔ





ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴҔᕤԼƷи˺ဇႆဃƷܖᘐႎᎋݑƕưƖŴƦǕ



ǛᅹܖႎఌਗƱƠƯ੩కưƖǔ


࣎ᐥȷᘉሥኒ၌धƴ̅ဇƞǕǔᕤཋƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖ



ǔ


ෞ֥҄ኒ၌धƴ̅ဇƞǕǔᕤཋƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ





Ᏼᐥȷބែኒ၌धƴ̅ဇƞǕǔᕤཋƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖ



ǔ


ችᅕᅕኺ၌धƴ̅ဇƞǕǔᕤཋƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ





ˊᜓࣱ၌धƴ̅ဇƞǕǔᕤཋƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ





ငᅹۡʴᅹ᪸؏ư̅ဇƞǕǔᕤཋƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ





ݱδᅹ᪸؏ư̅ဇƞǕǔᕤཋƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ





ᎊ࠰ᅹư̅ဇƞǕǔᕤཋƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ





ٳᅹȷૢ࢟࢟ٳᅹ᪸؏ư̅ဇƞǕǔᕤཋƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟ



ଢưƖǔ


৴ᓏᕤƷˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ





৴फࣱᏽၨᕤƷˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳٳဇᕤƴ᧙Ƣǔи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ૾ᕤȷ૾ᙌдƴ᧙Ƣǔи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ





Ⴛʝ˺ဇƓǑƼи˺ဇƷׅᢤሊǛЗਫưƖǔ





Ⴛʝ˺ဇƓǑƼи˺ဇƷׅᢤሊǛŴᢅӊƷʙ̊Ǎ૰ŴƓǑƼधᎍƷཞ७ǛѥకƠ



Ư੩కưƖǔ


ҔᕤԼƷஊܹ˺ဇƴƭƍƯŴधᎍƷ࣎ऴƴᣐॾƠƯᛟଢưƖǔ

─ 34 ─





ҔࠖƴݣƠŴʖยƞǕǔŴǋƠƘƸဃơƯƍǔҔᕤԼƷஊܹ˺ဇƴ᧙Ƣǔإԓƕᘍ



Ƒǔ


ҔࠖƴݣƠŴʖยƞǕǔŴǋƠƘƸဃơƯƍǔҔᕤԼƷஊܹ˺ဇǛᢘЏƴᛟଢưƖ



ǔ


и˺ဇƓǑƼᕤཋႻʝ˺ဇƷွƍƷƋǔʙ̊ƴƭƍƯŴπႎೞ᧙ǁƷإԓƕᘍƑǔ





Ⴛʝ˺ဇƱи˺ဇƷᚇໜƔǒŴசჷᲢசኺ᬴ᲣƷၐ̊ƴݣƢǔஇծƷሊǛŴჷᜤƱኺ



᬴ƴؕƮƍƯ੩కưƖǔ


   ϋܾ 
Ĭ Ҕၲೞ᧙ƱƷᡲઃ
ĭ ؕஜႎƳҔᕤԼƷჷᜤ
Į ஹޅƷǢǻǹȡȳȈƱȈȪǢȸǸ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ᕤྸ ܖᙌд ܖᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ 
ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ ౨௹͌Ʒ৭੮ ᕤܖႎᚇ ݑᕤܖႎǱǢ 
ȏǤȪǹǯᕤ ဃᕤȷ૾ᕤ ज़௨ݣሊ ૨ྂᚸ̖ŴҔᕤԼऴإƷဇ 
ወᚘȇȸǿƷྸᚐƱဇ ᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘᚡ
ᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

  ૾ဦ
ǰȫȸȗ᚛ᜭŴᜒ፯Ŵᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ



ր
ր
ր
ր
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ



─ 35 ─

îᲧᲨȏǤȪǹǯᕤ

 Ⴘ
 ȏǤȪǹǯᕤƴ᧙Ƣǔи˺ဇƷଔႆᙸŴᢘദ̅ဇƳƲƷჷᜤǛ៲ƴ˄ƚŴ࣏ᙲƱƞ
ǕǔऴإǛधᎍȷ˂Ꮀᆔƴႆ̮ƠŴᕤǢȉȒǢȩȳǹӼɥǛૅੲƢǔᏡщǛؔƏŵ
  
 ҔၲȁȸȠƷɟՃƱƠƯऴإǛσஊƢǔƜƱƕưƖǔŵ
 धᎍऴإŴᐮȇȸǿƔǒᕤܖႎሥྸƕܱោưƖǔ
 ˊᘙႎƳȏǤȪǹǯᕤƷјௐǛᛟଢưƖǔŵ
 ˊᘙႎƳȏǤȪǹǯᕤƷи˺ဇǛᛟଢưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25


ПᢋႸ

250Q

%.



ɧૢᏦƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





࣎ɧμƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᖎᘉࣱ࣎၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





մऒƓǑƼᏍൢᏽƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ኄބ၏ƱƦƷӳ́ၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





Ꮿᘉሥ၌धƷˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ƯǜƔǜƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ወӳڂᛦၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





Əƭ၏Ŵ៥Əƭ၏Ʒ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ࢸࣱټβ၃ɧμၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴फࣱᏽၨᕤǛЗਫưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴फࣱᏽၨᕤƷ˺ဇೞࡀƱᐮࣖဇǛᛇƠƘᛟଢưƖǔ





ҔၲǹǿȃȕƱƷऴإʩ੭ǛᡫơŴҔᕤԼƷᕤјƴ᧙ƢǔܖᘐႎᎋݑƕưƖŴƦǕǛᅹ



ܖႎఌਗƱƠƯ੩కưƖǔ


 ϋܾ 
Ĭ ؕஜႎƳҔᕤԼƷჷᜤ
ĭ ਦࢸݰƷधᎍƷཞ७৭੮
Į и˺ဇƷȢȋǿȪȳǰ
į 6&/ ݣᝋᕤƴƭƍƯƷሥྸ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
Ძᕤྸ ܖᲭᲨᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ 
ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ Ჯ౨௹͌Ʒ৭੮ Ჰᕤܖႎᚇ ݑ
ᲱᕤܖႎǱǢ Ჲи˺ဇݣሊ ज़௨ݣሊᲫᲮ૨ྂᚸ̖ŴҔᕤԼऴإƷဇ 
ᲫᲰᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘᚡ ᲫᲱᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ




─ 36 ─

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ





ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ 
ր  ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ 



─ 37 ─

îᲧᲫᲪᲨဃᕤȷ૾ᕤ

  Ⴘ
 ૾ྸᛯƴؕƮƘဃᕤȷϼ૾ǛྸᚐƠŴྵˊҔၲƴƓƍƯ᫁ဇƞǕǔ૾ᕤȷ૾ᙌ
дƴ᧙ƢǔჷᜤǛǋƱƴŴ̾ŷƷधᎍƷཞ७ǍᚫƑƴࣖơƨܤμưஊјƳᕤཋၲඥǛܱ
ោƢǔƜƱƕưƖǔŵ

 ᨏᨗʞᘍᛟǍοዠŴρ၏ˮŴൢᘉ൦ŴʞᐥƳƲƷ૾ྸᛯǛᛟଢưƖǔŵ
 ྵˊҔၲư൮ဇƞǕǔˊᘙႎƳ૾ϼ૾Ტ૾дᲣƴƭƍƯŴನဃᕤƷኵǈӳǘƤ
ǍƦƷࢫлŴᢠ৸૾ඥǛᛟଢưƖǔŵ
 ૾ᕤƷд࢟ǍᙌඥŴཎࣉƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
 ྵˊҔၲư൮ဇƞǕǔˊᘙႎƳ૾ᕤƷи˺ဇǍදॖʙǛ̊ᅆƠƯᛟଢưƖǔŵ



᧙ᡲƢǔ 25 
250Q

ПᢋႸ

%.



ᨏᨗʞᘍᛟƳƲƷ૾ƷؕஜྸᛯǛቇҥƴᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ૾૾дƱƦƷ˺ဇǛᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ૾ᕤȷ૾ᙌдƴ᧙Ƣǔи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ૾ᕤȷ૾ᙌдƷဇඥȷဇǛЗਫưƖǔ




   ϋܾ
 ૾ྸᛯƷྸᚐ
ᲢᲣ ᙱබҔܖȷ૾ҔܖƷཎࣉ
ᲢᲣ ʞᐥŴρ၏ˮŴᨏᨗŴᖎܱŴ݊༏ŴᘙᘻŴൢᘉ൦ŴᚰƳƲƷဇᛖྸᚐ
ᲢᲣ धᎍƷཞ७ᚇݑƱᚸ̖

 ˊᘙႎƳ૾ϼ૾Ტ૾дᲣ
ᲢᲣ ဃᕤƷؕเƱᕤဇᢿˮ
ᲢᲣ ˊᘙႎƳ૾ϼ૾ƴƓƚǔဃᕤƷࢫл
ᲢᲣ धᎍཎࣱƴࣖơƨ૾ϼ૾Ʒ̅ƍЎƚᲢನဃᕤƷኵǈӳǘƤƱဇᡦƷᢌƍᲣ

ᲢᲣ Ӳᚮၲᅹư̅ဇƞǕǔˊᘙႎ૾ϼ૾
ᲢᲣ ˊᘙႎƳ૾ᕤƷи˺ဇƱƦƷΫͅǍࣖݣ

 ૾ᕤƷд࢟ǍᙌඥŴཎࣉ
ᲢᲣ ืᕤǍේᕤŴǨǭǹᕤሁƷᙌдɥƷཎࣱྸᚐ
ᲢᲣ धᎍཎࣱƴࣖơƨд࢟ᢠ৸
ᲢᲣ धᎍཎࣱƴࣖơƨဇȷဇඥᢠ৸

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ᕤྸ ܖᙌд ܖᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ 
ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ ౨௹͌Ʒ৭੮ ᕤܖႎᚇݑ
ᕤܖႎǱǢ и˺ဇݣሊ ज़௨ݣሊ ሥྸ ǻȫȕǱǢૅੲ
ᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

─ 38 ─

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
š ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ 



─ 39 ─

îᲧᲫᲨज़௨ݣሊ

  Ⴘ
 ʴ˳ƴࢨ᪪ǛǋƨǒƢ၏ҾࣇဃཋƷᆔƱဃཋܖႎཎࣉǛྸᚐƠŴƦƷज़௨ݣሊȷ
ၲƴ᧙ƢǔؕஜႎჷᜤǛ፼ࢽƠŴᕤܖႎᙸעƔǒႎᄩƳʖ᧸ȷၲݣሊǛƱǔƜƱƕư
Ɩǔŵ

ᲫᲨෞǍᘓဃሥྸƷؕஜႎʙƴƭƍƯᛟଢŴࣖݣƢǔƜƱƕưƖǔŵ
ᲬᲨɼƳज़௨ၐƴ᧙Ƣǔज़௨เǍज़௨ኺែƴࣖơƨݣሊǛᛟଢưƖǔŵ
ᲭᲨɼƳज़௨ၐƴݣƢǔᕤдǛᢘЏƴᢠ৸ƠŴᕤдƷᢘദ̅ဇǛ੩కưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



ᓏદ˺ƱᓏᙌдƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᓏદ˺ƱᓏᙌдǛᢘЏƴᘍƑǔ





ᨈϋज़௨Ʒแႎʖ᧸ሊᲢǹǿȳȀȸȉȗȪǳȸǷȧȳᲣǛᛟଢưƖǔ





ᨈϋٳƓǑƼ؏עƴƓƚǔज़௨ʙ̊ƷऴإǛҔၲǹǿȃȕƴᢘЏƴᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳෞᕤǛЗਫưƖǔ





ˊᘙႎƳෞᕤƷ̅ဇඥǛᛟଢưƖǔ





ෞݣᝋƴࣖơƨᢘЏƳෞᕤƷᢠ৸Ʊෞ૾ඥǛ੩కưƖǔ





၏Ҿ˳ƷɼƳज़௨เƱज़௨ኺែǛЗਫưƖǔ





ᨈϋज़௨Ʒज़௨ኺែКݣሊƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ɼƳज़௨ၐƷ၏७ƱҾ׆ǛᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴ᓏᕤǛ˳ኒႎƴЎƠŴ৴ᓏǹȚǯȈȫƱ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᕤд᎑ࣱྒࢽƷˁኵǈƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴ჇᓏᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴ǦǤȫǹᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





৴ᓏᕤƷˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ




  ϋܾ
ᲫᲨෞǍᘓဃሥྸ
ᲢᲣ ǹǿȳȀȸȉȗȪǳȸǷȧȳƷྸᚐ
Ĭ ਦෞ
ĭ Ȟǹǯ
Į ǬǦȳ
į Ǵȸǰȫ
İ ᘥ
ı ֥Ǎ֥φƷӕǓৢƍ
Ĳ ๒ᓏƷᆔ
ᲢᲣ ज़௨ኺែƱʖ᧸ሊ
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Ĭ Ⴚज़௨ ܇ज़௨ 
ĭ ᆰൢज़௨
Į ඒज़௨
į ᚑज़௨
İ ۥʼཋज़௨
ᲢᲣ ˊᘙႎƳෞᕤƷ৴ࣇဃཋǹȚǯȈȫƴǑǔЎƱ̅ဇဇᡦŴ̅ဇ૾ඥ
ᲬᲨज़௨ኺែƱज़௨᧸ࣂ
ᲢᲣ ȯǯȁȳ
Ĭ ȯǯȁȳƷࢫл
ĭ ȯǯȁȳư᧸ƛǔज़௨ၐ
Į ˊᘙႎƳȯǯȁȳƷᆔ
į ᆔ૾ඥƱᆔ᧓ᨠŴƳƲ
ᲢᲣ ၏Ҿ˳ƷɼƳज़௨เƱज़௨ኺែƴࣖơƨज़௨ኺែКƷݣሊ
ᲢᲣ ᕤཋၲඥǍज़௨᧸ࣂƴ࣏ᙲƳʙ
Ĭ ᓏᛦᙌ
ĭ Ჾ᳇Ʒܱ
Į ᳇ݣሊǁƷࣖݣ
į ȑȳȇȟȃǯࣖݣ
İ ҔၲࡑూཋϼྸŴƳƲ
ᲭᲨɼƳज़௨ၐ၌धƷ၏७ƱƦƷၲƴဇƍǔᕤд
ᲢᲣ ɼƳज़௨ၐƷ၏७ƱҾ׆
Ĭ ɶƱᐂሥज़௨ၐ
ĭ ԠԈ֥ज़௨ၐ
Į ݱδज़௨ၐ
į Ⴧᓏၐ
İ ࣱज़௨ၐ
ı ܇ज़௨ၐ
ᲢᲣ ၲƴဇƍǔˊᘙႎƳᕤдƷᕤྸ˺ဇƱ˳ϋѣ७
Ĭ ৴ᓏᕤ
ĭ ৴ǦǤȫǹᕤ
Į ᚐ༏ᦒၘᕤŴСӻᕤƳƲƷၐཞዼԧƴဇƍǔᕤ
į ǹȆȭǤȉ
İ ኺӝᙀ൦෩
ı ෩ŴƳƲ
ᲢᲣ ˊᘙႎƳज़௨ၐƴݣƢǔᕤཋၲඥȷᕤдᢘദ̅ဇ
Ĭ ᕤдƷᢠ৸
ĭ ৲ɨኺែ
Į ৲ɨ
į ৲ɨ᧓ᨠ
İ ᕤྸܖႎȷᕤщܖႎ˺ဇŴƳƲ
ᲢᲣ ၲƴဇƍǔˊᘙႎƳᕤдƷи˺ဇƱƦƷΫͅ
ᲢᲣ ࠰ˊǍܓራŴᚮၲᅹᲢᐥ֥ᲣƴཎࣉႎƳज़௨ၐƱƦƷᕤཋၲඥ
ᲢᲣ ᕤд᎑ࣱྒࢽƷˁኵǈƱᕤдƷ˺ဇೞࡀ
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ᲢᲣ ཎഷधᎍᨼׇᲢۡکŴૼဃδŴ᭗ᱫᎍŴᐥ֥ᆆౡǛԃǉβ၃৮Сд̅ဇɶधᎍŴ
ɶၲܴधᎍŴƳƲᲣǍؾᲢ࠷ᆐטǍܖఄŴ᭗ᱫᎍλއᚨŴƳƲᲣƴݣƢǔ
ྸᚐƱᣐॾ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ᕤྸ ܖᙌд ܖᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ 
ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ ౨௹͌Ʒ৭੮ ᕤܖႎᚇ ݑ
ᕤܖႎǱǢ и˺ဇݣሊ ȏǤȪǹǯᕤ ဃᕤȷ૾ᕤ
ᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր
ր
ր
ր
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ 

