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はじめに

平成 27 年に策定された認知症政策推進総合戦略（新オレンジプラン）においては、「認知症の
⼈の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で⾃分らしく暮らし続けることができる社
会の実現を⽬指す」ことを基本的な考え⽅として掲げている。このことからも⽰されるように、認知症の
⼈の意思決定⽀援は、正しく認知症対策の中⼼的な課題である。
今後認知症の⼈はさらに増加することが予想される中で、新オレンジプランでは基本的な課題を実
現化させるべく 7 つの柱を⽰した。その中には、「本⼈主体の医療・介護等の徹底」や「認知症の⼈の
就労・社会参加⽀援」が掲げられ、「認知症の⼈やその家族の視点の重視」が盛り込まれている。こ
れらの施策を実現する基盤として、平成 30 年 6 ⽉に、「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活におけ
る意思決定⽀援ガイドライン」が公開されるに⾄った。
ガイドラインは、単に公開されるだけでは不⼗分である。たとえば、ガイドラインの認識が進まなかった
り、誤った解釈をされる恐れがある。ガイドラインの意図するところ、趣旨を実現させるための実践⽅法
について、ガイドラインの普及とあわせて具体的に伝える必要性がある。これらの点は平成 29 年度の
⽼⼈保健健康増進等事業において課題として残されていた。
そこで、本事業（平成 30 年度 厚⽣労働省⽼⼈保健健康増進等事業「認知症の⼈の意思決
定⽀援のあり⽅に関する研究事業」）においては、「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意
思決定⽀援ガイドライン」の趣旨を実践に活かすことを⽬指すためにどのようにするべきか、検討を進め
た。
ガイドラインの趣旨が周知され、実践に反映するためには、その趣旨が理解されるだけでは不⼗分
であり、趣旨を踏まえたうえに具体的な⾏動が変容しなければならない。多忙な臨床現場において活
⽤されるためには、ガイドラインの趣旨をコンパクトにかつ効果的に伝える必要がある。そのため、本事
業においては、関連の諸団体の協⼒を得つつ、研修プログラムの検討を⾏った。特に、本ガイドライン
は、対象となる⼈、対象範囲も⾮常に幅広いことから、研修の開催機会も多くなることが予想される。
その分、研修企画者への負担も過⼤にならないよう配慮があらかじめ必要であることから、研修プログ
ラムを構造化させるなどの⼯夫も求められる。両者の難しいバランスを満たすべく、関連の諸団体の先
⽣⽅には、多⼤なお⼒添えをいただいた。この場を借りて篤く御礼申し上げます。
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▶ 認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン
▶ 全体委員会(全 2 回) および 作業部会(全 3 回) の会議録短縮版

Ⅰ 事業概要

1

事業名
認知症の⼈の意思決定⽀援のあり⽅に関する研究事業

2

事業⽬的
成年後⾒制度利⽤促進法の施⾏を受け、設置された成年後⾒利⽤促進委員 会において、「障害者

や認知症の⼈の特性に応じた適切な配慮を⾏うことがで きるよう、意思決定の⽀援のあり⽅についての指
針の策定に向けた検討等が 進められるべき」と指摘されている。
平成 29 年度の⽼健事業において作成された「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀
援ガイドライン」について、普及のための研修の在り⽅、および、同研修でも利活⽤できる事例集の策定の検
討を⾏う。また、研修の在り⽅の検討後にモデル的に研修を⾏い、報告書を作成する。

3

実施期間
平成 30 年 6 ⽉ 7 ⽇（内⽰⽇）〜 平成 31 年 3 ⽉ 31 ⽇

4

実施体制
本研究事業は、以下の委員で構成する全体委員会および作業部会を設置した（1）。
実施期間中に 2 回の委員会、3 回の作業部会（作業部会準備会 4 回）を開催した。委員会等の各

回の議事（主なテーマ）は（2）の通りである。
（1）全体委員会・作業部会
⽒名

◉は委員⻑

●は作業部会兼任

団体・所属

役職

⾚沼 康弘

⼀社）⽇本成年後⾒法学会

副理事⻑

有森 直⼦●

新潟⼤学⼤学院保健学研究科看護学分野

教授

⼩嶋 珠実●

公社）あい権利擁護⽀援ネット

理事

稲葉 ⼀⼈●

中京⼤学法科⼤学院

教授

国⽴がん研究センター東病院 先端医療開発センター

分野⻑

阿部 佳世

公社）認知症の⼈と家族の会

事務局⻑

鴻江 圭⼦

公社）全国⽼⼈福祉施設協議会

理事

島橋 誠

⽇本看護協会研修学校

認定看護師

能本 守康

⼀社）⽇本介護⽀援専⾨員協会

常任理事

瀬⼾ 裕司

公社）福岡県医師会

専務理事

瀧本 禎之●

東京⼤学⽣命医療倫理教育研究センター

准教授

◉⼩川 朝⽣●
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⽥⼝ 真源

公社）⽇本精神科病院協会

理事

樋⼝ はるみ

公社）全国⽼⼈保健施設協会

統括看護師⻑

寺⽥ 整司●

岡⼭⼤学⼤学院 医⻭薬学総合研究科

准教授

中⼭ 健夫●

京都⼤学⼤学院医学研究科

教授

永⽥ 久美⼦●

認知症介護研究・研修東京センター

研究部⻑

札幌市保健福祉局保健所 医療政策課

主査

三浦 久幸●

国⽴⻑寿医療研究センター(在宅連携医療部)

部⻑

⽔島 俊彦●

法テラス埼⽟法律事務所

弁護⼠

箕岡 真⼦●

⽇本臨床倫理学会

総務担当理事

延

育⼦●

〈50 ⾳順、敬称略〉
オブザーバー等
⽥中 規倫
林

厚⽣労働省 ⽼健局総務課認知症施策推進室 室⻑

幸徳

厚⽣労働省 ⽼健局総務課認知症施策推進室 室⻑補佐

佐藤 寛⼤

厚⽣労働省 ⽼健局総務課認知症施策推進室

※作業部会準備会は、委員から、⼩川委員⻑、稲葉委員、⽔島委員、永⽥委員、延委員、
オブザーバーである認知症施策推進室、事務局により構成

（2）委員会等の実施状況と主な議事
第1回 委員会
⽇時

平成30年8⽉22⽇（⽔）

議事

1. これまでの経緯と本年度の課題について
2. 本年度の実施体制と予定、成果物イメージについて

（第 1 回 作業部会準備会 H30.9.10）
（第 2 回 作業部会準備会 H30.10.10）
第1回 作業部会
⽇時

平成30年10⽉22⽇（⽉）

議事

1. 作業部会のミッションの確認
2. ガイドラインにかかる研修のコンセプト
3. 研修教材作成・モデル研修にかかる⼯程案

（第 3 回 作業部会準備会 H30.11.14）
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第2回 作業部会
⽇時

平成30年11⽉19⽇（⽉）

議事

1. 講義教材（スライド）について
2. 映像教材の制作について
3. 事例集の作成について

第3回 作業部会
⽇時

平成30年12⽉6⽇（⽊）

議事

1. 映像教材の制作について
①本⼈インタビュー／②ガイドライン趣旨／③グループワークで⽤いる事例
2. その他 ご意⾒交換

（第 4 回 作業部会準備会 H31.2.1）
第2回 委員会
⽇時

平成31年2⽉14⽇（⽊）

議事

1. 本年度の事業進捗について（報告）
①研修カリキュラム・教材制作について
②モデル研修について
③事例集作成について
2. 事業の取りまとめに向けて（ご意⾒交換）

（3）事業実施スケジュール
平成 30 年 4 ⽉

5⽉

6⽉

7⽉

8⽉

9⽉

事業実施内容

第 1 回全体委員会
◉
（準備会）
●
10 ⽉

11 ⽉

12 ⽉

平成 31 年 1 ⽉

2⽉

3⽉

第 2 回全体委員会
（準） ①作業部会（準）②作業部会 ③作業部会
事業実施内容

●

◉

●

◉

◉

（準）

◉

●

意思決定⽀援ガイドライン研修
カリキュラム検討

教材制作（講義スライド・DVD 教材）

◆

◆

モデル研修(柏) モデル研修(岡⼭)
報告書案の作成
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印刷(配布)

（4）成果物（DVD 等）の概要
事業では、本報告書の他、事業内において、「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀
援ガイドライン」の研修⽤教材の検討・制作を⾏った。
報告書冊⼦ PDF 版とともに、DVD および CD に研修テキストや投影⽤スライド、グループワーク⽤動画を、
各ファイル形式にて格納し配布する。
（DVD・CD ケースジャケット）
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Ⅱ 認知症の⼈の意思決定⽀援ガイドライン研修
⑴ 研修カリキュラム
本事業では、昨年度の前⾝事業で作成された「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定
⽀援ガイドライン」（以下、「ガイドライン」）を、より多くのガイドラインの対象者に周知、理解、活⽤して頂く
ため、ガイドラインの内容を伝達する⽅法（研修の展開）を検討した。
◉研修は、認知症にかかる研修の実施状況に鑑み、㋑同研修のみを内容として実施する場合（独⽴実
施型）と、㋺既存の専⾨職等向けの認知症関連の研修において、カリキュラム（プログラム）に組み込
む形態で実施する場合（組み込み型）の 2 つのパターンで展開することとした。
◉独⽴実施型のカリキュラムは、全体時間を 3 時間として、講義（60 分）と、グループワーク（60 分×2）
で構成され、講師やファシリテーター、会場などを準備して実施されることを想定した。⼀⽅、組み込み型
は、医療や介護の専⾨職向けの各種研修の⼀部として実施されることを想定して、約 8 分の DVD 放映
によって実施されることを想定した。
◉各形態のプログラムのコンセプトは、スライド 1〜2 ページに概要を整理している。
◉基本となる独⽴実施型プログラムの具体的な構成をスライド 3 にまとめる。
▶講義では、60 分のスライド講義をメインとして、冒頭で認知症の⼈のインタビューDVD を視聴する。認
知症の本⼈からの意思決定とその⽀援の重要性についてメッセージが発信される。
▶講義の後に、グループワークを 2 種類（それぞれ 60 分枠）準備している。1 つ⽬は⽇常⽣活の意思
決定⽀援として、「意思決定⽀援が必要な典型的な場⾯」について、2 つ⽬は社会⽣活の意思決定
⽀援として、「チーム（多職種）による⽀援を⾏う場⾯」についてのグループワークとする。
▶グループワークでは、それぞれトリガー（検討の題材事例）として DVD を作成した。それらをグループワ
ークにおける共通の素材として、課題抽出や⽀援⽅法の検討などに利⽤する。
◉組み込み型のカリキュラムでは、講師による講義 60 分に代えて、「ガイドラインの趣旨説明」を収録した
DVD を放映し、併せて、「認知症の⼈のインタビュー」を視聴する内容とする。
◉講義および 2 つのグループワークの具体的な内容については、スライド 4〜6 ページに整理している。
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⑵ 研修教材
独⽴実施型の研修教材を次ページ以降に掲載する。また、グループワーク⽤の DVD については、撮影⽤
シナリオ（台本）を掲載する。

なお、独⽴実施型の研修の企画⽴案者および講師・ファシリテーターの準備等に資するように、スライドの
パワーポイントファイルのノート部分に、各スライドのポイントになる内容を箇条書きで整理した。

さらに、事業内で実施したモデル研修（2 ⽉ 17 ⽇︔岡⼭⼤学病院で実施）の様⼦の記録映像として
成果物 DVD に格納している。
※ モデル研修の記録映像は、研修としてそのまま視聴することは想定していない。
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੍ର峘崿嵕崣崡峼નੳ峃峵

㌣ভ৮峑峃峣峐峘ਡ峼ਫ਼ୈ峑岷峵峹岻峑峙峔岮

ٴময峘ਔઓ峙峹峳峔岮岵

ৄٴ峒峁峙ে峂峐岮峔岮岵

㌣ভ৮峒ভ৮峘峕峬੍ର峙ன৫峃峵

੍ରভ৮峊岻峑峙峁峔岮

崩嵤嵈峑੍ର峃峵峒岷峘ିਔਡ

8

7
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ੳੴඪ峘য峙ఢ೧峘࿇೧ਞ峼峎岵峪峘岶
ౙু峑岝ੴ峳峔岮পિ峕೧峨島峵峒ਔৄ峼
ল峅峔岮ৃ়岶岬峵

ିਔਡ ㌣ ময峢峘ଦൟ

╖হ峘ஷ峴ନ峴峼峃峵
ق৬ୡ峁峐ਔઓ岶峹峵岽峒岶岬峵ك

㌣ୠ崙崊ভ৮岝崝嵤崻崡૿ਊভ৮ಉ峒ැ峗峵
岽峒峙૭ચ

╖ময峬ਸ峃峵岽峒岶峨峁岮

ময峘ਸ

╖નੳ峙峴ନ峁岴岽峔岰

10

9

╖ਵ峁়峍峉ઍ峙峇峘২ધછ峒峁峐ଋ峃

╖ர峘峇島峈島峘ৄ্峼๑

╖உು峼ન峕峃峵

╖ੲਾ峘ુથ

╖৮؟嵉嵛崸嵤峘ၴ岵峳峑峬੧

ਔઓৠ੍ରভ৮峘ઈ

㌣ਔઓৠ੍ର崩嵤嵈峘嵉嵛崸嵤峼রੱ峒峁峐
৫岵島峵ਵ峁়岮

ਔઓৠ੍ରভ৮

ਔઓৠ੍ର峘崿嵕崣崡峘੶ஈ岝નੳ岝ஷ峴ନ峴

؟ময峘ਔઓ峼ଞেણ嵣ভেણ峕ખ峃峵岽峒峢峘੍ର

ਔઓৰਠ੍ର

؟ਛ岿島峉ਔઓ峼ిજ峕嵣ল峃峵岽峒峢峘੍ର

ਔઓ੍ର

ి؟જ峔ੲਾ岝ੳ岝୭峘ৣ峑ਔઓ岶ਛ岿島峵岽峒峢峘੍ର

ਔઓਛ੍ର

╖ਔઓৠ੍ର峘ଙ২
╖ਔઓৠ੍ର峒峘ਦঢ়બ岝য়峋ভ岰峒峘ঢ়બਙ峢峘ଦൟ
╖ਔઓৠ੍ର峒୭

য嵣୭峘ତ

ਔઓৠ੍ର峘崿嵕崣崡

উট७५द؞ઑਖऋেगञৃ়␓
ॳ␗दभভ৮ुಡ৷؞ણ৷

12

11
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岧崡崰嵤嵒嵤岨
㌣අ峙峙峼൭峫峐岮峵
㌣ময峙岝ো峘峜峒峴ථ峳峁峕ರ峴峉岮ਞ峋岶ਘ岮
㌣අ岶岝૿ਊ崙崊嵆崵崠嵋嵤峕ৼ峁岝ো୰崡崧崫崽岝
୧崡崧崫崽峼ઐ岲峐峘ਵ峁়岮峘ৃ峼ਝ岻峉

岧ਝ岨
 ٴ峬峒峬峒 ঽ୧峕峐যථ峳峁
ٴৈഷಓඪ峘സఇ岶ਂ峕峔峴岝৬৹峼ട峁ো
ٴඪ૾岶ఒ峁峐岷峉峘峑 峨峬峔岹峘

হ

ٴٴ؟ٳ峒岲峉峒岽峷岝ময峙╖╖峒岮峎峎峬岝
ٷٷ峔峁岺岿峼峁峉峘峑岝ময峘峩峑峙峔岮峒
ਖ਼峁峉岞

¼؟ময峙౯峁峉

كق

峇岰ਖ਼峁峉உು峮ਖ਼峁峉ૌங峼੶ஈ峃峵

峕ਖ਼峁峉ટ峼છ岹峊岻峑峙峔岹岝

੶ஈ峼ଋ峃岽峒

14

13

4
岬峔峉岶岽峘峲岰峔ৃએ峕峑岬峍峉
峒峁峉峳岝峓峘峲岰峔ৌૢ ਔઓৠ
峕岵岵峵੍ର 峼અ岲峨峃岵ء

4
岽峘হ峼峩峐岝ਞ峏岮峉ਡ峙
岬峴峨峃岵ء峇島峙峓峘峲岰峔ਡ
峑峃岵ء

ਫ਼ୈਡ

崘嵓嵤崿嵗嵤崗ઍ ী

ఘভ

ૄ*؟:

છ੶

قਔઓৠ੍ର峘崿嵕崣崡ؠভেણౣك

'9' ▣

16
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╖ৄૌ岾峃岽峒峘峑岷峔岮প峔୶岶
ে峂岰峵岵౯岵岝峘ੀਡ峘ਫ਼ୈ

╖ਔઓ峼੍ର峃峵峑峘ୖ

╖ਔઓਛ峼੍ର峃峵峑峘ୖ

╖୭峘ତ

崘嵓嵤崿嵗嵤崗峘峨峒峫

17
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㻌
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ዲࡁ࡞᪥᭙ᕤࡀ⏕άࡢບࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㻝㻌





