
 

烋耨ǘŞ烝燵0ǚ嘖粽掀p晝藁歹├篶癒娵 

坿娵諭₂├篶ツ豺抵た逗0 
    

    

蹙迯Ź烋耨ǘŤ烝ǘ鏤ǘŞ蹙θ涖χ 

18Ź30が19Ź30 

寢脉Ź遊着坿跏楡 Ś艹 0ǖ抵た曦 

 

 

 

 

ǖ 明 抵  

 

ǘ 晝藁歹├篶癒娵坿娵諭₂├篶ツ豺抵たた摩再哉細肴 

 

ǚ 誘 た 

θǖχ譽磧諭₂便56抵昨14霙寤櫓削肴哉崎 

θǘχ譽磧笊kツ颱14霙昨寤櫓削肴哉崎 

θǚχ圻晁諭₂っ昨Qw寤櫓削肴哉崎 

θǜχ罪昨直 

 

ǜ 麿 抵 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



脉漉榧 痺漉へ 螂  隣 賠漉i

1  晝藁歹諭澑抵 抵摩  離隰漉斟

2  遊晝藁購諭澑抵 抵摩  停ホ漉斟盂

3  晝藁歹瀞56諭澑抵 抵摩  晝楯朞漉ノ

4  戻晝藁瀞56諭澑抵 抵摩  ⎬樸漉縅廂

5  遊晝藁購瀞56諭澑抵 抵摩  《ゅ漉豢♤

 わ傍澑抵 6  粽掀pわ傍澑抵晝藁歹謚使 謚使摩  衷琢漉フ雄

 oつ輸逃k 7  滲コ晝藁歹┖㾱 oつ使摩  嘆㌍漉穰敕

 跳つ輸逃k 8  莉暼楝晁跳つ謚蝠宙黻脉 哉祭哉 跖こ摩  朸ゅ漉嫻⊕

9
 †コ⊕譏堙朝坿娵諭₂㎏1蘿禍
 ㎏├漉晝藁歹┖㾱

㾱摩  ㎣使漉軈烋

10  滲コ晝藁歹┖㾱 㾱摩  鯏淀漉蹄跳

11
 諭₂堙朝㌘P盂㌃抵
 晝藁歹盂㌃抵┖㾱

㾱摩  《ゅ漉徒熏

12  矦戻かコ戻晝藁┖㾱 㾱摩  燐ゅ漉焜ブ

13  蹶滿u遊粽掀┖㾱 㾱摩  樸使漉把瀧

14  粽掀pコ遊晝藁┖㾱 㾱摩  醲樸漉珽睚

15  晝藁歹滲 房滲摩  0樅漉グ領

16  隰褫か f妙ゼ摩  秒友歹漉㏈彿

17  矦戻か 房か摩  ■ゅ漉塡貭

18  粽遊か 房か摩  樸ゅ漉譯瑶

 鴇絣k 19  廟嚔把爲鴇絣誘抵粽掀謚使 謚使摩  朸琄漉z徳

 鴇把脉 20  晝藁歹鴇把脉 脉摩  猝朗漉⑵40

 滲漉か
 鴇絣k

粽掀p晝藁歹├篶癒娵坿娵諭₂├篶ツ豺抵た憖佻

漉漉漉漉漉漉漉漉θ潰鑢Ź烋耨27烝Ľ鏤12蹙が烋耨29烝Ľ鏤11蹙χ

嗹漉典漉っ

 諭澑抵

 瀞56諭澑抵

 諭₂㎏輸



脉漉榧 痺漉へ 螂  隣 賠i

 諭澑抵  晝藁歹諭澑抵 抵摩  離隰漉斟

 †コ⊕譏堙朝坿娵諭₂㎏1
 蘿禍㎏├漉晝藁歹┖㾱

㾱摩  ㎣使漉軈烋

 滲コ晝藁歹┖㾱 㾱摩  鯏淀漉蹄跳

 諭₂堙朝㌘P盂㌃抵
 晝藁歹盂㌃抵┖㾱

㾱摩  《ゅ漉徒熏

 矦戻かコ戻晝藁┖㾱 㾱摩  燐ゅ漉焜ブ

 蹶滿u遊粽掀┖㾱 㾱摩  樸使漉把瀧

 鴇把脉  晝藁歹鴇把脉 脉摩  猝朗漉⑵40

 †コ⊕譏堙朝坿娵諭₂㎏1
 蘿禍㎏├漉晝藁歹┖㾱

宙妙摩  贓漉徳断

宙妙楡摩  ワリ漉焜領

f妙っXゼ摩  6樅漉汲疵漉

 諭₂堙朝㌘P盂㌃抵
 晝藁歹盂㌃抵┖㾱

宙妙逗摩  ₁淪漉わ

鴇把033/8使摩  樸ゅ漉瀧鎚

鴇絣把爲ゼ摩  爨母漉塡肘

 隰褫か 鴇把033/8ゼ摩  琢鑚漉簔敕

 隰褫か嚔褊把爲鴇絣
 嘆徑せ₂脉

宙妙摩  曺鑚漉40Ⅷ

 矦戻か 鴇把跳つゼ摩  停褫漉⎬轆

 晝藁歹滲

粽掀p晝藁歹├篶癒娵坿娵諭₂├篶ツ豺抵た
譽磧諭₂便56抵憖佻隣ⓠ

 諭₂㎏輸

士字孜実飼実

 滲コ晝藁歹┖㾱



 

 

粽掀p晝藁歹├篶癒娵坿娵諭₂├篶ツ豺抵たこ18ギ80 

 

 

θこ18χ 

0ǖ阯 晝藁歹├篶癒娵昨諭₂蛬盗典奉燦:鴇際傘祭碕燦¥ɚ削腰晝藁歹├篶

癒娵削採砕傘坿娵諭₂├篶昨九暼里索曚Q削塁砕冴輸逃k碕昨誘た里索ツ豺

っ燦⊕妻冴薩腰粽掀p晝藁歹├篶癒娵坿娵諭₂├篶ツ豺抵たθ通託坤ツ豺抵

た墾碕哉妻甑χ燦こ18際傘甑 

 