─ 42 ─

îᲧᲫᲬᲨሥྸ

  Ⴘ
 ؏עҔၲƷឋӼɥǛᘍƏɥưŴƔƔǓƭƚᕤдࠖƱƠƯȕȬǤȫݣሊǛԃǊƨᨦ
ܹǁƷࣖݣǍƦƷݣሊǛᘍƏჷᜤǛƏŵ

ᲫᲨᨦܹƷ၏७ဃྸƱݣϼ૾ඥǛЗਫưƖǔŵ
ᲬᲨ၌၏ၲƴƓƚǔƷᙲࣱǛᛟଢưƖǔŵ
ᲭᲨኺᐂၲඥƴƭƍƯˊᘙႎƳдǍƦƷሥྸ૾ඥƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
ᲮᲨ᩺ᏦၲඥƴƭƍƯˊᘙႎƳдǍƦƷሥྸ૾ඥƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



ᨦܹƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᲢࣖݣᲣඥǛЗਫưƖǔ





ኺᐂၲඥƓǑƼˊᘙႎƳдƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ኺᐂၲඥƷሥྸƱӳ́ၐƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





᩺ᏦၲඥƓǑƼˊᘙႎƳдƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





᩺ᏦၲඥƷሥྸƱӳ́ၐƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ܡנၲඥƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴᨦܹƷΫͅǛᙸЈƤǔ





ဃƕͤࡍƴӏǅƢࢨ᪪ǛᛟଢưƖǔ





ᏋƷ࣏ᙲࣱǛᛟଢưƖǔ




   ϋܾ
Ĭ ᨦܹƴƭƍƯ
ĭ ȕȬǤȫƴƭƍƯ
Į ኺᐂၲඥƴƭƍƯ
į ᩺ᏦၲඥƴƭƍƯ
İ ܡנၲඥƴƭƍƯ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ᕤྸ ܖᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ 
ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ ౨௹͌Ʒ৭੮ ᕤܖႎᚇ ݑᕤܖႎǱǢ
ဃᕤȷ૾ᕤ ǻȫȕǱǢૅੲ ᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
š ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
š ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
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š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ 



─ 44 ─

îÜᲫᲭᲨǻȫȕǱǢૅੲ


  Ⴘ
 ؏עƷʴŷƴݣƠƯǻȫȕǱǢૅੲǛᘍƏƨǊƴŴǻȫȕȡȇǣǱȸǷȧȳǍဃ፼
ॹ၏ʖ᧸ሁƴƭƍƯƷჷᜤǛ፼ࢽƢǔŵ
ᲫᲨɟᑍဇҔᕤԼǍᙲਦݰҔᕤԼᲢˌɦŴžɟᑍဇҔᕤԼሁſᲣŴᕤޅᙌдƷ
ಒᙲƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
ᲬᲨǻȫȕȡȇǣǱȸǷȧȳƷƨǊƷͤࡍԼǍɟᑍဇҔᕤԼሁǛᢘЏƴ੩
కȷᝤ٥ưƖǔŵ
ᲭᲨᣒǍտƕͤࡍƴӏǅƢࢨ᪪ǛᛟଢƢǔƱƱǋƴŴᅠਦݰƴƭƍƯ
ǋᢘЏƴᘍƏƜƱƕưƖǔŵ
ᲮᲨᕤೞඥƴƭƍƯദƠƘྸᚐƠඥˋܣƢǔƜƱƕưƖǔŵ
ᲯᲨᕤޅưӕǓৢƏҔၲೞ֥ƴƭƍƯ̅ဇ૾ඥǍදॖໜƳƲǛᛟଢưƖǔŵ
ᲰᲨͤࡍƷዜਤȷفᡶӏƼဃ፼ॹ၏Ʒʖ᧸ȷၐ҄ʖ᧸ƷƨǊƴ࣏ᙲƳ
ऴإǍƷ੩̓ƕưƖǔŵ

᧙ᡲƢǔ 25
ПᢋႸ

250Q

%.



ҔၲဇҔᕤԼƱɟᑍဇҔᕤԼƷᢌƍǛᛟଢưƖǔ





ɟᑍဇҔᕤԼƴᣐӳƞǕƯƍǔᕤཋǛᛦǂŴƦƷᕤјǛᛟଢưƖǔ





ǻȫȕȡȇǣǱȸǷȧȳƷ࣏ᙲࣱǛᢘЏƴᛟଢưƖǔ





ǻȫȕȡȇǣǱȸǷȧȳƷƨǊƷͤࡍԼǛᢘЏƴ੩కưƖǔ





ɟᑍဇҔᕤԼƷᇹɟŴʚŴɤƴƭƍƯಒᛟưƖǔ





ǻȫȕȡȇǣǱȸǷȧȳƷƨǊƷɟᑍဇҔᕤԼǛᢘЏƴ੩కưƖǔ





ᣒƱտƕͤࡍƴӏǅƢࢨ᪪ƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᅠਦݰƕưƖǔ





ဃƕͤࡍƴӏǅƢࢨ᪪ǛᛟଢưƖǔ





ᏋƷ࣏ᙲࣱǛᛟଢưƖǔ





ͤࡍԼƴǑǔஊܹ˺ဇǛᛟଢưƖǔ





ԼӏƼͤࡍԼƱҔᕤԼƷႻʝ˺ဇǛᛟଢưƖǔ





ͤࡍԼƷஇૼऴإǛӓᨼưƖǔ





၏ൢƷʖ᧸ƴƭƍƯᢘЏƴяᚕưƖǔ





ܲƴݣƠƯǘƔǓǍƢƍᚕᓶŴᘙྵǛဇƍᛟଢưƖǔ





ܲƷᙲஓǛႎᄩƴ৭੮ƠŴ࣏ᙲƱƢǔऴإǛ੩̓ưƖǔ





ҔࠖǁƷӖᚮѰڜǛᢘЏƴᘍƏƜƱƕưƖǔ





ᕤೞඥƷᙲƳႸǛЗਫưƖǔ





ᕤೞඥƷᙲƳႸǛᛟଢưƖǔ





  ϋܾ
Ĭ ǻȫȕȡȇǣǱȸǷȧȳƴƭƍƯ
ĭ ҔᕤԼƷȪǹǯғЎƴࣖơƨӕৢƍƱሥྸ
࣭ᙲਦݰҔᕤԼŴɟᑍဇҔᕤԼƷᝤ٥Ʒᝤ٥ᚡƷ˺ƱƓᕤࠚǛဇƍƨधᎍƱ
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ҔࠖƱƷऴإσஊ
Ҕၲೞ֥ƷȪǹǯғЎƴࣖơƨӕৢƍƱሥྸ
̬ͤೞᏡԼƷғЎ
ӖᚮѰڜƷࣖݣ
ᕤޅᙌдƴƭƍƯ
ᅠਦݰ
ͤࡍԼƴƭƍƯ
ᕤೞඥƷܣƴƭƍƯ
ͤࡍዜਤȷفᡶƴƭƍƯ
ဃ፼ॹ၏Ʒʖ᧸ȷၐ҄ʖ᧸ƴƭƍƯ

Į
į
İ
ı
Ĳ
ĳ
Ĵ
ĵ
Ķ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ 
౨௹͌Ʒ৭੮ ᕤܖႎᚇ ݑᕤܖႎǱǢ ဃᕤȷ૾ᕤ ሥྸ
૨ྂᚸ̖ŴҔᕤԼऴإƷဇ ᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘᚡ 
ᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
š ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
š ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ 



ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ



─ 46 ─

îᲧᲫᲮᲨ૨ྂᚸ̖ŴҔᕤԼऴإƷဇ

  Ⴘ
̾ŷƷधᎍƷ၌၏Ʒʖ᧸ȷၲƴƓƍƯŴஇᢘƳҔᕤԼǛᢠ৸ƠƦǕǛܤμƴ̅ဇƢ
ǔƨǊƴŴ࣏ᙲƳऴإǛӓᨼŴૢྸȷ̬ሥŴᚸ̖ŴዻᨼȷьƠŴႻƴࣖơƨႎᄩƳ
ऴإǛ੩̓ƢǔᏡщǛƏŵ

ᲫᲨ࣏ᙲƳधᎍऴإƓǑƼҔᕤԼऴإǛᢘЏƳऴإเƔǒӓᨼưƖǔŵ
ᲬᲨȇȸǿșȸǹǛဇƍƨ૨ྂ౨ኧƕưƖǔŵ
ᲭᲨ૨ྂǛЙႎƴӿԛƠᚸ̖ƢǔƜƱƕưƖǔŵ
ᲮᲨஇᢘƳҔᕤԼǛᢠ৸Ơܤμƴ̅ဇƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳҔᕤԼऴإǛŴႻƴࣖơƨႎ
ᄩƳ૾ඥư੩̓ưƖǔŵ
ᲯᲨஇᢘƳҔᕤԼƷᢠ৸ƱҔᕤԼƷܤμƳ̅ဇƴ᧙Ƣǔॖ࣬ൿܭǛŴधᎍƓǑƼ˂ƷҔ
ၲᎍƱƷऴإσஊƱӳॖ࢟ǛᡫơƯᘍƏƜƱƕưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



ಮŷƳऴإเƱƦƷཎࣉƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ऴإӓᨼƴ࣏ᙲƳᚨͳƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ऴإᡫ̮ೞ֥ǛМဇƠƨ૨ྂ౨ኧƷǛЗਫưƖǔ





ऴإᡫ̮ೞ֥ǛМဇƠƯҔᕤԼƴ᧙ƢǔஇૼऴإǛӓᨼưƖǔ





ऴإᡫ̮ೞ֥ǛဇƠƨҔၲƓǑƼҔᕤԼऴإǛᢘЏƴӓᨼưƖǔ





࢘ᛆҔᕤԼƷஇૼƷช˄૨ƓǑƼǤȳǿȓȥȸȕǩȸȠƕӓᨼưƖǔ





࢘ᛆҔᕤԼƓǑƼጂ҄ӳཋƴ᧙ƢǔᐮإԓǛӓᨼưƖǔ





ҔၲဇҔᕤԼƱɟᑍဇҔᕤԼƷᢌƍǛᛟଢưƖǔ





ɟᑍဇҔᕤԼƴᣐӳƞǕƯƍǔᕤཋǛᛦǂŴƦƷᕤјǛᛟଢưƖǔ





࢘ᛆҔᕤԼƷᝲဇݣၲјௐൔǛᛦǂƯᛟଢưƖǔ





ҔၲऴإƷࣱ̮᫂ǍǨȓȇȳǹȬșȫƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ҔၲऴإƷࣱ̮᫂ǍǨȓȇȳǹȬșȫǛ౨ᚰưƖǔ





ឋƷ᭗ƍҔၲऴإƴؕƮƍƯᢘЏƳᕤдǛ੩కưƖǔ





ҔᕤԼƷᐮإԓᲢԧ૨ᲣƷϋܾǛቇƴᛟଢưƖǔ





ҔᕤԼƷᐮإԓᲢᒍ૨ᲣƷϋܾǛቇƴᛟଢưƖǔ





ܖᘐƓǑƼҔᧉݦܖဇᛖƷॖԛǛᛦǂƯᛟଢưƖǔ





ช˄૨ǍǤȳǿȓȥȸȕǩȸȠƷᚡ᠍ʙǛŴᆔŷƷܖᘐऴإƷӓᨼЎௌǛᡫơ



Ưᐯƴ౨ᚰưƖǔ


/4 Ʒ੩̓ऴإǛᆔŷƷܖᘐऴإƷӓᨼЎௌǛᡫơƯᐯƴ౨ᚰưƖǔ





ҔᕤԼऴإƴݣƠŴႸႎƴࣖơƨᢘЏƳӕਾᢠ৸ƕᘍƑǔ





ᙐૠƷܖᘐ૰Ǜൔ᠋ƠŴҔᕤԼऴإƷࣱ̮᫂ǍݣᇌऴإƷஊǛ౨ᚰưƖǔ





˳ኒႎƴӓᨼȷૢྸƠƨҔᕤԼऴإƷ੩̓ǛŴ˂ƷҔၲǹǿȃȕƴݣƠᢘЏƴᘍƑ



ǔ


˳ኒႎƴӓᨼȷૢྸƠƨҔᕤԼऴإǛѠࢍ˟Ǎܖᘐᨼ˟ưᛟଢưƖǔ





ҔᕤԼƷࠊᝤࢸᲢࠊᝤႺࢸᲣᛦ௹ƷǛᛟଢưƖǔ
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धᎍƷ൭ǊƴࣖơŴҔᕤԼऴإǛᢘЏƴᛟଢưƖǔ





ҔၲǹǿȃȕƷ൭ǊƴࣖơŴҔᕤԼऴإǛᢘЏƴᛟଢưƖǔ





Ⴚ᩿ƢǔҔᕤԼƷᛦдܖႎŴᙌдܖႎբ᫆ໜƴƭƍƯોծ૾ඥǛ੩కưƖǔ





ҔᕤԼƷᛦдܖႎŴᙌдܖႎբ᫆ໜƷᚐൿඥǛ੩కưƖǔ





Ⴚ᩿ƢǔҔᕤԼƷဃཋᕤдܖႎŴᕤྸܖႎբ᫆ໜƴƭƍƯોծ૾ඥǛ੩కưƖǔ





̬ᨖᚮၲƴƓƚǔҔᕤԼƷ̬ᨖᢘဇƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ช˄૨Ʒ́ဇදॖƴ᧙ƢǔऴإƷӕਾᢠ৸ƕŴƦƷᙲࡇƴࣖơƯᘍƑǔ





சჷᲢசኺ᬴ᲣƷၐ̊ƴݣƠŴჷᜤƱኺ᬴ƱஇૼƷҔᕤԼऴإƴؕƮƍƯŴφ˳ႎ૾



ሊǛ੩కưƖǔ


ɟᑍӸƴࣖݣƢǔࢸႆҔᕤԼƴƭƍƯЗਫưƖǔ





ࢸႆҔᕤԼƷᢠ৸ǛଢᄩƳྸဌƴؕƮƍƯᘍƑǔ





'$/ ƷؕஜಒࣞƱஊဇࣱƴƭƍƯᛟଢưƖǔ




  ϋܾ
 धᎍऴإƱҔᕤԼऴإ
ᲢᲣधᎍऴإ
Ĭ࣏ᙲƳधᎍऴإ
ĭधᎍऴإƷऴإเ
ĮधᎍऴإƷᚡᡓ
į̾ʴऴإƷ̬ᜱƱܣᅼ፯Ѧ
ᲢᲣҔᕤԼऴإ
Ĭ࣏ᙲƳҔᕤԼऴإ
ĭҔᕤԼऴإƸƲƜư˺ǒǕǔƔ
ĮҔᕤԼऴإƷऴإเ
įҔᕤԼऴإƷˡᢋኺែ
 ҔᕤԼऴإƷӓᨼ
ᲢᲣ૰ƷЎ
Ĭɟഏ૰Ŵʚഏ૰Ŵɤഏ૰ƷЎƱ̅ƍЎƚ
ĭႆᘍΨƴǑǔЎᲴҽဃіႾȷ2/&# ƕႆᘍƢǔ૰Ŵᙌᕤ˖ಅƕႆᘍƢ
ǔ૰
ᲢᲣؕஜႎƳҔᕤԼऴإ
ĬؕஜႎƳҔᕤԼऴإƷλ૾ඥᲴ2/&# ƷǦǧȖǵǤȈƳƲ
ĭҔᕤԼช˄૨ƷඥႎˮፗƮƚ
ĮҔၲဇҔᕤԼช˄૨Ʒᛠǈ૾
įɟᑍဇҔᕤԼሁƷช˄૨
İҔᕤԼǤȳǿȓȥȸȕǩȸȠᲴช˄૨ƱƷᢌƍƱ̅ƍЎƚ
ıဎᛪ૰ಒᙲŴݙ௹إԓ
ĲҔᕤԼȪǹǯሥྸᚘဒ
ĳधᎍӼƚƷҔᕤԼऴإᲴƘƢǓƷƠƓǓŴधᎍӼҔᕤԼǬǤȉ
ᲢᲣᐮǬǤȉȩǤȳ
ĬᐮǬǤȉȩǤȳƷဇ
ĭᐮǬǤȉȩǤȳƷλ૾ඥ
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ĮଐஜƷᐮǬǤȉȩǤȳ
įෙٳƷᐮǬǤȉȩǤȳ
ᲢᲣҔᕤԼऴإȇȸǿșȸǹ
Ĭ&47)&':
ĭ7R6Q&CVG
Į6JG%QEJTCPG.KDTCT[
ᲢᲣȇȸǿșȸǹǛဇƍƨ૨ྂ౨ኧ
ĬҔܖȷᕤܖ૨ྂȇȸǿșȸǹƷᆔᲴ2WD/GFŴ,&TGCO+++
ĭȇȸǿșȸǹǛဇƍƨ૨ྂ౨ኧƷ૾ඥ
Į૨ྂƷλ૾ඥ
 ҔᕤԼऴإƷૢྸȷ̬ሥ
ᲢᲣऴإƷૢྸȷ̬ሥ
ĬቔŴኡ˳ۥƷૢྸȷ̬ሥ
ĭᩓ܇ȕǡǤȫƷૢྸȷ̬ሥ
ᲢᲣҔၲǹǿȃȕ᧓ưƷऴإσஊ
 ҔᕤԼऴإƷᚸ̖
ᲢᲣҔᕤԼऴإƷࣱ̮᫂
ĬऴإเƷᚸ̖ᲴǦǧȖǵǤȈƷᚸ̖
ĭᛯ૨ਫ਼᠍ᩃᛏƷᚸ̖ᲴǤȳȑǯȈȕǡǯǿȸƳƲ
ᲢᲣᐮᄂᆮƷᅹܖႎࣱ࢘ڲ
Ĭϋႎࣱ࢘ڲᲢൔ᠋ƷπࣱᲣ
ĭٳႎࣱ࢘ڲᲢɟᑍ҄ӧᏡࣱᲣ
ᲢᲣ૨ྂƷЙႎӿԛ
Ĭᐮᚾ᬴ᛯ૨ƷЙႎӿԛ
ĭᚇݑႎ၃ܖᄂᆮƷᛯ૨ƷЙႎӿԛ
 ҔᕤԼऴإƷዻᨼȷь
ᲢᲣዻᨼȷьƴ᧙ƢǔؕஜႎƳᎋƑ૾
ᲢᲣዻᨼȷьƷܱ̊
 ҔᕤԼऴإƷ੩̓
ᲢᲣҔၲᎍǁƷऴإ੩̓
ᲢᲣधᎍǁƷऴإ੩̓
 ᕤдࠖƷ &+ ಅѦ
ᲢᲣᕤޅưƷ &+ ಅѦ
ᲢᲣ၏ᨈưƷ &+ ಅѦ
 'XKFGPEGDCUGFOGFKEKPG '$/ 
ᲢᲣ'$/ Ʒಒࣞ
ᲢᲣ'$/ ƷܱោƷȗȭǻǹ
 धᎍɶ࣎ƷҔၲƱҔᕤԼऴإ
ᲢᲣधᎍɶ࣎ƷҔၲƱƸᲹ
ᲢᲣऴإσஊƱӳॖ࢟ƷƨǊƷऴإ੩̓ƷƋǓ૾
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᧙ᡲƢǔႸᲴ
ᕤྸ  ܖᙌд ܖᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖÜᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ 
ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ ౨௹͌Ʒ৭੮ ᕤܖႎᚇ ݑᕤܖႎǱǢ 
и˺ဇݣሊ ȏǤȪǹǯᕤ ǻȫȕǱǢૅੲ ወᚘȇȸǿƷྸᚐƱဇ
 ᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘᚡ ᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵ፼Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢ2$. ȁȥȸȈȪǢȫᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
ր πᘌᘓဃŴܹݣሊ
ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ 