㻌



















㻞㻌

ࠕኵ࡛ࡍࡡࠖ

ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ



ఱࡈ㉁ၥ࡞࠶ࢀࡤ࣭࣭࣭ࠖ

࡛ࡍࠋ

ࠕ࣭࣭࣭࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⚾ࡽ࠾ఏ࠼ࡍࡿࡇࡣ௨ୖ

ࢣ࣐ࢿ㸸ᒣཱྀ ࡳ



ࠥࢣ࣐ࢿࡢㄝ᫂⤊ࠥ



 ᮶᭶ࡢㆤㄆᐃㄪᰝࡢㄝ᫂⌧≧☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓ

ࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢᒣཱྀࡉࢇࡀゼࢀࠊ

᪥ࡣࠊᒣ⏣ࡉࢇࡢ࠾Ꮿ

1$㸸

ࢣ࣐ࢿࡢㄝ᫂ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿᒣ⏣ࡉࢇፉࡢὒᏊࡉࢇ



ࢩ࣮ࣥ㸸ᒃ㛫࡚   ࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡃ∗ፉ



ⱝᖸ࠺ࢇࡊࡾࡋ࡚࠸ࡿ

ەፉࡀ᭱㏆ ཱྀ࠺ࡿࡉࡃ࡞ࡾ

ㄆ▱ࡢデ᩿ࢆཷࡅ࡚㛫ࡶ࡞࠸࡛ࡍࡀࠊ

ە㊃᪥᭙ᕤ

ᒣ⏣୍㑻ࡉࢇࡣ㸳ᖺ๓ࠊጔඛ❧ࡓࢀࠊ

ࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦௨ୗ 1$㸧㸸

ࡣፉኵ፬ࡢᐙ୍࡛⥴ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ





 

ەፉኵ፬ࡢᐙ࡛ྠᒃ



ݝ㹼ݞ

  㡢           ኌ

㻌

ەせㆤ㸯

ㄆ▱

࣮࣐ࣁࢶࣝەᆺ

ᒣ⏣୍㑻㸦 ṓ㸧

ࢸࣟࢵࣉ

ᢸᙜࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ
ᒣཱྀ ࡳ

㻌



㻌

ᮏேᐇፉࡢຍ⸨ὒᏊࡉࢇࡢᡴࡕྜࢃࡏࡶ⤊ࢃࡾࠊᙜ⪅࡛࠶ࡿᒣ⏣ࡉࢇ
ᮏேࡀ㞳ᖍࡋࡓ㝿ࠊፉࡀࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ⌧ᅾࡢᝎࡳࢆᡴࡕ᫂ࡅࡓࠋ
ࡑࢀࡣ∗ࡀ⮬㌿㌴ࡗ࡚ฟࡅࡿヰࡔࡗࡓ࣭࣭࣭



ࢫࢺ࣮࣮ࣜ
ᒣ⏣୍㑻ࡉࢇࡣ᮶᭶ࠊㆤㄆᐃㄪᰝࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢ
ᒣཱྀࡳࡉࢇࡀ⮬Ꮿㄝ᫂ࡸ⤒㐣≧ἣࡢ☜ㄆ᮶ࡓࠋ

ᚑࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀከࡃ࡞ࡗࡓࠋ


㎢᫆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍ە᪦ゝ࠸ฟࡍ⪺࡞࠸ፉࠊ㠃ྥࡗ࡚࠸ࢁ࠸ࢁゝࢃࢀࡿࠊ
⥭ᙇΰධࡾࠊ⮬ศࡢࡋࡓ࠸ࡇࢆ࠺ࡲࡃゝ࠼ࡎࠊఱ࡞ࡃ

ەከᑡࡢࡶࡢᛀࢀࡣ࠶ࡿࡀࠊ᪥ᖖ⏕άࡁ࡞ᨭ㞀ࡣ࡞࠸ࠋ
ەஸࡃ࡞ࡗࡓጔࡀࡗ࡚࠸ࡓ⢝Ჴࡸࢱࣥࢫ࡞ࢆ᪥᭙ᕤ࡛┤ࡋ࡞ࡀࡽ
ࡗ࡚࠸ࡃࡇࢆᴦࡋࡳࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ەᚰ㓄ᛶࡢፉࡣ᭱㏆ࡃཱྀ࠺ࡿࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇᮏேࡣࠊᑡࠎ

ճ ᒣཱྀ ࡳ㸦ᢸᙜࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ㸧


ͤᒣ⏣୍㑻 ே≀タᐃ
࣮࣐ࣁࢶࣝ ەᆺㄆ▱࣭せㆤ㸯ࠋ⌧ᅾࠊ㐌㸯ࡢࢹࢧ࣮ࣅࢫ㏻࠺ࠋ
ە㸳ᖺ๓ࠊጔඛ❧ࡓࢀࠊࡣᐇࡢፉኵ፬ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ղ ຍ⸨ ὒᏊ㸦ᐇࡢፉ࣭ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ㸧  

ձ ᒣ⏣ ୍㑻㸦 ṓ࣭ㄆ▱ࡢேᮏே㸧 


Ⓩሙே≀㸱ே

㸺᪥ᖖ⏕ά⠍㸼࠙
࠙ࡶ࠺⮬㌿㌴࡛ฟࡅࡿࡢࡣ࣭࣭࣭ࠚ





㻌
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㻌

㻌



ࡼࢁࡋࡃࡡࠖ

ࠕ࠶ࠊ࠺ࡶ࠺ࡶࠊ࠶ࡢࠊ࠶ࡣࡌࡷ࠶ 

㻌













᪥᭙ᕤ㸟 ࠸࠸㊃࡛ࡍࡼࡡ㸟ࠖ



㻟㻌







ࡋ࣭࣭ࠖ

ᚰ㓄࡛ࡍࡅࡡ࣭࣭࣭᭱㏆㊊⭜ࡶᝏࡃ࡞ࡗ࡚ࡲࡍ

 ᛮ࠺

࠶ࡿ࣮࣒࣍ࢭࣥࢱ࣮ࡲ࡛ࠊ⮬㌿㌴࡛Ώࡗ࡚⾜ࡃࡢ





 




㻠㻌

࠾∗ࡉࢇ ࡕࡻࡗᚅࡗ࡚㸟ࠖ

ࠕࡶ㹼ࠊ୍᪥୰ࠊ᥈ࡋ≀ࡤࡗࡾ࡞ࢇࡔࡽ࣭࣭࣭ࠋ

ࠕࡑࡢ᪥᭙ᕤࡢᮦᩱࢆࠊࡑࡇࡢ㏻ࡾࡢྥࡇ࠺

ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ



ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ



 

࣓ࠥ࢞ࢿࢆᣢࡗ࡚ 㒊ᒇᡠࢁ࠺ࡍࡿᮏேࠥ





ࠕ࣭࣭࣭ࡑࢀࡀ ఱ㸽ࠖ

ࢣ࣐ࢿ㸸ᒣཱྀ ࡳ



ࠕ࠶ࡗࠊࡇࡇ㸟ࠖ

ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࡡ࣭࣭ࠖ

ᒣ⏣୍㑻㸸ᮏே

ࠥᮏேࠊࢸ࣮ࣈࣝࡢୖ࠶ࡗࡓ║㙾 ぢࡘࡅࡿࠥ

ࠕ࠺ࠥࢇ࣭࣭᪥᭙ᕤࡀ㊃࠸࠺ࡢࡣඖẼ࡛࠸࠸



ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ





ࠕࡉࡗࡁ࣓࢞ࢿࠊࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡓࢃࡼࠋࠖ

ࡑࢀࡣ௨๓࠾∗ᵝࡽࠋ



ፉ

ࠕ࠼࠼ࠊ࠾⪺ࡁࡋ࡚࠸ࡲࡍࡼ㸟

࠶ࢀ㸽 ನࠊఱࡋ ࡇࡗࡕࡁࡓࢇࡔࡗࡅ㸽ࠖ

ࢣ࣐ࢿ㸸ᒣཱྀ ࡳ



 ࠕ࠶ࡗࠊ࠺ࡶ ࣭࣭㸦ⱞ➗㸧

ᒣ⏣୍㑻 ᮏே





 ࠕ࠶ࡢࠥ࢘ࢳࡢ∗ࠊ᪥᭙ᕤࡀ㊃࡞ࢇ࡛ࡍࡼࠖ


ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ



ࠕ࠶ࡗ㸟ࡍ࠸ࡲࡏࢇ ࡲࡔ࠾㑧㨱ࡋ࡚ࡲࡍ㸟ࠖ

☜ㄆࡋࡓᚋࠊፉ ヰጞࡵࡿࠥ

ࢣ࣐ࢿ㸸ᒣཱྀ ࡳ

ࠥᒣ⏣ࡉࢇᮏேࡀࠊ㒊ᒇࢆฟ࡚ࡺࡃࡢࢆ

ࠗ⮬ศࡢ࠸࡞࠸ࡇࢁ࡛ఱࢆ͐࠘◳࠸⾲࡞ࡿࠥ





ࠥேࡀヰࡋ㎸ࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊᮏேࡕࡻࡗゲࡑ࠺





ፉຍ⸨ὒᏊ







ᒣ⏣୍㑻㸸ᮏே
ࠕ࠾࣮࠸ࠊ࣓࢞ࢿ࣭࣭࣭ࡇ⨨࠸ࡓࡗࡅ࡞࣭࣭ࠖ



ࠥᒣ⏣ࡉࢇᮏேࡣᖍࢆ❧ࡕࠊ㒊ᒇࢆฟ࡚ࡺࡃࠥ

 ᒣ⏣୍㑻㸸ᮏே

ࠥᒣ⏣ࡉࢇࡀ⨨ࡁᛀࢀࡓ║㙾ࢆ᥈ࡋ㒊ᒇᡠࡗ࡚᮶ࡿࠥ



ࢩ࣮ࣥ㸸ᒃ㛫࡚   ፉࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢே

ᒣ⏣୍㑻㸦㸵㸴ṓ㸧



ࡓ㸟ࠖ



ࢩ࣮ࣥ㸸ᒃ㛫࡚  ፉࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ㸩║㙾ࢆ᥈ࡋᡠࡗࡓᮏே 

㻌

ࠕࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍ࣭ࡑࢀ࡛ࡣᒣ⏣ࡉࢇ ࠾⑂ࢀᵝ࡛ࡋ

㻌

ࢣ࣐ࢿ㸸ᒣཱྀ ࡳ

㻌
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㻌

㻌

ࠕࢇ㸽ࠖ




䝯䝰䛷㻌 䜒䛾ᛀ䜜䛜䜹䝞䞊ฟ᮶䜛䛣

ᛮ࠺ᚰ㓄࡛ ᚰ㓄࡛࣭࣭ࠖ



㻡㻌

࠸࠸ࡌࡷ࡞࠸㸟ࡡࠊࡶ࠺ᨾ㐼ࡗࡓࡽ














 ࠕࡌࡷ࠶ࠊ⚾ࡓࡕࡢ㌴୍⥴ࡗ࡚⾜ࡅࡤ






ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ


䛸䛻⮬ಙ䜢ᣢ䛱ጞ䜑䛯䛶䛔䛯㻌



ゝ࠺ࡢࢆ࠶ࡁࡽࡵ࡚ࠊ㯲ࡾ㎸ࡴࠥ

䛣䛾䝯䝰䜢䛴䛡䜛䛣䛸䛷䜒䛾ᛀ䜜䛜䜹䝞䞊ฟ᮶䜛䛣䛸䛻㻌

㻢㻌

 ⮬ಙ䜢ᣢ䛱ጞ䜑䛶䛔䛯䛾䛷䛩㻌

㻌

ႺẴỮẻẦỤẰẆὉὉὉỖỤẆẝủὉὉὉᴾ

ᚲせ䛺ᮦᩱ䛺䛹䛾䝯䝰䜢䛡ጞ䜑䜎䛧䛯䚹㻌

䜎䛯᭱㏆䚸ᒣ⏣䛥䜣䛿䚸⮬ศ䛜ᛀ䜜䛺䛔䛯䜑䛻㻌

ẰỮầٻʙỆẲềẺᦟӨửᴾ



䛥䛥䜔䛛䛺ᴦ䛧䜏䛾୍䛴䛰䛳䛯䛾䛷䛩㻌

㻌






ࠥᮏேࠊࡑࡢ࠶ࡢゝⴥࡀ࡛࡞ࡃ࡚ࠊࡶࡋࡑ࠺࣭࣭࣭

㙾ྎྜ࠺ᯈࡸࢿࢪࡀせࡿࢇࡔ࣭࣭࣭ࠖ

䝁䞊䝠䞊䜢㣧䜏䛺䛜䜙㻌 ᪂⪺䜢ㄞ䜐䛾䜒䚸㻌

䛭䛧䛶䚸䛭䛾ᖐ䜚䛻䝩䞊䝮䝉䞁䝍䞊ᶓ䛾ႚⲔᗑ䛷㻌 㻌

ࠕࡑ࠺ࡌࡷ࡞ࡃ࡚࣭࣭࣭ࠋ⮬ศࡀ⾜ࡗ࡚ࠊࡼࡃぢ࡞࠸

࣭࣭ࠋ

㻌

 ᮦᩱ䜢⮬ศ䛾┠䛷䛨䛳䛟䜚㑅䜃䛯䛔䞉䞉䞉㻌

ᒣ⏣䛥䜣䛜㻌 䝩䞊䝮䝉䞁䝍䞊䛻⾜䛝䛯䛔⌮⏤䛿㻌

㻺㻭䠖㻌

ᒣ⏣୍㑻㸸ᮏே





㻌

⚾ࡓࡕࡀ㌴࡛㈙࠸⾜ࡗ࡚࠶ࡆࡿࡽࠖ

ࠥ᭱ᚋࡣᾘ࠼ධࡾࡑ࠺࣭࣭࣭࣭ࠥ

ࡗࡓࡽࠊ

 ⾜ࡅࡿࡋ࡞࣭࣭࣭࠾ࢀ࡞ࡾẼࢆࡅ࡚ࢇࡔࡅࠖ

ࡸࡵ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࡋࡽࡼ࣭࣭࣭ఱᚲせ࡞ࡶࡢࡀ࠶

࡛⾜ࡃࡢ

ࠕ࡛ࡶ࡞࠶࣭࣭࣭࣭⮬㌿㌴ࡔዲࡁ࡞

ᒣ⏣୍㑻㸸ᮏே

ࠕ࣭࣭࣭ࡕࡻࡗ ࠾∗ࡉࢇᗙࡗ࡚࣭࣭

ࡡ࠼࠾∗ࡉࢇ ⚾ ᚰ㓄࡞ࡢࡼ ࡑࢁࡑࢁ⮬㌿㌴

ࠥࠎ ᳔Ꮚ⭜ࡅ࡞ࡀࡽࡪࡘࡪࡘ࣭࣭࣭࣭ࠥ

ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ



ࡶ࠺ࡸࡵ࡚ࡼ ⮬㌿㌴ࡣ࣭࣭࣭ࠖ

ࠕ࠾∗ࡉࢇࡕࡻࡗᚅࡗ࡚㸟⣙᮰ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࡢ

ޛဋẰỮ࣎ỉ٣ᾉᴾ





㒊ᒇᡠࢁ࠺ࡍࡿᒣ⏣ࡉࢇᮏேࢆぢ࡚ ፉࠥ

 ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ



ႺẴỮẻẦỤẰẆὉὉὉỖỤẆẝủ

ẰỮầٻʙỆẲềẺᦟӨửᴾ







 ὀពࡋ࡚ࡗ࡚࠸ࡿࢇࡔࡽ࣭࣭࣭ࠖ

 



ࠕࡲࡓࠊࡑࡢヰ࣭࣭࣭ኵࡔࡼࠊࡇࡗࡕࡶ

ᒣ⏣୍㑻㸸ᮏே



ࠥ⮬ศࡢẼᣢࡕࢆ࠺ࡲࡃఏ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡶࡋࡉࡢࡲࡲ

⾜ࡗ࡚ࡿヰࠊ⪺࠸࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡓࡢࠋࠖ



ࠕࡡ ᒣཱྀࡉࢇ⮬㌿㌴࡛࣮࣒࣍ࢭࣥࢱ࣮ࡲ࡛

ࠕ࣭࣭࣭ࠖ

ᒣ⏣୍㑻㸸ᮏே









㻌

ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ

㻌

㻌





ᒣ⏣୍㑻㸸ᮏே



㻌
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㻌

㻌





ࡉ࡚࣭࣭࣭࣭









ࠕࡶ࠺࠸࠸ ࢃࡗࡓ࣭࣭࣭ࠖ

ᒣ⏣୍㑻㸸ᮏே

㹼ᒣ⏣ࡉࢇ‶ࡑ࠺㹼







㻣㻌





ࠕᮏᙜ ࡑ࠺ࡋ࡚ࡡࠖ




㻌





ࠥᡤᅾ࡞ࡃ║㙾ᣔࡁ࡞ࡀࡽᒣ⏣ࡉࢇᮏே ፉゝ࠺ࠥ



㻤㻌

ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ޛဋẰỮỊᾎᴾ



ᒣ⏣ࡉࢇࡣ㸽

     