θ潰妙χ 

0ǘ阯 ツ豺抵た埼朔腰逗削蚣砦傘宙奡削肴哉崎誘た里索ツ豺っ燦⊕妻甑 

医1) 坿娵諭₂├篶昨九暼里索曚Q削輸際傘宙奡 

医「) ├篶癒娵不削採砕傘諭₂蛬盗典奉昨ゼ巠削輸際傘宙奡 

医」) 諭₂ヴき削輸際傘宙奡 

医4) 罪昨直¥ɚ燦署耨際傘冴薩削盻ギ作宙奡 

 

θ04れχ 

0ǚ阯 ツ豺抵た朔腰憖佻「0朝通不埼04れ裁腰憖佻朔腰林├篶癒娵隣削採哉崎

逗削蚣砦傘k昨妻阪栽晒粽掀p遊着坿跏楡摩歳憖卍裁腰裏朔潰和際傘甑 

  瀧 購滲諭澑抵昨鎚←k 

  忠 瀞56諭澑抵昨鎚←k 

  濯 わ傍澑抵昨鎚←k 

  嗔 oつ輸逃k昨鎚←k 

  虫 跳つ輸逃k昨鎚←k 

  錨 諭₂㎏輸昨鎚←k 

  宅 鴇絣k昨鎚←k 

  秒 滲か昨鎚←k 

  池 晝藁歹鴇把脉摩 

  友 罪昨直た摩歳盻ギ碕ィ薩冴k 

ǘ ツ豺抵た削た摩燦18済腰憖佻昨注敏削皿三祭参燦暼薩傘甑 

ǚ た摩朔腰ツ豺抵た燦鎚←裁腰抵妙燦fX際傘甑 

ǜ た摩朔腰再晒栽載薩房た摩燦莉隣際傘祭碕碕裁腰盻ギ削睛載崎房た摩歳罪

昨へ妙燦鎚⊕際傘甑 

 

θ潰鑢χ 

0ǜ阯 ツ豺抵た昨憖佻昨潰鑢朔腰ǘ烝碕際傘甑冴坂裁腰冨潰燦慇砦作哉甑 

ǘ ぃ靭削皿傘憖佻昨潰鑢朔腰縫潰k昨逼潰鑢戻碕際傘甑 

 

θ抵たχ 

0Ą阯 ツ豺抵た朔腰た摩歳盻ギ昨楯燵茲邊裁腰祭参燦端朧際傘甑 

ǘ た摩朔腰盻ギ削睛載崎ツ豺抵た削憖佻通弸昨k燦箆濂細在傘祭碕歳埼済傘甑 

ǚ た摩朔腰盻ギ削睛載崎宍実姿執市市識実寺燦こ18裁腰粤コ燦し采祭碕歳埼

済傘甑 



 

 

θ宙妙楡χ 

0Ľ阯 ツ豺抵た昨宙妙楡朔腰粽掀p晝藁歹鴇把脉吊きゼ削18采甑 

 

θ邉朋χ 

0Ś阯 祭昨ギ80削暼薩傘雑昨昨察栽腰ツ豺抵た昨殺刮削輸裁盻ギ作宙奡朔腰

粽掀p遊着坿跏楡摩歳慕削暼薩傘甑 

 

 榻朋 

祭昨ギ80朔腰烋耨 「7 烝Ľ鏤 1「 蹙栽晒跖⊕際傘甑 

 榻朋 

祭昨ギ80朔腰烋耨 「8 烝Ľ鏤 「8 蹙栽晒跖⊕際傘甑 



 

レ 譽磧諭₂便56抵昨14霙寤櫓削肴哉崎 

 

ǖ 0ǖ嘖粽掀p晝藁歹├篶癒娵坿娵諭₂├篶ツ豺抵た 譽磧諭₂便56抵 

θǖχ明柏蹙迯Ź烋耨ǘŞ烝Ş鏤ǘǘ蹙θ鏤χ有癆Ś迯」0便栽晒Ş迯15便擦埼 

θǘχ箆濂k Źツ豺抵た憖佻Ľ隣腰晝藁歹滲腰隰褫か腰矦戻か 察栽 

θǚχた 巠 Ź晝藁歹坿癒譽磧諭₂典奉削肴哉崎 

θǜχ不 杞 Ź会Q圻昨ǘ┖㾱削皿傘┖㾱54ðん奉削晝藁歹盂㌃抵┖㾱燦零薩冴ǚ 

┖㾱削皿傘ðん奉昨冨y削肴哉崎粤コ凋蜃甑 

        解ŃŔĘŢ晝藁歹┖㾱碕晝藁歹盂㌃抵┖㾱朔腰溫ǖ蹙昨ðん奉昨檮 

睛削肴哉崎鶺ヹ昨妻彩腰逗嘖昨譽磧諭₂便56抵埼寤櫓際傘祭碕埼 

嫡臙甑 

 

