№ 118 2015.3.31

名古屋大学総合保健体育科学センター

「激しい運動をするとお腹が痛くなるのは？」
保健科学部

石黒

洋

胃腸は、食べたり飲んだりしている時はもちろん

がゆるんで、胃酸が食道に逆流するためです。運

ですが、空腹の時でもゆっくり動いています。体の

動すると胸焼けが起こりやすい人は、前日の夕方

運動は、この胃腸の運動に様々な影響を及ぼしま

に胃酸の分泌を抑える薬を飲んでおくと効果があ

す。近年、日本人に便秘が増えていますが、便秘

ります。激しい運動をする前の食事として避けた

のリスク要因は強い順に、運動不足＞塩分の摂り

方がよいものとしては、脂っこい食事（胃内にと

すぎ＞酒の飲みすぎ、焼肉・焼き魚＞たばこ、脂っ

どまる時間が長い）、食物繊維の多い食事（発酵

こい食事＞肥満とされています。日常的に息が切

して腸内にガスが増える）、牛乳（日本人の成人の

れない程度の軽い運動（速歩など）をすると、便

多くは消化能力が弱い）、炭酸飲料になります。ま

秘が改善し、大腸癌のリスクが減るとされています。

た、脱水や体温の上昇が、腹痛や吐き気をより悪

一方、激しい運動をするとお腹が痛くなったり、

化させますので、適切に水分と塩分を補給するこ

吐き気を催すことがあります。特に、食後１時間

とが大切です。昔は、“水を飲むとよけいにお腹が

以内に運動したときに起こりやすく、脇腹が痛く

痛くなるので、運動中に水を飲んではいけない”

なることが多いので、“横っ腹が痛い”と表現さ

と言われたものですが、水分の補給が胃腸の運動

れ、英語でも“s
i
des
t
i
t
c
h”と言います。原因は

をさらに悪化させることはありません。ただし、胃

大きく２つに分けられ、（１）筋肉と肺の酸素の

の動きは弱まっていますので、一度にたくさん飲む

需要が高まって血液の流量が増えるため、胃腸へ

のではなく、何回かに分けて飲んだ方がよいです。

の血液が不足して、胃腸の機能が急激に弱まる、

激しい運動による胃腸の不調は、女性、若い人、

（２）上下運動によって、胃腸と腸間膜が引っ張

日常的に運動をしていない人に現れやすいのです

られたり、腹膜と臓器が擦れる、が考えられてい

が、準備運動（腹部の前後、左右、回転）によっ

ます。同じ強さの運動でも、上下運動の大きいラ

て、あるいはトレーニングによって上下運動には

ンニングでは、サイクリングや水泳に比べて腹痛

耐えられるようになるとされています。しかし、

や吐き気が現れやすいとされています。

胃腸の酸素不足による不調は、残念ながら鍛錬で
きません。日頃からトレーニングしている人でも、

激しい運動をした場合には、消化管への血流は
最大8
0％減少するとされ、高温の環境ではより減

マラソン、トライアスロン、ツール・ド・フラン

少します。特に食事をとったすぐ後は、胃腸が消

スなどの激しい持久競技では、競技者の30～50％

化のために多くの酸素／血液を必要とするので、

が途中で腹痛や吐き気を自覚します。腹痛や吐き

激しい運動をして筋肉に多くの血液がとられてし

気が始まってしまった場合には、スピードを落と

まうと、胃腸が酸素不足になりやすいのです。胸

すか歩いて、深呼吸し、胃腸に十分な酸素／血液

焼けが起こる（すっぱいものがこみ上げる）場合

が行き渡るのを待つしかありません。
（保健科学部）

がありますが、食道と胃のつなぎ目にある括約筋
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トピックス

