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巻頭言
ごあいさつ
公益社団法人

神奈川県病院薬剤師会

金田

会長

光正

平素より神奈川県病院薬剤師会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
令和 3 年 6 月 12 日に行われた第 91 回通常総会におきまして再び会長を拝命いたしました済生会
神奈川県病院の金田光正です。どうぞよろしくお願いいたします。
全国都道府県病院薬剤師会の中で唯一の公益社団法人である本会は、薬剤師の研修事業が間接的
公益、つまり病院薬剤師の資質向上を通じて「不特定多数の者への利益」につながるとして加賀谷
会長のもと 2012 年に公益社団法人として認められました。認定・継続には、18 項目からなる基準
を全て満たすことが求められており、今年は公益社団法人となって 10 年になります。これまでの
諸先輩方の多大なるご尽力に感謝を申し上げます。
日本病院薬剤師会における 2019 年度のプレアボイド全国調査によると本会は、報告数および重
篤化回避の優良事例報告数ともに全国 3 位と質・量ともに全国トップクラスに位置しております。
また今も続く新型コロナウイルス関係では、ダイヤモンド・プリンセス号における支援活動や院内
の感染防止対策の他、最近ではワクチンの管理や充填さらに充填方法の指導そして集団接種への協
力など、非常時においても即戦力として活躍しております。このように必要とされたときにすぐに
しっかりと力を発揮することができるのは、例示したプレアボイド報告や新型コロナウイルス対応
に裏打ちされるように皆様が日々研鑽を重ねているからこそであり、正しく公益活動を実践してい
る証左でもあると思います。
ダイヤモンド・プリンセス号関係では、支援活動を通じて改善提案も行いました。現地において
は、感染性廃棄物の処理に関する提言を行い、速やかに改善がなされました。また支援用医薬品に
ついては、コンテナ数十個分の仕分けとデータ入力作業を行っておりました。そこで神奈川県医薬
品卸業協会および県に対して災害時の医薬品の搬送にあたり、予め医薬品の名称、数量等の情報の
入ったデータをコンテナに一緒に入れて送っていただくように要請いたしました。これにより仕分
けに関する作業時間が短縮され、今後は初動が格段によくなることでしょう。さらに県および神奈
川県病院協会と話し合いを行い、災害時における病院薬剤師の活動や保障に関する取り決めをいた
しました。これからも病院薬剤師が十分に力を発揮できるような環境を整えていこうと思います。
我々新執行部は、全国都道府県病院薬剤師会唯一の公益社団法人としてさらに発展してゆけるよ
う次の基本方針のもと積極的に事業を展開して参ります。
１．県民に良質な医療と健康的な生活を確保するための啓発活動の実践
２．高度でかつ安全な薬物治療を支える人材の育成
３．臨床業務における質の高い薬学生の教育
４．医療薬学等の学術の進歩発展への寄与
５．災害医療への貢献
そのためには、委員会の協力のもとコロナ禍においても引き続き安全で魅力ある研修を開催して
いきます。また緊急時の連絡方法を見直し、情報の伝達・共有体制をさらに向上させていきたいと
考えております。さらに神奈川県薬剤師会とのプレアボイド事業をはじめとした連携を深め、かな
がわ薬剤師学術大会も再開していきたいと思います。
2022 年には日本病院薬剤師会関東ブロック学術大会が神奈川県で開催されます。開催方法など
判断の難しい状況ではございますが、実行委員会とともによりよい方法を模索して参ります。10
年ぶりの開催となる関ブロを皆様と一緒に盛り上げていきたいと思いますので、ご協力をお願いい
たします。
新執行部一同、力を合わせ会員・賛助会員および県民の皆様から信頼される事業を進めて参る所
存です。どうぞご支援の程、よろしくお願い申し上げます。
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論文
保険薬局との情報連携に基づく
持参薬管理体制の再構築とその効果
勝亦秀樹、長井雅子、長井絵里奈、金城梢、櫻井香里、小池博文、佐橋幸子

横浜市立大学附属病院

薬剤部

〔受付：令和 3 年 2 月 24 日 受理：令和 3 年 4 月 11 日〕
地域包括ケアシステムの構築が進む中で、2019 年に改正された「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（薬機法）」では、一元的・継続的な服薬管理を推進する体制の整備が
進められている。横浜市立大学附属病院では、持参薬管理の課題の 1 つである入院時の情報の不足や不
明確さの解消を目的に、入院時の持参薬管理において使用中医薬品情報提供書（以下、提供書）を用い
た保険薬局との情報連携体制を構築した。提供書の回収割合は 65.0% で、お薬手帳などでは入手困難な
入院前中止薬などの情報を 14.3-29.4% の割合で得ることができた。鑑別報告日数の短縮も含めた持参薬
業務体制の見直しにより、業務効率化との関連も認められた。保険薬局との情報連携に基づく持参薬管
理体制は、患者安全の向上、業務効率化の観点で有用と考えられた。
キーワード：持参薬，連携，改正薬機法，地域包括ケアシステム