ǘ 0ǘ嘖粽掀p晝藁歹├篶癒娵坿娵諭₂├篶ツ豺抵た 譽磧諭₂便56抵 

θǖχ明柏蹙迯Ź烋耨ǘŞ烝ǖǹ鏤ǖŚ蹙θ鏤χ有癆Ľ迯」0便栽晒Ś迯」0便擦埼 

θǘχ箆濂k Źツ豺抵た憖佻Ś隣腰士字孜実飼実Ť隣 察栽 

θǚχた 巠 Ź会晝藁歹坿癒譽磧諭₂典奉っ昨鶺ヹ削肴哉崎 

        解晝藁歹坿癒譽磧諭₂檮九誘た抵削肴哉崎 

θǜχ不 杞 Ź会ŃŔĘŢ晝藁歹┖㾱碕晝藁歹盂㌃抵┖㾱栽晒溫ǖ蹙昨┖㾱54ðん 

奉削肴哉崎腰㾱不埼昨鶺ヹ14霙歳寤櫓細参腰超癆昨譽磧諭₂典奉 

削肴哉崎粤コ凋蜃甑 

解Q圻腰帝溺w絣埼再傘坤晝藁歹坿癒譽磧諭₂檮九誘た抵墾昨冨明 

里索超癆昨明柏っ削肴哉崎粤コ凋蜃甑 

θĄχ端作淋粤不杞っ 

  会晝藁歹坿癒昨┖㾱54ðん奉θ疆ん蹙χ昨冨y削肴哉崎 

仔 滲コ晝藁歹┖㾱  θ溫Ą蹙Ź蹙腰鏤腰靱腰襯腰圓χ 

使 ŃŔĘŢ晝藁歹┖㾱θ溫ǖ蹙Ź鑵鋺蹙χ 

司 晝藁歹盂㌃抵┖㾱 θ溫ǖ蹙Ź涖鋺蹙χ 

1)椌姫56朔腰赱典奉癆雑滲コ晝藁歹┖㾱歳檮睛甑 

「)譽磧蟯=朔腰疆ん┖㾱削邊嘆細在傘祭碕作采腰w靭削皿三疆ん┖㾱通弸 

削雑蟯=裁腰せ₂典奉昨ヅ芻Ë㏌燦噪傘甑 

嗣 明慱着暼蹙Ź烋耨ǘŤ烝ǖ鏤ǜ蹙θ靱χ 

士 撤褊匙昨浪î 

質滲か昨熏寤アθ晝藁歹滲腰隰褫か腰矦戻かχ 

質粽掀赱し昨坤済鮫妻昨譽磧┖㾱墾削蚣Ó 

解晝藁歹坿癒譽磧諭₂檮九誘た抵削肴哉崎 

   仔 冨明昨跏塁埼腰祭参栽晒ゆ出燦鶺ヹ際傘甑  

   使 Q圻腰譽磧諭₂便56抵埼誘た裁崎哉傘歳腰冨明癆朔晝藁歹坿癒譽磧諭₂檮 

九誘た抵削採哉崎檮睛際傘甑 

 



 

ロ 譽磧笊kツ颱14霙昨寤櫓削肴哉崎 

 

おおおおǖǘ鏤ǖǘ鏤ǖǘ鏤ǖǘ鏤がががが    

ǖ 滲コ晝藁歹┖㾱質ŃŔĘŢ晝藁歹┖㾱質晝藁歹盂㌃抵┖㾱θ通託腰林┖㾱碕哉 

妻甑χ昨譽磧笊k豬朔腰罪参財参ǖĽǘĽ質ǖǹŞ質ǘǖŤ隣腰廟典埼ǖŤĄǚ隣 

腰罪昨某淋朔腰罪参財参8」.」質5.5質11.「⊠甑 

 

ǘ 林┖㾱昨懇烝䕺癒便昏朔腰】0遁通琢歳瀧ん彌采腰罪参財参ǜĽǖ質Ľǖ質ǖǘ 

ǚ隣腰罪昨某淋朔腰罪参財参「8.4質5【.5質5【.「⊠腰廟典埼」」.0⊠甑 

擦冴腰0が9遁朔腰滲コ晝藁歹┖㾱昨札埼ǜǖĽ隣腰罪昨某淋朔腰「5.【⊠甑 

  

ǚ 林┖㾱昨懇溜せ迯戻澳昏昨妻阪腰0:00が」:59朔腰罪参財参ǖǹŞ質ǘ質ǖǘ隣 

腰罪昨某淋朔腰罪参財参【.【質1.9質5.5⊠腰廟典埼【.「⊠甑 

 

ǜ 林┖㾱昨懇陋㾱痂絣昏昨妻阪腰譽磧蟯=θQ寢栽晒χ朔腰罪参財参ǘǜǹ質Ą 

Ľ質ŚŚ隣腰罪昨某淋朔腰罪参財参14.8質51.9質」5.「⊠腰廟典埼19.1⊠甑 

擦冴腰G本θてalk-iそχ昨某淋朔腰罪参財参腰】【.9質48.1質【4.4⊠腰廟典埼】」.9⊠甑 

 

Ą 林┖㾱昨懇┘w昨91燵昏昨妻阪腰Y削Ë┘朔腰罪参財参ŞŞŚ質ǜĽ質Şǜ隣 

腰罪昨某淋朔腰罪参財参54.【質4「.【質」8.4⊠腰廟典埼5「.1⊠甑 

 

Ľ 林┖㾱昨懇笊k㍿湊昏昨妻阪腰疆囓娵弸昨笊k朔腰罪参財参ǚǘǜ質Ť質ǘǖ 

隣腰罪昨某淋朔腰罪参財参19.9質8.」質9.【⊠腰廟典埼18.1⊠甑 

 

Ś 滲コ晝藁歹┖㾱昨懇溜せ迯戻澳昏0:00が」:59θǖǹŞ隣χ昨妻阪腰懇烝䕺癒便昏 

朔腰彌哉奭削0が9遁歳ǚǹ隣腰】0遁通琢歳ǘŞ隣腰【0が【9遁歳ǖĄ隣腰懇陋㾱痂絣 

昏G本θてalk-iそχ朔ŚŞ隣腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘朔ĄŤ隣甑 

擦冴腰懇陋㾱痂絣昏譽磧蟯=θQ寢栽晒χ昨妻阪腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘質Ë 

┘昨某淋朔腰45.8⊠甑 

   

Ş ŃŔĘŢ晝藁歹┖㾱昨懇溜せ迯戻澳昏昨妻阪腰0:00が」:59朔腰ǘ隣甑 

擦冴腰懇陋㾱痂絣昏譽磧蟯=θQ寢栽晒χ昨妻阪腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘質Ë 

┘昨某淋朔腰4「.9⊠甑 

 

Ť 晝藁歹盂㌃抵┖㾱昨懇溜せ迯戻澳昏0:00が」:59θǖǘ隣χ昨妻阪腰懇烝䕺癒便昏 

朔腰彌哉奭削】0遁通琢歳Ľ隣腰【0が【9遁歳ǚ隣腰懇陋㾱痂絣昏G本θてalk-iそχ歳 

ǚ隣腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘歳Ľ隣甑 

擦冴腰懇陋㾱痂絣昏譽磧蟯=θQ寢栽晒χ昨妻阪腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘質Ë 

┘昨某淋朔腰45.5⊠甑 



 