３、運動の種類

１

運動はエネルギーを利用する際に酸素を利用す

運動の意義を考える
押

田

芳

るかしないかで有酸素運動と無酸素運動に分けら
れます。簡潔に言えば、息をしながら歩いたり泳
いだりするのが有酸素運動、息を堪えながら重い

治

物を担いだり走ったりするのが無酸素運動です。
１、運動とは

基本的に有酸素運動は長く続ければ続けるほど脂

有史以来、私たち人間は犬や猫、他の野生動物

肪の分解が進みやすくなり、分解された脂肪成分

と同様に、生きるために野良仕事や狩りなど意識

は筋肉のエネルギー源として使われるため減量効

せずとも身体活動を行っていました。すなわち、

果が期待できます。また筋肉の質が良くなり、イ

「身体活動＝生活活動」でした。ところが、現代

ンスリン作用も維持・改善されます。一方、無酸

社会では、doort
o doorで代表されるように、

素運動は、筋力を高め、筋肉量を増やすことに適

生活活動の必要性を大幅に減少させました。意識

しています。筋肉量を高めることは、筋肉が糖の

して身体を動かす（運動）ことをしないと、なか

最大消費組織であることから、糖尿病の予防・治

なか身体活動量が確保できません。したがって、

療に有効であるばかりか、高まった筋力とともに、

現在は「身体活動＝生活活動＋運動」と言えましょ

転倒防止や骨折予防の効果も期待できます。高齢

う。日常生活上の身体活動の低下は筋肉量の減少

な人ほど、より一層筋肉を鍛えることを意識する

と体脂肪の増加につながり、加齢と相まって生活

と良いでしょう。それでは筋肉を鍛えるには、ど

習慣病のリスクが高まります。高血圧症や糖尿病

うすれば良いのでしょうか。スポーツジムでマシ

（特に２型糖尿病）は運動不足も大きな要因の一

ンを使って運動すべきでしょうか。中高年者を対

つと言われています。特に糖尿病の家族歴を持っ

象に病気の予防や改善を意識して行う筋肉トレー

ている人は、糖尿病予防として意識して身体活動

ニングは、無酸素運動にならないようにすること

（運動）をしないと中高年になって発症の危険が

が肝要です。力まずに呼吸を整えながら筋肉に負

高まります。

荷をかける運動が勧められています。具体的には、

２、運動の効果

自重やゴムチューブを筋への負荷とするやり方、

運動の効果を考える際、急性効果と慢性効果に

水圧に抗してプール内を歩くこと、ノルディック

分けます。まず急性効果についてですが、運動す

ウォーキング（ポールウォーキングとも言い、簡

ることは筋肉を使うことです。筋肉を使うことは

単に言えばストックを使って杖代わりにして歩く）

脂肪や糖分をエネルギー源として使うので、その

などがあります。

分エネルギー消費が高まります。例えば糖尿病の

生き物は加齢から逃れません。加齢とは種々の

人でも食後何も身体を動かさないでいる場合と食

機能が低下することです。心肺機能の高めるには

後1～２時間後に運動する場合とでは、食後の血

有酸素運動が、筋肉を鍛えるには息こらえをしな

糖の上がり具合に大きな違いがあります。ブドウ

い筋肉運動（レジスタンス運動）がそれぞれ推奨

糖毒性の観点から、糖尿病やその予備軍の人は、

されています。これらの運動の特性を理解し、実

食後の高血糖を抑制することが一番重要です。食

践し、健康的な生活を送りたいものです。
（保健科学部）

後１時間経ってから10分程度の歩行をしたり体操
したりするだけで血糖上昇が抑えられます。次に

トピックス

慢性効果についてですが、運動を継続的に続ける

２

運 動 の 上 達

ことによってインスリンの働き（作用）が良くな
ります。痩せている人ほどインスリンの出方（分
泌）は良くない傾向がありますので、後々糖尿病

山

本

裕

二

の発症を避けるために、インスリン作用を維持・
増大することが大切です。9
0
分以上の座位を避け、

暖かくなり、屋外でからだを動かすのが楽しい

今までより余分に１日30分、１週間に５日以上を

時期になりました。今回は、運動が上達するには

目途に意識して歩くことです。それの継続が糖尿

どうすればよいかを考えてみます。
周りを見ると、すぐに何でもできるようになる

病の予防や改善に有効とされています。
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人と、なかなかうまくならない人がいます。でも、