では、地域における薬剤情報連携で重要な役割を

緒言

担う薬局の認定制度が導入されるなど、一元的・

入院時の持参薬については複数のインシデント

継続的な服薬管理を推進する体制の整備が進めら

が報告 されており、薬剤師は積極的に関与して

れている。また、医師の働き方改革を推進するた

いく必要がある 。持参薬管理の安全性を担保す

めのタスク・シフティングに関するヒアリング6）

る上で、入院時の持参薬情報の不足や不明確さの

においても、入院時における医療機関と薬局間の

存在 は切実な問題であり、業務負担の一因とも

薬物療法に関する情報連携の推進が挙げられてい

なっている。

る。しかしながら、入院前服薬情報に関する連携

1）

2）

3）

地域包括ケアシステムの構築が進む中で、薬剤
師には入院前・入院・退院後を通じてシームレス

の取り組みや具体的な効果に関する報告は少な
い。

な薬物療法の提供が求められている4）。2019 年に改

横浜市立大学附属病院（以下、当院）は横浜市

正された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及

金沢区に位置し、同区薬剤師会および区内の病院

び安全性の確保等に関する法律（以下、薬機法）
」

で「金沢区薬事連携協議会（以下、協議会）」を

5）
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（A）運用の概要

（B）保険薬局からの情報提供に用いる使用中医薬品情報提供書

（A）①入院決定→入院案内：入院予定患者に配布される「入院のご案内」に使用中医薬品情報提供書
とお薬確認用ファイルを封入。入院説明を担当する看護師（患者サポートセンター）が、患者
に本運用の概要と目的の説明を行い、当該資料をお渡し。
②保険薬局：患者が、保険薬局に①の資料を提示。薬局薬剤師が提供書の記載を行い、現在使用
している薬剤に関する資料等とあわせて、お薬確認用ファイルに集約。揃った資料を患者にお
渡し。
③入院時、②の資料を患者が持参。平日日勤帯は、持参薬受付において提供された資料を用いた
面談を実施。薬剤師不在の土休日などは、病棟で当該資料を参考に内容の確認を実施。
（B）両面刷りとなっており、保険薬局では黒太枠線内を記入。本様式は、当院で使用している面談用
紙と同一の様式であり、提供書を用いた面談が可能である。
図1

保険薬局からの情報提供体制
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組織している。協議会において、2013 年 9 月に

な体制とした。

入院予定患者を対象とした保険薬局からの薬剤情
報の提供体制を構築したが、十分に活用できてい
ない状況にあった。そこで、薬剤情報連携体制の
見直しを含めた持参薬業務体制の再構築を図り、
その効果を検証したので報告する。

3．業務見直しの効果検証
評価項目は、提供書の回収状況と提供内容、持
参薬の業務時間とした。
（1）提供書の回収状況と提供内容：保険薬局薬剤
師による署名または押印が確認できたものを
「回収」と定義し、2020 年 2 月 3 日から 10 月

方法

31 日の間に回収された提供書を対象に調査し

1．持参薬業務体制

た。なお、提供書 500 部については、事前に

当院では、持参薬鑑別内容の鑑査体制と病棟薬

付番することで追跡が可能な体制とし、回収

剤師が対人業務等に専念できる体制の確保を目的

割合および提供先の所在地を調査した。提供

に、持参薬管理業務を患者サポートセンター内の

内容については、提供書 5 項目に関する情報

持参薬受付に集約している。平日の予定入院患者

提供件数、および保険薬局からの提供内容と

を対象に、面談用紙を用いた持参薬面談を実施し、

入院時の情報（当院が保有していた情報、も

持参薬管理システム
（J-Reporter2；インフォコム㈱、

しくは入院時点で患者から聴取した情報）に

東京）に鑑別入力を行い、鑑別報告書を作成して

相違のあった件数を調査した。

いる。病棟薬剤師は鑑別報告をもとに服薬計画の

（2）持参薬の業務時間：1 患者あたりの持参薬業

提案を行い、医師は電子カルテ上で鑑別報告をも

務（面談、鑑別入力、鑑査および全業務）時

とにオーダ入力が可能な体制となっている。

間を調査した。対象はすべての持参薬業務が
行われた予定入院患者とし、鑑別報告日数の

2．持参薬業務の見直し

短縮および保険薬局からの情報提供体制の見

① 2020 年 1 月から鑑別報告日数の短縮（数量カ

直しが図られる前（2019 年 10 月 28 日から 11

ウントを最大 14 日から 7 日に短縮）
、② 2020 年 2

月 1 日）と見直し後（2020 年 3 月 9 日から 3

月から保険薬局からの情報提供体制の見直し（図

月 13 日）で比較を行った。見直し後について

1-A）を図った。

は提供書回収の有無により 2 群に分け、回収

保険薬局に情報提供を依頼する対象は、入院予

がなかった場合を「報告日数短縮」群、回収

約が確定した段階で処方薬を使用中の患者とし、

があった場合を「報告日数短縮 + 提供書」群

当院での処方歴や当日処方の有無に関わらず保険

とした。なお、見直し後の調査期間は、新型

薬局への協力を依頼する体制とした。情報連携に

コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行に

は、協議会で選定した 5 項目（薬の管理者、入院

よる影響を考慮し設定した。

前中止薬、自己調節薬、市販薬・サプリメント、
薬剤アレルギー・副作用歴）から構成される「使
用中医薬品情報提供書（以下、提供書）
（図 1-B）
」

4．倫理的配慮
本論文は人を対象とする臨床研究には該当しな

を用い、様式の一部を当院の面談用紙と共通化す

いが、データ管理においては個人情報保護に十分

ることで、効率的に面談が行える体制とした。ま

配慮して実施した。

た保険薬局からの情報の集約も可能な、色付きの
専用クリアファイル（お薬確認用ファイル）を準
備し、その中に提供書を入れることで注意喚起を
図った。さらに患者の理解と協力が不可欠である