─ 50 ─

îᲧᲫᲯᲨወᚘȇȸǿƷྸᚐƱဇ

  Ⴘ
 ᄂᆮᛯ૨ǛԃǉҔᕤԼऴإǛྸᚐƠᚸ̖ƢǔƨǊƴŴǇƨᐯǒᛦ௹ᄂᆮǛᚘဒȷܱ
ƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳŴဃཋወᚘܖƓǑƼᐮᄂᆮȇǶǤȳƴ᧙ƢǔؕஜႎƳჷᜤƱ২ᏡǛ
፼ࢽƢǔŵ

ᲫᲨȇȸǿƷᆔƱȇȸǿƷϼྸ૾ඥƓǑƼˊᘙ͌Ʒ੩ᅆƱƷ᧙̞ǛᛟଢưƖǔŵ
ᲬᲨወᚘႎਖ਼ยᲢਖ਼ܭᲣƷᎋƑ૾ǛᛟଢưƖǔŵ
ᲭᲨወᚘႎˎᛟ౨ܭƷᎋƑ૾ǛᛟଢƢǔƜƱƕưƖŴؕஜႎƳ౨ܭǛܱưƖǔŵ
ᲮᲨؕஜႎƳ౨ܭඥƱƦƷ̅ƍЎƚƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
ᲯᲨᐮᄂᆮȷ၃ܖᄂᆮƷϋႎࣱ࢘ڲƷᄩ̬ƴ࣏ᙲƳᙲˑƱŴƦǕǛƨƢƨǊƷ૾ඥȷ
သॖໜƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
ᲰᲨȩȳȀȠ҄ൔ᠋ᚾ᬴Ʒ૾ඥƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
ᲱᲨᚇݑႎ၃ܖᄂᆮƷඥƴƭƍƯᛟଢưƖǔ
ᲲᲨᐮᄂᆮưဇƍǒǕǔɼƳјௐਦƴƭƍƯᛟଢƢǔƜƱƕưƖŴƦǕǒƷјௐਦ
Ʒ͌ǛᚘምƴǑƬƯ൭ǊǔƜƱƕưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



ؕஜႎƳወᚘܖǛྸᚐƠŴ͌רƱแ͞ࠀƷॖԛǛᛟଢưƖǔ





ወᚘඥǛဇƍǔᲬƭƷ͌רƷஊॖࠀ౨ܭƴƭƍƯᛇƠƘᛟଢưƖǔ





ЎЎௌƱٶൔ᠋ƴƭƍƯᛇƠƘᛟଢưƖǔ





ദᙹЎࠋǛЭ੩ƱƠƳƍ౨ܭඥƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᲬƭƷ٭ƷႻ᧙᧙̞ǛܭႎƴᛟଢưƖǔ




   ϋܾ
 ȇȸǿƷЎࠋƱᙲኖወᚘ
ᲢᲣȇȸǿƷЎࠋ
ĬȒǹȈǰȩȠ
ᲢᲣˊᘙ͌
Ĭ͌רᲢOGCPᲣ
ĭɶ͌ځᲢOGFKCPᲣ
ᲢᲣƹǒƭƖƷਦ
Ĭแ͞ࠀ
ĭׄЎˮር
 ᄩྙЎࠋ
ᲢᲣᡲዓᄩྙ٭ૠ
ĬദᙹЎࠋ
ĭแദᙹЎࠋ
ᲢᲣᲬЎࠋ
 ወᚘႎਖ਼ยƱˎᛟ౨ܭ
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（1）母集団と標本
（2）標本標準偏差と標準誤差
（3）中心極限定理
（4）統計的推測
①母平均の推定
②母比率の推定
（5）統計的仮説検定
①有意確率
②帰無仮説と対立仮説
③第 1 種の過誤と第 2 種の過誤
4 母平均・母比率の差の検定・推定
（1）母平均の差の検定・推定
①Student の t 検定
②母平均の差の 95%信頼区間
③Welch の検定
④母分散の比の検定（F 検定）
⑤対応のある t 検定
（2）多群の平均値の比較
①一元配置分散分析（ANOVA）
（3）母比率の差の検定・推定
①正規近似を用いた母比率の差の検定・推定
②Fisher の直接確率法（正確検定）
（4）分割表の検定
①カイ 2 乗検定
5 ノンパラメトリック検定
（1）パラメトリックとノンパラメトリック
（2）Wilcoxon の順位和検定（Mann-Whitney の U 検定）
6 検定における多重性の問題
（1）検定における多重性の問題
（2）多重比較法
①Bonferroni の方法
②Holm の方法
③Dunnett 法
④Tukey 法
7 相関と回帰
（1）相関
①相関係数
②Pearson の積率相関係数の検定
（2）回帰
①回帰分析
②決定係数
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8 臨床研究の手法と効果指標
（1）記述的研究と分析的研究
（2）介入研究と観察研究
（3）臨床研究で用いられる主な指標
（4）バイアスと交絡
①バイアス
②交絡
③交絡の調整
（5）介入研究
①ランダム化比較試験
②二重盲検法
③臨床試験におけるエンドポイント
④臨床試験における優越性、非劣性、同等性
（6）観察研究
①観察的疫学研究の主なデザイン
②コホート研究
③ケース・コントロール研究（症例対照研究）
④断面研究（横断研究）
⑤ネステッド・ケース・コントロール研究
⑥ケース・コホート研究
（7）メタアナリシス
9 多変量解析と生存時間解析
（1）多変量解析
①多変量解析の概念
②多変量解析の種類
③ロジスティック回帰モデル
④アンケート調査等の解析（主成分分析、因子分析等）
（2）生存時間解析
①発生率と人-年法
②カプラン・マイヤー法
③ポアソン回帰モデル
④Cox 回帰モデル
関連する項目：
1.薬理学 2.製剤学 3.薬物動態学・薬力学 7.薬学的ケア 8.副作用対策
14.文献評価、医薬品情報の活用
(3)

方略
講義、演習、自己学習
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■かかりつけ機能との関連
☑
☐
☑
☑
□

薬物療法の個別最適化
薬物療法の連続性（通院、入院、在宅）
健康生活の増進・セルフケアの支援
公衆衛生、災害対策
他職種・他施設との連携
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îᲧᲫᲰᲨᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘᚡ 

  Ⴘ
 ƔƔǓƭƚᕤдࠖƱƠƯƷೞᏡǛႆੱƢǔƨǊƴᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘᚡƕദᄩƴ
ᘍƑǔǑƏჷᜤǛ፼ࢽƢǔŵ

ᲫᲨȕǡȸȞǷȥȸȆǣǫȫǱǢƴƭƍƯദƠƘྸᚐƠŴƦǕƴؕƮƍƯᘍѣưƖǔŵ

ᲬᲨधᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴᕤཞඞǍи˺ဇႆྵሁƷஊܹʙᝋƷΫͅ
ǛᙸЈƢƜƱƕưƖǔŵ
ᲭᲨբ࣓᫆ӼǷǹȆȠᲢ215ᲣǛᛟଢưƖǔŵ
ᲮᲨ51#2 ࢟ࡸƳƲƷधᎍऴإƷᚡ૾ඥƴƭƍƯᛟଢưƖǔŵ
ᲯᲨᚡǛဇƍƯŴ˂ᎰᆔƴᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘऴإǛႎᄩƴ੩̓ưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



ȕǡȸȞǷȥȸȆǣǫȫǱǢƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ȕǡȸȞǷȥȸȆǣǫȫǱǢƴؕƮƍƯᘍѣưƖǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴɧᢘЏƳᕤཞඞǛᙸЈƤǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴᨦܹƷΫͅǛᙸЈƤǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴɧᢘЏƳᕤྸјௐǛᙸЈƤǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴи˺ဇႆྵƷΫͅǛᙸЈƤǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴᕤཋႻʝ˺ဇƷΫͅǛᙸЈƤǔ





ᚮၲᚡǍჃᜱᚡŴ౨௹ᙸƳƲƔǒŴᕤјǍи˺ဇŴႻʝ˺ဇƴ᧙ƢǔऴإǛ



ӓᨼưƖǔ


ᕤдࠖඥƷᙲƳႸǛЗਫưƖǔ





ᕤдࠖඥƷᙲƳႸǛᛟଢưƖǔ




  ϋܾ
Ĭ ȕǡȸȞǷȥȸȆǣǫȫǱǢƴƭƍƯ
ĭ ᕤдࠖඥᇹ  வƷ  ƴƭƍƯ
Į ˊᘙႎƳ၌धၐ̊ƴƓƚǔᕤܖႎሥྸƱ 51#2 ࢟ࡸሁưƷᚡƴƭƍƯ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ᕤྸ ܖᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖ౨௹͌Ʒ৭੮ ᕤܖႎᚇ ݑᕤܖႎǱǢ 
и˺ဇݣሊ ȏǤȪǹǯᕤ ǻȫȕǱǢૅੲ ૨ྂᚸ̖ŴҔᕤԼऴإƷဇ
ᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭŴᐯࠁܖ፼
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ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ 



─ 56 ─

îÜ ᕤд̅ဇ᧓ɶƷȕǩȭȸǢȃȗ

  Ⴘ
 ᕤཋၲඥƷƞǒƳǔឋƷӼɥƴƭƳƛǔƨǊƴŴᛦдƷǈƳǒƣҔᕤԼƷဇ᧓
ǛᡫơƯŴᕤཞඞƷ৭੮ᲢᕤǢȉȒǢȩȳǹǍஊјࣱƷᄩᛐŴᕤཋஊܹʙᝋƷႆᙸ
ሁᲣƴǑǔᕤܖႎሥྸǛዒዓႎƴܱƠŴ࣏ᙲƴࣖơƯŴधᎍƴݣƢǔऴإ੩̓Ǎᕤܖ
ႎჷᙸƴؕƮƘਦݰǛᘍƏǄƔŴƦǕǒƷऴإƴƭƍƯƔƔǓƭƚҔȷƔƔǓƭƚഫᅹ
ҔǁƷ੩̓ƓǑƼ˂ƷᎰᆔǍ᧙̞ೞ᧙ƱσஊƢǔᏡщǛƏŵ

 ᕤд̅ဇ᧓ɶƷधᎍȕǩȭȸǢȃȗǛᘍƏɥưƷؕஜႎᎋƑ૾ǛᛟଢưƖǔŵ
 ᕤд̅ဇ᧓ɶƷधᎍȕǩȭȸǢȃȗƷ්ǕǛಒᛟưƖǔŵ
 ᕤдʩ˄ƔǒഏׅஹޅǇưƷȕǩȭȸǢȃȗƷ૾ඥǛφ˳ႎƴᛟଢưƖǔŵ
 ϼ૾ሗҔᕤԼˌٳƷҔᕤԼǛᝤ٥ƢǔئӳƷȕǩȭȸǢȃȗƴƭƍƯƷᎋƑ૾ƴ
ƭƍƯŴƦǕƧǕᛟଢưƖǔŵ

᧙ᡲƢǔ 25
250Q

ПᢋႸ

%.



धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴɧᢘЏƳᕤཞඞǛᙸЈƤǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴᨦܹƷΫͅǛᙸЈƤǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴɧᢘЏƳᕤྸјௐǛᙸЈƤǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴи˺ဇႆྵƷΫͅǛᙸЈƤǔ





धᎍƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫƠƯŴᕤཋႻʝ˺ဇƷΫͅǛᙸЈƤǔ




  ϋܾ
 धᎍȕǩȸȭȸǢȃȗƴ̞ǔඥˋ
 ᕤд̅ဇ᧓ɶƷधᎍȕǩȭȸǢȃȗƱƦǕǛᘍƏɥưƷؕஜႎᎋƑ૾
 ᕤд̅ဇ᧓ɶƷधᎍȕǩȭȸǢȃȗƷ්ǕƱܱោϋܾ
ᲢᲣ ИׅஹޅᲢऴإӓᨼӏƼਦݰᲣ
ᲢᲣ ᕤдʩ˄ƔǒഏׅஹޅǇưƷȕǩȭȸǢȃȗᲢܱោᲣ
ĬഏׅஹޅǇưƷȕǩȭȸǢȃȗƷ౨᚛
ĭधᎍሁǁƷᄩᛐƷǿǤȟȳǰ
ĮधᎍሁǁƷᄩᛐ૾ඥ
ߊधᎍሁǁƷᄩᛐʙ
İЎௌƱᚸ̖
ıኽௐƱࣖݣ
Ĳ ᚡ
ᲢᲣ ഏׅஹޅᲢཞඞᄩᛐӏƼਦݰᲣ

᧙ᡲƢǔႸᲴ
ᕤྸ ܖᕤཋѣ७ܖȷᕤщ ܖȸᲫݱδ ᲮᲧᲬ᭗ᱫᎍ 
ᲮᲧᲭ۔کЭƓǑƼ۔ک᳸ʐ ౨௹͌Ʒ৭੮ ᕤܖႎᚇ ݑᕤܖႎǱǢ
 и˺ဇݣሊ ȏǤȪǹǯᕤ ဃᕤȷ૾ᕤ ज़௨ݣሊ ሥྸ
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ǻȫȕǱǢૅੲ ૨ྂᚸ̖ŴҔᕤԼऴإƷဇ ᕤܖႎჷᙸƴؕƮƘᚡ
ӋᎋᲴᕤд̅ဇ᧓ɶƷधᎍȕǩȭȸǢȃȗƷࡽƖᲢᇹ  ༿Უ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ





ր
ր
ր
š
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ
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Ⅲ

疾病特性に基づく薬学的管理・指導の知識と技能
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Ⅲ：疾病特性に基づく薬学的管理・指導の知識と技能
Ⅲ－1．循環器系
(1) 目標
循環器系疾患の病態生理と薬物療法について最新のガイドライン等に基づいて下記
の項目毎に概説できる。
関連する PS
到達目標

PS No.