も、相手を陥れることではありません。あくまで、

必ずみんな上達します。赤ちゃんがハイハイをし

自分の上達のために、相手と競い合うのです。特

て、歩くようになるのには個人差があります。親

に、スポーツではこの競争によって記録や技術が

としては、わが子が同じ頃に生まれた子よりも歩

向上してきたことは明らかです。競い合う過程が

きだすのが遅いと気をもむものですが、一生歩け

大切で、競争自体は決して悪いことではないので

ないままの赤ちゃんはいません。みんな、必ず歩

す。逆に競争を避けると上達は望めません。競争

けるようになるのです。

相手を尊敬し、認めつつ、自らも努力する、まさ

もちろん、いくらゴルフやテニスの練習を毎日

に切磋琢磨が必要です。

に行ったからといって、宮里藍選手や錦織圭選手

■自分の能力を信じる

のように世界で活躍するほどにはうまくはならな

の可能性を信じることです。私達はまだ自分でも

いでしょうが、上達のためにはいくつかのポイン

気づいていない力があります。でも、「自分はこ

トがあります。

の程度」と思ったら、それ以上の上達・成長はあ

■いろいろな練習をする

反復練習は大変重要で

最後に、大切なのは自分

りません。まだまだできるはずだと、自分を信じ

すが、同じことの繰り返しばかりではいけません。

ることこそが、運動だけでなく、すべての上達の

私たちは機械ではないので、同じことの反復は苦

基礎となります。

手です。また、運動の場合、相手や環境が変化し、

さあ、暖かな陽のもと、楽しみながら、自分の

多様です。したがって、練習でも多様性を持たす

可能性を探しに行きましょう。「好きこそ物の上

こと、ゴルフなら同じクラブばかりを連続して打

手なれ」といわれるように、最も大切なのは、楽

つのではなく、コースを回っている時のように、

しみながら運動をすることです。自分の成長、変

クラブを変えながら一打ずつ練習することや、テ

化を楽しみましょう。

（体育科学部）

ニスではフォアハンドばかりを打ち続けないこと
です。同じ動作の反復練習では、練習ではうまく

トピックス

できても、環境が多様な本番ではうまくいかない

マラソンの社会学
「あなたは再び、走るだろう」

ことの方が多いでしょう。練習から多様性を持た
せることによって、さまざまな環境での本番に適
応できる力をつけることが大切です。
■自ら工夫する

３

佐々木

康

そのためには、練習を自ら考え

て、工夫することが大切です。部活動やサークル

市民ランナーが増えています。３月の名古屋シ

では、伝統的な（？）練習法を繰り返してはいな

ティマラソンを走る友人、12月ホノルルマラソン

いでしょうか。本当に身につけたい技術は何か、

を歩いてきた？大学時代の友人で現在専業主婦、

うまくなる、勝つために何を練習すればよいかを、

東京マラソンの10倍の抽選に入ったがインフルで

自ら考えながら編み出していくことです。その絶

断念した友人等々。しかし噂ではテログループが

え間なく工夫をし続けることこそが、上達につな

我が国のマラソンで何らかの工作を図っていると

がるのです。

いう物騒な話も聞こえてきます。思い出すのは

■新しいことに挑戦する

工夫を重ねることは、

2013年４月15日、アメリカ・ボストン・マラソン

言いかえれば、新しいことに挑戦することです。

での爆弾テロ事件です。第117回の競技中、ゴー

当然ながら、新しいことに挑戦しているのですか

ルするランナーが多い時間帯である14時45分頃、

ら、最初は失敗し、できないことの方が多いでしょ

２度の爆発で３名が死亡、282人が負傷したと報

う。その何度も何度も失敗を重ねながら挑戦を続

じられました。

けることこそが大切なのです。「できない」と考

３日後、犠牲者追悼式典でオバマ大統領が演説

えずに、とにかく「やってみる」ことが、遠回り

しました。拙著でも取り上げていて、
「健康スポー

のようで、実は重要な上達への道なのです。

ツ科学講義」でも毎年引き合いに出しているラン

■ライバルを見つける

ナーについて語ったのです。重度障害をもつ息子

私たちは、具体的な目標

があると頑張ることができます。目の前に目標が

リックの車椅子を押し、ボストンマラソンを31
回、

あると、困難も乗り切れます。そのためには誰か

走破したディックホイット氏の言葉を引用したの

と競い合うことが効果的です。競い合うといって

です。「このようなことで、我々を立ち止まらせ
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ることはできない。」大統領はホイット氏の走り