結果
1．提供書の回収状況と提供内容

ことから、看護師（患者サポートセンター）から

回収された提供書は 1,126 件であった。このう

本運用の概要と目的を説明する体制とした。運用

ち追跡可能な提供書（500 部）に該当したのは 325

の見直しについては、協議会を通じて近隣の薬剤

件（回収割合：65.0%）で、提供先の所在地は金沢

師会（横浜市薬剤師会、横須賀市薬剤師会）へ周

区 133 件（40.9%）
、横浜市（金沢区を除く）113

知を図り、当院薬剤部のホームページに運用の概

件（34.8%）
、
神奈川県（横浜市を除く）63 件（19.4%）
、

要を掲載し、提供書等の資材もダウンロード可能

神奈川県外 16 件（4.9%）であった。なお、47 件
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（14.5%）は事前に運用に関する情報を共有できて

ころ「造影剤でも副作用の経験がある」との

いない地域からの提供であり、当院の門前薬局か

発言あり。病棟薬剤師が詳細を確認し、ガド

らの提供は 55 件（16.9%）であった。

リニウム系造影剤で掻痒感の経験があったこ
とを特定。退院時に保険薬局に対して情報提

保険薬局からの情報提供の実態を表 1 に示す。

供を行い、副作用情報の共有につながった。

各項目に該当する事項があり、情報提供のあった
割合は 14.3-29.4% であった。保険薬局からの提供
内容と入院時の情報に相違のあった割合は 0.2-6.4%

考察

であった。

入院時の持参薬について、保険薬局より 65.0%
2．持参薬の業務時間

の割合で情報提供を受けることができた。多様な

業務時間の変化を図 2 に示す。1 患者あたりの

情報の中で、病院と保険薬局が保有している情報

全業務の平均時間は、見直し前 20.9 分から、見直

の相違も一定数認められた。保険薬局との情報連

し後の「報告日数短縮」群 18.7 分、
「報告日数短

携は、持参薬業務時間の短縮傾向が認められた。

縮 + 提供書」群 16.6 分であった。
「報告日数短縮

入院中も安全に薬物治療を継続する上で、持参

+ 提供書」群は、
「報告日数短縮」群に比して面談

薬情報の正確な把握は不可欠である。お薬手帳や

時間、鑑別入力時間が短い傾向が認められた。

お薬説明書などのツールは処方情報が中心であり、
日常生活における薬剤の使用状況の把握には制限

3．事例の紹介

がある。提供書は、これらのツールで情報把握が

（1）60 代、男性、手術目的の入院。クロピドグレ

困難な項目を中心に構成しており、各項目の情報

ルについて、入院前からの休薬指示があった

提供割合がいずれも 10% 以上認められたことから

患者。面談時、
「医師の指示通り、きちんと止

も、提供書を用いた保険薬局からの情報提供は有

めていた。今日は薬を持ってくるのを忘れた」

用であると思われた。

との発言あり。提供書に「休薬対象薬と休薬

運用を共有できていない地域からの情報提供も

開始日」の記載があったため、指示通りの休

認められた。近年、医療機関と薬局の連携が多く

薬を確認できた。

の領域で報告されている7-9）が、広く浸透していな

（2）80 代、女性、手術目的の入院。面談時、
「薬

い持参薬に関する連携についても、高い割合で情

のアレルギーや副作用の経験はない」との発

報提供が得られた。患者の運用への理解と協力、

言あり。しかし、提供書には「副作用歴：リ

診療報酬上の算定（服薬情報等提供料 1）
、薬機法

ゾチームによる薬疹、エナラプリルによる咳」

の改正内容、ホームページ上への情報公開などの

との記載あり。患者の記憶もあいまいな、病

影響が考えられた。また、実際に提供書の作成を

院の未保有情報を新たに把握・登録すること

行った保険薬局の薬剤師からは、
「入院を把握する

ができた。

きっかけとなった」
、
「これまで聴取できなかった

（3）40 代、男性、精査目的の入院。提供書に「薬

ことを聞き出すことができた」との声もあり、保

剤アレルギー歴：ラモセトロン、ST 合剤によ

険薬局側がメリットを感じられる運用であったこ

る薬疹」との記載があり、患者に確認したと

とも一因の可能性がある。

表1

保険薬局からの情報提供の実態

薬の
管理者 *

本人
本人以外

入院前中止薬
自己調節薬
市販薬・サプリメント
薬剤アレルギー・
副作用歴

該当する事項があった件数
（n=1,126）
1,075

提供内容と入院時情報の相違
（n=1,126）
2（0.2%）

74
161（14.3%）
331（29.4%）
228（20.2%）

20（1.8%）
72（6.4%）
37（3.3%）

225（20.0%）

23（2.0%）

* 複数人管理（本人 + 本人以外）による重複あり
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病院と保険薬局で保有する薬剤情報に相違があ