CL

2-2-3

心臓および血管系における代表的な疾患を列挙できる

2

2-2-4

不整脈の病態生理と代表的な治療薬を列挙できる

2

2-2-5

不整脈の病態生理ならびに代表的な治療薬の作用機序を説明できる

4

2-2-6

不整脈に関する最新の学術情報や治療薬情報に基づいて治療指針を提案できる

5

2-2-7

心不全の病態生理と代表的な治療薬を列挙できる

2

2-2-8

心不全の病態生理ならびに代表的な治療薬の作用機序を説明できる

4

2-2-9

心不全に関する最新の学術情報や治療薬情報に基づいて治療指針を提案できる

5

2-2-10

虚血性心疾患の病態生理と代表的な治療薬を列挙できる

2

2-2-11

虚血性心疾患の病態生理ならびに代表的な治療薬の作用機序を説明できる

4

2-2-12

虚血性心疾患に関する最新の学術情報や治療薬情報に基づいて治療指針を提案で
きる

5

2-2-13

高血圧の病態生理と代表的な治療薬を列挙できる

2

2-2-14

高血圧の病態生理ならびに代表的な治療薬の作用機序を説明できる

4

2-2-15

高血圧に関する最新の学術情報や治療薬情報に基づいて治療指針を提案できる

5

2-2-154

心臓疾患を伴った患者に対する薬物治療における注意点を列挙できる

2

2-2-155

心臓疾患を伴った患者に対する薬物治療における注意点を説明できる

4

(2) 行動目標
代表的疾患の例示（高血圧症）
①自覚症状の確認
肩こり、頭痛、頭重感、ふらつき、動悸など
②客観的データを確認
血圧 正常血圧 １２０－１２９／８０－８４mmHg
診察室血圧 高血圧 140/90mmHg 以上
家庭
高血圧 135/85 以上
目標血圧 糖尿病患者 診察室 130/80mmHg 未満
家庭
145/85mmHg 未満
脳血管障害・冠動脈疾患患者
診察室 140/90mmHg 未満
家庭
135/85mmHg 未満
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       ബˌɥ ᚮ ܴݑOO*I ச
            ܼࡊ  OO*I ச
     ៲ᧈŴ˳
     $/+Ჷ˳ MI Ჩ៲ᧈᲢ᳧Უ  ᲴႸ 
ĮधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
  ᭗ᘉٳˌןƷ࣎ᘉሥ၏Ʒүᨖ܇׆ᲴտŴኄބ၏ŴᏢឋီࠝၐŴ
                  ᏄƳƲ
  ᐥ֥ᨦܹŴ࣎ᘉሥ၏Ʒஊ
  ଏࢮഭᲴኄބ၏ࣱᏴၐŴॸࣱነྶ˳Ᏼ໒ŴზԠԈၐͅ፭ƳƲ
  ᅠ࣐ᕤᲴൢሥૅմऒᲢᲫ᩼ᢠ৸ဃᢚૺᕤᲣۡکᲢ#4$Ŵ#%' ᧹
      ܹᕤŴ%C ਛ৴ᕤᲣ
įᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
  ᨀ˺ןဇƴǑǓᘉ˯ןɦƠŴၷƠƨƱƷᛚᚐƴǑǔȎȳǳȳȗȩǤǢȳ
  ǹ
İᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
  ᕤԼӸŴᕤјŴဇඥŴဇŴ̅ဇɥƷදॖŴǈࣔǕƨᨥƷݣϼඥƳƲ
ıи˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
  ӲኒወƴૢྸƠŴᄩᛐƢǔŵ
    %C ਛ৴ᕤŴ#4$ŴႺႎȬȋȳ᧹ܹᕤŴ#%' ᧹ܹᕤŴ
    ᢠ৸ႎǢȫȉǹȆȭȳ᧹ܹᕤŴМބᕤᲢ- ̬ਤࣱᨊƘᲣ
    - ̬ਤࣱМބᕤŴᢚૺᕤŴᢚૺᕤ
Ĳ˂ƷᕤдƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐƢǔ
  ᘉןǛɥଞƞƤǔᕤдŴᘉןǛ˯ɦƞƤǔᕤд
  ́ဇᅠ࣐
ĳᕤਦݰǛܱƢǔ
  ᄩᛐƠƨधᎍཞඞǛ៊ǇƑƨɥưਦݰǛܱƢǔŵ
Ĵဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
  طСᨂᲴ ଐᲰ᳡சŴ
  ᢘࡇƳᢃѣᲴ࣎ᘉሥ၏ƷƳƍधᎍŴஊᣠእᢃѣ  Ўˌɥଐ
  ᅠŴራᣒŴȐȩȳǹƷǑƍʙ
ĵɟᑍဇҔᕤԼሁǍͤࡍԼƳƲƷဇཞඞǛᄩᛐƢǔ
  žᘉןƕ᭗ǊƷ૾ƷԼſƷཎ̬ͤܭဇԼ


ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲬᲢᏯᘉሥᨦܹᲧᏯయصᲣ
ĬᐯᙾၐཞƷᄩᛐ 
   ༾ၡŴҞͨज़ᙾᨦܹŴڂᛖŴڂᛐŴɥᏃၡƳƲ
   ȩǯȊయصŴǢȆȭȸȠᘉఀࣱᏯయصƓǑƼ࣎ҾࣱᏯصఀၐƷႆၐಮࡸ
   ƴƭƍƯᄩᛐ
ĭܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐ
   ᘉ ןႸ͌ ᲫᲮᲪᲩᲳᲪOO*I ச
   Ჽ౨௹Ŵ᳇᳃౨௹Ʒᄩᛐ
   ᳃ᲴǳȳȈȭȸȫႸ ᳸Ტ ബˌɥ ᳸Უ
   ៲ᧈŴ˳
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ĮधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
   үᨖ܇׆Ჴ᭗ᘉןŴኄބ၏ŴᏢឋီࠝၐŴտŴᢘǛឬƑǔᣒ
   ଏࢮഭᲴ᭗ᘉןŴኄބ၏ŴᏢឋီࠝၐŴ࣎ኬѣŴॸࣱᏴᐥ၏ƳƲ
   ᕤཋၲඥܱƴƓƚǔᄩᛐʙᲴᏴೞᏡƷᆉࡇŴᘉ෩ϹᏡƴࢨ᪪Ǜɨ
     ƑǔᏁᨦܹᲢ%JKNF2WIJ ЎƷ৭੮Უ
įᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
   ᕤᘍໝƷᐯᇌƷᆉࡇǛ৭੮Ƣǔŵ
   јௐƕܱज़ưƖƳƍƜƱƴǑǔᐯࠁЙૺưƷᕤɶഥሁƷཞඞǛ৭੮
İᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
   ᕤԼӸŴᕤјŴဇඥŴဇŴ̅ဇɥƷදॖŴǈࣔǕƨᨥƷݣϼඥƳƲ
ıи˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
   ᏯయصၲᕤƷኒወƴૢྸƠŴᄩᛐƢǔŵ
    ৴ᘉݱெᕤŴኺӝႺ :C ᧹ܹᕤŴႺȈȭȳȓȳ᧹ܹᕤŴ
    ǯȞȪȳኒ৴ϹᕤŴᢠ৸ႎȈȭȳȓȳᕤŴᘉఀ๋ᚐд
  Ĳ˂ƷᕤдƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐƢǔ
   ᏯయصǛႆၐƞƤǔӧᏡࣱƷƋǔᕤдƷᄩᛐᲴ
   ഏƷҔᕤԼứဇᅠ࣐ƷݣᝋᕤǛᄩᛐ
    ȯȸȕǡȪȳŴȪȐȸȭǭǵȐȳŴȀȓǬȈȩȳƳƲ
ĳᕤਦݰǛܱƢǔ
   ᄩᛐƠƨधᎍཞඞǛ៊ǇƑƨɥư৴ᘉݱெᕤȷ৴ϹᕤƷਦݰǛܱƢ
  ǔƕŴɦᚡƷ  ໜƴƭƍƯƸ࣏᪰ƱƢǔ
   Ũ˂ᨈǛӖᚮƢǔئӳǍ 16% ᕤȷͤࡍԼሁǛទλƢǔᨥƴƸဎƠЈ
    ǔǑƏƴ࣏ƣਦݰƢǔŵ
   ŨᘐǍ৷ഫƳƲƷʖܭƕƋǔئӳƴƸ࣏ƣႻᛩƢǔǑƏƴਦݰƢǔŵ
Ĵဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
   ᢘЏƳʙᲴطЎᲫᲪ᳡Ტ᭗ᘉןधᎍᲰ᳡சᲣˌɦ
         ȯȸȕǡȪȳဇधᎍƸŴኛᝃȷǯȭȬȩȷ᩷൬ƸᅠഥŴ   
         ȓǿȟȳ - ԃஊԼƴදॖƢǔƜƱ
   ᅠŴራᣒŴȐȩȳǹƷǑƍʙ
   ȪȏȓȪȆȸǷȧȳƷዒዓ
 ĵɟᑍဇҔᕤԼሁǍͤࡍԼƳƲƷဇཞඞǛᄩᛐƢǔ
   ɦᚡƷɟᑍဇҔᕤԼሁǍͤࡍԼሁƴදॖƢǔ
    ɟᑍဇҔᕤԼሁᲴ᭗ǳȬǹȆȭȸȫ˯ɦᕤŴဃ፼ॹ၏ᕤ
    ͤࡍԼᲴ'2#Ŵ&*#ŴȊȃȈǦǭȊȸǼŴ᩷൬ŴǤȁȧǦᓶǨǭǹŴ
         ౡཋǹȆȭȸȫƳƲ
    ཎ̬ͤܭဇԼᲴžᘉןƕ᭗ǊƷ૾ƷԼſžǳȬǹȆȭȸȫƕ᭗Ǌ
         Ʒ૾ƷԼſሁ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼
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ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ

ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ

Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ
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ïᲧᲬᲨෞ֥҄ኒ

  Ⴘ
ෞ֥҄ኒ၌धƷ၏७ဃྸƱᕤཋၲඥƴƭƍƯஇૼƷǬǤȉȩǤȳሁƴؕƮƍƯɦᚡ
ƷႸƴಒᛟưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q


ෞ֥҄ኒᲢᏎȷҗʚਦᐂŴݱᐂȷٻᐂŴᏁᐥȷᏐᢊŴᐘᐥᲣƴƓƚǔˊᘙႎƳ၌ध
ǛЗਫưƖǔ

%.




ෞࣱ҄ၨƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ෞࣱ҄ၨƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ෞࣱ҄ၨƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖǔ





໒ၐࣱᐂ၌धƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





໒ၐࣱᐂ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





໒ၐࣱᐂ၌धƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖ
ǔ





ᐂ໒Ʒ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ᐂ໒Ʒ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᐂ໒ƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖǔ





Ꮑ໒ȷᏁᄒ٭Ʒ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





Ꮑ໒ȷᏁᄒ٭Ʒ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





Ꮑ໒ȷᏁᄒ٭ƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖ
ǔ





Ꮑᐥ၌धǛˤƬƨधᎍƴݣƢǔᕤཋၲƴƓƚǔදॖໜǛЗਫưƖǔ





Ꮑᐥ၌धǛˤƬƨधᎍƴݣƢǔᕤཋၲƴƓƚǔදॖໜǛᛟଢưƖǔ




  ᘍѣႸ
ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢෞࣱ҄ၨᲣ
Ĭ ᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
ᏎၨᲴ࣎ƔᢿၘᲢࢸၘᲣᏟǍƚŴԕᣠŴӻൢƳƲ
җʚਦᐂၨᲴᆰᐃၘŴᏑᢿǁƷ્ၘ ƳƲ 
ĭ ܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ
 *R[NQTK ज़௨ᚮૺŴɥᢿෞ҄ሥϋᙻᦟ౨௹
Į ၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
 05#+&᳭ၨƷүᨖ܇׆ᲴၨƷଏࢮŴ᭗ᱫᎍŴኄឋǳȫȁǳǤȉƷ́ဇŴ
ᙐૠƷ 05#+&᳭ƷϋŴ৴ϹၲඥƷ́ဇƳƲ
 ၲᕤƕᅠ࣐ƱƳǔ၌धᲴᡢௌधᎍŴዯϋᨦŴۡکሁ
į ᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
 ᐯᙾၐཞƕෞڂƴǑǔᐯࠁЙૺưƷᕤɶഥƷஊ
 ݏݼЭǍᆰᐃဇሁƷᕤཞඞ
 *R[NQTK ᨊᓏၲᕤƷ  ଐ᧓ƷᄩܱƳᕤƷஊ
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İ и˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
 ᫄ቩྶၐŴ൮ᘉྶถݲၐŴ̝ᅼŴॖᜤᨦܹȷၗીŴƤǜڨŴ
ᏁᨦܹŴɦၚ ሁ
ı ˂ƷᕤдሁᲢɟᑍဇҔᕤԼሁŴͤࡍԼǛԃǉᲣƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐ
Ƣǔ
 ́ဇᅠ࣐ᕤŴ́ဇදॖᕤŴᙐဇŴ˩ᕤဇ
Ĳ ᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
 ᕤԼӸŴဇඥȷဇŴᕤјŴи˺ဇŴ̅ဇɥƷදॖʙŴᕤƷዒዓ
ĳ ဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
 ǹȈȬǹƷᚐෞŴᅠŴᏎƴΟƠƍʙŴራᣒ
Ĵ ᕤਦݰǛܱƢǔ
 ȗȭȈȳȝȳȗ᧹ܹᕤŴ2%#$Ŵ* Ӗܾ˳ਛ৴ᕤŴ*R[NQTK ᨊᓏၲᕤŴ
2) ᙌдŴᢠ৸ႎȠǹǫȪȳӖܾ˳ਛ৴ᕤŴᣠɶԧᕤŴ᧸ࣂࢍف܇׆ᕤ
ĵ ࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
 ᕤཞඞŴјௐŴи˺ဇƷஊǍᆉࡇŴ̬ሥཞඞ 

  ૾ဦ
  ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր
ր
ր
š

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ

ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ

Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ
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ïᲧᲭᲨϋЎඣኒ

  Ⴘ
ϋЎඣኒ၌धƷ၏७ဃྸƱᕤཋၲඥƴƭƍƯஇૼƷǬǤȉȩǤȳሁƴؕƮƍƯɦᚡ
ƷႸƴಒᛟưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
250Q

ПᢋႸ



ᐘ໒Ʒ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ᐘ໒Ʒ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᐘ໒ƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖǔ





țȫȢȳငဃᐥ֥ƴƔƔǔˊᘙႎƳ၌धǛЗਫưƖǔ





Ꮿɦ˳ƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





Ꮿɦ˳ƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ဍཞᐄƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ဍཞᐄƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ࣱᐄƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ࣱᐄƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





иᏴƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





иᏴƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ኄބ၏ƱƦƷӳ́ၐƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ኄބ၏ƱƦƷӳ́ၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ኄބ၏ƱƦƷӳ́ၐƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩క
ưƖǔ

%.





ᏢឋˊᜓီࠝၐƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ᏢឋˊᜓီࠝၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





Ꮲឋˊᜓီࠝၐƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖ
ǔ





᭗ބᣠᘉၐƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





᭗ބᣠᘉၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





᭗ބᣠᘉၐƱၘƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కư
Ɩǔ


  ᘍѣႸ
ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢኄބ၏Უ
Ĭ ᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
᭗ᘉኄၐཞᲴӝญŴބٶŴٶŴ˳ถݲŴତ၅іज़ƳƲ
˯ᘉኄၐཞᲴႆ൱ŴɧܤŴѣऱŴឱƷᩗƑŴ᫊᩿ᔘႉŴ᪽ၘŴႸƷ
      ƔƢǈŴᆰᐃज़ŴൢƳƲ
ĭ ܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ
ᘉኄ͌Ჴଔஔᆰᐃᘉኄ͌ᲢOIF. சᲣ
*D#EᲴؕแ͌Ტ᳸ᲟᲣ
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Į

į

İ

ı

Ĳ
 
 
ĳ
 
 
Ĵ
 
ĵ

    ӳ́ၐʖ᧸ƷƨǊƷႸᲴᲟச
᭗ᱫᎍኄބ၏धᎍƷᘉኄǳȳȈȭȸȫႸ *D#E ͌ᲣǛᄩᛐƢǔ
၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
ଏࢮഭᲴᐘᐥ၌धŴϋЎඣ၌धŴᏁ၌धŴ᭗ᘉןၐŴᏎЏᨊŴᏢឋီࠝၐƳƲ
၏७ሁƴǑǔᅠ࣐ᕤƷᄩᛐᲴᏴೞᏡŴᏁೞᏡŴɦၚ֓ӻƳƲᏎᐂᨦܹ
Ȩȸȉᡯࢨд౨௹
ᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
ЭǍႺЭƷᕤཞඞƷᄩᛐ
ᐯࠁදݧ২Ʒᄩᛐ
и˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
˯ᘉኄŴʐᣠǢǷȉȸǷǹŴࣱ࣯ᐘ໒ŴᏁೞᏡᨦܹŴᏎᐂᨦܹŴ્ކȷᐃᢿᐔ
ज़Ŵބٶȷ᫁ބŴބែज़௨ၐŴǱȈǢǷȉȸǷǹŴǉƘǈŴ࣯ນƳ˳ف
ьŴऒЏǕŴƲƖƲƖƢǔŴ࣎ɧμƷঋफǇƨƸႆၐ
˂ƷᕤдሁᲢɟᑍဇҔᕤԼሁŴͤࡍԼǛԃǉᲣƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛ
ᄩᛐƢǔ
ኄބ၏धᎍǁƷᅠ࣐ᕤᲢǪȩȳǶȔȳŴǯǨȁǢȔȳᲣ
᎑ኄᏡီࠝǛஹƢᕤдᲢиᏴႝឋțȫȢȳƳƲᲣŴᘉኄ͌ǛᨀɦƞƤǔᕤд
ᲢǸǽȔȩȟȉƳƲᲣŴ˯ᘉኄƔǒࣄׅǛᢟࡨƞƤǔᕤдᲢᢚૺдᲣŴ́
ဇᅠ࣐ᲢǰȪșȳǯȩȟȉᲧȜǻȳǿȳ൦ԧཋᲣ
ɟᑍဇҔᕤԼሁᲢǵȪȁȫᣠԃஊᙌдሁƷȁǧȃǯᲣŴᘉኄ͌ƕൢƴƳǓڼ
Ǌƨ૾ӼƚƷཎ̬ͤܭဇԼƷᄩᛐ
ᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
ᕤԼӸŴဇඥȷဇŴᕤјŴи˺ဇŴ̅ဇɥƷදॖʙŴᕤƷዒዓ
ǷȃǯȇǤƱƦƷݣϼ૾ඥ
ဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
ᢘദƳǨȍȫǮȸઅӕŴᢘࡇƳᢃѣŴ
ᢘദ˳ƷዜਤᲢ$/+ ˌɦᲣŴራᣒȷᅠ
ᕤਦݰǛܱƢǔ
৴ኄބ၏ဇᕤƷЎƴࣖơƨᕤᛟଢ
࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
ᕤཞඞŴᘉኄ͌Ǎ *D#E ƴƭƍƯᄩᛐŴ˯ᘉኄƳƲи˺ဇƷஊǍᆉࡇ
ƷᄩᛐŴǤȳǹȪȳᙌдƳƲ̬ሥཞඞƷᄩᛐ 
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  ૾ဦ
  ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր
ր
ր
š
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ

Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ
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ïᲧᲮᲨඣ֥ބኒ

  Ⴘ
ඣ֥ބኒ၌धƷ၏७ဃྸƱᕤཋၲඥƴƭƍƯஇૼƷǬǤȉȩǤȳሁƴؕƮƍƯɦᚡ
ƷႸƴಒᛟưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
250Q

ПᢋႸ

%.