おおおお    ǖ鏤ǖ鏤ǖ鏤ǖ鏤がががが    

ǖ 林┖㾱昨譽磧笊k豬朔腰罪参財参ǖĄŚǖ質ǖǚŤ質ǘŞŞ隣腰廟典埼ǖŤŤ 

Ş隣腰罪昨某淋朔腰罪参財参】8.【質】.0質14.4⊠甑 

 

ǘ 林┖㾱昨懇烝䕺癒便昏朔腰】0遁通琢歳瀧ん彌采腰罪参財参ǜǖŚ質ĽĽ質ǖǜ 

Ą隣腰罪昨某淋朔腰罪参財参「【.5質4】.5質50.」⊠腰廟典埼」1.4⊠甑 

擦冴腰0が9遁朔腰罪参財参ǚĽŚ質Ľ質ǚ隣腰罪昨某淋朔腰廟典埼18.8⊠甑 

  

ǚ 林┖㾱昨懇溜せ迯戻澳昏昨妻阪腰0:00が」:59朔腰罪参財参ǖǚĄ質Ś質ǖǘ隣 

腰罪昨某淋朔腰罪参財参8.【質5.0質4.「⊠腰廟典埼】.】⊠甑 

 

ǜ 林┖㾱昨懇陋㾱痂絣昏昨妻阪腰譽磧蟯=θQ寢栽晒χ朔腰罪参財参ǘǘŚ質Ą 

Ą質ǖǖǖ隣腰罪昨某淋朔腰罪参財参14.4質」9.【質」8.5⊠腰廟典埼19.】⊠甑 

擦冴腰G本θてalk-iそχ昨某淋朔腰罪参財参】5.8質59.】質【1.1⊠腰廟典埼】「.【⊠甑 

 

Ą 林┖㾱昨懇┘w昨91燵昏昨妻阪腰Y削Ë┘朔腰罪参財参ŞĄŚ質ĽŚ質ǖĄĄ 

隣腰罪昨某淋朔腰罪参財参54.【質48.「質5」.8⊠腰廟典埼54.0⊠甑 

 

Ľ 林┖㾱昨懇笊k㍿湊昏昨妻阪腰疆囓娵弸昨笊k朔腰罪参財参ǘĽŚ質ǖǖ質ǘ 

Ą隣腰罪昨某淋朔腰罪参財参1】.0質】.9質8.】⊠腰廟典埼15.「⊠甑 

 

Ś 滲コ晝藁歹┖㾱昨懇溜せ迯戻澳昏0:00が」:59θǖǚĄ隣χ昨妻阪腰懇烝䕺癒便昏 

朔腰彌哉奭削0が9遁歳ǜǖ隣腰】0遁通琢歳ǚǚ隣腰40が49遁歳ǖǜ隣腰懇陋㾱痂絣 

昏G本θてalk-iそχ歳Ťǜ隣腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘歳ŚĄ隣甑 

擦冴腰懇陋㾱痂絣昏譽磧蟯=θQ寢栽晒χ昨妻阪腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘質Ë 

┘昨某淋朔腰45.8⊠甑 

   

Ş ŃŔĘŢ晝藁歹┖㾱昨懇溜せ迯戻澳昏0:00が」:59θŚ隣χ昨妻阪腰懇陋㾱痂絣昏 

G本θてalk-iそχ歳ǚ隣腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘歳ǚ隣甑 

擦冴腰懇陋㾱痂絣昏譽磧蟯=θQ寢栽晒χ昨妻阪腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘質 

Ë┘昨某淋朔腰」【.4⊠甑 

 

Ť 晝藁歹盂㌃抵┖㾱昨懇溜せ迯戻澳昏0:00が」:59θǖǘ隣χ昨妻阪腰懇烝䕺癒便昏 

朔腰彌哉奭削】0遁通琢歳Ś隣腰【0が【9遁歳ǚ隣腰懇陋㾱痂絣昏G本θてalk-iそχ歳 

ǘ隣腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘歳Ą隣甑 

擦冴腰懇陋㾱痂絣昏譽磧蟯=θQ寢栽晒χ昨妻阪腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘質Ë 

┘昨某淋朔腰44.1⊠甑 

 

 



 

おおおおǖǘ鏤碕ǖ鏤昨柺Ïǖǘ鏤碕ǖ鏤昨柺Ïǖǘ鏤碕ǖ鏤昨柺Ïǖǘ鏤碕ǖ鏤昨柺Ïがががが    

ǖ 林┖㾱昨譽磧笊k豬朔腰罪参財参ĄĄ隣㏌質ǚǖ隣崢質ĽŤ隣崢腰廟典埼朔ǜ 

Ą隣崢甑 

 

ǘ 林┖㾱昨懇笊k㍿湊昏昨妻阪腰疆囓娵弸昨笊k朔腰罪参財参ĄŚ隣㏌質ǘ隣崢 

質ǜ隣崢腰廟典埼Ąǖ隣㏌甑 

 

ǚ ŃŔĘŢ晝藁歹┖㾱θ鑵鋺蹙χ碕晝藁歹盂㌃抵┖㾱θ涖鋺蹙χ昨林鏤ǜ蹙戻昨 

譽磧笊k豬朔腰罪参財参ǖĽ隣崢碕ǘŚ隣崢甑 

  擦冴腰懇陋㾱痂絣昏譽磧蟯=θQ寢栽晒χ朔腰罪参財参ǘ隣㏌碕ǖǖ隣崢腰G本 

θてalk-iそχ朔腰罪参財参ǖŞ隣崢碕ǖĽ隣崢甑 

 