プール開放のお知らせ

続ける決意が卑劣な行為に対する最大の拒絶の力
であると聴衆に呼びかけました。ボストンマラソ

総合保健体育科学センター

ンは決して屈することがないことを力説したので

平成27
年度前期のプール開放をお知らせします。

す。ボストンの大学を卒業し、この街で妻と出会っ

開放日は祝日を除く月曜日と木曜日の週２日間で、

た大統領は、ボストンの街の美しさを語り、春に
は学生が夢を抱いて社会に旅立つ季節であり、そ

開放期間は前期試験開始迄です。利用者は下記の

して秋には新入生を迎える希望の街であることを

「使用上の注意」と監視員の指示をよく守り、事

誇りに思っていると淡々と語り続けました。そし

故防止に十分心掛けてください。

てテロリスト達に対しても言葉を発しました。こ
の街でテロを起こしたことを後悔するだろうと。

記

来年の４月、第118回ボストンマラソンのために

開放期間：平成27年４月２日（木）～７月16日（木）

世界中から再びランナー達が集結するだろう。そ
して街の警察、消防、ボランティアに志願する全

曜

日：月曜日と木曜日

ての人々が、今年と同様にコースの角々に立ち、

開放時間：午後４時30分～午後７時

今年以上にランナー達を強く支え続けるだろう。

利用資格：本学の学生・院生・教職員で健康診断

来年、より強い結束で固められたボストンを見る

等で異常が認められず、現在健康な人

ことになるだろう。テロで亡くなった８歳のマー

に限ります。なお、家族等の学外者の

ティン君が残した言葉、「もう人を傷つけないで。

利用は出来ません。

平和を」という言葉も紹介しました。そして聖書
の言葉です。「自分に定められている競争を忍耐
強く走りぬこう」。最後に、ボストンは、そして
すべての人々は、「また走り続けるだろう」（you
r
unagai
n!
）。

屋内プール使用上の注意
１．入場に際しては、受付に身分証明書等を預

今日の都市型マラソンはコース選定が困難であ

け、必ず備え付けの利用簿に記入してくださ

ることを陸上関係者は嘆いています。巨大化する

い。

参加者のマネジメント、交通規制、怪我や事故対

２．脱衣は更衣室で行い、コインロッカーの施

策、震災対応。その成功には多くの関係者による
善意の協力と、そして街、社会として危険行為に

錠をしてください。コイン（100円硬貨）は

決して屈しない決意、さらには最新の安全管理シ

使用後返却されます。

ステムの開発が求められています。様々な社会学

３．遊泳前にシャワーで身体を洗い、十分な準

的実験も試行されています。サブイベントとして

備体操を行ってください。

の親子参加ランニングプログラムや集団避難シス

４．遊泳中は必ず帽子(
スイミングキャップ)
を

テム、チャリティーとの連携。スポーツツーリズ

着用してください。

ムというムーブメントが2
020
まで盛んになるでしょ

５．場内では、監視員の指示に従い、他の遊泳

う。果たしてマラソンやスポーツイベントは街の
文化としてこれから

者を妨げる迷惑な行為やプール汚染となる行

定着してゆけるので

為はしないでください。

しょうか。マラソン
は個人が楽しむスポー
ツではありますか、
極めて社会文化的な
力によって生成され
ているムーブメントであり、そこに生き抜く人々
の結束力を試されているのかもしれません。
（体育科学部）
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⅙⅌⅙ئ≝ிעޛғ⅙̬ͤሥྸܴ≋ٳ᨞െ≖᨞↧≌⅙⅌