展開が可能となった。日常的に利活用されている

ることは、医療安全上切実な問題である。本調査

鑑別報告書を介することで、多職種にとって手間

で認められた相違の多くは、薬局訪問から入院ま

なく運用できる点は、施設間連携の実践において

でのタイムラグによるものと思われたが、タイム

理想的な体制であると考える。持参薬受付は、施

ラグでは説明の付かない副作用歴などの相違も認

設間連携を含めた入院前の服薬情報を一元管理す

められた。当院では連携を継続・発展させていく

る窓口としても機能する可能性が考えられた。

ためにも、積極的に退院時の情報提供に取り組ん

本運用の限界および今後の課題は 2 点ある。1

でいるが、特に事例（結果 -3-3）のように施設間

点目が未回収の提供書の原因の特定である。本調

情報の相違を認識した場合、情報の共通化に向け

査の回収件数には、未記入や薬剤師以外（患者、

た働きかけが重要であると考える。

医師など）が記載した提供書は含めていない。し

入院時の保険薬局との情報連携は、持参薬管理

かしながら、所在不明な提供書も一定数存在する。

業務の負担軽減につながる。持参薬管理業務は時

配布後の入院中止や入院時の持参忘れなどが考え

間を要する業務の 1 つであり、複雑な業務内容を

られるが、回収件数を向上させる上で、今後詳細

効率的に行うことが課題であると報告 されてい

な調査が必要であると考える。2 点目がここに挙

る。本調査において、鑑別報告日数の短縮および

げた取り組みは当院の体系に適した運用であるこ

保険薬局との情報連携は持参薬業務の負担軽減に

とである。持参薬受付に業務を集約するにあたっ

寄与する可能性が示唆された。情報連携による負

ても、そこに人員を配置できるマンパワーが必要

担軽減は、主に持参薬情報の不足や不明確さの減

であり、各施設に応じた対応が必要だと思われる。

3）

少、提供書を面談に活用できる体制の影響が考え
られた。また、既に情報が記載されているため、

結語

限られた面談時間の中で、多くの聴取事項を記載
することにより発生する面談用紙の乱雑さの改善

保険薬局との情報連携に基づく持参薬管理体制

や、本運用に関する事前説明により、患者の意識

は、患者安全の向上、業務効率化の観点で有用と

が向上し、薬が整理された状態で持参された可能

考えられた。地域包括ケアシステムの構築が進み、

性も考えられた。

一元的・継続的な服薬管理を推進する上でも、情

施設間連携に基づく情報の活用には、情報を受

報連携に基づく持参薬管理体制の構築が望まれる。

け取る体制と、確実に診療に展開できる体制の整

また連携を継続・発展させていくために、常に双

備が不可欠である。今回、提供書を面談に活用で

方向の情報共有を意識して取り組んでいく必要が

きる体制にしたことで、持参薬受付で情報の集約

あると考える。

が容易となり、鑑別報告書を通じて入院加療への

25
20

（分）

15
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7.8
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4.8
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6.8

5.6
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見直し前
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加熱式タバコの健康影響
相模台病院

薬剤部

相澤政明

近年、加熱式タバコの使用者が増えており、健康被害がない、ニコチンを含んでいないなど
の誤解が広がっている。医療従事者は加熱式タバコに関する正しい情報を基に禁煙支援を行う
ことが重要であることから、加熱式タバコについて概説する。

１．紙巻タバコと加熱式タバコの喫煙状況

熱してニコチンを含むエアロゾル（蒸気の微粒子）
を吸煙する。日本では、ニコチン入りの液体は医

令和元年国民健康・栄養調査報告 によると、
１）

現在習慣的に喫煙している者の割合は 16.7％であ
り、男性 27.1％、女性 7.6％である。この 10 年間で、

薬品医療機器等法で許可されていないため販売さ
れていない。
加熱式タバコは、従来の紙巻タバコのようにタ

いずれも減少している。年齢階級別にみると、30

バコ葉に直接火をつけるのではなく、タバコ葉に

～ 60 歳代男性では喫煙の割合が高く、3 割を超え

熱を加えてニコチンなどを含んだエアロゾル（液

ている。

体の微粒子）を発生させる方式のタバコである２）。

現在習慣的に喫煙している者が使用しているタ

加熱式タバコは、葉タバコを使用するため「たば

バコ製品の種類は、
「紙巻タバコ」の割合が男性

こ事業法」の規制対象となり、
未成年は購入できず、

79.0％、女性 77.8％であり、
「加熱式タバコ」が男

タバコ税が課税される。従来の紙巻タバコと区別

性 27.2％、女性 25.2％である。タバコ製品の組合

するために、電子タバコと加熱式タバコを「新型

せについて、
「紙巻タバコのみ」
「加熱式タバコのみ」

タバコ」と呼ぶこともある（図 1）
。

「紙巻タバコ及び加熱式タバコ」は、男性では、
71.8％、20.3％、6.9％、女性では、72.6％、20.4％、4.8％

３．加熱式タバコの種類

である。
2021 年 5 月現在、日本では 3 製品の加熱式タバ
２．電子タバコと加熱式タバコの違い

コ（IQOS、glo、Ploom）が販売されている。加熱
式タバコはバッテリーで葉タバコを 300℃程度に

電子タバコは、海外ではニコチン入りの液体を

加熱し、気化したニコチン（沸点：247℃）を蒸気
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と一緒に吸煙する仕組みになっている。紙巻タバ