ǜ 滲コ晝藁歹┖㾱昨懇溜せ鋺蹙昏烋蹙朔ǘǖǚ隣㏌腰帝蹙朔ǖĄŞ隣崢腰懇溜せ迯 

戻澳昏0:00が」:59朔ǘŚ隣崢甑 

擦冴腰懇陋㾱痂絣昏譽磧蟯=θQ寢栽晒χ朔ǖǚ隣㏌腰G本θてalk-iそχ朔ĄŤ 

隣㏌腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘質Ë┘朔ĽŞ隣㏌甑 

 

Ą ŃŔĘŢ晝藁歹┖㾱昨懇溜せ鋺蹙昏烋蹙朔ǖŤ隣崢腰帝蹙朔ǖǘ隣崢甑 

擦冴腰懇陋㾱痂絣昏譽磧蟯=θQ寢栽晒χ朔ǖ隣㏌腰G本θてalk-iそχ朔ǚǖ隣 

崢腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘質Ë┘朔ǘĄ隣崢甑 

 

Ľ 晝藁歹盂㌃抵┖㾱昨懇溜せ鋺蹙昏烋蹙朔ǚĄ隣崢腰帝蹙朔ǚǜ隣崢甑 

擦冴腰懇陋㾱痂絣昏譽磧蟯=θQ寢栽晒χ朔ǚǜ隣崢腰G本θてalk-iそχ朔ǚĄ 

隣崢腰懇┘w昨91燵昏Y削Ë┘質Ë┘朔ĄĄ隣崢甑 
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在宅医療等の現状報告について
【平成26～28年度の宇和島圏域における在宅医療連携】

宇和島保健所

企画課 企画情報グループ 地下俊江

Ｈ２９．２.２８（火）
第３回愛媛県宇和島構想区域地域医療構想調整会議

1111 宇和島圏域の主要死因の変化宇和島圏域の主要死因の変化宇和島圏域の主要死因の変化宇和島圏域の主要死因の変化 （平成（平成（平成（平成16161616～平成～平成～平成～平成27272727年）年）年）年）

「人口動態統計」

0

100
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400

500

600

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

死亡数死亡数死亡数死亡数

年年年年

④脳卒中

②心臓病

肺炎や老衰の
死亡が増加

４人に１人
がんで死亡

①がん

③肺炎

③老衰

死亡総数死亡総数死亡総数死亡総数 1,605 1,605 1,605 1,605 1,815 1,815 1,815 1,815 1,808 1,808 1,808 1,808 1,732 1,732 1,732 1,732 1,795 1,795 1,795 1,795 1,810 1,810 1,810 1,810 1,896 1,896 1,896 1,896 1,899 1,899 1,899 1,899 1,916 1,916 1,916 1,916 2,065 2,065 2,065 2,065 2,016 2,016 2,016 2,016 1,908 1,908 1,908 1,908 
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73.9%

72.7%

46.0%

77.4%

75.1%

3.8%

8.2%

36.8%

2.2%

2.0%

6.5%

3.8%

2.3%

6.1%

11.5%

12.6%

13.1%

12.6%

13.9%

9.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

愛媛県

宇和島市

松野町

鬼北町

愛南町

病院 診療所 老健施設・

老人ホーム

自宅 その他

Ｈ25 人口動態統計

2222 宇和島圏域の死亡の場所宇和島圏域の死亡の場所宇和島圏域の死亡の場所宇和島圏域の死亡の場所

２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年 ２０２５年２０２５年２０２５年２０２５年

０～１４歳 １２，２２８人 ８，８８４人

１５～６４歳 ５９，５５４人 ４６，５０９人

６５歳以上 ４３，３１６人 ４２，２５４人

圏域人口 １１５，０９８人 ９７，６４７人

７５歳以上(再) ２３，３９６人 ２５，５７５人

２０２５年には
人口の約４割が高齢者
４人に１人が後期高齢者

２０２５年２０２５年２０２５年２０２５年 訪問診療受給者の推計訪問診療受給者の推計訪問診療受給者の推計訪問診療受給者の推計
（在宅患者訪問診療料算定者数等）（在宅患者訪問診療料算定者数等）（在宅患者訪問診療料算定者数等）（在宅患者訪問診療料算定者数等）

医療需要 ８６１．５人/日

推計供給量 ８１７．１人/日

不足分 ４４．４人/日

医療機関の療養病床等に入院し
ている介護の比重が高い方等も
在宅（施設）療養に移行する方向

宇和島圏域の人口推計

宇和島圏域の在宅医療 需要と供給

3333 在宅医療の需要在宅医療の需要在宅医療の需要在宅医療の需要 地域医療構想電子データーブック（Ｈ地域医療構想電子データーブック（Ｈ地域医療構想電子データーブック（Ｈ地域医療構想電子データーブック（Ｈ27272727）から）から）から）から
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4444 宇和島保健所管内の在宅医療の連携体制［Ｈ宇和島保健所管内の在宅医療の連携体制［Ｈ宇和島保健所管内の在宅医療の連携体制［Ｈ宇和島保健所管内の在宅医療の連携体制［Ｈ26262626年度～］年度～］年度～］年度～］

南予地域連携ネットワークシステム（きさいやネット）

宇和島医師会在宅ドクターネットワーク（中学校区単位グループ診療）

愛南地域（口腔ケア研究会、地域ケア研究会等）

脳卒中地域連携パス協議会（圏域外の伊予病院も参加）

宇和島圏域病院実務担当者会議（地域連携室会議）

宇和島ナースの会（病院地域連携室と訪問看護ステーション）

連携なんよ（行政・病院・介護施設・事業所等の代表者が参加）

市立宇和島病院・往診訪問看護なし市立宇和島病院・往診訪問看護なし市立宇和島病院・往診訪問看護なし市立宇和島病院・往診訪問看護なし
ＪＣＨＯＪＣＨＯＪＣＨＯＪＣＨＯ宇和島病院・訪問看護あり宇和島病院・訪問看護あり宇和島病院・訪問看護あり宇和島病院・訪問看護あり