ࠕ࣭࣭࣭ࠖ

ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ



࠾∗ᵝࡔࡗ࡚ ࢃࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡼࠖ

ࠕࡲ࠶ࠊὒᏊࡉࢇ㸟

ẰềὉὉὉὉᴾ






㹼ᒣ⏣ࡉࢇࢬ࣮࣒ LQэ83 ⏬ീࢫࢺࢵࣉ㸟㹼









㡢ࡣࡔࢇࡔࢇᑠࡉࡃ࡞ࡿ㹼



ᛮࢃࡎ∗ぶࡁࡘࡃゝ࠺ፉṆࡵධࡿࢣ࣐ࢿࠥ

ࠥ⪺࠸࡚࠸ࡓࢣ࣐ࢿ 



ᮏᙜ࠾㢪࠸ࡡ㸟ࠖ


㸦(1'㸧

㹼ୖグࡢፉࡢហ⑵ ㏵୰ ࡋࡻࡆ࡚ࡿ∗ぶࡢጼࡀࡪࡿ

ࠕ⣙᮰ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࡢࡼ ࡶ࠺ࡸࡵ࡚ࡼ⮬㌿㌴ࡣ࣭࣭࣭

ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ

ᚰ㓄࡞ࢇ࡛ࡍࡼ࣭࣭࣭ࠖ


 ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ







ࠥ❧ࡕୖࡀࡾ⾜ࡁࡅࡿ∗ࢆぢ࡚ ፉࠥ

 ࣭࣭࣭⚾ࡶᮏᙜ ࡇࡗࡕᖐࡗ࡚ࡃࡿࡲ࡛ࡀᮏᙜ

ࠕⰋࡗࡓ㸟࠾∗ࡉࢇ ࡸࡗศࡗ࡚ࡃࢀ࡚ࡼࡗࡓ

ፉ㸸ຍ⸨ὒᏊ

ࠥᐢࡋࡑ࠺㒊ᒇᡠࢁ࠺❧ࡕୖࡀᒣ⏣ࡉࢇᮏேࠥ





ࢣ࣐ࢿ ࡲࡔヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࠥ

ࠥᏳᚰࡋࡓፉ ࢣ࣐ࢿࡾ㏉ࡾ ࡲࡓヰࡋጞࡵࡿࠥ

ፉࡣ ࡑࢀࢆぢ࡚ࡶẼࡎ 



㻌

ࠥㄝ࡛᫂ࡁࡎ ゝ࠸ᾷࢇ࡛࠸ࡿ∗ぶ

 ࢣ࣐ࢿ㸸ᒣཱྀ ࡳ



㻌


















㻌

㻌

 

  ศ  ⛊
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㻌








㻝㻌

ᛮ࠸ᝎࢇࡔᜥᏊࡀᢸᙜࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ┦ㄯࡋࡓࡇࢁࠊ㝔ഃࢫࢱࢵࣇ
ࡢヰࡋྜ࠸ࡢሙࢆタࡅ࡚ࡃࢀࡓ࣭࣭࣭

ࢫࢺ࣮࣮ࣜ
⮬Ꮿ࡚ࠊ୍ேᬽࡽࡋࢆࡋ࡚࠸ࡓ▼㔝ᩥỤࡉࢇࠋ
㧗⾑ᅽࡢ᭹⸆ࡀᐃᮇ࡞ࡾయㄪࢆᔂࡋ▷ᮇධ㝔ࠊࡸࡀ࡚≧ࡀᨵၿࡋ࡚
ࡁࡓࡢ࡛ࡲࡶ࡞ࡃ㏥㝔࡞ࡗࡓࠋ 
ᐇࡢᜥᏊࡣ㏥㝔ᚋࠊ⮬ศࡓࡕኵ፬ࡢྠᒃࢆ່ࡵࡿࠋ
ࡋࡋᮏேࡣࠊධ㝔௨๓ࡢࡦࡾᬽࡽࡋᡠࡾࡓ࠸Ẽᣢࡕࡀᙉ࠸ࠋ

 ە㣗ࡢ㣗ᛀࢀࡸ㏻㝔ண⣙ࡢᛀࢀࠊࡲࡓ㔠㖹⟶⌮࡞ࡢࡶၥ㢟ࡶぢࡽࢀࡿࠋ

ධ㝔୰㸦㧗⾑ᅽࡢ᭹⸆ࡀᐃᮇ࡞ࡾయㄪࢆᔂࡋࡓࡓࡵ▷ᮇධ㝔୰㸧
 ᖺ๓ࣝࢶࣁ࣐࣮ᆺㄆ▱ࡢデ᩿ࢆཷࡅࡿࠊせㆤ 
ධ㝔๓ࡣ᭶  ᅇࡢ㝔ࡢእ᮶㐌  ࡢࢹࢧ࣮ࣅࢫ㏻ࡗ࡚࠸ࡓ
㞄⏫ᜥᏊኵ፬ࡀᬽࡽࡍ
᭱㏆ࠊࡶࡢᛀࢀࡶࡦࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ
ໃࡀ࠸ࡿሙࡔヰࡘ࠸࡚࠸ࡅࡎࠊΰࡍࡿࡋࠊ⮬ศࡢពぢࡀࡣࡗࡁࡾ
ゝ࠼࡞࠸ࡇࡀቑ࠼࡚ࡁࡓ
ە᭱㏆ⅆࡢጞᮎࡸࡩࢁࡢỈࡢṆࡵᛀࢀ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ

ە
ە
ە
ە
ە
ە


ͤ▼㔝ᩥỤ ே≀タᐃ

յ ᒣཱྀ ࡳ㸦ᅾᏯࡢࡁࡽࡢࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࠊ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࢆᣍ㞟ࡋࡓ㸧

մ ᕝᓮ ༓ᯞ㸦ධ㝔୰ࡢᢸᙜ┳ㆤᖌ㸧 

ճ すᒸ 㑻㸦㝔ࡢ┦ㄯဨ 06:㸧 

ղ ▼㔝 㸦㞄⏫ᬽࡽࡍᜥᏊ㸧 

ձ ▼㔝 ᩥỤ㸦 ṓ࣭ㄆ▱ࡢேᮏே㸧  

Ⓩሙே≀㸳ே



㸺♫⏕ά⠍㸼࠙
࠙㏥㝔ࡋ࡚
 ࡶࡢ୍ேᬽࡽࡋᡠࡾࡓ࠸࣭࣭࣭ࠚ

㻌

㻌



㻌



ࡸࡀ࡚ࠊࡑࡢᏊ౪ࡓࡕࡶᕢ❧ࡕ
















㻞㻌

ྠᒃࡋࡼ࠺ࡗ࡚ヰ࣭࣭࣭ࠖ

ࠕ࡞࠶ࠊẕࡉࢇ ࡇࡢ࠶࠸ࡔࡢヰࡋࡓࡌࡷ࡞࠸ࠊ

ᜥᏊ㸸▼㔝



ࡢヰࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ

 ᪥ࡣ㝔ᜥᏊࡉࢇࡀ᮶࡚ࠊ㏥㝔ᚋ࠺ࡍࡿ㸽

యㄪࡶᡠࡾ᮶㐌ࡣ㏥㝔࡛ࡍࠋ

▷ᮇධ㝔ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓ

ᩥỤࡉࢇࡣ㧗⾑ᅽࡢ⸆ࡢ㣧ࡳᛀࢀࡀቑ࠼ࠊయㄪࢆᔂࡋ

1$㸸

 㛗᳔Ꮚᗙࡾ ヰࡍ ぶᏊࠥ

ࠥ㝔ࡢᗯୗ ⾜ࡁ࠺ேࠎ

ᜥᏊ▼㔝 







㸦ࢩ࣮ࣥ㸸㝔ࡢᗯୗ  ㏥㝔㛫㏆ ᗯୗ࡛ヰࡍぶᏊ㸧



ㄪࢆᔂࡋ▷ᮇධ㝔ࠋ

ە᭹⸆ࡀᐃᮇ࡞ࡾయ

ࡣࠊ⮬Ꮿ࡛Ẽࡲࡲ࡞ࡦࡾᬽࡽࡋࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ዪᡭࡦࡘ࡛Ꮚ౪ࡓࡕࢆ⫱࡚ୖࡆࡲࡋࡓࠋ

⮬ەᏯ୍࡛ேᬽࡽࡋ
ە㊃ⲡⰼࢆ⫱࡚ࡿࡇ

▼㔝ᩥỤࡉࢇࡣࠊⱝ࠸㡭ࠊኵඛ❧ࡓࢀࠊ

ەせㆤ㸰

ࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦௨ୗ 1$㸧㸸

ݝ㹼ݞ

  㡢           ኌ



࣮࣐ࣁࢶࣝەᆺㄆ▱

▼㔝ᩥỤ㸦 ṓ㸧

ࢸࣟࢵࣉ

㻌

【グループワークDVDシナリオ②】
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㻌

㻌

䛭䛣䛷ᜥᏊ䛥䜣䛿䚸䜿䜰䝬䝛䝆䝱䞊䛻┦ㄯ䜢䛧䜎䛧䛯䚹㻌


ᢸᙜ┳ㆤᖌ







࡛ࡁࢀࡤࠊ௨๓ྠᵝ ࡦࡾᬽࡽࡋࡶྍ⬟ࡔ









㻟㻌







ఱࢆヰࡋ࡚࠸ࡓࡢಙ࡞⾲࡛࣭࣭ᜍࡿᜍࡿᗙࡿᮏேࠥ 

㻠㻌

᪥ࡣ ▼㔝ࡉࢇࡀࡶ࠺ࡍࡄ㏥㝔࡞ࡢ࡛

ࡶኵ࡛ࡍࡼࠋ

ࠕ࠾ᗙࡾࡃࡔࡉ࠸ࠊ▼㔝ࡉࢇࠊࡑࢇ࡞ᛧࡀࡽ࡞ࡃ࡚

06:㸸すᒸ㑻



ࠥࡳࢇ࡞ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢ࡚⚾ࡀ࠸࡞࠸ࡇࢁ࡛

ࠥ┳ㆤᖌࡀᮏேࢆ㐃ࢀ࡚ࡃࡿࠥ



㸦ࢩ࣮ࣥ㸱㸸㝔ࡢ┦ㄯᐊ࡚㸧࣭࣭࣭ẕぶᮏே ㆟ධࡿ

ࡉࡏࡿヂࡶ⾜࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ









࠼ࡓヰࡋྜ࠸ࡢሙࢆタᐃࡋ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

ࡇࡢࡲࡲࡦࡾᬽࡽࡋࢆ

≉ᚰ㓄࡞ࡢࡣⅆࡢጞᮎ࣭࣭࣭







ࡦࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ



 ࡓࡔ࣭࣭࣭ᜥᏊࡉࢇࡣ᭱㏆ࠊẕぶࡢࡶࡢᛀࢀࡀ



ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ



་ᖌࡽࡣ㐺ษ࡞᭹⸆⟶⌮㌿ಽࣜࢫࢡࡢᅇ㑊ࡀ

ᕝᓮ༓ᯞ

すᒸ㑻



 1$㸸

ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝

ࠕኵࡔࡼ࣭࣭ᐙᡠࢀࡤ୍ே࡛ࡶ࣭࣭ࠖ

▼㔝ᩥỤ㸸ᮏே





ฎ⨨ࡶ㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿࡓࡵࠊ㝔ഃࡢࢫࢱࢵࣇࡶ



ࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢᒣཱྀࡉࢇࡣࠊ㏥㝔ᚋࡣ་⒪ⓗ࡞

ࠕ࣭࣭࣭㸟㸽ࠖ



ࠕࡶ࠺ࡍࡄẕࡀ㏥㝔ࡢ㐠ࡧ࡞ࡾ ࡑࡇ࡛࣭࣭࣭ࠖ

1$

▼㔝ᩥỤ㸸ᮏே

ᜥᏊ





 ࠥ㟁ヰࡸࡾࡾࠥ

ࠕࡑࢇ࡞ࡇ✺↛ゝࢃࢀ࡚ࡶᅔࡿࡼ࣭࣭࣭ࠖ

ᢸᙜࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ
ᒣཱྀࡳ

ࠕࡶ࠺ᛀࢀࡕࡷࡗࡓࡢ㸟㸽 ࠖ

▼㔝ᩥỤ  ṓ㸧



1$㸸



 ᜥᏊ㸸▼㔝



㸦ࢩ࣮ࣥ㸰㸸㝔ࡢ┦ㄯᐊ࡚㸧࣭࣭࣭ẕぶᮏேࡣᅾ

㻌

ࠕྠᒃ㸽ࡑࢇ࡞ヰ࣭࣭ࡋࡓࡗࡅ㸽ࠖ

㻌

㻌

▼㔝ᩥỤ㸸ᮏே



㻌
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㻌

㻌

㻌







ࡼ࠺࡛ࡍࡡࠖ







㻡㻌

ࠕ⪺࠸࡚ࡲࡍࡼࠋ࠺ࡋ࡚ࡶఱᅇ㣧ࡳᛀࢀࡀ࠶ࡗࡓ

ࡗࡓ࣭࣭࣭




⪺࠸ࡓࡔࢁ㸽ࠖ



㻢㻌

ࠥẼࡾࡋ࡞࠸ ẕぶࢆぢ࡚ࠥ



 ࠕࡑ࠺ࡔࡗࡅ࣭࣭࣭ྠᒃࡡ࠼ࠖ

▼㔝ᩥỤ㸸ᮏே



ࢣ࣐ࢿ㸸ᒣཱྀࡳ





ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡀ࣭࣭࣭ࠖ



ᮅࠊࠊኪศࡅࡓ⸆ࢣ࣮ࢫ࡛᭹⏝ࡍࡿࡼ࠺

ࠕࡣ࠸ࠊෆ᭹ࡣࡈ⮬㌟ࡀ㣧ࡳᛀࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ

1V㸸ᕝᓮ༓ᯞ

 ࠕࡇࡢ๓ࠊನࡓࡕኵ፬୍⥴ᬽࡽࡉ࡞࠸ࡗ࡚

ᜥᏊ㸸▼㔝





ࠥ┳ㆤᖌࠊ┳ㆤグ㘓ࢆぢ࡞ࡀࡽࠥ







ࡲࡍࡀ࣭࣭ࡑࡢࠊ᭱㏆ࡢ▼㔝ࡉࢇࡢࡈᵝᏊࡣ㸽ࠖ

ࠕྠᒃ㸽࣭࣭ࠖ

ࢺࣞ⾜ࡃ㝿ࠊ㌿ಽࡋࡑ࠺࡞ࡗࡓࡇࡣ⪺࠸࡚

ࠕᕝᓮࡉࢇࠊ୍᪥࡛ࡍ㸽▼㔝ࡉࢇࡀ࣋ࢵࢻࡽ

ఱᅇෆ᭹ࡢ㣧ࡳᛀࢀࡀ࠶





ྠᒃࢆ່ࡵ࡚࠾ࡽࢀࡿࡼ࠺࡛ࡍࡡࠋࠖ

 ▼㔝ᩥỤ㸸ᮏே



06:㸸すᒸ㑻



ࠥすᒸ 06:ࠊᕝᓮ 16 ࡢ࠺ࢆぢ࡚ࠥ



06:㸸すᒸ㑻
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⑶ モデル研修
①実施概要
研修カリキュラムの検討および研修教材の作成が⼀定程度進⾏した状況で、研修実施側と受講者側
それぞれからの評価を⾏うため、モデル研修を 2 会場で実施した。概要は以下の通りである。
柏会場

岡⼭会場

⽇程

1 ⽉ 25 ⽇（⾦） 18:30~20:10

2 ⽉ 17 ⽇（⽇） 13:00~16:00

会場

国⽴がん研究センター東病院

岡⼭⼤学病院

❶講義（本⼈インタビュー動画あり）

❶講義（本⼈インタビュー動画あり）

❷グループワーク（⽇常⽣活編)

❷グループワーク⑴

⽇常⽣活編

❸グループワーク⑵

社会⽣活編

カリキュラム

講師

⼩川委員⻑

⼩川委員⻑

（稲葉委員、三浦委員、⽔島委員）

（稲葉委員、寺⽥委員、⽔島委員 他）

25 ⼈

31 ⼈

受講者

▶ 医師 3、看護師 20、その他 2

▶医師 1、看護師 17、介護職 1
ケアマネジャー 5、相談職 2、
その他 5

②受講者アンケート
モデル研修では、受講者アンケートにご協⼒を頂き、研修プログラムの評価や教材等にかかるご意⾒な
どを頂いた。各会場で頂いた意⾒は、教材の最終的な調整において可能なものは反映させた。
次ページ以降、アンケート結果を整理する。
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②-1 研修プログラムの評価
（1/25 柏会場）
強く
そう思う