いる。十分な証拠があるため「ヒトに対して発が

コの燃焼部の温度は約 800℃であるが、加熱式タ

ん性がある」と判定されている物質がグループ 1

バコの加熱部の温度は約 30℃～ 300℃である（表

に分類される４）。

1）
。火を使って燃やさないため煙や臭いが少なく、

2014 年に日本とイタリアの一部の都市限定で販

有害性成分の量が低減されるとタバコ会社は宣伝

売が開始されたアイコスは、2016 年 10 月時点で

している。

日本が世界シェアの 96％を占めるほど急速に普及
した。2016 年 11 月に、アイコス使用後の重症急

４．加熱式タバコなら有害性が少ない？

性好酸球性肺炎の症例が日本から初めて報告され
た５）。

紙巻タバコは使用されて何十年も経ってから有
害性がはっきりと分かってきた。しかし、加熱式

５．禁煙へのステップとして加熱式タバコが役立つ？

タバコは販売されてから年月が経っておらず、長
期間の追跡調査結果がないため、有害性が少ない

アイコスの煙に含まれるニコチン量は紙巻タバ

とは言えない。アイコスは「9 つの有害性成分の

コに比べ、約 60 ～ 80％程度であるとの報告があ

量が約 90％低減された」とタバコ会社は宣伝して

る６）。また、アイコスを吸った時のニコチン血中濃

いるが、体への悪影響が 90％少なくなったという

度を紙巻タバコと比べると、
約80％７）や約 100％（ほ

ことではない。加熱式タバコ（アイコス）と紙巻

８）
ぼ同じ）という報告がある（図 2）
。アイコスの煙

タバコの主流煙中の有害成分量を表 2 に示す３）。

を吸わせたラットのニコチン血中濃度は、通常の

多環芳香族炭化水素は紙巻タバコよりもかなり少

紙巻タバコの煙を吸わせたラットと比べ、ニコチ

ないが、他の多環芳香族炭化水素が少ないという

ン血中濃度が 4 倍も高かったという報告がある９）。

ことではない。揮発性有機化合物に関しては、や

これらのことから、アイコスに含まれるニコチン

や少ないという程度である。ベンズアルデヒドや

は紙巻タバコと同じ程度またはそれ以上体内に入

アクロレインは毒性、刺激性がある。ホルムアル

ると考えられる。よって、アイコスのニコチン依

デヒドは、WHO の専門機関である国際がん研究

存の強さは変わらず、紙巻タバコをやめるための

機関（IARC）がグループ 1 の物質として公表して

ステップとしてアイコスなどの加熱式タバコは役

表1

加熱式タバコの種類
加熱式タバコの商品名

加熱部の温度

IQOS（アイコス）

約 300℃

glo（グロー）

約 240 ～ 280℃

Ploom TECH（プルームテック）

約 30℃

高温加熱式
低温加熱式

アイコス

図2

アイコス使用時のニコチン血中濃度推移（日本人）
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ので、薬効を得るために喫煙者では非喫煙者に比

立たないと考えられる。

べて投与量の増量が必要な場合がある。禁煙補助
６．紙巻タバコと薬の相互作用

薬のニコチンガムやニコチンパッチは、ニコチン
のみを含有し多環芳香族炭化水素を含有していな
いので、これらを使用して喫煙者が禁煙した時は

紙巻タバコはそれ自身で体に有害な作用を引き

薬の効果が強く現れる可能性がある（表 3）10）。

起こし、一部の薬の効果にも影響を及ぼす。喫煙に
よって薬効が変化する要因には、ニコチンによる作

７．加熱式タバコと薬の相互作用

用と多環芳香族炭化水素による作用（CYP1A2 酵素
誘導、グルクロン酸トランスフェラーゼ誘導）が
ある。多環芳香族炭化水素はタバコのヤニに含まれ

加熱式タバコは、紙巻タバコに比べて一部の多

ており、肝臓の薬物代謝酵素の 1 つである CYP1A2

環芳香族炭化水素の量が少ないことから、多環芳

の量を増やす。この酵素で代謝される薬を喫煙者

香族炭化水素による CYP1A2 の誘導が少ないかも

に投与すると薬の代謝が促進され薬効が弱くなる

しれない。よって、紙巻タバコよりも薬の相互作

表 2．加熱式タバコ（アイコス）と紙巻タバコの主流煙中の有害物質量
加熱式
紙巻
比率 ％
タバコ
タバコ
（加熱式／紙巻）
ナフタレン
1.6
1105
0.1
アセナフチレン
1.9
235
0.8
アセナフテン
145
49
296
フルオレン
1.5
371
0.4
アントラセン
0.3
130
0.2
フェナントレン
2
292
0.7
フルオランテン
7.3
123
6
ピレン
6.4
89
7.2
アセトアルデヒド
133
610
22
アセトン
12
95.5
13
アクロレイン
0.9
1.1
82
ベンズアルデヒド
1.2
2.4
50
クロトンアルデヒド
0.7
17.4
4
ホルムアルデヒド
3.2
4.3
74
イソバレルアルデヒド
3.5
8.5
41
プロピオンアルデヒド
7.8
29.6
26
（㎍ / タバコ 1 本）
Reto Auer et al. JAMA Intern Med. 2017 Jul; 177(7): 1050–52. 改変
有害物質

多環芳香族炭化水素

揮発性有機化合物

表 3．紙巻タバコと薬の相互作用
薬
イミプラミン
インスリン
エストラジオール
エタノール
オランザピン
カフェィン
クロルプロマジン
コデイン
テオフィリン
ハロペリドール
フルボキサミン
フレカイニド
プロプラノロール
ヘパリン
メキシレチン
リドカイン
ワーファリン

薬効
相互作用
抗うつ薬
糖尿病治療薬 皮下吸収遅延
水酸化体増加
胃排出能遅延
抗精神病薬
CYP1A2 誘導
強心薬
CYP1A2 誘導
抗精神病薬
鎮咳薬
グルクロン酸抱合促進
気管支拡張薬 CYP1A2 誘導
抗精神病薬
抗うつ薬
CYP1A2 誘導
抗不整脈薬
抗不整脈薬
グルクロン酸抱合促進
抗血栓薬
機序不明
抗不整脈薬
グルクロン酸抱合促進
抗不整脈薬
バイオアベイラビリティ低下
抗血栓薬
機序不明