訪問看護ステーション訪問看護ステーション訪問看護ステーション訪問看護ステーション

診療所（在宅医）ドクターネットワーク診療所（在宅医）ドクターネットワーク診療所（在宅医）ドクターネットワーク診療所（在宅医）ドクターネットワーク

市立吉田病院市立吉田病院市立吉田病院市立吉田病院
訪問看護あり訪問看護あり訪問看護あり訪問看護あり

市立津島病院市立津島病院市立津島病院市立津島病院
往診訪問看護あり往診訪問看護あり往診訪問看護あり往診訪問看護あり

鬼北町立北宇和病院鬼北町立北宇和病院鬼北町立北宇和病院鬼北町立北宇和病院
往診・訪問看護あり往診・訪問看護あり往診・訪問看護あり往診・訪問看護あり

旭川荘南愛媛病院旭川荘南愛媛病院旭川荘南愛媛病院旭川荘南愛媛病院
がんの看取りにも対応がんの看取りにも対応がんの看取りにも対応がんの看取りにも対応

県立南宇和病院県立南宇和病院県立南宇和病院県立南宇和病院
訪問訪問訪問訪問看護看護看護看護ありありありあり

国保一本松病院国保一本松病院国保一本松病院国保一本松病院
往診往診往診往診ありありありあり

宇和島徳洲会病院宇和島徳洲会病院宇和島徳洲会病院宇和島徳洲会病院
往診・訪問看護あり往診・訪問看護あり往診・訪問看護あり往診・訪問看護あり

一般一般一般一般 １６０床１６０床１６０床１６０床 ・・・・ ICU ６床６床６床６床 ・・・・ 障害者障害者障害者障害者 ５４床５４床５４床５４床
介護介護介護介護療養療養療養療養 ５４床５４床５４床５４床 ・・・・ 回復期リハ回復期リハ回復期リハ回復期リハ ２６床２６床２６床２６床

３次救急病院３次救急病院３次救急病院３次救急病院
がん診療連携拠点病院（緩和ケアチーム）がん診療連携拠点病院（緩和ケアチーム）がん診療連携拠点病院（緩和ケアチーム）がん診療連携拠点病院（緩和ケアチーム）

一般一般一般一般 ４２６床４２６床４２６床４２６床 ・・・・ 感染症感染症感染症感染症 ４床４床４床４床 ・・・・ 結核結核結核結核 ５床５床５床５床
一般一般一般一般 １２１２１２１２５５５５床床床床 ・・・・ 回復期回復期回復期回復期 ４４床４４床４４床４４床
地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア ２２床２２床２２床２２床 ・・・・ 亜急性期亜急性期亜急性期亜急性期 ８床８床８床８床

４人に１人が後期高齢者、単身高齢者、老々介護

がん、老衰・肺炎、認知症を合併した死亡増

複数の合併症で入退院を繰り返し衰えていく

医療と介護の両方が必要な高齢者が増える

退院しても継続して医療・介護が受けられる仕組
在宅(施設も含む）看取りの体制づくりが急務

5555 宇和島圏域の在宅医療の現状と宇和島圏域の在宅医療の現状と宇和島圏域の在宅医療の現状と宇和島圏域の在宅医療の現状と課題課題課題課題
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� 病院や在宅医等との連携の現状を把握する。

（宇和島市内の医師やコメディカルとの連携を強化宇和島市内の医師やコメディカルとの連携を強化宇和島市内の医師やコメディカルとの連携を強化宇和島市内の医師やコメディカルとの連携を強化する）

� 数が多い訪問看護ステーションの活動状況を把握訪問看護ステーションの活動状況を把握訪問看護ステーションの活動状況を把握訪問看護ステーションの活動状況を把握する。

� 在宅療養を希望する患者や家族に対して、在宅で安心して療養することがで

きるよう麻薬の処方などの「がん緩和「がん緩和「がん緩和「がん緩和ケア」ケア」ケア」ケア」やややや「看取り「看取り「看取り「看取り」を」を」を」を行う診療所を行う診療所を行う診療所を行う診療所を増加増加増加増加

させる。

� 急変時には急変時には急変時には急変時には在宅療養から入院に移行できるようバックベッドを確保する体制バックベッドを確保する体制バックベッドを確保する体制バックベッドを確保する体制

を構築を構築を構築を構築する。

� 「実態調査」「連携ツール」「モデル事例」を関係機関や多職種で共有し、病院病院病院病院

医師医師医師医師と在宅医、在宅医と看護・介護職と在宅医、在宅医と看護・介護職と在宅医、在宅医と看護・介護職と在宅医、在宅医と看護・介護職と意見と意見と意見と意見交換交換交換交換することを通して、圏域圏域圏域圏域全体全体全体全体

のののの連携の質の底上げ連携の質の底上げ連携の質の底上げ連携の質の底上げを図る。

【【【【平成平成平成平成26262626～～～～28282828年度年度年度年度】】】】

6666 宇和島圏域の在宅医療の強化方向宇和島圏域の在宅医療の強化方向宇和島圏域の在宅医療の強化方向宇和島圏域の在宅医療の強化方向

在宅医療の充実在宅医療の充実在宅医療の充実在宅医療の充実

医療機関

医師会 歯科医師会

（在宅連携室）

病院連携室
実務者会

保健所・市町

医療・介護担当課

介護支援
専門員

宇和島ナース
(訪問看護師

等)の会
薬剤師会

①在宅医療等推進検討会①在宅医療等推進検討会①在宅医療等推進検討会①在宅医療等推進検討会
②在宅療養リーフレットの活用②在宅療養リーフレットの活用②在宅療養リーフレットの活用②在宅療養リーフレットの活用
①在宅医療等推進検討会①在宅医療等推進検討会①在宅医療等推進検討会①在宅医療等推進検討会
②在宅療養リーフレットの活用②在宅療養リーフレットの活用②在宅療養リーフレットの活用②在宅療養リーフレットの活用

③在宅③在宅③在宅③在宅医療の意見交換会医療の意見交換会医療の意見交換会医療の意見交換会
⑤在宅がん緩和ケアモデル事業⑤在宅がん緩和ケアモデル事業⑤在宅がん緩和ケアモデル事業⑤在宅がん緩和ケアモデル事業