まあまあ
そう思う

どちらとも
⾔えない

あまり
思わない

全く
思わない

1-1 今回のプログラムに満⾜している

20.0%

64.0%

12.0%

0.0%

0.0%

1-2 ガイドラインを理解する上で、この
プログラムは役に⽴った

28.0

64.0

8.0

0.0

0.0

1-3 他の⽀援者にも、実践する前に、
このプログラムを受けることを勧める

28.0

64.0

8.0

0.0

0.0

2-1 今回のプログラムで、ガイドラインの
内容を理解できた

20.0

64.0

12.0

4.0

0.0

2-2 今回のプログラムで、ガイドラインに
沿った⽀援の進め⽅を理解できた

16.0

68.0

16.0

0.0

0.0

3-1 今回のプログラムは、私の疑問に
すべて答えてくれた

4.0

32.0

60.0

4.0

0.0

3-2 今回のプログラムで、聞きたい、確
認したいことはすべて聞くことができた

4.0

28.0

64.0

4.0

0.0

強く
そう思う

まあまあ
そう思う

どちらとも
⾔えない

あまり
思わない

全く
思わない

1-1 今回のプログラムに満⾜している

29.0%

67.7%

0.0%

0.0%

0.0%

1-2 ガイドラインを理解する上で、この
プログラムは役に⽴った

48.4

48.4

0.0

0.0

0.0

1-3 他の⽀援者にも、実践する前に、
このプログラムを受けることを勧める

51.6

41.9

3.2

0.0

0.0

2-1 今回のプログラムで、ガイドラインの
内容を理解できた

22.6

74.2

3.2

0.0

0.0

2-2 今回のプログラムで、ガイドラインに
沿った⽀援の進め⽅を理解できた

22.6

77.4

0.0

0.0

0.0

3-1 今回のプログラムは、私の疑問に
すべて答えてくれた

3.2

58.1

35.5

3.2

0.0

3-2 今回のプログラムで、聞きたい、確
認したいことはすべて聞くことができた

6.5

61.3

32.3

0.0

0.0

プログラム評価の基本的な項⽬
プログラムの有⽤性
理解度
プロセス

（2/17 岡⼭会場）
プログラム評価の基本的な項⽬
プログラムの有⽤性
理解度
プロセス
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②-2 研修プログラムに関する意⾒
（1/25 柏会場）
❶プログラムの構成について
充実していたと思う。
講義がかけ⾜だったが、グループワークは⼗分時間を確保できた
今⽇は短縮した内容だったので、本来の時間配分であれば良いと思います。
配分はよいと思います
講義の内容をふまえ、DVD 視聴。ディスカッションの時間も⼗分であった。
ビデオと講義と GW のバランスはよかった。60 分程度が適当かと思います。
講義時間を⻑くして、詳細な内容を講義いただきたい。
分厚い資料の中でわかりやすく、重要な部分を説明していただけてよかったです。
⾔葉の定義⼀つを読み込む時間がもう少しほしい。
今回はかけ⾜でしたが、もう少しゆっくり進めていただいた⽅が個⼈的にはわかりやすいと感じました。
余裕をもって聞ける講義スピードでした。
GW の発表と解説に時間ととっていただき、理解を深めたかった。
もう少し GW の時間があるとよい。
講義は抽象的な内容が多いため、症例提⽰、具体的内容等が多い⽅が、効率がいいかもしれません。
要点がはっきりして分かりやすかった。
内容をもっと詳しくしてもよいので、時間をかけても良いと思いました。
今回は、時間がなかったと思いますが…重要ポイントとなる部分（プロセスのところとか）は、⻑めに説明
してくれるとわかりやすいかもしれません。
グループワークが予定より短く、もう少しあった⽅がよい。
講義が早⾜だったので、もう少しゆっくりしてほしいです。
全体的に早⾜で進んだので、もう少しじっくり考えられるとよい。
予定通りであれば適切（45 分×２）（本⽇は短かったので）

❷理解の難しかった項⽬や内容
抽象的な話題からスタートせざるを得ないため、理解が難しかった。
早期からの⽀援“認知症軽度の段階”のところで、“軽度”と判断するのが難しいのではと思った。
最初のビデオの⽅が⾮常に流暢でおどろいた。現実的な設定なのだろうか。
講義時間を⻑くして、詳細な内容を講義いただきたい。
ディスカッションする際に、何か講義内容のまとめ、フロー︖（とても⼤切な要素が多いので）のようなもの
があると、振り返り（思考整理されやすい）が進むと思いました。全ての要素が⼤切だと思うのですが、講
義だけでまとめるのが難しかった。
4 つの観点からの意思決定能⼒推定に関して、「⾃分のこととして認識しているか」をどのように判断する
か、医療者視点での基準や例があると、より理解しやすいように思いました。
内容的意思決定の要素について、⼗分に理解し、すでに意思決定⽀援の経験があった⽅が、“認知症
を併存した場合”の意思決定⽀援について習熟しやすいように思いました。その意味でカリキュラムの対象
のセレクションが重要かと感じました。
GW にファシリテーターがいるとよかったと思う。
⽤語の説明が多かった。プログラムの中間で⼩まとめみたいなものがあると、理解しやすいかもしれない。
意思決定のプロセスを評価する具体事案があると理解しやすい。
資料、具体的にどうするのか。
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❸不適切と思う項⽬や表現など
DVD の⾔葉にならない部分がわかりにくかった。
「認知症の⼈」⇒「認知機能低下がある場合の」（理由︓診断がついていない⼈への⽀援も必要）
スライド 32、⾔葉の解釈が難しい。

❹追加した⽅が良いと思う項⽬や内容
・ガイドライン策定の背景、講義内容の出展
意思表明⽀援の具体について
“保たれている認知能⼒”について、いくつか例があると良いかなと思いました。例えば、短期記憶障害があ
るがメモをつけることはできる、などどうでしょうか。
認知症のロールプレイを⾏うのはどうでしょうか。患者の理解を深めるために必要かと思いました。
家族に関する説明はもう少しあると、事例の“家族の反応”をもう少し理解深まるかもしれない。
視覚聴覚への配慮。

❺ガイドラインや研修に関する意⾒
今後、認知症の⽅と関わる際に、活⽤していきたいと思う。
最初のビデオはケアマネを通して、第三者としてどう関わるかということを考えさせたいのが少しとまどった。ビ
デオはよかった。
ビデオの GW「⽀援の中で」-ビデオが意思決定⽀援の場⾯なのかがよくわからなかった。たとえばケアマネ
ジャーの⽴場で答えて下さいやあなたならどう声かけしますか。
DVD、具体的に想像できわかりやすかったです。（⾝近にあるあるとイメージが進みました）
家族と本⼈との関係性を理解するおとの難しさをいつも感じています。
興味があり、実際に臨床でもよく経験することも多いため、また機会があれば研修などに参加したい。
個別性が⾼い対応を要求される分野だと思いますので、頑張って下さい。
楽しかったです。事例については、TV やドキュメント等も⾏われている時代であり、そのような事例を⾒て
も、クオリティが⾼くなるかとも思いました。ありがとうございました。
ビデオでの事例を⽤いる GW は良かったです。紙⾯での事例より話し合いがスムーズでした。
背景や⽬的を理解して活⽤することが⼤切なことだと思いました。
具体的にどうするのか。記録どこまで、どのように記載するのか、少しイメージがつきにくい。
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（2/17 岡⼭会場）
❶プログラムの構成について
トリガーとなる動画は共有となり有⽤
時間配分はまずまずだと思う。講義部分の情報量が多いので、もう少し時間をかけてもよかったのではな
いかと思います。
グループワークで他職種の⽅と話し合いができ、いろいろな意⾒を聞けたので良かったです。時間配分も良
かったです。
GW の時間は 25〜30 程度で問題なかったと思います。グループメンバーのアイスブレイクのための時間が
あれば GW にもっと⼊り易かったと思います
時間配分はよかった。GW の時間が少ないと思ったのですが、もっと⻑いと疲れると思いました。
3 時間の研修で意思決定⽀援全般を理解するのは難しいのではないかと感じた。ガイドラインを理解する
ことが重要
治療等の意思決定なども加えてほしい。病院での場⾯（急性期）。時間はよい
⻑すぎず集中を保てると思います。研修の時間によっては 2 時間程度でも。内容理解の１部がやや⻑め
とも思いまいしたが、初⾒の⼈には必要かもしれません。GW は慣れれば、２つ⽬の GW は短くても⼤丈
夫でしょうか。
もう少しグループワークの時間が⻑くてもいいと思った。退院前⽀援の病院側の意⾒、在宅⽀援をしてい
る側の意⾒をもっと交換したかった。⾃由に話したかった。
時間の割に検討項⽬が多い
３時間は⻑いかなと思っていましたが、終わってみると意外に早く感じました
ガイドラインの説明はゆっくりしてもらったが、こちらの理解がついていかない感じあり。ガイドラインの⽬次を
⽰してこの流れでいく旨ひとことあると、どこをしているのかが分かるので安⼼するのではないか。DVD など分
かり易かった。流れはよいと思う。
良かった。勉強になりました。
だいたい良いが事例はあまりかぶらないように、MCI、重度、独居で困難とかあってもいいのでは。
GW の⼈数、時間がちょうどよかった。話し合うテーマ（項⽬）も明確であったので、話を進めやすかった。
講義が１時間では難しい。ガイドラインの⼤枠のイメージは持てたが、細部がもう少し。
ガイドラインの内容が具体的に聞ければよかった。時間はよい
丁度良い時間であったと思います。DVD を⽤いた⼿法で GW もしやすかったです。
グループメンバーが 6 ⼈ということで話しやすく、メンバー全員が発⾔しやすくよかったと思います

❷理解の難しかった項⽬や内容
理解する⼒、認識する⼒の具体的な引き出し⽅
全体的に全てを理解することは難しく、実際の事例を通して⾃分が考え、理解を深めていけば⼤丈夫だ
と思いました。
これまでに倫理研究会研修会で意思決定⽀援について研修を受けているため、ある程度理解できた
が、初めて受けるには理解しにくいのではないだろうか
理解難しい項⽬は特になかった
DVD１で⽀援のプロセスは同時進⾏と意⾒あり。１回では難しいが回数が増えると理解が深まると思う
考え⽅、プロセスをもってかみ砕いてやってもいいと思う
事前にガイドラインを⾒ていなかった、事前学習が必要だったと思う。今後、事前学習として提⽰または講
義に⼊れる（ガイドラインを⾒ながら聞く）
⽀援の⽅法、⾔葉かけなど実践の場で⾏えているか、⾃分⾃⾝振り返るきっかけになりました。
他のガイドラインとのすみわけ、最終的には理解できました。
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❸不適切と思う項⽬や表現など
社会⽣活の事例については、退院⽀援・調整はどの職種も⼊院〜退院までされていると思います。⼀部
出来ていないところもありますが。
DVD で MSW が転倒予防にヘルパーを活⽤︔表現は専⾨職として誤った発⾔だと思う

❹追加した⽅が良いと思う項⽬や内容
家族込みの意思決定⽀援
意思決定を阻害する要因は何か。も⼊っていればと思った
家族への⽀援、アプローチ。認知機能の程度別
DVD での GW には、後でよい事例の DVD があった⽅がより分かり易い。視覚で⼊る情報は分かり易
い。事例がもう⼀つあってもよい
職種別、⽴場（病院、施設、在宅）などで分かれて実施するのも効果的かも
ジレンマが起きた場合のすり合わせについて、もう少し触れてほしい（意思決定のプロセスの中で）。記
録のとり⽅をもう少し具体的に知りたい。

❺ガイドラインや研修に関する意⾒
何度も同じような研修会を開催して欲しいです。
今後も意思決定⽀援について、学んでいこうと思いました。ありがとうございました。
意思決定のプロセスがよく分かりました。「難しい」というイメージが少しやわらぎました。
DVD が⾝近な内容で GW に⼊り易かった
意思決定⽀援ガイドラインの勉強・検討会をしていく中で「意思決定」の検討会のはずが、問題解決の
ための検討会になってしまいがちと感じた
ガイドラインだけでは理解できない点もあったため、解説や動画を⾒ながら進められていくことでとても分か
りやすかった
事例は初期の⽅というイメージで拝⾒しました。重度の⽅よりも問題提起がしやすいためかとも思いまし
た。（本⼈の意思をなぜ確認しないのか、という点を際⽴たせるため）総合病院を退院するイメージのた
め、医師の在宅移⾏可と、もの忘れの評価の視点が抜けているのもリアルではありましたが、単価精神科
での重症例になる前の空⽩期間からの⽀援を充実させるという点かと感想を持ちました。
実際はもっと困難ケースの場合の意思決定に悩むことが多いと思います。複合的課題がある場合（ガイ
ドラインの GW に適さないかもしれませんが)現場ではものすごく悩んでいます。
認知症の⽅の軽度、中等度に分けて意思決定⽀援をしていけば良いのかが、考えられる GW があって
もよいと思いました。
多職種、様々な職場(⽴場)の⼈と話しをすることで、⾃分にない視点を得ることができ良い機会だった。
⽇々、⽴ち⽌まり、本⼈が中⼼か、確認し、ガイドラインを聞いています。認知症の⼈に関わる⼈だけで
なく、多くの⼈にガイドラインを知ってほしいと思います。
本⼈の声を研修冒頭に聞けたのがよかった。
意思形成、表明、実現と分けて考えてなかったので、必要と感じた
GW は多職種でする⽅がよい（今回はもちろんよかった）。⽇常⽣活、社会⽣活に分けた GW はよい
事例のまとめ（簡単なもの）を配布するとよいかも。１つの考え⽅の例として後で振り返りがしやすい。
事例のときについ実現に向けて考えてしまうので、プロセスをもっと意識して出来るような⽤紙で進められる
と助かります。
地域の集まりなどで活⽤できるようなリーフレットあればもっと広めていくことができるのではと感じました。
ACP との関係性について市⺠レベルの啓発段階で市⺠は混乱しないでしょうか。
事例等を積み重ねていきたいと思います
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Ⅲ ⽀援事例集
⑴ 事例収集の経過
研修教材の作成に並んで、事業では意思決定⽀援の事例を多く紹介することを⽬的に事例集の作成を
試⾏した。
事業内に設置された全体委員会の委員に、事例記載⽤の様式を提供の上、可能な限りの事例の提供
を依頼し、⼀定期間内に 13 事例が収集された。もっとも、意思決定⽀援に関する事例は、個別性が⾼く、
情報量も多いため、そのままの整理・掲載については個⼈情報管理の観点からも難しく、ガイドライン研修に
おけるグループワークでの利活⽤なども視野に⼊れた内容のアレンジを⾏うこととした。
収集された全ての事例について、同様の作業を⾏うには⾄らなかったが、⽇常⽣活の場⾯、社会⽣活の
場⾯それぞれについて、⼀定程度の紹介事例として情報や表現の調整を⾏った。
（収集事例の概要）
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（事例収集様式）
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⑵ 意思決定⽀援事例について
以下、収集した事例をベースに情報を加除修正の上、“事例集と問い”の形式で整理したものを⽰す。

意思決定⽀援に関する事例集と問いについて
本事例集と問いは、本事業⽬的、すなわち、認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活の意思決定
⽀援のガイドラインを使っていくための研修⽤に作られたものです。
したがって、事例は、関係者から提出された実際の事例を担当者によって、研修において使⽤
するために、加除をして、加⼯されたものです。
ここでは、事例が⽰され、グループワーク等をするための問いが提⽰されています。
皆さんで、事例を読んで、上記ガイドラインに⽴ち戻りながら、問いを考えてみてください。

事例 1

⽇常⽣活（退服薬、⾷事、病院受診⽀援、⾦銭管理について）

事例 2

⽇常⽣活（⾃宅内でのトイレ使⽤について）

事例 3

⽇常⽣活（掃除や⼊浴）

事例 4

社会⽣活（退院後の⽣活について）

事例 5

社会⽣活（在宅から⼊所・⼊院）

事例 6

社会⽣活（⾃宅での療養）

事例 7

社会⽣活（介護サービス利⽤）

事例 8

社会⽣活（在宅からの⼊所・⼊院②）
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事例 1

⽇常⽣活（退服薬、⾷事、病院受診⽀援、⾦銭管理について）

事例の基本情報
●本⼈ 78 歳、⼥性、⾃宅で夫と独居、他に⻑男がいる。
●⽀援者 認知症初期集中⽀援チーム（認知症サポート医、社会福祉⼠、施設⻑、看護師、介護福
祉⼠、ケアマネジャー、地域包括⽀援センター職員）、かかりつけ医師（神経内科）
事例の概要
◉かかりつけ医から⽀援チームに相談がある。
◉⽣活課題を評価してから、本⼈と家族から聞き取りをする。
◉⽣活課題（服薬、⾷事、病院受診⽀援、⾦銭管理）をについて家族に説明して協⼒を依頼し、家
族が病院の受診を勧めても本⼈の拒否がある。
◉看護師が定期訪問（服薬、⾎圧当の体調確認）、受診⽀援を通じて、顔なじみの関係を築く。
◉サービス利⽤に関して本⼈の事前意思を確認するが、その時々の気分で、利⽤に関わる意思が変わ
る。症状の進⾏（怒りっぽさ、同じ話の繰り返し）があり、夫らはデイサービス等を利⽤させたいが、もと
もと本⼈は家族内での⽴ち位置が強く、家族の⾔うことを聞かずに怒る。家族は、本⼈の⽀援を望む
が、積極的な関わりがない。
問い
⑴ 本⼈・家族と関わる中で、家族が⽀援に前向きになるようにするためには、どうすればいいのか。
⑵ 本⼈の意思がその時々で変わることには、どのように対応すればいいのか。
⑶ 主治医と、認知症初期集中⽀援チームとの協⼒関係はどのように構築するのか。
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事例 2