ᏴᐥƓǑƼބែƴƓƚǔˊᘙႎƳ၌धǛЗਫưƖǔ





ᏴɧμƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ᏴɧμƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





Ᏼɧμƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖǔ





ȍȕȭȸǼƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ȍȕȭȸǼƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ȍȕȭȸǼƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖǔ





Ᏼᐥ၌धǛˤƬƨधᎍƴݣƢǔᕤཋၲƴƓƚǔදॖໜǛЗਫưƖǔ





Ᏼᐥ၌धǛˤƬƨधᎍƴݣƢǔᕤཋၲƴƓƚǔදॖໜǛᛟଢưƖǔ





Ᏼᐥ၌धǛˤƬƨधᎍƴݣƢǔᕤཋၲƴƓƚǔදॖໜǛЗਫưƖǔ





Ᏼᐥ၌धǛˤƬƨधᎍƴݣƢǔᕤཋၲƴƓƚǔදॖໜǛᛟଢưƖǔ




  ᘍѣႸ
ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢᢅѣᐆᏝᲣ
ĬᐯᙾၐཞƷᄩᛐ   
   ބॖЏᡐज़ŴၘބŴބѬ˯ɦŴസބज़ƳƲ
   ׅބૠƷᄩᛐŴଷ᧓᫁ބƔ᧓ٸ᫁ބƔƷᄩᛐ
   ބॖЏᡐज़ᲴᲢॸƢǔƜƱƕᩊƠƍŴॸưƖƣƴǒƢᲣ
   ᢅѣᐆᏝᲢ ˌׅɥᲩଐŴƔƭބॖЏᡐज़ƕᡵ  ˌׅɥᲣ
ĭܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐ
   ބ౨௹ᲴބᘉȷބኄᄩᛐŴބൔ
   സބยܭŴᢅѣᐆᏝၐཞǹǳǢ
ĮधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
   ᅕኺࣱ׆ᲴᏯయصŴȑȸǭȳǽȳ၏ŴᛐჷၐŴٶႆࣱᄒ҄ၐሁ
   ᩼ᅕኺࣱ׆ᲴɦᢿބែصŴьᱫŴᭌႴࡁƷᏤࢊ҄ƳƲ
   ৲ɨᅠ࣐ᕤƷᄩᛐᲴބǛஊƢǔधᎍǍصᨘᚌዯϋᨦधᎍƴݣƢǔ
৴ǳȪȳᕤሁ 
įᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
   јௐƕܱज़ưƖƳƍƜƱƴǑǔȎȳǳȳȗȩǤǢȳǹ
İᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
   ҔᕤԼӸŴᕤјŴဇඥဇŴ̅ဇɥƷදॖŴǈࣔǕƷݣϼƳƲ
ıи˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
   ৴ǳȪȳᕤᲴӝญŴ̝ᅼŴᐃၘŴᏁೞᏡᨦܹŴބƳƲ
   ๖ሂࢁዼᕤᲴᏎᐂᨦܹŴᏁೞᏡᨦܹƳƲ
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   ХນᕤᲴਰŴѣऱŴ˯ǫȪǦȠᘉၐƳƲ
   ᢚૺᕤᲴឪᇌࣱ˯ᘉןŴᇌƪƘǒǈŴǊǇƍŴ᪽ၘƳƲ
Ĳ˂ƷᕤдƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐƢǔ
᫁ބȷڂބᅠǛࡽƖឪƜƢᕤдǍބᩊބǛࡽƖឪƜƢᕤдƷᄩᛐ
ɟᑍဇҔᕤԼƷ૾ᕤᲢοԛע᰾ɺሁᲣǍͤࡍԼᲢȎǳǮȪȤǷᲣƷ
ဇƷஊ
ĳဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
ᢅйƳ൦ЎઅӕƷஊŴǫȕǧǤȳŴǢȫǳȸȫઅӕСᨂ
ȈǤȬ፼ॹƷ٭
ᭌႴࡁሂጀ
ĴᕤਦݰǛܱƢǔ
̅ဇᕤдƴࣖơƯјௐŴи˺ဇሁǛᛟଢƢǔ
   ĵ࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
јௐǍи˺ဇƷႆྵཞඞǛᄩᛐƢǔ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր
ր
ր
š
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ


Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ
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ïᲧᲯᲨဃ഻֥ኒ

  Ⴘ
ဃ഻֥ኒ၌धƷ၏७ဃྸƱᕤཋၲඥƴƭƍƯŴஇૼƷǬǤȉȩǤȳሁƴؕƮƍƯಒᛟ
ưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
250Q


ПᢋႸ
ဃ഻֥ƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳ၌धǛЗਫưƖǔ

%.




   ᘍѣႸ
ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢ࠰ᨦܹᲣ 
ĬᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
ȷ᫊ƷǄƯǓŴ᫊ȷឱƷϬƑŴᏅƜǓŴ᪽ၘŴӻƖൢŴѣೞŴऒЏǕŴ
ǊǇƍŴƏƭၐཞŴμ៲͎࣭ज़ሁ
ȷଐࠝဃǁƷૅᨦƷᆉࡇ
ĭܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ
ȷࣱڡțȫȢȳƷૠ͌Ტᘉ෩౨௹Უ
ǨǹȈȭǲȳᲢ'ᲣƷЎඣƷถݲŴǴȊȉȈȭȔȳᲢ(5*.*ᲣƷɥଞ
Į၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
ȷࣱڡțȫȢȳƷ˯ɦƴӼƚƨ҄٭
ȷ៲˳ႎ܇׆ᲢьᱫƳƲᲣŴ࣎ྸႎ܇׆ᲢࣱƳƲᲣŴᅈ˟ႎ܇׆Ტʴ᧓᧙̞ƳƲᲣ
 įᕤཋၲඥƷཞඞƷᄩᛐ
ȷᕤཋၲඥᲢțȫȢȳᙀΪၲඥᲢ*46ᲣŴ૾ᕤŴӼችᅕᕤƳƲᲣ
ȷᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ 
ȷи˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷ́ဇᅠ࣐ᕤŴ́ဇදॖᕤŴᙐဇŴ˩ᕤဇƷᄩᛐᲢͤࡍԼԃǉᲣ
ȷᕤཋၲඥƴƭƍƯƷྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤਦݰƷܱ
 İဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
ȷʙŴᢃѣŴზŴǹȈȬǹᙲ׆ƳƲ
ıᕤਦݰǛܱƢǔᲢᕤཋၲඥƷئӳᲣ
ĲኺᢅƷᄩᛐ
ȷᐯᙾၐཞᲢјௐᲣŴܱᨥƷᕤȷ̅ဇཞඞŴၲɥൢƴƳǔƜƱᲢи˺ဇၐཞǛ
ԃǉᲣŴᕤдƷ̬ሥཞඞƳƲ




─ 71 ─

  ૾ဦ
 ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր
ր
ր
š
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ


Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ




─ 72 ─

ïᲧᲰᲨԠԈ֥ኒ

  Ⴘ
ԠԈ֥၌धƷ၏७ဃྸƱᕤཋၲඥƴƭƍƯஇૼƷǬǤȉȩǤȳሁƴؕƮƍƯɦᚡƷ
ႸƴƭƍƯಒᛟưƖǔŵ

᧙ᡲƢǔ 25 
250Q

ПᢋႸ

%.



ᏍƓǑƼൢᢊƴƓƚǔˊᘙႎƳ၌धǛЗਫưƖǔ





մऒƓǑƼᏍൢᏽƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





մऒƓǑƼᏍൢᏽƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





մऒƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖǔ




  ᘍѣႸ
ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢմऒᲣ
Ĭ ᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
ԶŴԠԈᩊŴլၝŴմᯚŴႆ˺ሁƷཞඞǛ৭੮
ĭ ܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ
ȔȸǯȕȭȸᲢᲿ᳀Უ͌ŴᲟᲿ᳀ŴᲟ᳀Ჿ᳐ŴȆǪȕǣȪȳຜࡇ
Į ၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
 ǢȬȫǮȸ˳ឋŴտŴӖѣտŴٻൢ൲௨ŴԠԈ֥ज़௨Ŵൢᝋሁ
į ᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
 ԈλᕤƷ২Ŵᕤዒዓ
İ и˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
 ѣऱŴɧŴफ࣎ŴӝᏸǫȳǸȀŴ٣ௗǕŴɧŴ᫁Ꮶሁ
ı ˂ƷᕤдሁᲢɟᑍဇҔᕤԼሁŴͤࡍԼǛԃǉᲣƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐ
Ƣǔ
 ́ဇᅠ࣐ᕤŴ́ဇදॖᕤŴᙐဇŴ˩ᕤဇ
Ĳ ᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
 ᕤԼӸŴဇඥȷဇŴᕤјŴи˺ဇŴ̅ဇɥƷදॖʙŴᕤƷዒዓ
ĳ ဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
 ᅠŴज़௨ʖ᧸ŴራᣒŴᢃѣ
Ĵ ᕤਦݰǛܱƢǔ
 ൢሥૅਘࢌдŴǹȆȭǤȉдŴӊၝдŴԈλд
ĵ ࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
 ᕤཞඞŴјௐŴи˺ဇƷஊǍᆉࡇŴ̬ሥཞඞ 

ӋᎋᲴ%12&ᲢॸࣱࣱصᏍ၌धᲣᚮૺƱၲƷƨǊƷǬǤȉȩǤȳ 
մऒʖ᧸ȷሥྸǬǤȉȩǤȳ 




─ 73 ─

   ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ

Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ




─ 74 ─

ïᲧᲱᲨችᅕȷᅕኺኒ

  Ⴘ
ችᅕȷᅕኺ၌धƷ၏७ဃྸƱᕤཋၲඥƴƭƍƯஇૼƷǬǤȉȩǤȳሁƴؕƮƍƯɦᚡ
ƷႸƴƭƍƯಒᛟưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



ᅕኺƓǑƼሂƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳ၌धǛЗਫưƖǔ





ᅕኺƓǑƼሂƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ᅕኺƓǑƼሂƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





Ꮿᘉሥ၌धƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





Ꮿᘉሥ၌धƷˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ƯǜƔǜƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ƯǜƔǜƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ƯǜƔǜƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖǔ





ˊᘙႎƳችᅕ၌धǛЗਫưƖǔ





ወӳڂᛦၐƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ወӳڂᛦၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ወӳڂᛦၐƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖǔ





Əƭ၏Ŵ៥Əƭ၏Ʒ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





Əƭ၏Ŵ៥Əƭ၏Ʒ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





Əƭ၏Ŵ៥Əƭ၏ƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩క



ưƖǔ


धᎍƷችᅕႎǱǢƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





धᎍƷችᅕႎǱǢƴƭƍƯܱោưƖǔ   





ᛐჷၐƷǱǢƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᛐჷၐƷǱǢƴƭƍƯܱោưƖǔ




  ᘍѣႸ
ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢზᨦܹᲣ
Ĭ ᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
ȷλᨦܹŴɶᡦᙾᣧŴଔஔᙾᣧŴ༌ᨦܹሁ
ȷ᧓ݏݼǍឪ᧓
ȷɟᢅࣱŴჺŴᧈ
ȷൢЎȷॖഒᨦܹᲢ৮Əƭཞ७Ŵɧܤȷ༞Ŵ၅іज़Უ
ĭ ܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ
ȷზଐᛏǍზឋբᅚ
ȷᏁೞᏡŴᏴೞᏡ౨௹͌
Į ၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
ȷችᅕႎǹȈȬǹŴᅕኺၐŴ៥Əƭ၏ŴወӳڂᛦၐŴƕǜሁ
ȷଏࢮഭᲢࣱ࣯ᨘᚌዯϋᨦŴሶƳᏁ၌धŴၐሂщၐŴზԠԈၐͅ፭Ŵ

─ 75 ─

ൢሥૅմऒሁᲣ
ȷᅠ࣐ᕤд
į ᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷɧƷҾ׆ƱƳǔᕤдሁ
  ৴ȑȸǭȳǽȳ၏ᕤŴиᏴႝឋțȫȢȳдŴǤȳǿȸȕǧȭȳሁ
ȷ́ဇᅠ࣐ᕤдƷஊ
İ и˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷᩉᏮၐཞᲴɧܤŴǊǇƍŴ༞Ŵਰሁ
ȷ̔࢟܍
ȷफࣱၐͅ፭
ȷਤƪឭƠјௐ
ı ˂ƷᕤдሁᲢɟᑍဇҔᕤԼሁŴͤࡍԼǛԃǉᲣƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐ
Ƣǔ
ȷ́ဇᅠ࣐ᕤŴ́ဇදॖᕤŴᙐဇŴ˩ᕤဇ
Ĳ ᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤԼӸŴဇඥȷဇŴᕤјŴи˺ဇŴ̅ဇɥƷදॖʙŴᕤƷዒዓ
ĳ ဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
ȷҗЎƳ˞ŴᙹЩႎƳဃȪǺȠŴᢘദƳʙȷ൦ЎઅӕŴᢅйƳХນƷׅᢤ
Ĵ ᕤਦݰǛܱƢǔ ᲢधᎍƴࣖơƨਦݰᲣ
ȷјௐႆྵǇư᧓ǛஊƢǔᕤƕƋǔŵ
ȷၐཞǛǳȳȈȭȸȫƢǔᕤƸዒዓဇƷ࣏ᙲࣱ
ȷᐯᙾၐཞƕෞڂƠƯǋᐯࠁЙૺưɶഥƠƳƍƜƱ
ĵ ࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤཞඞŴјௐŴи˺ဇƷஊǍᆉࡇŴ̬ሥཞඞ 

ӋᎋᲴზᨦܹƷࣖݣƱၲǬǤȉȩǤȳ
    ზᕤƷᢘദƳ̅ဇƱ˞ᕤƷƨǊƷᚮၲǬǤȉȩǤȳ

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ

Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ




─ 76 ─

ïᲧᲲᲨႝᐎȷज़ᙾ֥ኒ

  Ⴘ
ႝᐎȷज़ᙾ֥Ʒ၏७ဃྸƱᕤཋၲඥƴƭƍƯஇૼƷǬǤȉȩǤȳሁƴؕƮƍƯɦᚡƷ
ႸƴƭƍƯಒᛟưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



ᱠԹձƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ᱠԹձƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ႝᐎ၌धƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ႝᐎ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





აƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





აƴ᧙Ƣǔ၌धƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᙙၫƷၲඥƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᙙၫƷᆉࡇƴࣖơƯၲඥǛ੩కưƖǔ