効果
血中濃度減少
喫煙者ではインスリン必要量が増える可能性あり
抗エストロゲン作用
吸収率と最高血中濃度低下
クリアランス増加（98%）
クリアランス増加（56%）
AUC 減少（32%）
、血中濃度低下（24%）
半減期、血中濃度に影響なし
クリアランス増加（58-100%）
､ 半減期減少（63%）
クリアランス増加（44%）、血中濃度低下（70%）、臨床的意義は不明
血中濃度低下（47%）
、クリアランス増加
クリアランス増加（61%）、トラフ血中濃度低下（25%）、投与量増量（17%）
クリアランス増加（77%）
クリアランス増加、半減期減少
クリアランス増加（25%）
、半減期減少（36%）
AUC 減少（200%）
クリアランス増加（13%）
、血中濃度低下（13%）

Zevin S et al. Clin Pharmacokinet. 36(6):425-38, 1999 . 改変
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用が少ない可能性が考えられるが、詳細について
は今後の更なる研究が必要である。

アクセス）
５）Takahiro Kamada et al. Acute eosinophilic

加熱式タバコから検出される有害物質の量は紙

pneumonia following heat-not-burn cigarette

巻タバコと比べて低いかもしれないが、病気にな

smoking. Respirol Case Rep. 2016 Nov; 4（6）:

るリスクは有害物質量と単純な線形で比例するわ

e00190.

けではない。加熱式タバコには研究されていない
未知のリスクが存在することを認識する必要があ
る。

６）田渕貴大 : 新型タバコの本当のリスク , 内外出版
社 , 東京 , 2019
７）Patrick Picavet et al. Comparison of the
Pharmacokinetics of Nicotine Following Single and
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

May; 18（5）:557-63.

bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/r1-

８）Patrick Brossard et al. Nicotine pharmacokinetic

houkoku_00002.html （2021 年 5 月 31 日 ア ク セ
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ス）

cigarettes and nicotine gum in Japanese smokers .

２）加熱式タバコや電子タバコに関する日本呼吸器学
会の見解と提言（改定 2019-12-11）
, 日本呼吸器学
会

Regul Toxicol Pharmacol. 2017 Oct;89:193-199.
９）Pooneh Nabavizadeh et al. Vascular endothelial
function is impaired by aerosol from a single IQOS
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委員会報告
Committee report

2021年災害時被災状況報告訓練について
会員・広報出版委員会
神奈川歯科大学附属病院

神奈川県病院薬剤師会では例年、大規模災害に

薬剤科

山崎勇輝

ので報告いたします。

備え災害時被災状況報告訓練を実施しています。
災害時には被災状況を取りまとめ把握することか
ら始まります。今回の訓練では、前回に引き続き、
報告方法を FAX、メール以外に神奈川県病院薬

被災想定
被災日時：令和 3 年 3 月 11 日（木曜日） 午前

剤師会ホームページに直接送信用の災害時被災状
況報告書連絡フォームを設けました。また被災想
定として、令和元年 10 月の台風 19 号で被災した

9 時時点
災害規模：
神奈川県全域

大雨による災害想定

状況を考慮し、報告していただきました。各施設

 令和元年 10 月の台風 19 号で被災した状況を

からの災害時被災状況報告書を取りまとめました

考慮して報告

1．報告施設件数
Google フォーム
FAX
メール
合計

施設数
55 件
12 件
0件
67 件

回収率 20.2％（67 施設 /332 施設）

2．診療状況について
通常の診療が開始されている
一部診療開始
診療が中断されている

51 件
12 件
4件

3．薬の供給について（薬剤の入荷状況）
供給体制に問題なし
一部問題あり
供給機能は完全にマヒしている

12 ● 神病薬誌
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48 件
18 件
1件

4．薬剤等の医療物資の支援
必要性なし
必要性あり
未回答

63 件
3件
1件

5．人的支援
必要性なし
必要性あり
未回答

65 件
2件
０件

6．施設の現状について、救援が必要な場合のフリーコメント（原文のまま記載）
施設

施設の現状について

救援が必要な場合

A

ライフラインは正常に稼働。

B

医師が病院に到着できない。
卸問屋が時間通りに納品できない。

C

医薬品の配送が遅れている。

D

海抜 3 ｍのため津波の心配があるため的確な津 周辺住民が流れ込みトリアージが上手く進まないため。
波情報が来るまでは緊急性を要する診療以外は
中断。
主要取引業者に 5 日分の在庫を確保されている。

E

強風にてバス停の庇の破損あるも診療体制には
問題なし。

F

近隣の患者さんのみ対応。

G

現状は問題ないが、相模川が氾濫した場合、当
院地下薬品倉庫が浸水する可能性あり、一部薬
品を移動させた。

H

交通渋滞ため通常納品に遅れあり。

I

植木が倒壊。

J

鶴見川の状況によっては被災の可能性あり

K

道路が冠水し、薬剤の納品に遅れあり。

L

風による影響で病院の看板が落下。

M

輸液が足りない。

大規模停電が発生した場合、ワクチン用ディープフリー
ザが停止するため、電源供給を希望。

現在は不要だが、医薬品供給が長期間にわたりされない
場合には、一部の使用頻度が少ない薬剤が不足する恐れ
があります。
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しかし全体の報告件数は前回より約 25％減少し、