⽇常⽣活（⾃宅内でのトイレ使⽤について）

事例の基本情報
●本⼈ 80 代半ば、男性、⾃宅で独居 認知症⾃⽴度Ⅲ、意思決定に関わる家族・親族はいない。
●⽀援者 デイサービス職員
事例の概要
◉⼀軒家の 2 階で⽣活・就寝しており、トイレ使⽤の際は、階下の 1 階まで降りなければならない。
◉ADL は⽐較的良好であるが、階段昇降は、四つん這いの状態で⾏わなければならない。
◉本⼈に問うと、「めんどくさい」という認識で、就寝時間帯は、独⾃で⼯夫した尿瓶を利⽤していことが分
かった。
◉デイサービス職員と、本⼈との関係は良好である。
問い
⑴ この事例でサービス担当者会議が開けた場合、どのような配慮が必要と考えるか。
⑵ 担当者会議では、ポータブルトイレの導⼊が、本⼈のために適切だという意⾒が出た際に、本⼈の意思を
尊重しながら、本⼈にとって適切な⽅法を理解していただくために、注意しなければならないことは何か。
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事例 3

⽇常⽣活（掃除や⼊浴）

事例の基本情報
●本⼈ 82 歳、独居、認知症⾃⽴度Ⅲ、近隣に妹がいる。週に 2〜3 回訪問。
●⽀援者 地域住⺠、地域包括⽀援センター職員イサービス職員
事例の概要
◉地域住⺠（⾏政協⼒員）から、独居で気になる⼈がいると、地域包括⽀援センターに連絡がある。
◉地域住⺠とセンター職員で⾃宅を訪問する。
◉これにより、本⼈は、病院受診をされていないこと、介護保険申請もしていなかったこと、介護保険サー
ビスの提供が必要なこと（掃除が⾏き届いていないこと、本⼈は⼊浴をしていなかったことなど）など、
⽣活課題が判明した。
◉本⼈は、何か決定したり、選択する際に、妹さんに判断を委ねる傾向にあった。
問い
⑴ 本事例は地域住⺠の⽅が⽇常的な⾒守りに関わっていただいていた事例であるが、専⾨職と地域住⺠
の⽅が共同して、本⼈の意思決定⽀援する際にどのような点に留意すべきか。
⑵ 妹さんに判断を委ねる傾向のある本⼈の意思決定を⽀援する場合、本⼈と、妹さんにどのような点に配
慮をして⽀援をすることが適切であろうか。
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事例 4

社会⽣活（退院後の⽣活について）

事例の基本情報
●本⼈ 70 代後半、⼥性、⾃宅で独居していたが、熱中症で⼊院。意思決定に関わる家族や親族は
いない。
●⽀援者 主治医、ケアマネジャー、本⼈の友⼈、地域包括⽀援センター職員
事例の概要
◉本⼈が⾃宅で、熱中症で倒れているところを、訪ねてきた知⼈が発⾒し、通報され、緊急搬送された。
１週間程度の⼊院で退院の運びとなったが、主治医は、3 度⽬の救急搬送であったことから、⾃宅に
帰るのは無理であると判断したことから、地域包括センターに連絡があった。
◉退院後の⽣活について、ケア会議が実施される。
◉主治医を含む専⾨家との会議では、本⼈は、提案された施設⼊所や福祉サービスについて、肯定も否
定も表明がなく、拒否がないことで、施設⼊所（ショートステイ）が進められそうになった。
◉しかし、より本⼈の意思を丁寧に聞き取る必要性を考え、本⼈が望む⻑い付き合いの友⼈も同席して
会議が実施された。その結果、本⼈が⾃分の意思を表明し、在宅の希望が明確になった。
問い
⑴ 本⼈が⾃分の意思を表明できていないと考えられる時には、どのような配慮が必要でしょうか。
⑵ 知⼈・友⼈を含めてケア会議を開く場合には、どのような点に配慮すべきでしょうか。
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事例 5

社会⽣活（在宅から⼊所・⼊院）

事例の基本情報
●本⼈ 88 歳、⼥性、⾃宅で夫死亡後、70 歳以降は、⻑男（単⾝）と同居している。
●⽀援者 主治医、ケアマネジャー、⻑男、地域包括⽀援センター職員
事例の概要
◉85 歳時に、物取られたと訴え、警察に頻繁に電話がある。
◉87 歳時に認知症と診断され、治療開始。要介護 1 の認定、ヘルパーを利⽤し、デイサービス、ショート
ステイを利⽤。
◉88 歳になって、⽇常⽣活上、家事（買い物、料理、洗濯など）が困難に。それに伴い、被害妄想が
増悪し、妄想的な発⾔を⾔い募ることで、⻑男が暴⼒を振るうことがある。
◉本⼈は、「（息⼦に）殴られた」ということもあるが、「近所の〇〇さんに殴られた」ということもある。また、
本⼈に施設⼊所を勧めるが、「家がいい」という。
◉そこで、意思決定⽀援会議を開くことになった。
問い
⑴ ⻑男さんにどのように関わっていくのか。
⑵ 本⼈の希望は在宅⽣活の継続で⼀貫している場合に、どのように接することが適切であるか。
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事例 6

社会⽣活（⾃宅での療養）

事例の基本情報
●本⼈ 93 歳、⼥性、独居 認知症⾃⽴度Ⅲ、近くに、甥（後⾒⼈）・姪がいる。
●⽀援者

甥、姪、ケアマネジャー、地域包括⽀援センター職員、在宅医、訪問看護管理者、訪問看
護の責任者

事例の概要
◉2 年前 ケア導⼊時に、訪問看護の責任者として、本⼈の意思を確認する。それによれば、「本当は信
頼できる⼈と⼀緒に住めればいいが、夫は亡くなったので、独居の⽣活をしたい。いつも仏壇に向けて夫
と話しをしているので、この家から離れられない」
◉2 年後に認知機能が悪化して、脱⽔で緊急⼊院する。病院内で、暴⾔等があったほか、チューブ類の
⾃⼰抜去等があり、後⾒⼈の甥が、本⼈の「住み慣れた⾃宅に戻り、最期まで⾃宅にいたい」という意
思を確認して、甥、姪、ケアマネジャー、地域包括⽀援センター職員 在宅医、訪問看護管理者が病
院に集まって、本⼈の意思を共有して、⾃宅療養の継続に向けて、調整をした
問い
⑴ 本事例では、⾃宅療養を選択しているが、仮に、⾃宅療養中に、認知症の⾏動・⼼理症状が増悪
（ヘルパーに暴⼒を振るうという場合）した場合は、どのように対処すべきか。
⑵ 本⼈の⾷事摂取量が低下するなどの事態について、関係者で情報を共有して、本⼈の意思を尊重しな
がら⽅針決定する場合に、留意すべきことは何か。

- 48 -

事例 7

社会⽣活（介護サービス利⽤）

事例の基本情報
●本⼈ 85 歳、⼥性、軽度の認知症が疑われる。
●⽀援者 同居の夫
事例の概要
◉もの忘れに気づき始めた家族（夫）が、本⼈の相談のためケアマネジャーと会ってきた。しかし、本⼈は
⾯会に拒否的であった。
◉なんとか介護認定調査を受けたが、主として夫が話していた。
◉ケアマネジャーが訪問するなかで、本⼈と会い、福祉サービスの利⽤意思を確認した。
◉ケアマネジャーが本⼈と会う中で、サービス利⽤については拒否をした。⼀⽅、夫に対する対応の不満も
述べた。
◉夫は、本⼈が述べた意思に対して、⾮常に驚いていた。
問い
⑴ 本⼈が関係性を作る事に拒否的で、家族を含めた⾯談が中⼼になるときに、本⼈の意思を確認する上
で注意をする点はどのようなものがあるか
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事例 8

社会⽣活（在宅から⼊所・⼊院②）

事例の基本情報
●本⼈ 90 歳、男性、⻑男と 2 ⼈で同居。
●⽀援者 ⻑男（働いておらず、本⼈の年⾦で暮らしている）
事例の概要
◉認知症が疑われるが、費⽤がかかることで受診への抵抗がある。
◉認知症初期集中⽀援チームの介⼊、助⾔を得て、保健センターの保健師や地域包括⽀援センターの
社会福祉⼠が本⼈の意向を主治医に伝えながら調整をした。
◉施設等の⾒学をしつつ意向を調整し、最終的に⼊所に⾄った
問い
⑴ 多職種で⽀援をする場合に、本⼈への接触の密度が偏ることがあるが、そのような場合に、情報の共有
でどのような点に注意をするべきか。
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Ⅳ 考察・今後の課題
⑴ ガイドライン普及啓発に向けて
平成 29 年度の⽼健事業の成果として、本ガイドラインの原案が事業の成果として提出され、厚⽣労働省に
おいて、パブリックコメントを実施後、平成 30 年 6 ⽉ 「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定
⽀援のガイドライン」 として発出され、全国に伝達された。
本ガイドラインを普及することは、平成 29 年の⽼⼈保健健康増進等事業においても課題として指摘されてい
る。そのために、平成 30 年度の事業としては事業計画に則って、
①モデル研修を試⾏し、本ガイドラインを実施するためのプログラム（研修プログラム）具体的には、(既存
の専⾨職向け研修等への)組み込み型（約 10 分程度のもの）と、独⽴実施型（約半⽇・３時間
程度のもの）を作成した。
②今後の研修のために、事例（⽀援事例）集を作成した。

研修プログラムは、
①意思決定⽀援の必要な場に気づくことができることを⽬標として 「ガイドラインの解説」（主に組み込み
型研修において利⽤）、「認知症の⼈の語りのビデオ」を作成した。
②⽇常⽣活の事例を踏まえて、本⼈の段階に応じた適切な⽀援ができることを⽬標として、「導⼊講義」
と「⽇常⽣活における意思決定⽀援に関する事例の DVD」を作成した。
③社会⽣活の事例を踏まえた、多職種で検討し、⽀援に関する記録を残すことを⽬標として、「導⼊講
義」と「社会⽣活における意思決定⽀援に関する事例の DVD」を作成した。
⽀援事例集は、典型的な⽇常⽣活の事例 3 例と、社会⽣活の事例 5 例を作成すると同時に、これを模擬
事例検討会に使えるように、問いを⽤意した。
以上については、DVD と報告書として成果報告されている。
以上の研修プログラムには、全体委員による指摘、アンケート調査を踏まえて、本⽂だけでない、実施⽅法に
ついてのコメントが別途⽤意されており、更に、岡⼭でのモデル研修の様⼦は、簡単な実施様⼦のビデオが⽤意
されている（なお、このビデオは、広く公開されることを前提としているものではなく、研修実施者(企画⽴案・講
師等)の参考に作成されたものである）。

⑵ ガイドライン研修の実施にあたって
組み込み型研修プログラムは、本ガイドラインの周知と基本的な考え⽅を⽰すものとして、独⽴実施型研修
プログラムは、上記のような⽬的として利⽤されることが期待される。
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⑶ 今後の課題について
①研修プログラムの課題
研修プログラムの核となるビデオは、⽇常⽣活上の⽀援の事例としてより多くの状況設定の事例のもとでの
複数のビデオが必要である（本年度は、「近くのホームセンターに⾃転⾞で⾏くこと」を状況設定したが、より、
⽇常⽣活に近い事例を作成する必要がある。）。
同様、社会⽣活上の⽀援になるものも多様な状況設定のものでの複数のビデオが必要である（本年度
は、「退院⽀援における意思決定⽀援」が状況設定されているが、介護保険サービスの導⼊や、施設⼊居
等の、多様な状況設定が望ましい）。
これと並んで、意思決定⽀援者は幅広い職種が想定されているので、職種に応じた典型的な状況設定に
基づくビデオが必要である。
②研修プログラムの実施上の課題
本プログラムは、本プログラムの作成に関わった専⾨家が実施し、上記のように、その⼀部は反訳され、更
にビデオとして残されているが、研修実施者(企画⽴案担当者・講師等)のための研修や、研修実施のための
マニュアルは必要と考えられる。
③研修プログラムの普及に関する課題
本研修プログラムを実施して、今後に引き継ぐためには、次のような点の検討が必要である。
❶研修プログラムを実施した地域での研修実施状況（満⾜度調査等）の検討が必要である。
❷研修プログラム実施後に、研修を受けた受講者をターゲットとして、研修で受けた結果を実施するに
あたり、どのような困難に直⾯しているのかを調査・検討が必要である。
その他、本ガイドラインの普及のための⽅策としては、次のような点の検討が必要である。
❶ガイドラインを実臨床で実施するための、⽐較的簡単なガイドラインに基づくチェックリストや、ヒント集
が必要である。
❷記録の書き⽅についてのプログラムが必要である。
本ガイドラインでは、「記録」の重要性が指摘されており、振り返るためにも、モデル記録や、記録の
作成時の注意点が⽰される必要がある。
❸記録の保管や、関係者の情報の扱い等に関するルールの共有が必要である。
本⼈の意思決定⽀援のための情報は、⼤変機微性の⾼い事柄に及ぶ場合がある（個⼈情報
保護法上の「要配慮個⼈情報」にあたる場合もあり得る）のであって、このような情報を扱う意思決
定⽀援者の記録に関するルールや注意点が今後の展開のために必要である。
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資料編
▶ 認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン
（パブリックコメント実施後

H30.6.7）

▶ 全体委員会(全 2 回) および 作業部会(全 3 回) の会議録短縮版
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̐ Ϊχϧϱटࢭ 
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ฯࠦਕɽ
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ࡏخຌదߡ͓๏ΝࣖͤͲɼຌਕқࢧ݀ఈྙ͗ܿ͜ͱ͏Ζɼ͏ΚΑΖʰେ
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ᶙ ͺͣΌͶ 
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ʬٯᾦʭຌਕқࢧ݀ఈྙͶͯ͏ͱқࣆߴΝ͝ܟΖɽ
 ຌਕқࢧ݀ఈྙͺߨҟ಼༲ͶΓΕ૮ଲదͶஇ͠ΗΖɽೖਫ਼ʀऀճਫ਼қ
ࢧ݀ఈͺଡزͶΚͪΕɼમ݃Վ͗ܲඏ͵͖ΔɼຌਕͶͳͮͱݡգͤ͟
͞ͳͲ͘͵͏॑͵Ӫ͗ڻਫ਼ͥΖΉͲ͍Ζɽ
 қࢧ݀ఈྙͺɼ͍Ζ͖͵͏͖ͳ͏್͑ंҲదͲͺ͵͚ʤ࿊କྖʥɼஊదʀશ࣏
దͶఁݰʀࣨ͠Ηͱ͏͚ɽ
 қࢧ݀ఈྙͺɼஎয়ସͫ͜Ͳͺ͵͚ɼऀճৼཀྵదʀڧదʀҫָਐରదō
ਈదʀਈָܨదয়ସͶΓͮͱรԿͤΖͲɼΓΕஎਕ͗݀ΌΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ
͑Ͷɼଚྙഓྂ͗චགྷͳ͵Ζɽ









ʬٯᾣʭຌΪχϧϱͲͺɼʰқࢧʱͳ͏͑ݶཁͲɼқɼમʤΊʥΝනͤݳΖ͞ͳ͗
͍Ζɽ
ʬٯᾤʭຌਕͶқࢧ݀ఈྙ͗ఁԾ͢ͱ͏ΖͶɼຌਕՃ؏ɼ݊߃؏Ώਫ਼ྼΝಁΉ͓
ͱɼ͢ຌਕͶқࢧ݀ఈྙ͍͗ΖͳͤΖͳɼ͞য়ସΝཀྵմͪ͢ຌਕ͗Ͳ͍Θ͑ͳ
͞ΘɼͲ͍Θ͑ͳ͞ΘΝɼͲंܐؖਬఈͤΖ͞ͳΝࢨͤɽ
ʬٯᾥʭຌਕͶͳͮͱݡգͤ͟͞ͳͲ͘͵͏॑͵Ӫ͗ڻਫ਼ͥΖͺɼຌਕ͗ଠͶखΕಚ
Ζમࢸͳർֳ͢ͱΔ͖ͶຌਕͶͳͮͱཤӻ͵મࢸͳ͏͓Ζ͖ɼҲ୶ਫ਼͢ͱ͢Ή
͓ͻɼյࠖೋ͵Άʹ॑͵ӪڻΝਫ਼ͥΖͳ͏͓Ζ͖ɼͨਫ਼ՆͶ֘ષ͍͗Ζ
͖؏఼͖Δ৽॑Ͷݗ౾͠ΗΖචགྷ͍͗Ζɽͨྭͳ͢ͱͺɼࣙͲਫ਼Νକ͜Ζ͞
ͳͲຌਕ͗خຌద͵ೖਫ਼ͤΔң࣍Ͳ͘͵͏Ώɼຌਕ༙͗ͤࡑݳΖࡔࢊॴ݃
Վɼخຌద͵ೖਫ਼ͤΔң࣍Ͳ͘͵͏Γ͑͵Νࢨͤɽ
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͵͕ɼຌਕқࢧ݀ఈྙͺຌਕݺพྙͫ͜Ͳͺ͵͚ɼқࢧ݀ఈࢩԋंࢩԋྙ
ͶΓͮͱรԿͤΖ͞ͳͶқͤ΄͘Ͳ͍Ζɽ