  ᘍѣႸ
ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢǢȬȫǮȸࣱᱠ໒Უ
Ĭ ᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
ȷƘƠǌǈႆ˺Ʒׅૠ
ȷᱠ൦Ʒཞ७ŴᱠǛƔǜƩׅૠ
ȷᱠƷᆉࡇ
ȷႸƷၓǈŴ᪽ၘŴ͎࣭ज़ƳƲ
ȷଐࠝဃǁƷૅᨦƷᆉࡇ
ĭ ܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ
ȷᱠᦟ౨௹
ȷᱠ൬ڤᣠྶ౨௹
ȷᘉฌཎီႎ +I' ৴˳̖
ȷႝᐎȆǹȈ
ȷᱠᛔႆȆǹȈ
Į ၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
ȷǢȬȫǮȸࣱᱠ໒ǛࡽƖឪƜƢ৴ҾᲢᑶብŴȏǦǹȀǹȈŴȀȋŴȚȃȈƳƲᲣ
ȷᅠ࣐၌धǇƨƸଏࢮᲢᕤдƴᄩᛐᲣ
ࣱ࣯ᨘᚌዯϋᨦŴЭᇌᐄᏄٻƳƲɦᢿބែƷࣱص၌धŴࡇᏴ၌ሁ
į ᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷໜᱠᕤሁ֥φƷ২
ȷᐯࠁЙૺƴǑǔɶૺǍŴफ҄ƷǈƷ̅ဇ
ȷᧈ̅ဇƷዒዓ
İ и˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷൢŴ͎࣭ज़ŴބᨦܹŴෞ֥҄ၐཞŴႉᘉྶȷᘉݱெถݲŴ
 ᏁೞᏡᨦܹሁ
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ı ˂ƷᕤдሁᲢɟᑍဇҔᕤԼሁŴͤࡍԼǛԃǉᲣƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐ
Ƣǔ
ȷ́ဇᅠ࣐ᕤŴ́ဇදॖᕤŴ
ȷᙐဇŴ˩ᕤဇᲢǹǤȃȁᲽŴɟᑍဇҔᕤԼሁƴӷЎŴ˩Ўԃ    
ஊᙌԼٶૠƋǓᲣ
Ĳ ᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤԼӸŴဇඥȷဇŴᕤјŴи˺ဇŴ̅ဇɥƷදॖʙŴᕤƷዒዓ
ĳ ဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
ȷǢȬȫǲȳƷᨊӊȷׅᢤ
ȷᅠȷӖѣտׅᢤ
Ĵ ᕤਦݰǛܱƢǔ ᲢधᎍƴࣖơƨਦݰᲣ
ȷјௐႆྵǇư᧓ǛஊƢǔᕤƕƋǔŵ
ȷၐཞǛǳȳȈȭȸȫƢǔᕤƸዒዓဇƷ࣏ᙲࣱ
ȷᐯᙾၐཞƕෞڂƠƯǋᐯࠁЙૺưɶഥƠƳƍƜƱ
ȷᕤƴǑƬƯŴᐯѣᢃ᠃ሁƷүᨖǛˤƏ˺ಅƸƠƳƍǑƏਦݰ
ĵ ࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤཞඞŴјௐŴи˺ဇƷஊǍᆉࡇŴ̬ሥཞඞŴүᨖદ˺Ʒச᧙ɨ 

ӋᎋᲴᱠǢȬȫǮȸᚮၲǬǤȉȩǤȳ ࠰༿

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ

ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ

Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ
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ïᲧᲳᲨᭌȷሂᎹኒ

  Ⴘ
ᭌȷሂᎹƷ၏७ဃྸƱᕤཋၲඥƴƭƍƯஇૼƷǬǤȉȩǤȳሁƴؕƮƍƯɦᚡƷ
ႸƴƭƍƯಒᛟưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
250Q

ПᢋႸ

%.



ᭌŴ᧙ራƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳ၌धǛЗਫưƖǔ





ᭌቫ᭨ၐƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ᭌቫ᭨ၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᭌቫ᭨ၐƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖǔ




  ᘍѣႸ
ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢᭌቫ᭨ၐᲣ
Ĭ ᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
ȷࣱ࣯၊ၘŴॸࣱᏑၘŴʒᏑŴόᏑሁ
ȷᭌ৵ǛဃơǔǇưൢƮƔƳƍƜƱǋƋǔ
ĭ ܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ
ȷᭌ݅ࡇ
ȷᭌˊᜓȞȸǫȸ Ტᭌ࢟ȞȸǫȸŴᭌԈӓȞȸǫȸᲣ
Į ၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
ȷᭌቫ᭨ࣱᭌ৵Ʒүᨖ܇׆
 ࠰ᱫŴ᳇᳃˯͌ŴᏤࢊࣱᭌ৵ƷଏࢮŴǢȫǳȸȫᢅйઅӕŴ
ྵנƷտ ሁ
ȷଏࢮഭ
 ᧙ራȪǦȞȁŴኄބ၏ŴᧈசၲƷဍཞᐄೞᏡʨᡶၐŴଔኺŴ
 ॸࣱႎƳڂᛦǋƠƘƸԈӓɧᑣŴॸࣱᏁ၌ध ሁ
ȷᅠ࣐
 ሶƳᏴᨦܹŴᏴɧμŴᢊᆵǇƨƸǢǫȩǷǢƳƲƷᢊᡫᢅࡨᨦܹŴ
ဇᲭᲪЎˌɥƷᇌˮǇƨƸࡈˮ̬ਤƷɧᏡŴ᭗Ჽ᳛ᘉၐŴ
 ȓǿȟȳᲾɶၐཞŴᏴኽჽŴ᩺Ꮶᘉఀصఀၐ ሁ
į ᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷឪŴԗႎƴဇƢǔᕤƷᕤཞඞ
ȷᐯࠁදݧᙌдƷ২ཞඞ
ȷᧈ̅ဇƷዒዓ
İ и˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷෞࣱ҄ၨȷᐃᢿɧࣛज़Ŵ᫈ᭌْരŴ᫈ᭌᭌ᭒໒Ŵ᩺ᏦᘉఀصఀၐŴ
̝ᅼŴ᭗Ჽ᳛ᘉၐŴɧദЈᘉŴʐၘ ሁ
 ᏁೞᏡᨦܹሁ
ı ˂ƷᕤдሁᲢɟᑍဇҔᕤԼሁŴͤࡍԼǛԃǉᲣƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐ
Ƣǔ
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ȷ́ဇᅠ࣐ᕤŴ́ဇදॖᕤᲢɟᑍဇҔᕤԼሁǍͤࡍԼƴǑǔᲽ᳛Ŵ᳐ᲾဇᲣ
ȷᭌቫ᭨ၐᛔ׆ᕤдဇƷஊᲢǹȆȭǤȉд ሁᲣ
ȷžȟȍȩȫƷԈӓǛ᭗ǊǔſžᭌƷͤࡍƕൢƴƳǔſƷཎ̬ͤܭဇԼ
ȷᄒ൦ƷȟȍȩȫǦǩȸǿȸ
Ĳ ᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤԼӸŴဇඥȷဇŴᕤјŴи˺ဇŴ̅ဇɥƷදॖʙŴᕤƷዒዓ
ĳ ဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
ȷ͞ƴƳǒƳƍǑƏᢘЏƳʙ
ȷଐήෘ
ȷ᠃͂᧸ഥ
ȷᅠȷራᣒ
Ĵ ᕤਦݰǛܱƢǔ ᲢधᎍƴࣖơƨਦݰᲣ
ȷјௐႆྵǇư᧓ǛஊƢǔᕤƕƋǔŵ
ȷዒዓဇƷ࣏ᙲࣱ
ȷᐯᙾၐཞƕෞڂƠƯǋᐯࠁЙૺưɶഥƠƳƍƜƱ
ȷᕤƷ́ဇᅠ࣐ǍႻʝ˺ဇǁƷදॖնឪŴ
ȷဇǛࣔǕƨƷݣϼ૾ඥ
ĵ ࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤཞඞŴјௐŴи˺ဇƷஊǍᆉࡇŴ̬ሥཞඞŴଐࠝဃѣ˺

ӋᎋᲴᭌቫ᭨ၐƷʖ᧸ƱၲǬǤȉȩǤȳ  ࠰༿

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ

ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ

Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ
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ïᲧᲫᲪᲨβ၃ኒ

  Ⴘ
β၃၌धƷ၏७ဃྸƱᕤཋၲඥƴƭƍƯஇૼƷǬǤȉȩǤȳሁƴؕƮƍƯɦᚡƷ
ႸƴƭƍƯಒᛟưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



ˊᘙႎƳǢȬȫǮȸƓǑƼβ၃ƴ᧙Ƣǔ၌धǛЗਫưƖǔ





ǢȊȕǣȩǭǷȸȷǷȧȃǯƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ǢȊȕǣȩǭǷȸȷǷȧȃǯƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖ



ǔ


ǢȊȕǣȩǭǷȸȷǷȧȃǯƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆ



Ǜ੩కưƖǔ


ࢸࣱټβ၃ɧμၐƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ࢸࣱټβ၃ɧμၐƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ࢸࣱټβ၃ɧμၐƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖ



ǔ


ᆆౡƴ᧙ᡲƠƯ̅ဇƞǕǔᕤཋƴƭƍƯЗਫưƖǔ





᧙ራȪǦȞȁƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





᧙ራȪǦȞȁƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





᧙ራȪǦȞȁƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖǔ




  ᘍѣႸ
ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢ᧙ራȪǦȞȁᲣ
Ĭ ᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
ȷஔƷƜǘƹǓƷ᧓
ȷၘǈƷᢿˮŴᆉࡇŴᏽᏰ
ȷ᧙ራᢿˮˌٳƷၐཞᲢ͎࣭ज़ŴᝢᘉŴࣇ༏Ŵ˳ถݲŴȪȳȑራᏽᏰŴ
ႸǍӝƷʑ༞ ሁᲣ
ĭ ܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ
ȷ᳀
ȷ৴ᲽᲽ৴˳
ȷᲽ
ȷហᘉྶආᨀᡮࡇᲢᲿᲣ
ȷ᳇᳇Ჭ
Į ၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
ȷঋफ܇׆Ტտ ሁᲣ
ȷʖࢸɧᑣ܇׆Ტ᳀ȷ৴ᲽᲽ৴˳ࣱᨗŴ၌धѣࣱŴଔƔǒƷ᧙ራᄊْ ሁᲣ
ȷ፝၏᧓Ǎၲഭ
ȷᜩԓϋܾƷᄩᛐᲢǤȳȕȪǭǷȞȖŴ60(᧹ܹᕤŴ+. ᧹ܹᕤŴ
 VU&/#4&ŴD&/#4& ሁᲣ

─ 81 ─

ȷᅠ࣐
ѣࣱኽఋŴᏴᨦܹŴॸࣱᏁ၌धŴᏁɧμȷ࣎ɧμȷၨࣱٻᐂ໒Ŵᭌ᭒৮Сȷ
Ꮯ൦ȷᐃ൦Ŵᘉ෩ᨦܹŴሶƳज़௨ၐ ሁ
į ᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷཎܭƷଐƴဇƢǔᕤдƷᕤཞඞ
ȷᐯࠁЙૺƴǑǔɶૺǍŴफ҄ƷǈƷ̅ဇ
ȷᐯࠁදݧ২
ȷᕤᘍໝ᧙ᡲƷբ᫆ໜ
ȷᧈ̅ဇƷዒዓ
İ и˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷᏴᨦܹŴᏁᨦܹŴᘉ෩ᨦܹŴ᧓ឋࣱᏍ໒Ŵႝᐎ໒ŴԛᙾီࠝŴज़௨ၐŴ
 ᪽ၘŴႆ༏ŴഒɧਰŴफ࣎Ŵ֓ӻŴɦၚŴफࣱȪȳȑᏽŴ࣎ɧμ ሁ
ȷදݧᢿˮƷኗ૮ȷႆហȷᏽᏰȷ၊ၘȷၓȷЈᘉ ሁ
ı ˂ƷᕤдሁᲢɟᑍဇҔᕤԼሁŴͤࡍԼǛԃǉᲣƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐ
Ƣǔ
ȷ́ဇᅠ࣐ᕤŴ́ဇදॖᕤᲢཎƴǿǯȭȪȠǹ൦ԧཋȷǤǰȩȁȢȉȷ
ȁǪȪȳǴᣠȊȈȪǦȠᲣ
ȷᙐဇŴ˩ᕤဇ
ǹǤȃȁᲽŴɟᑍဇҔᕤԼሁᲢǳȳȉȭǤȁȳԃஊᲣ
ͤࡍԼƴӷЎŴ˩ЎԃஊᙌԼٶૠƋǓ
ᲢǰȫǳǵȟȳŴǳȳȉȭǤȁȳŴᲿᲾ᳂Ŵᮕ᠂ᭌ ሁᲣ
Ĳ ᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤԼӸŴဇඥȷဇŴᕤјŴи˺ဇŴ̅ဇɥƷදॖʙŴᕤƷዒዓ
ĳ ဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
ȷᢘࡇƳᢃѣƱܤ᩺
ȷൢᝋཞඞƷ҄٭
ȷᐯяφȷᙀᘺφƷဇ
Ĵ ᕤਦݰǛܱƢǔ ᲢधᎍƴࣖơƨਦݰᲣ
ȷјௐႆྵǇư᧓ǛஊƢǔᕤƕƋǔŵ
ȷၐཞǛǳȳȈȭȸȫƢǔᕤƸዒዓဇƷ࣏ᙲࣱ
ȷᐯᙾၐཞƕෞڂƠƯǋᐯࠁЙૺưɶഥƠƳƍƜƱ
ȷᕤƴǑƬƯŴᐯѣᢃ᠃ሁƷүᨖǛˤƏ˺ಅƸƠƳƍǑƏਦݰ
ĵ ࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤཞඞŴјௐŴи˺ဇƷஊǍᆉࡇŴ̬ሥཞඞŴଐࠝဃѣ˺ 

ӋᎋᲴ᧙ራȪǦȞȁᚮၲǬǤȉȩǤȳ Ŵ
   ӲᙌдƷ̅ဇǬǤȉȩǤȳ
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  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր
ր
ր
š
ր

ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
πᘌᘓဃŴܹݣሊ
˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ


Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ
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ïᲧᲫᲫᲨफࣱᏽၨ

  Ⴘ
फࣱᏽၨƷ၏७ဃྸƱᕤཋၲඥƴƭƍƯஇૼƷǬǤȉȩǤȳሁƴؕƮƍƯɦᚡƷ
ႸƴƭƍƯಒᛟưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



ၶࣱ၊ၘƴݣƠƯ̅ဇƞǕǔᕤཋƴƭƍƯЗਫưƖǔ





ᐥ֥КफࣱᏽၨƷ၏७ဃྸƱˊᘙႎƳၲᕤǛЗਫưƖǔ





ᐥ֥КफࣱᏽၨƷ၏७ဃྸƳǒƼƴˊᘙႎƳၲᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᐥ֥Кफࣱᏽၨƴ᧙ƢǔஇૼƷܖᘐऴإǍၲᕤऴإƴؕƮƍƯၲਦᤆǛ੩కưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴फࣱᏽၨᕤǛЗਫưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴फࣱᏽၨᕤƷ˺ဇೞࡀƱᐮࣖဇǛᛇƠƘᛟଢưƖǔ





၊ၘዼԧƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





၊ၘዼԧǱǢƴƭƍƯܱោưƖǔ




  ᘍѣႸ
ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢٻᐂƕǜᲣ
Ĭ ᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
ȷᢿˮƴǑƬƯၐཞƕီƳǔ
ӫͨኽᐂ ä ɟᑍƴᐯᙾၐཞƴʅƠƍŵᝢᘉŴᐃᢿᏽၭŴɦၚŴᐃၘ
ͨኽᐂ ä ǤȬǦǹၐཞƕЈǍƢƍŵɦᐃᢿၘŴ̝ᅼŴᡫᢅᨦܹŴɦᘉŴ
ᘉ̝
5 ཞኽᐂȷႺᐂ ä ИၐཞƱƠƯᘉ̝ŴƋǔƍƸቬᘉ̝ƕٶƍŵ̝ᡫီࠝŴ
ᐃᢿᐔज़ŴƠƿǓᐃ
ĭ ܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ   
ȷႺᐂƕǜƷኖ  ƸᚑჷӧᏡ
ȷϋᙻᦟᲴဃ౨ŴȝȪȚǯȈȟȸ
ȷදᐂʚᡯࢨ
ȷឬ᪦ඬϋᙻᦟŴ%6ᲴᏁ᠃ᆆŴᏍ᠃ᆆŴȪȳȑራ᠃ᆆƷ౨ኧ
ȷβ၃ܖႎ̝ᮗᘉӒࣖᲢȒȈȘȢǰȭȓȳඥᲣ
ȷᏽၨȞȸǫȸᲢ%'#Ŵ%#ŴᘉɶǷǢȫᣠŴ62#Უ
ȷؕஜႎ౨௹͌Ʒᄩᛐ
Į ၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
ȷ࠰ᱫᲢᲟˌɥ౨ᚮŴᲸ ബᲣ
ȷܼଈഭᲴᐄᏽŴȝȪȸȗŴ໒ၐࣱᐂ၌ध
ȷᢡˡࠝီ܇
ȷܼଈࣱȝȪȝȸǷǹ
ȷᏄŴᢃѣɧឱ
ȷ᭗ᖨႉȷ᭗ᏢᏆƷઅӕŴ˯ጞዜŴȕȫȸȄȷᓔƷઅӕɧឱ
į ᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
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ȷ˞ᕤ᧓ŴᕤǯȸȫƷᢝܣཞඞ
ȷᐯࠁЙૺƴǑǔᛦራဇƷஊ
İ и˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷ৴ƕǜд
फ࣎ȷ֓ӻŴज़௨ၐŴᝢᘉŴЈᘉŴ̝ᅼŴǤȬǦǹŴූᏽŴӝϋ໒Ŵ
ԛᙾᨦܹŴᑥእආბŴᏮൗŴႝ၉Ŵ᫊᩿ᅕኺၡŴაწɦŴഩᘍᨦܹŴ
ބᨦܹŴሁ
ȷЎ܇ႎᕤ
ឱƷႝᐎᨦܹŴᘉןɥଞ ሁ 
ı ˂ƷᕤдሁᲢɟᑍဇҔᕤԼሁŴͤࡍԼǛԃǉᲣƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐ
Ƣǔ
ȷ́ဇᅠ࣐ᕤᲢȆǬȕȸȫȷǮȡȩǷȫȷǪȆȩǷȫǫȪǦȠᣐӳдƱ
ȕȃ҄ȔȪȟǸȳኒᕤд ሁᲣŴ́ဇදॖᕤ
ȷɟᑍဇҔᕤԼሁ
ȷͤࡍԼ
ȷɺޛȯǯȁȳ 
ȷǰȬȸȗȕȫȸȄǸȥȸǹŴǻȳȈǸȧȸȳǺȯȸȈ ሁ
Ĳ ᕤཋၲඥƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
ȷၲႸႎŴᕤԼӸŴဇඥȷဇŴᕤјŴи˺ဇŴ̅ဇɥƷදॖʙŴ
ᕤǹǱǸȥȸȫ
ĳ ဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
ȷȐȩȳǹƷƱǕƨʙ
ȷଐࠝဃѣ˺
ȷ˳ᛦሥྸƷཞඞ
Ĵ ᕤਦݰǛܱƢǔ
ȷၲƴݣƢǔྸᚐᲢႸႎȷႸȷ૾ඥᲣ
ȷᕤǹǱǸȥȸȫŴဇŴᕤǿǤȟȳǰ
ȷ˂ʴǁƷᜯบᅠഥ
ȷ̬ሥئȷ૾ඥ
ȷᐯࠁЙૺưᛦራƠƳƍƜƱ
ȷᕤƷ́ဇᅠ࣐ǍႻʝ˺ဇǁƷදॖնឪ
ȷဇǛࣔǕƨƷݣϼ૾ඥ
ȷǻȫȕǱǢƴƭƍƯ
ĵ ࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤཞඞŴјௐŴи˺ဇƷஊǍᆉࡇŴ̬ሥཞඞŴଐࠝဃѣ˺