まとめ

特に連絡フォームからの報告件数が減少していま

今回の報告訓練では、前回に引き続き、報告方

した。

法を FAX、メール以外に神奈川県病院薬剤師会

全体の報告件数は減少しましたが、連絡フォー

ホームページに直接送信用の災害時被災状況報告

ムからの報告は簡便で、報告にかかる時間も短く、

書連絡フォームを設けました。また今までの報告

報告施設の被災状況を集計できるため、災害時の

訓練は地震を想定していましたが、今回の報告訓

状況把握には有効な手段だと考えています。

練は令和元年 10 月の台風 19 号の大雨による被災
を想定した訓練となりました。
今回の報告訓練も前回に引き続き、連絡フォー
ムからの報告件数が多く、82％を占めていました。
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今後は、ご報告いただいた被災状況を把握して
から、この情報をどう生かしていけるか、具体的
な活動方法等を検討しております。
今後とも、ご協力よろしくお願いいたします。

研修会報告
Committee report

令和2年度

薬剤師の法的役割に関する研修会
業務検討委員会
西横浜国際総合病院

はじめに

芦塚

拓也

参加者の概要

薬剤師の法的役割に関する研修会が 1 月 30 日に

参加人数：74 名

開催された。本研修会はウェビナーによるオンラ
イン方式にて開催され、神奈川県総合薬事保健セ
ンターを配信会場とし、講師の土屋文人先生の講
演はリモートにて行われた。なお、この研修会は、

講演内容
講演に先立って土屋先生より、事前に研修に使

神奈川県からの委託事業として薬剤師向けに広く

用されるスライドと参考資料を配布したので研修

法的役割を理解してもらうことを目的に行われ、研

後よく読んでその理解を深めてもらいたいとのご

修会終了後も録画した動画を神奈川県病院薬剤師

挨拶があった。

会の HP にて 1 カ月間オンデマンド配信を行った。

また、本報告書においても講演スライドの公開
についてご快諾を頂いた。本報告にて研修の概要
を報告するが、詳細については同掲載した、講演
スライドをご参考にされたい。
下記の内容について、ご講演をいただいた。
①薬剤師とは何をする人なのか？（薬剤師法・薬
機法）
②薬剤師法・薬機法を理解するために（厚生科学
審議会医薬品医療機器制度部会での議論）
③改正薬剤師法・薬機法が求める薬剤師とは
④薬物療法の安全確保のために改正医療法（平成
29 年）

プログラム

⑤薬物療法における医療安全とは

日時：令和 3 年１月 30 日（土） 14：00 ～ 15：30
内容：Ⅰ．開会挨拶：神奈川県病院薬剤師会
業務検討委員会 委員長 菅野 浩

おわりに

Ⅱ．講演：
「法が期待する薬剤師像を考える

今回の研修では、法の中で薬剤師はどのような

－改正薬剤師法・薬機法及び医

立ち位置にいるのか？また、改正された薬機法や

療法への対応－」

薬剤師法から薬剤師が今後どのような役割を期待

講師：一般社団法人 医薬品安全使用調査研究機構
設立準備室 室長 土屋 文人 先生
Ⅲ．閉会挨拶：神奈川県病院薬剤師会
担当副会長 小村 裕子

されているのか？今後の自分たちが新たに担って
いく業務や、変えていかなくてはいけない意識と
業務などを学ぶことができた。
また、調剤助手業務の緩和や未承認薬の問題に
関連して、薬剤師の業務が対物から対人にシフト
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していく流れの中で、対物業務が薬剤師としての
根幹にあることを忘れてはいけないというメッ
セージを頂いた。このメッセージから、自分たち

講演スライドの参考資料
１．
「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引

が今どのような業務に比重を置いているのか、ま

き（第 1.1 版）
」2020 年 9 月

た疎かにしている部分はないか、改めて考えさせ

公益社団法人日本薬剤師会

られた。本研修会で 1 時間 30 分という限られた時

URL：https://www.nichiyaku.or.jp/assets/

間の中で濃密な学びを得ることができた。

uploads/pharmacy-info/followup_1.1.pdf

本研修会は、オンライン方式で行われ、受講者
はモニター越しの研修となったが、講師のわかり

２．
「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」平成

やすい資料と解説に加えて専門業者による配信を

30 年 12 月 25 日

行ったため、集合研修と遜色なく学びや気づきを

厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会

得ることが出来た。

U RL：https://www.mhlw.go.jp/content
/11121000/000463479.pdf
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ʔӹǬᗄܥǭƩईዧȐϗᤑǓǙȉǝǿǬᗲȐǕǨǂᗷӚǭʿ˨˿ʛǬईዧȐϗᤑǓǙȉǝǿǬᗲȐǗȉᗷ
᧯
ƩईዧȐϗ
᭶᭷ ǑǬ്࢝ǥƳᒳݹƴǦǭƩᒳьࠀǊᚦ٥ӚǭਠʝǬဧခǥᘬьǬѺȐᕚǄب
࿃ࠩȐǗȉᗷȐᤓǍᯄ
ȐᤓǍᯄ ǩǭ។ཽǕǨǂƪ
ǩǭ
ҧ
ᘬьǬౝឬᗲΓǭ಼ǩࢢǄǑǦƪ
ᗲΓǭ಼ǩࢢǄǑǦ
ǛǬᣙᗲዧǊҤᒳՅǬᚦ٥Ȑ̯ǙᕚǄبӿǩǭᯇǛǬᚦ٥ǩࢴᖽǨبȐԏǾᯄ
Ȑ
ș ਫόӜǱഎȐҧЧǩǕƩǉǢƩඪฒȐ͔ǢǑǦƪ
ǩǕƩǉǢƩඪฒȐ͔Ǣ
ɢ
ЇଣȐᗲǏȉǑǦƪ
ǂǄƪǝǞǕƩ࿃ᤑᏣǕǍǭᗷӚǭ᧩ጥѷ໔ᗷᗲǬᘬьȐᤓǍƪ
Ʉ सᠶҧɔɟȥɞɕǬǤȑǱȑӜǱ˒ɔɟȥɞɕǬʚဓǤȑǱȑǛǬ˶ᘬьǩࢴᖽǨ֬ϢȐΓǆȉǑǦƪ
ӜǱ˒ɔɟȥɞɕǬʚဓǤȑ