ྋͶ͚Ͱخన͵இ͗ߨΚΗΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ











ๅͳɼຌਕਫ਼য়ڱͶͤؖΖๅ͗నͶ͠ڛΗΖ͞ͳͶΓΕɼॉ͵இࣁ

˕ қࢧ݀ఈྙՃఈͺɼຌਕஎؽΏਐର;ٶਈয়ସΝన֮ͶࣖͤΓ͑͵

Ͷޛफ़ϕϫιηͶԢͣͪқࢧ݀ఈࢩԋಊͺҲରΝ͵ͤɽ 

ΗΖɽ͞ΗΔଚ൳ΝஇͤΖқࢧ݀ఈྙՃఈͳɼຌਕྙࢩԋɼ͠Δ

Ͷߡ͓Ζྙʥ
ɼͨқࢧΝනͲ͘Ζ͖ʤમΝනͲ͘ΖྙʥͶΓͮͱߑ͠ΗΖͳ͠

ΗΝࣙ͞ͳͳ͢ͱࣟ͢ͱ͏Ζ͖ʤࣟͤΖྙʥɼཀྵద͵இ͗Ͳ͘Ζ͖ʤཀྵద

˕ ຌਕқࢧ݀ఈྙͺɼઈ಼༲Νʹఖౕཀྵմ͢ͱ͏Ζ͖ʤཀྵմͤΖྙʥɼΉͪͨ

ಉ͖͘͜Νߨ͑ɽʤٯᾦʥ

˕ ຌਕқࢧ݀ఈྙΝݽఈదͶߡ͓ͥͶɼຌਕฯͪΗͱ͏ΖஎྙΝͦ͠Ζ

˕ ຌਕͨ࣎ʓқࢧ݀ఈྙয়ڱͶԢͣͱࢩԋͤΖɽ 



͏॑͵Ӫ͗ڻਫ਼ͥΖʤٯᾥʥͲ͵͏ݸΕɼଜ॑͠ΗΖɽ 

˕ ຌਕࣖͪ͢қࢧͺɼͨΗ͗ଠंΝ֒ͤΖΏɼຌਕͶͳͮͱݡգͤ͟͞ͳͲ͘͵

ྙΝ࠹ݸͶߨ͑͞ͳ͗ٽΌΔΗΖɽ 

қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼஎਕਐ৾Εघ৾ΕɼනรԿқࢧනࣖͳ͢ͱಣΊखΖ

˕ எਕͺɼޢݶͶΓΖқࢧනࣖ͗घ͚Ͳ͘͵͏͞ͳ͗ଡ͚ఈ͠ΗΖ͞ͳ͖Δɼ

Ν֮͢ɼͨΗΝଜ॑ͤΖ͞ͳ͖Δ࢟ΉΖɽ 

නͪ͢қࢧʀમɼ͍Ζ͏ͺɼ֮ͨ͗ೋ͢͏Ͷͺਬఈқࢧʀમʤٯᾤʥ

ࢻ఼ͲՃ͢ɼࢩԋͤ΄ͫ͘ͳஇͪ͢Ͷͫ͜ࢩԋͤΖͲͺ͵͚ɼΉͥͺɼຌਕ

˕ қࢧ݀ఈࢩԋͺɼຌਕқࢧʤқʀમ͍Ζ͏ͺΊʥʤٯᾣʥ಼༲Νࢩԋं

Ͷઈ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ  

ͱɼࣙ݀ހఈͶචགྷ͵ๅΝɼஎਕ༙͗ͤΖஎྙͶԢͣͱɼཀྵմͲ͘ΖΓ͑

˕ ຌਕࢩԋͺɼຌਕқࢧଜ॑ɼͯΉΕɼࣙ݀ހఈଜ॑Ͷ͑ߨ͘Ͱخɽͪ͗ͮ͢

චགྷͲ͍Ζɽ

ɼқࢧ݀ఈ͢͵͗ΔଜݭΝͮͱΔ͢ͱ͏͚͞ͳ॑གྷͶͯ͏ͱࣟͤΖ͞ͳ͗

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼஎਕ͗ɼҲͤݡΖͳқࢧ݀ఈ͗ࠖೋͳࢧΚΗΖͲ͍ͮͱ

Ͷ͢ͱɼқࢧ݀ఈࢩԋΝͤΖɽ

˕ எয়Ͷ͖͖ΚΔͥɼຌਕͶͺқࢧ͍͗Εɼқࢧ݀ఈྙΝ༙ͤΖͳ͏͑͞ͳΝ



̏ ຌਕқࢧଜ॑   

̐ ຌਕқࢧ݀ఈྙഓྂ 

ᶛ எਕಝΝಁΉ͓ͪқࢧ݀ఈࢩԋخຌݬଉ 
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ԾͶཻқͤΖɽ 
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͏ͯҐͶ࣎ؔΝ͖ͪ͜қࢧ݀ఈࢩԋΝߨ͑͵ʹഓྂ͗චགྷͲ͍Ζɽ 
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ʬٯᾧʭ ཱིͬճ͑ਕͳͺɼྭ͓ͻۜ༧ؖؽ૯৮ҽΏಊࢊജഛܘ༁૮घ͵ʹ
        қࢧ݀ఈ૮घͳ͵ΖΓ͑͵ਕͲ͍Εɼқࢧ݀ఈࢩԋंͳͺҡ͵ΖਕͲ͍Ζɽ

ΌͶɼࢩԋ࣎Ͷ༽͏ͪๅΝΌɼϕϫιηΝى͢ɼ৾ΕศΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ

˕ ৮झΏߨ৮ҽͺɼқࢧ݀ఈࢩԋ͗నͶ͵͠Η͖ͪʹ͖͑Ν֮ʀͤৄݗΖͪ

Ζ͵ʹͶқͤ΄͘Ͳ͍Ζɽ

ʕ ࣎غͶͯ͏ͱ͏͵ͦ͗ٺΓ͑ͶͤΖɼॄͲ͘Ζ࣎ؔଵΝમɼൾΗͱ͏Ζ࣎Νඈ͜

͍͗Ζ͞ͳͶқͤ΄͘Ͳ͍Ζɽ  















˕ ຌਕΝͲҕͳɼຌਕͺѻౙ͠Ηͱ͢Ή͏ɼ҈ৼ͢ͱқࢧ݀ఈ͗Ͳ͘͵͚͵Ζ

͗Ͳ͘ΖݸΕ҈ৼͲ͘Ζ͵ͳڧΖΓ͑ͶഓྂͤΖͳͳͶɼຌਕয়ڱΝ͗͵ݡΔɼ





˕ ॵΌͱॶΏΗ͵͏ॶͲқࢧ݀ఈࢩԋΝߨ͑Ͷͺɼқࢧ݀ఈࢩԋंͺɼຌਕ

͞ͳ͗Ή͢͏ɽ 

ͶනͲ͘͵͏͍͗Ζ͞ͳ͖Δɼ͵Ζ΄͚ຌਕ͗ΗͪॶͲқࢧ݀ఈࢩԋΝߨ͑

˕ ॵΌͱॶΏΗ͵͏ॶͲͺɼຌਕͺەͪ͢ΕࠠཛྷͤΖ͵ʹɼຌਕқࢧΝॉ

  қࢧ݀ఈࢩԋͳ ڧ

ंͳؔͲຌਕқࢧΝ֮ͤΖ͵ʹഓྂ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

ΔқࢧΝॉͶන͗Ͳ͘͵͏͍Ζɽචགྷ͵ͺɼҲ୶ຌਕͳқࢧ݀ఈࢩԋ

˕ ຌਕͺɼқࢧ݀ఈ಼༲ͶΓͮͱͺɼཱིͬճ͑ंͳܐ͖ؖΔɼԗྂ͵ʹͶΓΕɼࣙ

͢Ώ͚ͤ͵Ζɽ 

ఈࢩԋंͳຌਕͳ৶བߑ͗ܐؖ͠Ηͱ͏Ζɼຌਕ͗҈ৼ͢ͱࣙΔқࢧΝන

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼຌਕ͗қࢧ݀ఈΝߨ͑ࡏͶɼຌਕͳ৶བܐؖͶഓྂͤΖɽқࢧ݀

  қࢧ݀ఈࢩԋंͳ৶བཱིͬͳܐؖճ͑ंͳܐؖഓྂ 

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼࢩԋࡏͺɼೣͶຌਕқࢧΝౕ֮ͤΖɽ 

͍Ζɽ 

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼຌਕ͞ΗΉͲਫ਼࢛ΝՊଔܐؖΌͱཀྵմͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ

ౕͲંͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼຌਕ͗ࣙΔқࢧΝන͢Ώͤ͏Γ͑ɼຌਕ͗҈ৼͲ͘ΖΓ͑͵ସ

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼຌਕқࢧΝଜ॑ͤΖସౕͲં͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 









ىΝ͢ͱ͕͚͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ   

˕ຌਕͨޛਫ਼ͶӪڻΝ༫͓ΖΓ͑͵қࢧ݀ఈࢩԋΝߨͮͪͶͺɼౕͨɼ

Ν֮͢ɼࢩԋ࣯ΝਦΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

ԋंͺɼຌਕқࢧΝཀྵմͪ͢ͳஇ͢ͱɼͨգఖΏஇ͗నͲ͍͖ͮͪʹ͖͑

˕ қࢧ݀ఈࢩԋͶࡏ͢ͱɼຌਕқࢧΝ܃Εศ֮ͤ͢Ζ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽқࢧ݀ఈࢩ

॑གྷͲ͍Ζɽ 

ݡगΕΝ͢ͱ͏ͪͫ͏ͱ͏Ζ๏͵ʹɼೖࠔ͖Δຌਕͳͯ͵͗Ε͍͗Ζ๏ͳؖΚΖ͞ͳ

ๅΝफॄ͢ɼຌਕΝཀྵմ͢ɼࢩԋ͢ͱ͏͚͞ͳ͗॑གྷͲ͍ΖɽΉͪɼஏҮۛྣͲຌਕ

˕ қࢧ݀ఈࢩԋͶ͍ͪͮͱͺɼಝͶɼೖਫ਼ͲຌਕͶંͤΖ͵ʹຌਕΝྒྷ͚எΖਕ͖Δ

Ͷͯ͏ͱ͑͢ɽ 

ೋ͍͗Ζͺɼқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞͲๅΝ༙͢ڠɼ࠸ౕຌਕқࢧ݀ఈࢩԋ๏๑

˕ ಝͶɼຌਕқࢧ݀ఈྙͶ͍ٛٝ͗ͮͪΕɼຌਕқࢧ݀ఈྙʀࢩԋ๏๑Ͷࠖ

͑ʥ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

қࢧΏয়ڱΝܩକదͶѴ͢චགྷ͵ࢩԋΝߨ͑ରʤҐԾɼʰқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞʱͳ͏

ࢳʀҫྏʀஏҮۛྣͳंܐؖ೧ݡޛਕ͗οʖϞͳ͵ͮͱೖదͶݡगΕɼຌਕ

  қࢧ݀ఈࢩԋंସౕ 

ᾧʥͳܐؖΏڧͶΓΖӪڻΝण͜Ζ͞ͳ͖Δɼқࢧ݀ఈࢩԋͶͪͮͱͺɼҐ

ͳ͗॑གྷͲ͍Ζɽ   

˕ қࢧ݀ఈࢩԋͶ͍ͪͮͱͺɼຌਕқࢧΝಁΉ͓ͱɼਐۛ͵৶བͲ͘ΖՊଔʀଔɼෳ

˕ қࢧ݀ఈࢩԋͺɼқࢧ݀ఈࢩԋंସౕΏқࢧ݀ఈࢩԋंͳ৶བܐؖɼཱིͬճ͑ਕʤٯ

ͯ͏ͱ͍Δ͖ͣΌ݀Όͱ͕͚͵ʹɼΝݡ௪ͪ͢қࢧ݀ఈࢩԋ͗܃Εศ͢ߨΚΗΖ͞

̏ қࢧ݀ఈࢩԋਕదʀదڧඍ 

˕ ຌਕ͗ࣙΔқࢧ݀ఈͲ͘ΖغʤஎౕܲʥஊͲɼࠕޛɼຌਕਫ਼ʹ͗Γ

͑Ͷ͵ͮͱ͏͚͖ݡ௪͢ΝɼຌਕΏՊଔɼͲंܐؖ͢͏ɼࠕً͞ޛΕ͑Ζ͞ͳͶ

ᶜ қࢧ݀ఈࢩԋϕϫιη 

̑ οʖϞͶΓΖ͖غΔܩକదࢩԋ 
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   ຌਕ͗қࢧΝܙͤΖ͞ͳࢩԋʤқࢧܙࢩԋʥ 
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ʬٯʭ ͖Η࣯ͪͳͺɼྭ͓ͻɼʰड़͢Ή͖ͤʱͳ͏࣯͑Ͳͺ͵͚ɼʰࠕʹΞ͵͞ͳ
Νͪ͢͏Ͳ͖ͤʱͳ͏͑͵ʹΝ͏͑ɽ
ʬٯʭ ͨଠɼԽɼࣺਇɼಊժɼֈΩʖχΏΠϕϨίʖεϥϱΝࣖͤ͞ͳߡ͓ΔΗΖɽ



Ν৾ΕศΕɼրΌͱన͵ϕϫιηͶΓΕɼຌਕқࢧΝ֮ͤΖ͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζɽ

Ώɼනͪ͢қࢧͶ໐͏͍͗Ζͳߡ͓ΔΗΖͺɼຌਕқࢧΝܙͤΖϕϫιη

˕ ຌਕනͪ͢қࢧ͗ɼຌਕ৶ড়Ώਫ਼ྼΏՃ؏͖Δͱݡ͗ͳΗ͵͏

қࢧ݀ఈࢩԋंͲ֮ͤΖ͵ʹ͗నͲ͍Ζɽ 

˕ ॑གྷ͵қࢧ݀ఈࡏͶͺɼනͪ͢қࢧΝɼՆͲ͍Ηͻ࣎ؔΝ͕͏ͱ֮ͤΖɼ਼

ॵͶࣖ͠ΗͪқࢧͶളΔΗΖ͞ͳ͵͚ɼనٕͨқࢧΝ֮ͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ ຌਕࣖͪ͢қࢧͺɼ࣎ؔܨգΏຌਕ͖͗Ηͪয়ڱͶΓͮͱรΚΕಚΖͲɼ࠹

Ώ͚ͤમࢸΝࣖͤΖ͵ʹ༙͗ްͲ͍Ζɽ

˕ ࡸ͵қࢧ݀ఈΝߨ͑Ͷͺɼқࢧ݀ఈࢩԋं͗ɼ॑གྷ͵ϛϱφΝཀྵ͢ͱΚ͖Ε

ຌਕΝΔͦΖΓ͑͵͞ͳͺඈ͜͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ

˕ ຌਕͳ࣎ؔΝ͖͜ͱαϝϣωίʖεϥϱΝखΖ͞ͳ͗॑གྷͲ͍Εɼ݀இΝയΖ͍ΉΕɼ

ࢩԋंସౕɼਕదʀదڧඍͶഓྂ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ ຌਕқࢧΝන͢Ͷ͚͚ͤΖགྷҾͺ͵͏͖ɽͨࡏͶͺɼफ़ͪ͢Γ͑Ͷɼқࢧ݀ఈ

  ຌਕ͗қࢧΝනͤΖ͞ͳࢩԋʤқࢧනࢩԋʥ 

ຌਕ༹ࢢΝ͗͵ݡΔΓ͚֮ͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ

˕ ຌਕ͗ཀྵմ͢ͱ͏Ζͳ͏͑ൕԢΝ͢ͱ͏ͱɼࣰࡏͺཀྵմͲ͘ͱ͏͵͏͍ΖͪΌɼ

͘ΖΓ͑Ͷͪ͢ΕɼਦΏනΝ࢘ͮͱࣖͤ͞ͳ༙͗ް͵͍͗Ζɽʤٯʥ

ϱφ͗Ձ͖ΝΚ͖ΕΏ͚ͤࣖͪ͢Εɼ͢ͱઈͤΖͫ͜Ͳͺ͵͚ɼช࣊Ͷ͢ͱ֮Ͳ

˕ મࢸΝࣖͤͶͺɼՆ͵ݸΕ਼મࢸΝࣖ͢ɼർֳϛϱφΏ॑གྷ͵ϛ

˕ ຌਕ͗ՁΝ͖Νɼ͖Η࣯ͪͲซ͚͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζɽʤٯʥ

ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ

˕ எਕͺઈ͠Η಼ͪ༲ΝΗͱ͢Ή͑͞ͳ͍ΕɼౕͨɼೣͶઈͤΖ͞
Ζɽ 

͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ
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͝ΔΗΖ͗ɼ͞ΗΔͶݸΖͲͺ͵͏ɽ 