ӋᎋᲴٻᐂၶၲǬǤȉȩǤȳҔࠖဇ  ࠰༿
   ƕǜၲƱ҄ܖၲඥ ᇹ  ༿
   धᎍƞǜƷƨǊƷٻᐂၶၲǬǤȉȩǤȳ  ࠰༿


ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢƕǜ၊ၘᲣ
Ĭ ᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
ȷၘǈƷᢿˮǍርŴᆉࡇŴᆔŴၘǈƷឪƜǔ᧓ǍǿǤȟȳǰŴ
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ਤዓ᧓ᲢਤዓၘƱᆳЈၘƷЙКᲣ  Ყᘙ  ӋༀᲧ
ȷଐࠝဃǁƷૅᨦ
ȷზཞඞ
ĭ ܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ
ȷၘǈƷࢍƞᲢᆉࡇᲣƸၲјௐЙܭƷॖԛƔǒǋИᚮƴᚸ̖ƠƯƓƘƜƱƕ
ᙲŵɟဪࢍƍŴɟဪࢊƍŴ ଐƷרƷၘǈƴЎƚƯᚸ̖
ȷᚸ̖ඥ
0WOGTKECN 4CVKPI 5ECNGᲢ045ᲣŴ8KUWCN #PCNQIWG 5ECNGᲢ8#5ᲣŴ
8GTDCN4CVKPI5ECNGᲢ845ᲣŴ(CEGU2CKP5ECNGᲢ(25Უሁ
Į ၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
ȷၘǈƷҾ׆
ƕǜƴǑǔၘǈ
ƕǜၲƴǑǔၘǈᲢᘐࢸၘၐͅ፭Ŵ҄ܖၲඥᛔႆఴᅕኺᨦࣱܹ၊ၘŴ
્ݧዴༀࢸݧ၊ၘၐͅ፭ ሁᲣ
ƕǜƱƸႺ᧙ᡲƷƳƍၘǈᲢǋƱǋƱधᎍƕஊƠƯƍƨၘǈŴ
ӳ́Ơƨ၌धƴǑǔၘǈŴƕǜƴǑǓʚഏႎƴဃơƨၘǈᲣ
ȷᜩԓ
ᄒᐏٳȷƘǋᐏɦ৲ɨƸ፼༌ƠƨҔࠖƷǈƴǑǓᢘЏƱЙૺƞǕƨئӳ
Ʒǈܱ
̬ሥཞඞ
ԠԈ৮СŴࡨᧈȷܴ࣎᫁ਊሁŴи˺ဇƷȪǹǯሥྸ
ȷᅠ࣐
ሶƳԠԈ৮СŴൢሥૅմऒႆ˺ɶȷࣱ࣯ǢȫǳȸȫɶŴሶƳᏁᨦܹŴ
ሶƳॸࣱࣱصᏍ၌धŴ᭗ࡇƳᏴᨦܹȷᏁᨦܹŴၡࣱǤȬǦǹŴЈᘉࣱ
ٻᐂ໒ ሁ
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ᘙ  ၘǈƷᅕኺܖႎЎ Ტƕǜ၊ၘƷᕤཋၲඥƴ᧙ƢǔǬǤȉȩǤȳǑǓᲣ
Ў



̛ܹӖࣱܾ၊ၘ
˳ࣱၘ

ϋᐥၘ

ᅕኺᨦࣱܹ၊ၘ

ᨦܹᢿˮ

ႝᐎŴᭌŴ᧙ራŴሂᎹŴ ᢊŴᏎŴݱᐂŴٻᐂƳƲ ఴᅕኺŴᏨ᭒ᅕኺŴ
ኽӳኵጢƳƲƷ˳ࣱኵጢ Ʒሥᏸᐥ֥
ᙻŴٻᏯƳƲƷၘǈ
ᏁᐥŴᏴᐥƳƲƷᘮᐏǛǋ Ʒˡᢋែ
ƭ࢟ᐥ֥

ၘǈǛឪƜ
ƢХນ

ЏǔŴХƢŴӡƘƳƲƷ ሥᏸᐥ֥Ʒϋןɥଞ
ᅕኺƷןᡐŴૺᘷ
ೞႎХນ
ᐥ֥ᘮᐏƷ࣯ນƳ˦ޒ
ᐥ֥ޅƓǑƼԗኵጢƷ
໒ၐ

̊

̊ᭌ᠃ᆆޅƷၘǈ
ᘐࢸଔƷоᢿၘ
ሂᐏǍሂᭌƷ໒ၐƴˤ
Əሂી

ෞ҄ሥصƴˤƏᐃၘ
ᏁᐥᏽၨϋЈᘉƴˤƏɥᐃ
ᢿŴͨᐃᢿၘ
ᐘᐥƕǜƴˤƏɥᐃᢿŴᏑ
ᢿၘ

ƕǜƷᏹᅕኺӜේƴ
ˤƏɥᏃƷƠƼǕज़Ǜ
ˤƏၘǈ
Ꮸౢ᠃ᆆƷᄒᐏٳේ
ŴᏨ᭒ןᡐၐͅ፭ƴ
ˤƏᏑᢿၘ
҄ܖၲඥࢸƷȷឱƷ
ၘǈ

ၘǈƷཎࣉ נޅƕଢღƳਤዓၘƕ˳ ขƘǒǕǔǑƏƳŴƞ ᨦܹᅕኺૅᣐ᪸؏ƷƠ
ѣƴˤƬƯفफƢǔ
ǕǔǑƏƳၘǈ
ƼǕज़ǛˤƏၘǈ
נޅƕɧଢღ
ᩓൢƕឥǔǑƏƳၘǈ
᨟ˤၐཞ

᪽ᔟᭌŴᏨౢ᠃ᆆưƸ၏ ֓ൢȷ֓ӻŴႆ൱ƳƲǛˤ ჷᙾ˯ɦŴჷᙾီࠝŴ
ߺƔǒᩉǕƨئƴཎࣉ ƏƜƱƕƋǔ
ᢃѣᨦܹǛˤƏ
ႎƳ᧙ᡲၘᲤǛᛐǊǔ
၏ߺƔǒᩉǕƨئƴ᧙ᡲ
ၘᲤǛᛐǊǔ

ၲƴƓƚ
ǔཎࣉ

ᆳЈၘƴݣƢǔȬǹǭȥ ǪȔǪǤȉƕјƖǍƢƍ
ȸȷȉȸǺƷ̅ဇƕᙲ

ᩊࣱưᦒၘᙀяᕤƕ
࣏ᙲƴƳǔƜƱƕٶƍ


į ᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷ৲ɨኺែƷᢠ৸Ტኺӝ৲ɨƷӧԁᲣ
ȷܭᕤƷဇᲢ̅ဇᲣཞඞ
ȷȬǹǭȥȸᕤƷ̅ဇཞඞ
İ и˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷ֓ൢȷ֓ӻŴ̝ᅼŴൢŴƤǜڨȷ࠶ᙾŴԠԈ৮СŴӝϋʑ༞Ŵၓज़Ŵ
ބᨦܹŴȟǪǯȭȸȌǹ ሁ
ı ˂ƷᕤдሁᲢɟᑍဇҔᕤԼሁŴͤࡍԼǛԃǉᲣƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐ 
Ƣǔ
ȷ́ဇᅠ࣐ᕤŴ́ဇදॖᕤᲢ᳇᧹ܹᕤᲣ
ȷɟᑍဇҔᕤԼሁᲢ̝ᅼᕤŴ๔ࢍ١ᕤ ሁᲣ
ȷͤࡍԼᲢǢǬȪǹǯŴȡǷȞǳȖŴǫȆǭȳŴஔᮗʴӋŴᲿŴ
Ჾ᳂ ሁᲣ
Ĳ ᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤԼӸŴဇඥȷဇŴᕤјŴи˺ဇŴ̅ဇɥƷදॖʙŴᕤƷዒዓ
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ĳ ဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
ȷȐȩȳǹƷƱǕƨʙ
ȷۋѬȷ˳ˮƷپŴ
ȷଐࠝဃѣ˺
ȷȪȩȃǯǹ
Ĵ ᕤਦݰǛܱƢǔ ᲢधᎍƴࣖơƨਦݰᲣ
ȷјௐႆྵǇư᧓ǛஊƢǔᕤƕƋǔŵ
ȷǳȳȈȭȸȫᕤዒዓဇƷ࣏ᙲࣱ
ȷȬǹǭȥȸƷဇ૾ඥ
ȷ˂ʴǁƷᜯบᅠഥŴ
ȷ̬ሥئȷ૾ඥ
ȷȬǹǭȥȸˌٳᐯࠁЙૺưᛦራƠƳƍƜƱ
ȷᕤƷ́ဇᅠ࣐ǍႻʝ˺ဇǁƷදॖնឪ
ȷཎഷƳဇȷ̅ဇ૾ඥ
ȷဇǛࣔǕƨƷݣϼ૾ඥ
ĵ ࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤཞඞŴјௐŴи˺ဇƷஊǍᆉࡇŴ̬ሥཞඞŴଐࠝဃѣ˺

ӋᎋᲴƕǜ၊ၘƷᕤཋၲඥƴ᧙ƢǔǬǤȉȩǤȳ  ࠰༿
ƕǜधᎍƷၲ৽৴ࣱƷᒊၘƱᦒ᩺ƴ᧙ƢǔؕஜႎƳᎋƑ૾ƷࡽƖ
 ࠰༿
ኳƕǜधᎍƷ෩ၲඥƴ᧙ƢǔǬǤȉȩǤȳ  ࠰༿

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼
   
ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ


Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ
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ïᲧᲫᲬᲨज़௨ၐ

  Ⴘ
ज़௨ၐƷ၏७ဃྸƱᕤཋၲඥƴƭƍƯஇૼƷǬǤȉȩǤȳሁƴؕƮƍƯɦᚡƷႸ
ƴƭƍƯಒᛟưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
ПᢋႸ

250Q

%.



ɼƳज़௨ၐƷ၏७ƱҾ׆ǛᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴ᓏᕤǛ˳ኒႎƴЎƠŴ৴ᓏǹȚǯȈȫƱ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᕤд᎑ࣱྒࢽƷˁኵǈƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴ჇᓏᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳ৴ǦǤȫǹᕤƷ˺ဇೞࡀǛᛟଢưƖǔ





ᓏદ˺ƱᓏᙌдƴƭƍƯᛟଢưƖǔ





ᓏદ˺ƱᓏᙌдǛᢘЏƴᘍƑǔ





ᨈϋज़௨Ʒแႎʖ᧸ሊᲢǹǿȳȀȸȉȗȪǳȸǷȧȳᲣǛᛟଢưƖǔ





ᨈϋٳƓǑƼ؏עƴƓƚǔज़௨ʙ̊ƷऴإǛҔၲǹǿȃȕƴᢘЏƴᛟଢưƖǔ





ˊᘙႎƳෞᕤǛЗਫưƖǔ





ˊᘙႎƳෞᕤƷ̅ဇඥǛᛟଢưƖǔ





ෞݣᝋƴࣖơƨᢘЏƳෞᕤƷᢠ৸Ʊෞ૾ඥǛ੩కưƖǔ





၏Ҿ˳ƷɼƳज़௨เƱज़௨ኺែǛЗਫưƖǔ





ᨈϋज़௨Ʒज़௨ኺែКݣሊƴƭƍƯᛟଢưƖǔ




  ᘍѣႸ
ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢǤȳȕȫǨȳǶᲣ
Ĭ ᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
ȷéˌɥƷ᭗༏Ŵ᪽ၘŴμ៲͎࣭ज़Ŵ᧙ራၘŴሂᎹၘŴഒɧਰŴԶŴ
Թ᪽ၘŴᱠ൦Ŵ֓ӻŴɦၚ ሁ
ȷႆၐ
ȷၲǇƨƸʖ᧸৲ᕤ
ĭ ܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ
ȷǤȳȕȫǨȳǶ৴ҾƷ
ȷᲽ
ȷᲽᳬ
ȷ࠰ᱫŴ˳
Į ၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
ȷݱδƸǤȳȕȫǨȳǶᏯ໒ȷᏯၐŴȩǤၐͅ፭Ŵ༏ࣱၗીŴɶ໒ ሁ
ȷ᭗ᱫᎍƸʚഏࣱኬᓏࣱᏍ໒Ŵൢሥૅ໒ ሁ
ȷᜩԓᲢ ˊƸီࠝᘍѣƴදॖŵݲƳƘƱǋ  ଐ᧓ɟʴƴƤƣᙸܣǔᲣ
ȷᅠ࣐
ሶƳᏴᨦܹŴǢǹȔȪȳմऒӏƼƦƷଏࢮഭŴሶƳᏁᨦܹŴ
ෞࣱ҄ၨŴሶƳᘉ෩Ʒီࠝ ሁ
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į ᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷ05#+&᳭ဇƷஊ
ȷᢅӊƷ৴ǤȳȕȫǨȳǶᕤဇഭ
İ и˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷᏴᨦܹŴᏁᨦܹŴႆ༏ŴഒɧਰŴफ࣎Ŵ֓ӻŴɦၚŴሁ
ȷදݧᢿˮƷኗ૮ȷႆហȷᏽᏰȷ၊ၘȷၓȷЈᘉ ሁ
ı ˂ƷᕤдሁᲢɟᑍဇҔᕤԼሁȷͤࡍԼǛԃǉᲣƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐ
Ƣǔ
ȷ́ဇᅠ࣐ᕤŴ́ဇදॖᕤ
ȷᙐဇŴ˩ᕤဇ
ǹǤȃȁᲽŴɟᑍဇҔᕤԼሁ Ტዮӳज़ϔᕤŴᚐ༏ᦒၘᕤŴᱠ໒ᕤŴ
ᦒԶӊၝᕤ ሁᲣ
ͤࡍԼᲢȓǿȟȳ #Ŵȓǿȟȳ %ŴሁᲣ
Ĳ ᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤԼӸŴဇඥȷဇŴᕤјŴи˺ဇŴ̅ဇɥƷදॖʙ
ĳ ဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
ȷܤ᩺
ȷƱ൦Ўᙀዅ
ȷᢘࡇƳܴภŴࡇ
ȷȞǹǯƷბဇŴƏƕƍȷඹƍ
Ĵ ᕤਦݰǛܱƢǔ ᲢधᎍƴࣖơƨਦݰᲣ
ȷϼ૾ƞǕƨଐૠЎƸ࣏ƣဇƢǔ
ȷᢅဇƸƠƳƍ
ȷၲƱʖ᧸ưဇඥƕီƳǔ
ȷᕤƴǑƬƯŴᐯѣᢃ᠃ሁƷүᨖǛˤƏ˺ಅƸƠƳƍǑƏਦݰ
ȷԈλᕤƸ২
ȷᚐ༏дဇƷǿǤȟȳǰƱᨂࡇ
ȷᕤǛࣔǕƨᨥƷࣖݣ
ĵ ࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤཞඞŴјௐŴи˺ဇƷஊǍᆉࡇŴ̬ሥཞඞ

ӋᎋᲴ ǷȸǺȳƷǤȳȕȫǨȳǶၲਦᤆ
ǤȳȕȫǨȳǶȷᏍ໒ྶᓏज़௨ၐ $ ၌၏ 
ʖ᧸ᆔǬǤȉȩǤȳ  ࠰ࡇ༿

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ
ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
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ր ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ


Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ
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ïᲧᲫᲭᲨݱδƴٶƘᙸǒǕǔ၌ध

  Ⴘ
ݱδƴٶƘᙸǒǕǔ၌धƷ၏७ဃྸƱᕤཋၲඥƴƭƍƯஇૼƷǬǤȉȩǤȳሁƴ
ؕƮƍƯɦᚡƷႸƴƭƍƯಒᛟưƖǔŵ


᧙ᡲƢǔ 25 
250Q

ПᢋႸ

%.