④訪問看護の実態調査④訪問看護の実態調査④訪問看護の実態調査④訪問看護の実態調査
及び事例及び事例及び事例及び事例報告会報告会報告会報告会

宇和島圏域の在宅医療充実に向けた取り組み①～⑤宇和島圏域の在宅医療充実に向けた取り組み①～⑤宇和島圏域の在宅医療充実に向けた取り組み①～⑤宇和島圏域の在宅医療充実に向けた取り組み①～⑤
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●内容 圏域全体の連携の質を底上げする（コメディカル対象）
1） 取り組みの現状分析と評価

・入退院時連携フローの活用について
・入院情報提供書の活用について
・在宅療養リーフレットの活用について
・訪問看護の活用について
・退院時支援（退院カンファレンス）の現状について

２） 圏域で解決すべき課題の検討

○平成26～28年度宇和島保健所在宅医療等推進検討会開催

①①①① 在宅医療充実に在宅医療充実に在宅医療充実に在宅医療充実に向けた取り組み向けた取り組み向けた取り組み向けた取り組み

●開催回数 平成２６年度５回 平成２７年度６回 平成２８年度４回 計15回
●構成員 １０名程度コメディカル

病院地域連携室（看護師 医療福祉士） 訪問看護ステーション

市町地域包括支援センター（保健師 主任ケアマネ） 薬剤師会 宇和島保健所

○医師会の協力を得て在宅医をリスト化、在宅療養支援リーフレットを作成

●目的 退院時に在宅の主治医を持つことができ、在宅療養のサービスや相談窓口がわかる。
高齢者にもわかりやすい内容で、関係者だれもが同じように説明できるようにする。

●制作 宇和島医師会・病院地域連携室・宇和島保健所・地域包括支援センター・
訪問看護ステーション

●発行部数 ２５００部（約1500部配布済み）

②②②② 在宅医療充実に在宅医療充実に在宅医療充実に在宅医療充実に向けた取り組み向けた取り組み向けた取り組み向けた取り組み【【【【Ｈ２６Ｈ２６Ｈ２６Ｈ２６】】】】
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○医師会と共催で「在宅医療の意見交換会」を開催

平成27年度実施内容 平成２８年３月８日（火）19：00～

（１）宇和島圏域の在宅医療連携の現状

宇和島地域の在宅医療統計 報告者 宇和島保健所 企画課 地下俊江

訪問看護の実態調査結果 報告者 JCHO宇和島病院附属 訪問看護ＳＴ看護師長 椙山 美千代

訪問看護事例の報告 報告者 愛ほっと訪問看護ＳＴ 管理者山内千由紀

（２）地域連携ネットワークシステム（きさいやネット）の導入について 報告者 市立宇和島病院長 梶原伸介

（３）事例検討による在宅医療連携の推進について 助言者 松山ベテル病院院長 中橋 亘

（４）話題提供 在宅歯科医療等連携室について 報告者 宇和島歯科医師会理事 是澤政勝

●目 的 病院医師と在宅医、在宅医と多職種の連携強化により、入院患者
が円滑に在宅療養に移行できる体制づくり

●開 催 平成２６年度２回、平成２７年度１回

●場 所 宇和島医師会館

●参加者 （圏域の医療・介護職の代表）

病院医師、在宅医、病棟看護師、地域連携室担当者、薬剤師会、
歯科医師会、訪問看護師、介護支援専門員、保健所・市町等
３０～６０名程度

③③③③ 在宅医療充実に在宅医療充実に在宅医療充実に在宅医療充実に向けた取り組み向けた取り組み向けた取り組み向けた取り組み【【【【ＨＨＨＨ26,2726,2726,2726,27】】】】

○訪問看護ステーションの協力で「訪問看護の実態調査」を実施
医師会と共催で「訪問看護の事例報告会」を開催

●目 的 訪問看護の活動内容について病院看護師、地域連携室ＳＷ、介護
支援専門員等のコメディカルに周知して多職種連携の促進を図る

●参加者 医師、病棟看護師、病院地域連携室、薬剤師、
介護支援専門員、訪問看護師、保健所

市町地域包括支援センター職員等 計115人

実施日 平成２７年３月８日（火）19：00～
場 所 南予地方局７階大会議室
内 容 （１）在宅療養リーフレットについて（１）在宅療養リーフレットについて（１）在宅療養リーフレットについて（１）在宅療養リーフレットについて

報告者 宇和島保健所 企画課 地下俊江
（２）訪問看護ステーションの実態調査（２）訪問看護ステーションの実態調査（２）訪問看護ステーションの実態調査（２）訪問看護ステーションの実態調査

報告者 JCHO宇和島病院付属訪問看護ＳＴ 椙山美千代
（３）訪問看護の事例報告会（３）訪問看護の事例報告会（３）訪問看護の事例報告会（３）訪問看護の事例報告会

報告者 市立宇和島病院 地域連携室 毛利貴子
医師会訪問看護ステーション 佐々木英子
うわじま訪問看護ステーション 前田くみ子
訪問看護ステーションやすらぎの杜 上甲弘美

助言者 ますだクリニック院長 増田潤先生
宇和島医師会長 友松孝先生

④④④④ 在宅医療充実に在宅医療充実に在宅医療充実に在宅医療充実に向けた取り組み向けた取り組み向けた取り組み向けた取り組み【【【【ＨＨＨＨ27272727】】】】
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○医師会主催の在宅がん緩和ケアモデル事業への協力

●目的 宇和島地区の在宅がん緩和ケアを推進する

●内容

①質の高い在宅がん緩和ケアの提供

在宅緩和ケアチームを実践するコア的チームの整備

在宅側のコーディネーターを養成・配置

急変時の対応、看取りまでを行う体制づくり

②定期的症例検討会（医師会館）の開催によるがん緩和ケア

チームスタッフの人材の育成及び関係機関の連携促進

協力機関：四国がんセンター 松山ベテル病院

出 席 者：医師（病院・診療所）・薬剤師・看護師・介護支援専門員・

市町・保健所職員等 毎回約４０名が自主参加

資料：「宇和島地区緩和ケアモデル事業参加のご案内」

⑤⑤⑤⑤ 在宅医療充実に在宅医療充実に在宅医療充実に在宅医療充実に向けた取り組み向けた取り組み向けた取り組み向けた取り組み【【【【ＨＨＨＨ28282828】】】】