༲͵ʹخຌదਫ਼सΏɼೖ͠ڛΗͪϕϫήϧϞࢂՅΝ݀ΌΖ͗ڏ

˕ ೖਫ਼қࢧ݀ఈࢩԋͳ͢ͱͺɼྭ͓ͻɼৱࣆʀཌྷʀඅෲΊɼड़ɼഋͦͯɼ

̒ ೖਫ਼Ώऀճਫ਼Ͷ͕͜Ζқࢧ݀ఈࢩԋ 



ࢩԋͤΖͶචགྷ͵ๅΝೣͶઈͪ͢ΕɼՊଔ͗҈Ν์͖͵͏Γ͑ͶࢩԋΝͤΖ

ࢧ݀ఈࢩԋंʤकͳ͢ͱ৮झΏߨ৮ҽʥͺɼՊଔͶଲ͢ͱɼຌਕқࢧ݀ఈΝ

͏ͪΕɼऀճࣁݱΝण͜ΗΖචགྷஇͶͯ͏ͱݡմ͗ҡ͵Ζ͞ͳ͍͗Ζ͗ɼқ

˕ຌਕͳқ͗ݡ͖ΗͪΕɼຌਕ͗գڊͶනͪ͢ݡմͶͯ͏ͱՊଔ͗ҡ͵ͮͱىԳ͢ͱ

  Պଔࢩԋ  

͵ࣁݱΝͱ͢ڛɼຌਕқࢧΝଜ॑ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏͖Νݗ౾ͤΖɽ  

ཱིཀྵ༟ʀݬҾΝ֮ͪ͢ͲɼڛՆ͵ऀճࣁݱͶͯ͏ͱࠬݗ౾͢ɼͨΓ͑

ࢩԋंʤ͞ͺɼकͳ͢ͱ৮झΏߨ৮ҽʥͺɼͨՊଔͳ͢ͱೲΊΏଲ

ͮͱͺɼͨຌਕқࢧͳՊଔқࢧ͗ଲཱིͤΖ͍Ζɽ͑ͪ͢͞ɼқࢧ݀ఈ

˕ Ҳ๏ͲɼՊଔͺɼຌਕқࢧͶ͘͏͵͗Δɼʹ͑ͪ͢ΔΓ͏͖ೲΞͫΕɼͶΓ

Ν࣍ͯ͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζɽ 

˕ Պଔɼຌਕ͗ࣙదͶқࢧΝܙʀනͲ͘ΖΓ͑Ͷં͢ɼͨқࢧΝଜ॑ͤΖࢡ

ࢧ݀ఈࢩԋοʖϞҲҽͳ͵ͮͱ͏͚ͪͫ͞ͳ͗Ή͢͏ɽ 

ͺຌਕΝཀྵմͤΖͪΌͶ͖ܿͤ͞ͳͺͲ͘͵͏ɽͪ͗ͮ͢ͱɼຌਕΝΓ͚எΖՊଔ͗қ

˕ಋ͏ͱ͢ڋΖ͖ʹ͖͑ΝΚͥɼຌਕқࢧ݀ఈࢩԋΝͤΖͲɼຌਕΝྒྷ͚எΖՊଔ

  Պଔຌਕқࢧ݀ఈࢩԋंͲ͍Ζ͞ͳ

̑ қࢧ݀ఈࢩԋϕϫιηͶ͕͜ΖՊଔ



Ζ͞ͳ͍͗Ζ͞ͳ͖ΔɼຌਕͶͳͮͱໃཀྵ͵͏ݩܨΝҌͤΖ͞ͳ༙ް͵͍͗

˕ ຌਕࣰ͗ࡏݩܨΝͤΖʤྭ͓ͻɼεϥʖφητରݩཤ༽ʥͳɼຌਕқࢧ͗รߍͤ

ʹ͖͑Ν͑Ͳͺ͵͏ɽ 

 ʀຌਕ͗ࣙదͶқࢧΝܙͤΖͶ্֒ͳ͵Ζڧͺ͵͏͖ɽ 

͏॑͵Ӫ͗ڻਫ਼ͥΖͲ͵͏ݸΕɼܙʀන͠Ηͪқࢧ͗ɼଠ͖Δͱݡཀྵద͖

 ʀຌਕ͗ཀྵմ͢ͱ͏ΖࣆࣰࣟͶޣΕ͗͵͏͖ɽ 

˕ ࣰݳΝࢩԋͤΖͶ͍ͪͮͱͺɼଠंΝ֒ͤΖΏຌਕͶͳͮͱݡգͤ͟͞ͳͲ͘͵

ͱɼཤ༽Ն͵ऀճࣁݱΝ༽͏ͱɼೖਫ਼ʀऀճਫ਼͍Ε๏Ͷൕӫͦ͠Ζɽ 

˕ ࣙదͶܙ͠Ηɼන͠ΗͪຌਕқࢧΝɼқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞ͗ɼଡ৮झͲڢಉ͢

 ʀຌਕ͗ཀྵմͲ͘ΖΓ͑ɼ͖ΕΏͤ͏ݶཁΏช࣊Ͷ͢ͱɼΑ͚ͮΕͳઈ͠Ηͱ͏Ζ͖ɽ

 ʀຌਕ͗қࢧΝܙͤΖͶචགྷ͵ๅ͗ઈ͠Ηͱ͏Ζ͖ɽ

˕ ΉͥͺɼҐԾ఼Ν֮ͤΖɽ 

ਫ਼ʀऀճਫ਼Ͷൕӫͦ͠Ζɽ 

˕ қࢧ݀ఈࢩԋंͺɼқࢧ݀ఈΝࢩԋͤΖࡏͶͺɼຌਕқࢧ݀ఈྙΝనͶՃ͢͵

͗ΔɼҐԾన͵ϕϫιηΝಁ͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζɽ 

  ຌਕ͗қࢧΝࣰͤݳΖͪΌࢩԋʤқࢧࣰࢩݳԋʥ 
˕ ࣙదͶܙ͠Ηɼන͠ΗͪຌਕқࢧΝɼຌਕྙΝ࠹ͪ͢༽ݸͲɼೖ

̐ న͵қࢧ݀ఈϕϫιη֮ฯ 

- 59 
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ϱ಼༲Νཀྵմͪ͢Ͳճ٠ͶࢂՅͤΖ͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζɽ

͵Ζ͍͗Ζ͞ͳͶഓྂ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ Ήͪɼқࢧ݀ఈࢩԋंͺɼຌΪχϧ

बҕฉҕـΝ͖ͯ͗ۦघͲɼஎΔ͵͏ͶҕΉΗΖͳ͖͓ͮͱқݡΝड़ͦ͵͚

˕ қࢧ݀ఈࢩԋճ٠Ͳͺɼݬଉͳ͢ͱɼຌਕࢂՅ͗Ή͢͏ɽͮͳɼஎਕͺɼ





ʹ͖͑͵ʹɼқࢧ݀ఈࢩԋϕϫιηΝనͶಁΉ͓ͱ͏Ζ͖Ν֮ͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ

˕ қࢧ݀ఈࢩԋճ٠ͺɼஏҮίΠճ٠ɼγʖϑη୴ंճ٠ͳΖ͞ͳͺՆͲ͍Ζɽ



͖ɼқࢧ݀ఈྙΝಁΉ͓ͪన͵ࢩԋ͗͵͠Ηͱ͏Ζ͖ɼࢂՅंߑͺన͖

































͗ٽΌΔΗΖɽ 

- 10 -

ͻɼຌਕ͗ݩܨΝ͢ͱΊͱɼқࢧ͗รΚΖ͍͗ΖʥΏɼқࢧΝ਼յ֮ͤΖ͞ͳ

˕ ຌਕқࢧͺรߍͤΖ͞ͳ͍ΖͲɼқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞͲࣆޛ৾ΕศΕʤྭ͓

Ͷͯ͵͝Ζༀ͍ׄ͗Ζɽ  

ͤڛΖͳͳͶɼڛգఖΏ݃ՎΝϠωνϨϱήʀى͢ɼՃΝనͶߨ͏ɼ࣯

ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ৮झΏߨ৮ҽͺɼన͵қࢧ݀ఈϕϫιηΝಁΉ͓ͪࢩԋΝ

ΔӣӨͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽͨࡏ಼ͮͪ͢༲ͺɼౕͨชॽͳ͢ͱͤ͞

٠ͲͺɼๅΝ༙ͪ͢ڠͲɼଡ৮झͨΗͩΗݡ๏Νଜ॑͢ɼࠞڎΝ֮Ͷ͢͵͗

˕ қࢧ݀ఈࢩԋճ٠࠷ͺɼқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞͫΗ͖ΔҌͲ͘ΖΓ͑Ͷ͢ɼճ

˕ қࢧ݀ఈࢩԋճ٠Ͳͺɼқࢧ݀ఈࢩԋࢂߡͳ͵ΖๅΏى͗ॉͶफॄ͠Ηͱ͏Ζ

ʰқࢧ݀ఈࢩԋճ٠ʱͳ͏͑ʥɽ 

๑Ͷͯ͏ͱ͑͢ʤқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞϟϱώʖΝৼͳ͢ͱ͖ΗΖ͢͏Ν

ɼ࠸ౕɼన͵қࢧ݀ఈࢩԋϕϫιηΝಁΉ͓ͱɼຌਕқࢧ݀ఈࢩԋ๏

Ͳ͘͵͏॑͵Ӫ͗ڻਫ਼ͥΖͶͺɼοʖϞͲๅΝ༙͢ڠɼڠಋ͢ͱߡ͓Ζɽ͞

ऀճਫ਼Ͷൕӫͪ͢ͶɼଠंΝ֒ͤΖڬΗ͍͗ͮͪΕɼຌਕͶͳͮͱݡգͤ͟͞ͳ

˕ ຌਕқࢧ݀ఈྙఈΏɼࢩԋ๏๑ͶࠖೋΏٛΝͣ״ɼΉͪɼຌਕқࢧΝೖʀ

̓ қࢧ݀ఈࢩԋοʖϞͳճ٠ʤ͢͏ʥ 



͍Ζɽ   

͍ΖɽͨࡏϕϫιηͲ಼ͮͪ͢༲ͺɼౕͨɼىͳ͢ͱͤ͞ͳ͗චགྷͲ

Ͷ͠ڛΗͪɼॉ͵இࣁྋΝಚͪͲஇ͗ߨΚΗΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ

ର;ٶਈয়ସΝన֮ͶࣖͤҫྏͶͤؖΖๅɼຌਕਫ਼য়ڱͶͤؖΖๅ͗న

๏๑Ͷͯ͏ͱ͑͢ɽͨࡏͶͺɼͨΗͩΗΝ௪ͣͱɼຌਕஎؽΏਐ

͞ɼ࠸ౕɼన͵қࢧ݀ఈࢩԋϕϫιηΝಁΉ͓ͱɼຌਕқࢧ݀ఈࢩԋ

͘͵͏॑͵Ӫ͗ڻਫ਼ͥΖͺɼқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞͲ͑͢͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ

˕ ຌਕࣖͪ͢қࢧΝೖʀऀճਫ਼Ͷൕӫͪ͢ͶɼຌਕͶͳͮͱݡգͤ͟͞ͳͲ

͵͏ɽ 

ϑηΝમ͖ɼߍͶͺࣙހࡔࢊΝॴͤΖ͗ఈ͠ΗΖ͗ɼ͞ΗΔͶݸΖͲͺ

ಊͤΖʤͨٱΏͨؔʥΏɼҲਕΔ͢Νમ͖ʹ͖͑ɼʹΓ͑͵ίΠγʖ

˕ ऀճਫ਼қࢧ݀ఈࢩԋͳ͢ͱͺɼ͖ࣙΔήϩʖϕϙʖϞΏࢬઅͶेΉ͏ΝҢ

༙ͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ ຌਕқࢧΏΊΝཀྵմͤΖͪΌͶͺɼқࢧ݀ఈࢩԋοʖϞͲɼຌਕๅΝॄΌɼڠ

ͳ͗ݬଉͶ͵Ζɽ   

˕ ೖਫ਼Ͷͯ͏ͱͺɼ͞ΗΉͲຌਕ͗գ͟͢ͱͪ͘ਫ਼֮͗ฯ͠ΗΖ͞ͳΝଜ॑ͤΖ͞
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ఈغదͶݡ͢ͱ͏͚͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ எਕқࢧ݀ఈࢩԋͶͤؖΖखΕૌΊடΝಁΉ͓ɼຌΪχϧϱ಼༲

र͗චགྷͲ͍Ζɽ 

ຌΪχϧϱΝ۫ରద͵ͲʹΓ͑Ͷ͖࢘͑Νৼͳͪ͢ɼࣆྭΝ࢘ͮͱݜ

ҐԾͶͺɼೖਫ਼ɼऀճਫ਼Ͷ͜ͱɼࢂߡͳ͢ͱࣆྭΝ͏ͱ͢ࡎܟΉͤɽ
͞ΗΔͺɼ͠ڛΗࣰͪࡏࣆྭͶΪχϧϱϛϱφΝࣖͤͪΌͶචགྷ͵ҕͲ
Յ͢ͱ͏ΉͤͲɼࣰࡏࣆྭ͗͞Γ͑Ͷ͵ͮͪ͞ͳΝࣖͤͲͺ͍ΕΉͦΞɽ
ΉͪɼࣆྭΓ͑͵ଲॴ͗༏ҲଲԢͲ͍Ζͳ͢ͱͺࣖ͠Ηͱ͏ΉͦΞɽӊཟͶՅ͓
ͪαϟϱφΝࢂߡͶΪχϧϱͳܐؖͶͯ͏ͱཀྵմΝ͜Ηͻ߀͏Ͳͤɽ

ࣆྭͶͯ͏ͱқ

ʀࢩԋं  ۛྣे




͞ͳͲ͍ͮͪ  ɽ
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ΞͲ͏ΖͪΌʹΓ͑ͶଲԢͪ͢ΔΓ͏͖ࠖͮͱ͏ͪͳ