•‧․‟ • ‥„ ‥‟

ཷ䚷䚷䚷㛫
䚷ᐇ᭶᪥
䠐᭶䠍䠌᪥ 㻔 㔠 㻕

⏨Ꮚ

䠕䠖䠏䠌䡚䠍䠍䠖䠏䠌
⌮䞉ከඖ

⏨Ꮚ

䠍䠏䠖䠏䠌䡚䠍䠑䠖䠏䠌
ᩥ䞉ᩍ䞉ἲ䞉⤒䞉⸆

䠍䠏᪥ 㻔 ᭶ 㻕

ዪᏊ

ᕤ䞉㎰䞉ᅜ㛤䞉⎔ቃ䞉⸆

ዪᏊ

ᩥ䞉ᩍ䞉ἲ䞉⤒䞉䞉⛉

䠍䠐᪥ 㻔 ⅆ 㻕

⏨Ꮚ

ᩥ䞉ᩍ䞉ἲ䞉⤒䞉䞉⛉

⏨Ꮚ

⌮䞉ከඖ

䠍䠑᪥ 㻔 Ỉ 㻕

⏨Ꮚ

ᕤ

⏨Ꮚ

་䞉ᕤ

䠍䠒᪥ 㻔 ᮌ 㻕

ዪᏊ

ᩥ䞉ἲ䞉⤒䞉་䞉䞉⛉

ዪᏊ

་䞉ᕤ䞉㎰䞉ᅜ㛤䞉⎔ቃ䞉⸆

䠍䠓᪥ 㻔 㔠 㻕

⏨Ꮚ

ᕤ

⏨Ꮚ

ᕤ

䠎䠌᪥ 㻔 ᭶ 㻕

⏨Ꮚ

ᕤ

⏨Ꮚ

ᕤ䞉䞉⛉

䠎䠍᪥ 㻔 ⅆ 㻕

⏨Ꮚ

་䞉㎰䞉ᅜ㛤䞉ᅜゝ䞉⎔ቃ

⏨Ꮚ

㎰䞉ᅜ㛤䞉ᅜゝ䞉⎔ቃ䡡ᅜ䡺

䠎䠎᪥ 㻔 Ỉ 㻕

ዪᏊ

ᩍ䞉⌮䞉ከඖ䞉ᅜゝ䞉ዪᏊணഛ᪥

ዪᏊ

⌮䞉ከඖ䞉ᅜゝ䞉ᅜ䡺䞉ዪᏊணഛ᪥

䠎䠏᪥ 㻔 ᮌ 㻕

⏨Ꮚ

⸆䞉Ꮫ⏨Ꮚணഛ᪥

⏨Ꮚ

Ꮫ⏨Ꮚணഛ᪥

䕰Ꮫ㒊ᣦᐃ᪥䛾ᑐ㇟⪅䛿䚸Ꮫ㒊䠎䡚䠒ᖺ⏕䚸Ꮫ㝔⏕䚸◊✲⏕➼䛷䛩䚹䚷
䕰䜔䜐䜢ᚓ䛪ᣦᐃ᪥䛻ཷデ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛿⏨ዪู᪥⛬䛷ཷデ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

Ⅸ⅙ද⅙ॖ⅙Ⅹ
䚷䚷䖩デ⤖ᯝ䠄ᗣデ᩿ド᫂᭩䠅䛿䚸䛂ド᫂᭩⮬ືⓎ⾜ᶵ䛃䛷ᚋ᪥☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䚷䚷䚷䚷ᮍཷ᳨㡯┠䛊⬚㒊㼄⥺㻔ᕼᮃ䛧䛺䛔䠅䞉ᒀ䛋䚸᳨ᰝ㡯┠䛾䛒䜛ே䛿Ⓨ⾜䛜䠒᭶㡭䛻䛺䜚䜎䛩䚹
䚷䚷䖩ᨺᑕ⥺䜔᭷ᐖ≀㉁䜢ᢅ䛖ᐇ㦂䞉ᐇ⩦䜢䛩䜛ே䛿䚸ᚲ䛪ཷデ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䠆≉Ṧᗣデ᩿ᑐ㇟⪅䛿ᐃᮇデ䜒ཷデ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䖃 䚷䖃