○「在宅がん緩和ケアモデル事業」の取り組み状況

【取り組み】

・「医療」「看護」「介護」の様々な視点を共有し、考える

・病院と在宅の連携、急変時の入院ベッドの確保

・在宅医療支援側の緩和ケアチーム編成

【症例検討会の概要】

日時日時日時日時 症例提出者症例提出者症例提出者症例提出者 紹介元紹介元紹介元紹介元 検討結果検討結果検討結果検討結果

28.4.27 訪問看護師 県内の病院 予後予測の情報、検査データがない場合の支援

28.6.22 松山ベテル病院 在宅医 県内の病院 がん性疼痛のマネジメント、症状コントロールと
「生き終え方」との向き合い

28.7.27 訪問看護師 市内の病院 本人と家族のメンタルケア、がん性腹膜炎による
呼吸困難時の疼痛コントロール

28.8.24 病院地域連携室、訪問看護、
保健所

市内の病院 予後予測の伝え方受け止め方を確認、緩和ケア
を開始するにあたっての収集すべき情報について

28.10.26 病院地域連携室、訪問看護 市内の病院 症状の受け止めと意思決定支援における、病院
の主治医と地域連携室の役割
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7777 成果成果成果成果

【【【【平成平成平成平成26262626～～～～28282828年度年度年度年度】】】】

� 「在宅医療の意見交換会」「訪問看護の事例報告会」の開催

⇒病院医師と在宅医、コメディカルが在宅医療の現状を共有

� 「在宅療養支援リーフレット」「訪問看護の実態調査・報告会」

「入退院時連携フロー」「入院情報提供書」の作成と活用

⇒愛南地域も含めた圏域全体のコメディカル代表者で

活用状況を把握・検討し、課題をそれぞれの組織に持ち帰り

連携の質を高める動きになってきている

� 「在宅がん緩和ケアモデル事業」開始

⇒病院側と在宅側のスタッフ間の連携促進、

退院時カンファレンスの質の向上

「在宅がん緩和ケア」「在宅等の看取り」の体制整備へ

一般住民
在宅療養や終末期医療の
「情報不足」と「不安」

退院退院退院退院しても継続して医療・介護が受けられるしても継続して医療・介護が受けられるしても継続して医療・介護が受けられるしても継続して医療・介護が受けられる仕組み仕組み仕組み仕組み
在宅在宅在宅在宅((((施設）看取り施設）看取り施設）看取り施設）看取りのののの体制づくりが急務体制づくりが急務体制づくりが急務体制づくりが急務

8888 南予圏域の医療・介護・救急隊等から出されている南予圏域の医療・介護・救急隊等から出されている南予圏域の医療・介護・救急隊等から出されている南予圏域の医療・介護・救急隊等から出されている
終末期医療の課題終末期医療の課題終末期医療の課題終末期医療の課題 「「「「連携なんよ」「連携なんよ」「連携なんよ」「連携なんよ」「MCMCMCMCコントロール協議会」等コントロール協議会」等コントロール協議会」等コントロール協議会」等

救急隊
延命処置を望まないのに
救急搬送を依頼される

４人に１人が後期高齢者、単身高齢者、老々介護

がん、老衰・肺炎、認知症を合併した死亡増

複数の合併症で入退院を繰り返し衰えていく
医療と介護の両方が必要な高齢者が増加

介護支援専門員
対応を決定できる人が
身近にいない場合

病院地域連携室
施設から入院させた症例を、
施設に退院できない

患者家族
「入院させれば解決する」
「老衰」を受け入れられない

訪問看護師
「看取り経験がない家族」、
「在宅療養できないと思い
込む家族」への対応

高齢者施設と職員
看取り経験がない職員、
看取る体制がない施設
が多い。

本人が施設での看取り
を希望するも、家族が入
院させてしまう。

病院医師
「穏やかな終末」や「最後ま
で治療」を希望するが、本人
家族は医師にお任せ
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9999 これからの取り組みこれからの取り組みこれからの取り組みこれからの取り組み

� 「がん緩和ケアモデル事業」を継続し、医療・介護連携を進めながら

認知症・難病等の疾病に対しても連携体制整備に取り組む

⇒市町の在宅医療・介護連携推進事業(介護保険の地域支援事業)へ

� 退院しても継続した医療と介護が受けられる体制づくり

⇒圏域の全体で退院時ケアカンファレンスの開催方法を見直し、医

療側と介護側の連携の質の向上に取り組む

� 次年度に、「宇和島構想区域地域医療構想調整会議」の在宅医療次年度に、「宇和島構想区域地域医療構想調整会議」の在宅医療次年度に、「宇和島構想区域地域医療構想調整会議」の在宅医療次年度に、「宇和島構想区域地域医療構想調整会議」の在宅医療

・介護・介護・介護・介護ワーキング部会を設置してはどうかワーキング部会を設置してはどうかワーキング部会を設置してはどうかワーキング部会を設置してはどうか （案）（案）（案）（案）

⇒関係機関の代表者で在宅医療や終末期医療の在り方を協議

在宅・高齢者施設で「看取り」ができる体制づくりをすすめる

宇和島圏域「宇和島圏域「宇和島圏域「宇和島圏域「地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステム」の構築へケアシステム」の構築へケアシステム」の構築へケアシステム」の構築へ

ご清聴ありがとうございました


	第３回会議次第・結果報告及び資料１・２.docx
	28年度委員名簿.xlsx
	28年度委員名簿.xlsx
	設置要綱（宇和島）H28.6改正.docx
	第３回会議次第・結果報告及び資料１・２.docx
	医療ビジョン報告290226最終.pptx