ॉͶͲ͘͵͚͵ͮͱͪ͘͞ͳͶͺ͗ͪ͏ͱ͏Ͱـɼԗ๏Ͷे

Ζ͞ͳ͗Κ͖ͮͪɽௗͺɼ࠹ۛͶ͵Εɼຌਕ͗ࣙੜૡΝ

Ͷ  յؾ͢ɼૡঈʀഛ͏ʀۜરӀ͘ड़͢ࢩԋΝߨͮͱ͏

Γ͑Ͷͪ͢ɽͨ݃ՎɼࡑݳकͪΖղंޤͺௗͲ͍Εɼ݆

ຌਕ͖ΔɼՊଔ࿊ཙΝซ͘ड़͢ɼՊଔ͖ΔๅΝಚΖ

ͪɽ͖͢͢ɼຌਕͺබӅͶ௪Ӆͺ͢ͱ͏͵͖ͮͪɽ

ͤ͞ͳ͍͗ͮͪɽΉͪɼೖְ͗״ᐈຖͲ͍Ζ͞ͳ͖͗ͮ

ຌਕ͖Δೖਫ਼Ν͖͑͗͑͵͖ͲɼՁౕಋͣΝ܃Εศ

ͳ͖͓͗͑͗ͪɽ

ߖ͗٩Ήͮͱ͏Ζয়ସͲ͍ΕɼՊ؇ཀྵ͗ࠖೋͶ͵ͮͱ͏Ζ͞

ࢆཛྷ͢ͱ͏ͪɽΉͪɼཌྷ࣪ώηνϔͺԜΗͪਭ͗ཹΉΕഋਭ

ऀճෳࢳ࢞͗ͪ͢ͳ͞ΘɼՊؖݲΏԲ಼Ͷͺ͟Ί͗

૮͗ͪ͘ɽ

ͪஏҮेΓΕஏҮใࢩׇԋιϱνʖͶࢩԋͶͯ͏ͱ

ͪ͘ɽҐ൶ঃͲͺ͍Ε͓͵͖ͮͪ͞ͳͫͮͪͪΌɼৼഓ͢

؇ཀྵ͗ೋ͚͢͵ͮͱ͏Ζ͞ͳ͗ߡ͓ΔΗΖΦϒλʖχ͗Ͳͱ

བͤΖࡏͶචགྷҐۜરΝోͤ͵ʹɼ͕ͯΕࢋܯΏۜર

͵ΕɼՊࢆΔ͖Εཱི͗ͯΓ͑Ͷ͵ΕɼΉͪഛ͏Νғ

ఽ͑͵ʹ͢ͱຌਕਫ਼ࢩԋΝߨͮͱ͏ͪɽ͖͢͢ɼ࠹ۛͶ

ۛྣे͗ɼͳͳ༨ৱ෯ࡌΝ࣍ࢂͪ͢Εɼഛ͏Νघ

̐ ࣆྭຌชʤқࢧ݀ఈࢩԋϕϫιηʥ 



  岟মౣ⋞  岝岟 岠

ঢ়峹峴峼യ峃岞

  ੇఔ岵峳峘ੲਾઽૐ岝ੇఔ峕

ʀՊଔ ௗ   ेࡑݟେ ݆  յؾ͢ຌਕΝߨͮͱ͏Ζ

ʀຌਕ  େ ঃ ҲਕΔ͢ 

̏ ࣆྭخຌๅ

ʬࣆྭᶙʭਫ਼ࢩԋɼҫྏؖؽणਏשওʤೖਫ਼ʥ









ͤΖܔ;ٶஎࣟٶͶΌΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

˕ ຌΪχϧϱΝ߁͚қࢧ݀ఈࢩԋंͶͦ͠ٶΖͪΌͶͺɼஎࣟఽୣͫ͜Ͳͺ͵͚ɼ



ਜ਼͢͏எࣟΝ࣍ͬɼஎਕͶͤؖΖཀྵմΝΌΖචགྷ͍͗ΖɽࠅͺɼஎͶؖ







˕ ຌΪχϧϱ͗ͤٶΖͳ͢ͱɼқࢧ݀ఈࢩԋंͳ͵Ζ୯͗ɼஎͶͯ͏ͱ

ᶞ  ࣆྭͶ͚Ͱخқࢧ݀ఈࢩԋϛϱφ 

ᶝ எཀྵմͳΪχϧϱͳٶրఙ 

- 62 -








































- 15 -

ͳɼʰ͵ਕͲ҈ৼͪ͢ʱͳҌΝটଡ଼ͪ͢  ɽ

յɼϖϩϏʖཤ༽Νࢾͪ͢ޛͶɼրΌͱຌਕқΝਚΖ

ͳͶఏ߇͍͗Ζͳ͗ͪͮݶɼࢾ͢ΝͤΖ͞ͳͶͺಚͪ͢ɽ਼

ͶΓΖ಼࣪ੜૡΝҌͪ͢ɽॵɼຌਕͺଠਕ͗ՊͶ͍͗Ζ͞

٠Νࣰࢬͪ͢ɽऀճෳࢳ࢞ͺɼՊଔқಁΉ͓ɼϖϩϏʖ

ฯݧγʖϑηͶ͜ͱίΠϜϋζϡʖમఈ୴;ٶंճ

ஏҮใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽͺɼͨΗΔๅΝॄΌɼղޤ

ΠϩςύϜʖܗஎਏஇΝणͪ͜ɽ

ͤΖ͞ͳΝשΌͪɽणਏ݃Վɼ಼Ռద͵ୌͺ͵͖ͮͪ͗ɼ

๏͗Γ͏͞ͳΝשΌɼ಼Ռద͵࣮׳༙ໃΏஎͶͯ͏ͱ૮

φʀυϟϨρφ͵ʹΝઈͪ͢ͲɼҫྏؖؽҲౕणਏͪ͢

͍ΚͦͱɼຌਕͶଲ͢ͱɼҫྏؖؽͶणਏͤΖ͞ͳϟϨρ

ͲΔ͓ͤ͑Ͳචགྷ͵͞ͳͺ͵Ͷ͖ɼΠιηϟϱφΝࣰࢬͪ͢ɽ


Үใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽͳऀճෳࢳ࢞ͺࣙΝ͢ɼࣙ

ଜ॑ࣙ͢Ͳਫ਼ΝݡगΕͪ͏ʱͳߡ͓ͱ͏ͪɽͨ͞Ͳɼஏ

͵Δ͵͏ͳ͏͜͵͏ͳࢧͮͱ͏Ζ͗ɼͲ఼࣎ݳͺຌਕࢧ͏Ν

ͪ͢͏ʱͳͪͮݶɽௗͺʰগཔదͶͺਕϙʖϞͶ͕Ͷ

  岟মౣ⋞  岠

峎峘্১峑岬峵岞

৽كୡ峼峁峉峑ਖ਼峃峵岽峒峬

  岟মౣ⋞  岠

峃岮峲岰峕ଦൟ峼峃峵岞

  崒嵤崿嵛峕ག峗岝ൌ岶岮峮

ʀࢩԋं  ஏҮใࢩׇԋιϱνʖɼਫ਼җҽɼߨʤ߶ྺෳࢳ୴ʥ
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͞ͳ͍͗Εਕؔ৶͵Ͳͺʱͳ͍͗ͮͪɽ

Ν͞͞ͲखΕɼௗ͚ेΞͲ͚Ηͱ͏Ζ͜ʹɼ͏Θ͏Θ߀͵

峵岞 岟মౣ⋝岝⋞岠

அ峫峐৶ੰ峃峵岽峒峙ਏ峑岬

峑岝েણఴ峕峎岮峐ੇఔঢ়બ峼

 峨峉岝ময峘৶ੰ峼峫峵

৮ҽͺՊͶ͞ΗΉͲਫ਼Ν֮ͪ͢ɽՊ͖Δͺʰ

كৎ峬岶峅峔岮岽峒岶পহ岞

Γ͑ͶқΝͯͯ͢ɼຌਕ݊߃য়ସͶـΝഓͮͪ  ɽΉͪɼ

  岟মౣ⋞岠

峔િ峑ம峃峵岽峒峬ਏ峑岬峵

岬峹峅峐岝ময岶ੱ峑岷峵峲岰

ঢ়બ峼ണ岹岽峒岶ਏ峑岬峵岞

ղޤฯݧཤ༽ͺڍ൳ͪ͢ɽͨͪΌɼ৮ҽͺɼ͏͵͙͙ͤٺ

ͳΝ͖͜͵͗Δɼղޤฯݧཤ༽ͤͤΌͪɽຌਕͺɼ

৮ҽͺɼͨޛɼ
ʰ͚ۛͶཔͪͲʹ͑͢ͱ͏Ζ͖ͳࢧͮͱʱ

Ν͖͜ͱΆ͢͏ͳғབͪ͢  ɽ

ҽͺࠕյΏΕखΕΝਫ਼җҽͶఽ͓ɼຌਕΝͲ͖ͪ͜ݡΔ

ͶৱࣆΝखͮͱΔ͓Ή͖ͤʱͳͳ͑ݶຌਕͺ͑͵ͥ͏ͪɽ৮

੍ର峃峵岰岲峑岝峨峄ময峒峘ਦ

峎峘্১峑岬峵岞ਔઓৠ峼

͖͏ৱࣆͳΗͱ͏Ή͖ͤʃʱͳΝ͖͜ɼ࣎ؔΝ͕͖ͥҲॻͶ
ఋͲৱͪ͢ɽพΗΖࡏͶɼ͖ͫغ࣎͏צΔʰΉͪɼࢴͳҲॻ

৽كୡ峼峁峉峑ਖ਼峃峵岽峒峬

ଋΗͳ૭ཱིͦ͗ͮͱ͏ͪ͞ͳ͖Δɼ৮ҽͺʰৼഓͫΚɼஈ

ࡏͶຌਕΝघఽ͏ɼఋΉͲΕՊয়ସΝ֮ͪ͢ɽͨࡏͶɼ

Үใࢩׇԋιϱνʖ৮ҽͺɼຌਕ͗՛ӣ;Ͷۦ࿓͢ͱ͏Ζ

Ͳ͖࣎ͪ͜ݡͶΝ͖͜ΖͳΏΕखΕ͗Ͳ͘Ζͳซ͘ɼஏ

ͳ݄૮Νร͓ͱౘΖ͞ͳ͍ͮͪɽ

ͱ͞͵͖ͮͪɽҲ๏ɼۛॶं͗ʰ͟ΊʱΝฤ͜Γ͑ͳͤΖ

ਫ਼җҽ͗ͪ͢ɽ͖͢͢ɼΝ͢ͱɼຌਕͺՊ͖Δड़

͏Ζ͗ɼ࠹ۛͳΊͶ૭ཱིͦ͗ͬɼا৯ѳ͏ͳ͏͑͞ͳ͖Δɼ

ͳࢤༀॶͶͦرΔΗͪɽຌਕͺۛॶ͖ΔۦΝ͵ئͶڍΞͲ

ಕͶΉͲͺΊͫ͢௪ߨͶࢩ্Νཔͤয়ସͳ͵Εɼۦ͗Պ

ͪͻ͖Ε͖ɼ͏ݻՊ۫Νलͮͱ͘ͱͺ෨Բ಼ͶΊ͝ɼ

ʖϩ͖͗Δ͵͚͵ͮͱ͖ͪ͘ɼՊ͖Δ͟ΊΝड़͠͵͚͵ͮ

ͳͳɼۛॶͳͺԗͫͮͪɽ࠹ۛͶ͵Εɼ͟Ίࣼͱϩ

̐ ࣆྭຌชʤқࢧ݀ఈࢩԋϕϫιηʥ 



ʀՊଔ  ಋ਼͗ͪ͏ͱ͢ڋ೧Ͷࢰɽ͗ۛྣͶࡑेͲ͍Ζ͗ިླྀͺઊ͓ͱ͏Ζɽ

ʀຌਕ  େޛൔ  ୁΠϏʖφͶҲਕΔ͢

̏ ࣆྭخຌๅ



ίΠ୴ंΓΕɼຌਕͶࠕਫ਼ΝʹΓ͑ͶͳΔ͓ͱ͏Ζ

͖ɼਚͪ  ɽͤΖͳɼຌਕͺɼʰݚΏͳҲॻͶࣙͲΔ

ʬࣆྭᶚʭਫ਼ϨθϞյʤೖਫ਼ʥ



- 63 -

Ո͚ۛͶ͵Ζͳɼ৮ҽͺʰਫ਼͟ΊͺɼՈͺह͏͗ͽʹ͚͵Ε
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͵״Νනड़ͤΖ͞ͳͺ͵͚ཚͬ͏ͱͪ͘ɽ

Ͷɼຌਕସౕɼ͕ʹ͕ʹͪ͢ΕౘͮͱڷฅͤΖ͵ʹۅ

ਫ਼җҽͶ͕ͱ͢͏بՁౕ͖Ͷ͜ͱؖΚΕ͵͗Δକͪ͜ɽ࣏

ͳɼʰ͑Ξɼʤͤͮ͘Ε͢ͱʥྒྷ͖ͮͪʱͳجΞͫɽͨޛ
  岟মౣ⋞  岠

峼ৠ峫峵峘峙ඦ峪峣岷峑岬峵岞

峄峕岝੍ର峊岻峘ਖ਼峑ઍ

ী岵峳峔岮岤岵峳峒岝ਔઓ峼નੳ峅

ཀྵ༟Νఽ͓ʀ֮Ν͢͵͗Δಕ࿑ͶͺΊड़ͱ͏ΖΝཀྵͪ͢ɽ

࠹ޛͶຌਕͶͳͮͱࣆ͵շΗͪҞࢢͺɼΓ͚͓ݡΖॶͶ͕͚

岵峳峫峵岞峃岹峔岹峒峬岝岣ময峙

岶ৠ峫峳島峵峲岰峕੍ର峼峃峵岽峒

ৡ岶岬峵岽峒峼峕岝峨峄ময

ك岽峘হ峘峲岰峕岝ਔઓৠચ














ͶࢂՅͤΖ͞ͳΝ݀Όͪɽ
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ೖਫ਼รԿͺ͵͏͞ͳΝຌਕͺཀྵմ͢ɼϪέϨΦʖεϥϱ

࠹शదͶɼର࣪گΝ  յٵ͞ͳͲิ͜͵͚͵Ζ͵ʹ͵ٺ

Ͷ͜ͱɼ์ͰΓ͚ઈΝ͢ɼຌਕ͗ཀྵմ͖ͪ͢Ν֮ͪ͢ɽ

ҲౕͶસରΝְ͓Ζ͞ͳͺೋ͖ͮͪ͗͢ɼίΠ୴ंͺՁౕ͖

ࣆ͵ͳ͞ΘΝࢶͶॽ͘ड़ͤ͞ͳΌɼ܃Εศ͢ઈͪ͢  ɽ

Ͷͯ͏ͱɼͨΗͩΗϟϨρφͳυϟϨρφΝด΄ͱࣖ͢ɼ

͞ͳͳɼϪέϨΦʖεϥϱͶͺड़ͥͶର࣪گͶࢂՅͤΖ͞ͳ

Κ͖ͮͪ  ɽͨ͞ͲɼίΠ୴ंͺɼϪέϨΦʖεϥϱͶड़Ζ

͞ͳͲɼΉͪิ͜͵͚͵ΖͲͺ͵͏͖ͳڬΗͱ͏Ζ͞ͳ͗

͏Ζ͞ͳΝॳཱིͱͱ֮Νͪ͢ͳ͞Θɼຌਕͺର࣪گΝٵ

Γ͑Ͷࢧͮͱ͏Ζ͖Ν͖ΗͪͲܙਚͪ  ɽຌਕࢧͮͱ

ίΠ୴ंͺɼրΌͱຌਕͶϪέϨΦʖεϥϱ͞ͳΝʹ

ͳ܃Εศͪ͢ɽ

ೖఖΝ֮ͤΖͳɼٺͶཚ͖ͬ͵͚͵Εɼʰࢴͺߨ͖͵͏ʱ

ࢭΝఽ͓ͪɽ͖͢͢ɼຌਕͺͨΝซ͘ɼϪέϨΦʖεϥϱ

͝Γ͑ͳϪέϨΦʖεϥϱͶࢂՅͦ͠Γ͑ͳࢧ͏ɼຌਕͶͨ

͢ͻΔ͚Ͷड़ΔΗ͵͖ͮͪ͞ͳ͖Δɼड़ؽճΝࡠͮͱ͍

ͺࢬઅͶड़͖͜ΖͫͮͪɽίΠ୴ंͺɼຌਕ͗ࠐͲ

͍Ζ࣎ɼॶंΝଲেͶͪ͢ϪέϨΦʖεϥϱ͍͗ΕɼͨΗ

࣪گͶ͖ܿͥ͠ͶࢂՅ͢ͱ͏ͪɽ

ౙ͢ͱଏΝࠐͪ͢͞ͳ͖ΔɼϨύϑϨͶ೦ৼͶखΕૌΊɼର

ॶंΝଲেͶຘुର࣪گΝ͏ͱ͏ͪɽຌਕͺɼൔ೧Ͷ

ຌਕͺɼਕϙʖϞͶॶΝ͢ͱ͏ΖɽਕϙʖϞͲͺɼ

̐ ࣆྭຌชʤқࢧ݀ఈࢩԋϕϫιηʥ 

岬峹峅峐ഭ峩峵岞
  岟মౣ⋝岠



ʀࢩԋं  ίΠ୴ं

ʀࢬઅॶ

ʀຌਕ  େ  ঃ  

̏ ࣆྭخຌๅ



ʬࣆྭᶛʭॶೖਫ਼ʤೖਫ਼ʥ

峔岮ৃ়岶岬峴岝ମஷ峴峮ੲ峒

ୁك峕峲峵ਔઓં岶岰峨岹峑岷

ΝͤͤΌɼࣼͱΖͶͺʰ݂͗͵͖͏͵͓࢘ͱ͏ͱ͏ۯʱɼ

ࣆͲՁ͗͏Δ͵͏͖ۢพ͖͵͏Γ͑Ͳ͍ͮͪɽҲ֮ͯͥͯ

ֽͯͯ͜ɼฤͰ͜ࢩԋΝକͪ͜  ɽକ͜ΖͲɼຌਕͺՁ͗

ʰࣆ͵Ҟࢢ͵ΞͲͤɽʹ͞Ͷ͏ͪΔ͏͏͖͵ɽʱͳ࣍ͬ

ड़ͤͲ͢ΒɽՆѬ͏ɽʱͳ͚͖ࣙ͢Δͪ͢ɽ

ͳ͑ݶɼ
ʰঘָߏͲ࢘ͮͱ͏ͪΞͣΎ͵͏͖͵ɽࢢʹ࣎ࢧ͏

ΒͮͳηΩʖφͽ͖ͮͬ͜Ύͮͪɽ͞ΉΉͫͳ͏͵ثɽʱͳ

ଠ࣎ͺɼಕ࿑ͶͺΊड़͢ͱ͏ΖշΗͪҞࢢͶͯ͏ͱʰࢴͬ

͚ɼ൶͵ΕͶࣆ͵ͳߡ͓ͱ͏Ζ͞ͳΝཀྵմͪ͢  ɽΉͪɼ

ͪɽ৮ҽͺɼຌਕݶΏ͖͛͢͠ΔɼଠͺɼβϝͲͺ͵

ՊฤͰ͜Νघఽ͏ɼෙΖྪΝୀͶ  ୀ͚ۛࣼͱ

ɼघఽ͏Ͷͯ͏ͱͺڍ൳͗͵͖ͮͪɽͨͪΌɼॵΌͱ

͞ͳͪͮݶΘɼຌਕΓΕʰࣆ͵ͺࣼͱ͵͏Γʱͳ͓ͪ

Ήͤ͗ɼฤͪ͜͢͏Ͳ͖ͤʃघఽ͑͞ͳͲ͘ΉͤΓʃʱͳ



  岟মౣ⋞  岠

ધฆ峮峼ઞ岰峔峓岶岬峵岞

岵峴峮峃岹ં峃岝୴峊岻峑峙峔岹

峘嵅崌嵛崰峮嵉嵒崫崰嵣崯嵉嵒崫崰峼峹

ك৭උ࿔峼ં峃ৃ়峕峙岝ૻຎ

  岟মౣ⋝岠

ಉ峒岬峹峅峐નੳ峼峃峵岞

岮ৃ়岶岬峵峘峑岝ମஷ峴峮ੲ

ୁك峑ਔ峼岰峨岹ল峑岷峔

岟মౣ⋞  岠

ਔ峼ག峗峵岞

ك峨峄৫岵島峉ସਖ峼峁岝ময峘
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ੳੴਃચ峘௬峼峒岴峁峐岝峓峘
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ࣖͤ͵ʹɼཀྵմΝଇͤͪΌഓྂ͗Ή͢͏͞ͳΝ༙ͪ͢ڠɽ

қࢧ݀ఈΝࢩԋͤΖͲىԳ্֒Ά͖ɼ॑གྷ͵ϛϱφΝ
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