⅌⅙࢘ଐ࣏
࣏↉ਤӋↈ↺↱↝⅙⅌
䚷ᚲせ䛺䜒䛾䛿ྛᡤᒓ䛻⨨䛔䛶䛒䜚䜎䛩

䐟䚷ܖ
ܖဃᚰ

ಖ⟶⌮ᐊ䢊䡬䢍䢉䢛䡬䡸䢚䛷䜒☜ㄆ䛷䛝䜎䛩!!
ึ䜑䛶䛾᪉䛿ᡭ㡰䛺䛹䜒☜ㄆ䛟䛰䛥䛔䚹
䠆Ꮫ⏕ド䜢ᛀ䜜䛪䛻䠄 ᭷ຠᮇ㝈☜ㄆ!! 䠅

䐠䚷ͤ
ͤࡍᛦ௹ᅚų䠆∦㠃䛾䜏グධ

ẅẅẅό
όૼλဃỊޓỂӕࢽࢸӖᚮ

䐡䚷ބ
ބ

ṾỂ
ỂẨỦẻẬஔɟဪỉބửਤẾềஹềẪẻẰẟẇ

䐢䚷ܖ
ܖဃဃǢȳǱȸȈ
䚷䚷䚷䠆ᑐ㇟䠖Ꮫ㒊⏕䞉Ꮫ㝔⏕

䚷䚷䚷䚷䚷㻌䠆ᚲ䛪ᐜჾ䛻Ặྡ䜢グධ
䚷䚷䚷䚷䚷㻌䠆⏕⌮୰䛾ே䛿ᒀ䜢᥇䜙䛪䛻ཷ䜈⏦䛧ฟ䛶䛟䛰䛥䛔
䖩⬚㒊䠴⥺᳨ᰝᑐ㇟⪅ 䚷䚷㻌䠍ᖺ䞉䠩䠍䞉䠠䠍䞉་Ꮫ㒊⏕䞉་Ꮫ⣔◊✲⛉⏕䚷ཬ䜃ᩍ⫱ᐇ⩦ணᐃᏛ⏕䞉ᕼᮃ⪅䚷

ẅẅʻ࠰ࡇݼᎰѣӏỎܖڜဎᛪửʖܭẲềẟỦʴὉᛢٳѣሁỂᚮૺử࣏ᙲểẴỦʴỊ࣏ẵࠎஓẲềẪẻẰẟ
䚷䊺ᚋ᪥ᚲせ䛻䛺䛳䛯ሙྜ䛿Ꮫእ䛾་⒪ᶵ㛵䛷
䐣䚷עƷǷȣȄᲢႉˌٳǋӧᲣ
ཷデ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹⮬ᕫ㈇ᢸ䛸䛺䜚䜎䛩䚹

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䠆่⧆䚸䝸䝪䞁䚸䝫䜿䝑䝖䚸䜌䛯䜣䚸㔠ᒓ䛺䛹䛾㣭䜚䛾䛺䛔䜒䛾
䚷䚷䚷䚷䠆䠰䝅䝱䝒䛾ୖ䛻⩚⧊䜛䜒䛾䠄๓㛤䛝䠅╔⏝ྍ
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⅙ͤࡍᚮૺ↝⅙

ܖဃᚰǛ౨௹ƴ̅ဇƠǇƢ

ಖ⟶⌮ᐊ䚷ᕥእ㝵ẁ䠏㝵䜘䜚ධ䜛
≖᨞⅙ Ⅎ⅙ Ӗ˄
䛂Ꮫ⏕⏕ά䜰䞁䜿䞊䝖䛃䛾᭩㢮䜢ᥦฟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
ᗣㄪᰝ⚊䞉᥇ᒀᐜჾ䠄๓䛻ྡ๓䝷䝧䝹䜢㈞䜛䠅䜢☜ㄆ䛧䜎䛩䚹
Ꮫ⏕ド䜢䜹䞊䝗䝸䞊䝎䞊䛻㏻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

⅙ˌɦ↝ሖ↖↞⇑∞⇯∐∞⇦∞⇁ᡫↆ⅚
ųዯƷȩȳȗƕໜ໊ǇƨƸ᪦Ǜᄩᛐࢸ౨௹ǛڼƠƯƘƩƞƍŵ
ℳ⅙ ބ੩Ј
䠆⿄䛛䜙ฟ䛧䛶ᥦฟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

Ṡ

ᘘ
ୖ༙㌟䠰䝅䝱䝒䠍ᯛ䛾䜏䛻╔᭰䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䠄䠰䝅䝱䝒䛾ୖ䛻⩚⧊䜛ୖ╔䠄๓㛤䛝䛾䜒䛾䠅╔⏝ྍ䠅

Ḷ
≕᨞

ᲤܖဃᚰᲢ౨௹ƴ̅ဇᲣȷͤࡍᛦ௹ᅚȷᝮԼǛਤƬƯᲬ(ǁ

ℵ⅙ ᐯѣᙻщ౨௹
║㙾䞉䝁䞁䝍䜽䝖䜢䛧䛯䜎䜎 ᐃ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䛚䛷䛣䜢ᶵᲔ䛻䛴䛡䜛䛸㛤ጞ䛧䜎䛩䚹䛾ษ䜜┠䛾᪉ྥ䛻䝺䝞䞊䜢ಽ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