 

ૼဃδŴʐ࠷δŴݱδƴݣƢǔᕤཋၲưදॖƢǂƖໜǛЗਫưƖǔ



 

ૼဃδŴʐ࠷δŴݱδƴݣƢǔᕤཋၲưදॖƢǂƖໜǛᛟଢưƖǔ



 

ૼဃδŴʐ࠷δŴݱδƴݣƢǔᕤཋၲưᢘဇٳǋƠƘƸசᄩᇌƷǋƷƴƭƍƯŴ



ƦƷஊјࣱǛܲᚇႎƴᚸ̖ƠŴǨȓȇȳǹƱƠƯ੩కưƖǔ
 

ݱδᅹ᪸؏ư̅ဇƞǕǔᕤཋƴ᧙ƢǔˊᘙႎƳи˺ဇƱƦƷΫͅǛᛟଢưƖǔ





  ᘍѣႸ
ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲢݱδࣱ࣯ɶ໒Უ
Ĭ ᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
ȷၘᲢժතŴɧೞۯŴǛƴǍǔˁᒬᲣ
ȷႆ༏ᲢéȷéᲣ
ȷƷஊ 
ĭ ܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ
ȷᱛᐏᙸƷऴإ
ȷᱛᐏЏƷஊ
ȷӒࣄƋǔƍƸᩊ
ȷ࠰ᱫŴ˳Ŵ˳࢘ƨǓƷϼ૾ŴໜᕤƷϼ૾Ʒஊ
ȷेܭƞǕǔࣱ࣯ɶ໒ᚮၲǹǳǢƓǑƼၐࡇ
ȷ৴ᓏᕤƷϼ૾ƷஊŴᆔᲢ৴ᓏᕤᢘദ̅ဇƷᚇໜᲣ
Į ၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
ሥƷ࢟ཞᲢݱδƸٽƘჺƘ൦ƳƨǊኬᓏƳƲƕɶƴ̛λƠǍƢƍᲣŴᱠ൦
ǍᱠƮǇǓƳƲƷஊŴ̬ᏋטƳƲƷᨼׇ̬ᏋŴΩࢂڶڻƷஊŴ᩼ʐŴ
ӖѣտŴ࠰ᱫ  ƔஉசŴឪ໒ᓏ
ȷᅠ࣐
ᢅၐŴˡ௨ࣱҥఋၐŴᏁೞᏡᨦܹƷଏࢮഭ ሁ
į ᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷԛǍд࢟ƴݣƢǔڤǈ
ȷ̬ᜱᎍƷᕤᜤŴࣕƠƞ
ȷᢅӊƷ৴ᓏᕤဇഭ
İ и˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷ৴ᓏᕤƓǑƼǯȩȖȩȳᣠƴǑǔɦၚ
ȷ́ဇƷ᎑ࣱʐᣠᓏƴݣƢǔཅʐǢȬȫǮȸƷஊ
ȷȔȜǭǷȫؕǛஊƢǔ৴ᓏᕤƴǑǔ˯ᘉኄ
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ı ˂ƷᕤдሁᲢɟᑍဇҔᕤԼሁȷͤࡍԼǛԃǉᲣƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐ
Ƣǔ
ȷ́ဇᅠ࣐ᕤŴ́ဇදॖᕤ
ȷᙐဇŴ˩ᕤဇ
ɟᑍဇҔᕤԼሁ Ტዮӳज़ϔᕤŴᚐ༏ᦒၘᕤŴᱠ໒ᕤŴᦒԶӊၝᕤ ሁᲣ
Ĳ ᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤԼӸŴဇඥȷဇŴᕤјŴи˺ဇŴ̅ဇɥƷදॖʙ
ĳ ဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
ƓƠǌƿǓƷ̅ဇŴᱠƢƢǓၸ ŴࢍƍᱠƔǈ ŴɲͨӷƷᱠƔǈŴǹǤȟȳǰ
Ĵ ᕤਦݰǛܱƢǔ ᲢधᎍƴࣖơƨਦݰᲣ
ȷ৴ᓏᕤƸϼ૾ƞǕƨଐૠЎƸ࣏ƣဇƢǔ
ȷᢅဇƸƠƳƍ
ȷᕤǛࣔǕƨᨥƷࣖݣ
ȷᙌԼƴࣖơƨဇ૾ඥƷᛟଢ
ȷᕤᙀяǼȪȸŴᕤᙀяဇԼƷኰʼƓǑƼ̅ဇ૾ඥ
ȷฆƥǔƱǈǍƢƘƳǔԼȷ૰ŴฆƥǔƱǈƮǒƘƳǔԼȷ૰Ŵฆƥ
ǔƱјௐƕ˯ɦƢǔԼȷ૰
ȷᕤƷئӳƷࣖݣ
ȷໜਦݰ
ĵ ࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
ȷᕤཞඞŴјௐŴи˺ဇƷஊǍᆉࡇŴ̬ሥཞඞ
ȷ৴ᓏᕤƴǑǔɦၚƷࣖݣ

ӋᎋᲴݱδࣱ࣯ɶ໒ǬǤȉȩǤȳ  ࠰༿
   ьᕲ̢ࣈŴݱδɶ໒ƷᐮኺᢅᲢᩊࣱɶ໒ƷཎࣉᲣŴݱδ   

ˊᘙႎ၌धƷ̊ᅆᲬᲢǢȈȔȸࣱႝᐎ໒Უ
Ĭ ᐯᙾၐཞǛᄩᛐƢǔ
ȷ☛ၓᲢƻƬƔƖͻŴधᢿǛƜƢǓƭƚǔˁᒬᲣ
ȷ၉၏٭ƷЎࠋ
ȷॸࣱƋǔƍƸॸࣱϐႆࣱ 
ĭ ܲᚇႎȇȸǿǛᄩᛐƢǔ
ȷᘉฌዮ +I' ͌Ŵཎီႎ +I' ৴˳౨௹Ŵᘉฌ 6#4% ͌ŴၐࡇЎ
Į ၌धƴཎࣉႎƳधᎍƷȪǹǯ܇׆ƷஊǛᄩᛐƢǔ
ݱδᲢႝᐎƷȐȪǢೞᏡƕச༌ᲣŴ᰾ᑥȖȉǦྶᓏŴȀȋŴǫȓŴ൱ŴȚȃȈŴ
ǹȈȬǹŴմऒǍᑶብၐƷଏࢮŴμ៲Ʒႝᐎʑ༞Ʒଏࢮ ሁ
ȷᜩԓ
 ǿǯȭȪȠǹ᠂ᐋᲴҔࠖƷࣱᧉݦŴႆƕǜࣱŴၨᢿǁƷ̅ဇ
  èƨƩƠŴǢȈȔȸࣱႝᐎ໒ǬǤȉȩǤȳ  ࠰ưƸŴ
ႆƕǜࣱƸ᭗ǊƳƍƱƍƏǨȓȇȳǹƴᚕӏŵ
ȷᅠ࣐
ǹȆȭǤȉٳဇᕤᲴᢅၐŴၨŴ༏ͻŴϵͻ ሁ
ǿǯȭȪȠǹ᠂ᐋᲴᢅၐŴ˯Јဃ˳δŴૼဃδŴʐδӍƸ  ബசƷ࠷δ

─ 93 ─

į ᕤཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷ̅ဇƷᢘЏࣱ
ȷݎᚐݰλၲඥ
ȷݎᚐዜਤၲඥᲢȗȭǢǯȆǣȖၲඥᲣ
İ и˺ဇƷႆၐཞඞǛᄩᛐƢǔ
ȷႝᐎۀᲢӧᡞࣱᲣ
ȷႝᐎዴவᲢ᩼ӧᡞࣱᲣ
ȷᣒƞಮႝᐎ໒
ȷᚑࣱႝᐎ໒
ȷኬᓏࣱƓǑƼჇᓏࣱज़௨ၐ
ı ˂ƷᕤдሁᲢɟᑍဇҔᕤԼሁȷͤࡍԼǛԃǉᲣƷࢨ᪪ǍႻʝ˺ဇƷஊǛᄩᛐ
Ƣǔ
ȷฆӳϼ૾ƷྸဌŴȪǹǯ
ȷᙐဇŴ˩ᕤဇ
ɟᑍဇҔᕤԼ ᲢƔǏǈഥǊ ሁᲣ
Ĳ ᕤཋၲƴ᧙ƢǔྸᚐࡇǛᄩᛐƢǔ
ȷǹȆȭǤȉٳဇᕤƴݣƢǔƱƠƨɧܤ
ȷǹȆȭǤȉٳဇᕤƴݣƢǔᛚᚐᲢႝᐎƷ٭ᑥȷᧈᨦܹ ሁᲣ
ĳ ဃ፼ॹǛᄩᛐƢǔ
ȷǹǭȳǱǢ
ȷफ҄ᙲ׆Ʒݣሊ
Ĵ ᕤਦݰǛܱƢǔ ᲢधᎍƴࣖơƨਦݰᲣ
ȷǹȆȭǤȉٳဇᕤƱǿǯȭȪȠǹ᠂ᐋƷ̅ƍЎƚ
ȷٳဇᕤࠋرƷဪ
ȷ̬ᕤƷ̅ဇ૾ඥ
ȷٳဇᕤƷرǓ૾ᲢࠋرŴ(67ŴׅࠋرૠŴȁȥȸȖѼ࠘ǍȪȳȈࠋƷ̅ဇᲣ
ĵ ࣏ᙲƴࣖơƯᕤࢸƷኺᢅǛᄩᛐƢǔ
ȷ̅ဇཞඞŴјௐŴи˺ဇƷஊǍᆉࡇŴ̬ሥཞඞ

ӋᎋᲴݱδᕤཋၲඥȆǭǹȈȖȃǯ ଐஜݱδᐮᕤྸ˟ܖᏋۀՃ˟ዻ
   ǢȈȔȸࣱႝᐎ໒ǬǤȉȩǤȳ 

  ૾ဦ
ᜒ፯Ŵǰȫȸȗ᚛ᜭᲢၐ̊౨᚛ᲣŴᐯࠁܖ፼

ŠƔƔǓƭƚೞᏡƱƷ᧙ᡲ

ր ᕤཋၲඥƷ̾Кஇᢘ҄
ր ᕤཋၲඥƷᡲዓࣱᲢᡫᨈŴλᨈŴܡנᲣ
ր ͤࡍဃƷفᡶȷǻȫȕǱǢƷૅੲ
š πᘌᘓဃŴܹݣሊ
š ˂Ꮀᆔȷ˂ᚨƱƷᡲઃ

Šᧉݦ᪸؏ƷᕤܖሥྸೞᏡǛԃǉ
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資料 厚生労働省薬剤師生涯教育推進事業実施要綱
厚生労働省 薬剤師生涯教育推進事業実施要綱

薬剤師生涯教育推進事業実施要綱�

平成 �� 年４月 �� 日付薬食発 ���� 第 �� 号医薬食品局長通知�
最 終 改 正 ： 平 成 � � 年 � 月 � � 日 薬 生 発 � � �� 第 １ 号�

１．目的�
医療技術の高度化・専門分化が進展する中、より良い医療を患者に提供していくた
めには、薬剤師の機能強化・専門性向上に資するために必要な知識及び技能を習得さ
せる等の生涯教育が重要である。
本事業ではそれらにかかる研修プログラムを作成及び公表することで、地域におけ
る薬剤師の生涯研修につなげ、薬剤師の機能強化・専門性向上を図ることを目的とす
る。
２．事業内容�
薬剤師の機能強化・専門性向上に資するために必要な知識及び技能を習得させる研
修プログラムを作成し、研修講師の育成を目的とした本プログラムに基づいた研修を
実施し、本プログラムの実用性を確認した上で、地域における実務研修の実施のため
の本プログラムを公表する。
なお、研修内容は、
「患者のための薬局ビジョン」を踏まえ、かかりつけ機能を強化
するための分野又は高度薬学管理機能に資する薬剤師の機能強化・専門性向上を踏ま
えた内容とする。
（例：入退院時の医療機関及び薬局との薬薬連携、在宅を含めた継続的服薬管理、
フレイル、終末期等における薬学管理� 等）
３．実施主体�
本事業の実施主体は、別に定める薬剤師生涯教育推進事業実施法人公募要綱により、
採択された法人とする。
４．実施方法�
事業の実施に当たっては、薬剤師の機能強化・専門性向上にかかる研修プログラム
を作成するとともに、研修講師の育成を目的とした本プログラムに基づいた研修を実
施し、本プログラムの実用性を確認した上で、地域における実務研修の実施のための
本プログラムを公表するものとする。
５．経費負担等�
国は、予算の範囲内で、薬剤師生涯教育推進事業に係る経費について別に定める基
準（医療関係者研修費等補助金及び臨床研修費等補助金交付要綱）により補助するも
のとする。
６．実施時期�
この要綱は、平成 30 年６月 13 日より適用する。

平成 30 年度 薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業
（平成 30 年度薬剤師生涯教育推進事業）
シラバス作成委員会

大谷

壽一

早川

達

山田

清文

日本病院薬剤師会（慶應義塾大学薬学部 教授）
北海道科学大学薬学部 教授
日本医療薬学会（名古屋大学大学院医学系研究科 教授）

◎宮﨑長一郎

日本薬剤師会

常務理事

○亀井美和子

日本薬剤師会

常務理事

吉田

力久

日本薬剤師会

常務理事

鵜飼

典男

日本薬剤師会

理事

髙松

登

日本薬剤師会

理事

シラバス作成委員会ワーキンググループ

◎宮﨑長一郎

日本薬剤師会

常務理事

○亀井美和子

日本薬剤師会

常務理事

吉田

力久

日本薬剤師会

常務理事

鵜飼

典男

日本薬剤師会

理事

髙松

登

日本薬剤師会

理事

山田

武志

日本薬剤師会

医薬分業対策委員会

村杉

紀明

日本薬剤師会

医薬分業対策委員会

高橋

良徳

日本薬剤師会

DI・医療安全・DEM 委員会

佐藤

嗣道

日本薬剤師会

DI・医療安全・DEM 委員会

山本

晃之

日本薬剤師会
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薬剤師生涯教育推進事業実施要綱

平成  年４月  日付薬食発  第  号医薬食品局長通知
最終改正：令和２年９月  日薬生発  第４号

１．目的
医療技術の高度化・専門分化が進展し、一方で少子高齢化に伴い人口構造が変化す
る中、より良い医療を患者に提供していくためには、薬剤師の機能強化・専門性向上に
資するために必要な知識及び技能を習得させる等の生涯教育が重要である。
本事業ではそれらにかかる研修プログラムを作成及び公表することで、地域におけ
る薬剤師の生涯研修につなげ、薬剤師の機能強化・専門性向上を図ることを目的とす
る。
２．事業内容
薬剤師の機能強化・専門性向上に資するために必要な知識及び技能を習得させる
研修プログラムを作成し、研修講師の育成を目的とした当該プログラムに基づいた
研修を実施し、当該プログラムの実用性を確認した上で、地域における実務研修の 
実施のための当該プログラムを公表する。
なお、研修内容は、
「患者のための薬局ビジョン」を踏まえ、かかりつけ機能を強化
するための分野又は高度薬学管理機能に資する薬剤師の機能強化・専門性向上を踏ま
えた内容とする。
具体的には、小児医療等における専門的な薬学管理及び服薬指導、生活習慣病の 
予防・重症化予防のための健康相談・服薬指導等、要指導医薬品及び一般用医薬品（27&
医薬品）の適切な販売及び情報提供に関する内容を含めること。
３．実施主体
本事業の実施主体は、別に定める薬剤師生涯教育推進事業実施法人公募要領により、
採択された法人とする。
４．実施方法
事業の実施に当たっては、薬剤師の機能強化・専門性向上にかかる研修プログラム
を作成するとともに、研修講師の育成を目的とした本プログラムに基づいた研修を
実施し、本プログラムの実用性を確認した上で、地域における実務研修の実施のため
の本プログラムを公表するものとする。
５．経費負担等
国は、予算の範囲内で、薬剤師生涯教育推進事業に係る経費について別に定める 
基準（医療関係者研修費等補助金及び臨床研修費等補助金交付要綱）により補助する
ものとする。
６．実施期間
法人採択日 ～ 令和３年３月  日

令和２年度 薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業
（令和２年度薬剤師生涯教育推進事業）
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