ℶ⅙ ᐯѣ៲ᧈ˳౨௹
㠐䜢⬺䛞 ᐃ䛧䜎䛩䚹

ℷ⅙ ᐯѣᘉן౨௹
ྑᡭ䜢ධ䜜䛶䝇䝍䞊䝖䝪䝍䞁䜢ᢲ䛧䜎䛩䚹
ୖ䛜䠍䠐䠌௨ୖ䜎䛯䛿䚸ୗ䛜䠕䠌௨ୖ䛾ሙྜ䛿䚸ᗘ䜹䞊䝗䝸䞊䝎䞊䜢㏻䛧

ᐃ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

ℊ
≔᨞

ℸ⅙ Ꮯᢿ≻ዴ౨௹⅙⅙㻔ᑐ㇟⪅䞉ᕼᮃ⪅䠅
᭹䛾䝏䜵䝑䜽䜢䛧䜎䛩䚹䚷䚷↓ᆅ䛾䠰䝅䝱䝒௨እ䛾ே䛿᭦⾰䛧┤䛧䛶㡬䛝䜎䛩䚹
䚷㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㧥䛾ẟ䛜⫪䛻䛛䛛䜙䛺䛔䜘䛖䛻䜎䛸䜑䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝛䝑䜽䝺䝇䛿䛿䛪䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

ℹ⅙ Ӗᚮᄩᛐ
ᗣㄪᰝ⚊䜢☜ㄆ䛧䜎䛩䚹

℺⅙ Ҕࠖ↚↷↺ᚮ⅙ݑ㻨⥲ྜุᐃ㻪
ᗣㄪᰝ⚊䜢ᥦฟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

℈ ᘓ≀ෆ䛾㝵ẁ䛛䜙䚷䠏㝵䜈䚷䚷䚷᭦⾰䛧⤊䜟䛳䛯ே䛿䠍㝵ฟཱྀ䛛䜙䛚ᖐ䜚䛟䛰䛥䛔䚹
䚷

ƓჷǒƤ
䖩

᳨ᰝ㏻▱᭩ ᳨ᰝ䛾ᚲせ䛺ே䛻䛚Ώ䛧䛧䜎䛩䚹
᳨ᰝ᪥䛻䛿ᚲ䛪ᣢཧ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䖩

デ⤖ᯝ

䖩

ᩍ⫋ဨ䛾㌟ศ䜢᭷䛩䜛་Ꮫ㒊⏕䛿ᖺᗘ䛾⫋ဨᗣデ᩿䜢ཷデ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䖩

䛾་⒪ᶵ㛵䛷ᗣデ᩿䜢ཷデ䛥䜜䛯ሙྜ
ᗣデ᩿⤖ᯝ䛾䛧䜢ಖ⟶⌮ᐊ䜈ᥦฟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹་Ꮫ㒊⏕䛿ྛᏛົ䜈䛾ᥦฟ䜒ྍ⬟䛷䛩䚹
䠄⤖ᯝ䛾䛧䛾ᥦฟ䛻䜘䛳䛶ᖺᗘ䛾ᐃᮇᗣデ᩿䜢ཷデ䛧䛯䜒䛾䛸䜏䛺䛧䜎䛩䚹䠅
ᑵ⫋άື➼䛾䛯䜑ᐃᮇᗣデ᩿๓䛻་⒪ᶵ㛵䜢ཷデ䛧䛯ሙྜ䜒⪃៖䛧䠈ཷデ᪥䛜ᖺ䠍᭶䛛䜙䠍䠎᭶䜎䛷䛾
䜒䛾䜢᭷ຠ䛸䛧䜎䛩䚹ణ䛧䠈ᗣデ᩿ド᫂᭩䛚䜘䜃デ᩿᭩䛾Ⓨ⾜䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹
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デ䜢ཷ䛡䛶䠏䡚䠓᪥ᚋ䛻䛄⮬ືド᫂᭩Ⓨ⾜ᶵ䛅䛷ྛ⮬☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䛯䛰䛧䚸᳨ᰝ䛜䛒䜛ே䛿䚸⤖ᯝ䛜䛷䜛䜎䛷Ⓨ⾜䛷䛝䜎䛫䜣䚹
䜎䛯䚸ᮍཷ᳨㡯┠䛜䛒䜛ே䛿Ⓨ⾜䛜䠒᭶㡭䛻䛺䜚䜎䛩䚹
䛄⮬ືド᫂᭩Ⓨ⾜ᶵ䛅䛜⏝䛷䛝䛺䛔ே䛿䚸ᚋ᪥䚸Ꮫ㒊䞉◊✲⛉ົᐊ䛻㏦䛧䜎䛩䚹