࿃ᤑᒳьࠀǬጊبǭ്ခǩǭǑǬჰ࠱ǬౝឬᗲΓǥᛯȈȉǑǦǩǨȉ

ᒳьࠀǬѺҹǦҤࠀǦǬᣢ͈
ᅝ୴᭭ᘬь᭮
ᒳьࠀǥǨǂዧǭᯇᚦ٥ӚǭਠʝǬဧခǥᘬьǕǤǭǨȇǨǂƪǝǞǕᯇҤࠀᏣǕǍǭ
რҤࠀǊ಼ǩਵǐȉبӿǩǈǂǤᎉ߫ǬЖૐǙȑǩȆȈᎉȇᘬьǗȉǦǋᯇӚǭ༔Ҥ
ࠀǊᎉ߫ǬЖૐǙȑǩȆȈᎉȇᘬьǗȉǦǋǭᯇǑǬᤋȈǥǨǂƪ
᭶ ईዧӚǭ༴ǩǛǬဲᙴǩࡿǝǡǤǂȉዧǊ໗ǩǛǬҤࠀӚǭრҤࠀǉȇᒳьǬ
˝˸ȐӣǏȉǑǦȐ߸ǗȉȐྃǕСǝبӿ
᭷ Ҥࠀ്ᅝ୴ӾӹǬبӿӚǭრҤࠀ്ᅝ୴ӾӹǬبӿ
ᅝ୴᭭ЖૐǙȑǩȆȉᘬь᭮
ᒳьࠀǭᯇҤࠀᯇრҤࠀӚǭ༔ҤࠀǬЖૐǙȑǩȆȇǨǏȊǮᯇᚦ٥ӚǭਠʝǬဧခ
ǥᘬьǕǤǭǨȇǨǂƪ
᭷ ᒳьࠀǭᯇЖૐǙȑǩᗫᝊǓȊǝҤᒳՅǩǢǋᯇǛǬЖૐǙȑȐ˝˸ǕǝҤࠀᯇრ
ҤࠀӚǭ༔ҤࠀǬԃऴȐࢣǝبӿȐᤓǍǹǉᯇǑȊȐ٭ାǕǤᘬьǕǤǭǨȇǨǂƪ
ᅝ୴᭭ྱዉ̏᭮
ᒳьࠀǭᯇЖૐǙȑʪǩྱȍǕǂǊǀȉǦǋǭᯇǛǬЖૐǙȑȐ˝˸ǕǝҤࠀᯇრ
ҤࠀӚǭ༔ҤࠀǩժǂӿȍǙǤᯇǛǬྱȍǕǂȐ႓ǉǿǝ࢞ǥǨǏȊǮᯇǑȊǩȆǡ
ǤᘬьǕǤǭǨȇǨǂƪ

ᒳьࠀǭҤࠀǉȇᄳ᭭ҤࠀǬ৽ႯǥѷǍጊ჻ǥǭǨǂ
Ҥࠀɬᒳьࠀ˿ٲǬҤጊ რҤࠀȐᤓǍ ǭҤࠀǬ৽ႯǬʛ
ǥѷǍǑǦǊؗǦǨǡǤǂȉ
ᒳьࠀ˿ٲǬҤጊǩǈǏȉѺҹǦ്Ǭᗫᝊ
͔Άࠀѥེࠀဲᙴࠀ്
ᅝ᭶୴ ǑǬ്࢝ǭƩ͔ΆࠀƩѥེࠀӜǱဲᙴࠀǬᚽᛍȐԈʚǕƩȀǢǤҤӜǱϜᕙᕠཹǬଔӜԈʚȐ
גȉǑǦȐဧခǦǗȉƪ
ᅝ᭺୴ ǑǬ്࢝ǩǈǂǤƳဲᙴࠀƴǦǭƩӋཹѫΡٺᎅǬϏᗳȐӣǏǤƩΛ࿃ዧᏣǕǍǭǖȆǍۚǩݘ
Ǘȉ᧯ʚǬʢᘎӚǭᗷǬᖍѥȐᕚǄǑǦȐǦǗȉዧȐǂǄƪ
ᅝ᭻୴ ǑǬ്࢝ǩǈǂǤƳЋဲᙴࠀƴǦǭƩះဳၥˍǬϏᗳȐӣǏǤƩҤࠀƩრҤࠀӚǭဲᙴࠀ
Ǭ৽ႯȐӣǏǤƩх୴ǩᗄܥǗȉǑǦȐᕚǄǑǦȐǦǗȉዧȐǂǄƪ
ᅝ᭸᭶୴ ဲᙴࠀǥǨǂዧǭƩᅝ˒୴ǩᗄܥǗȉȐǕǤǭǨȇǨǂƪǝǞǕƩҤࠀ് ӚǭრҤࠀ്Ǭ
ᗄܥǩؗǣǂǤᕚǄبӿǭƩǑǬᤋȈǥǨǂƪ
᭷ ͔ΆࠀӜǱѥེࠀǭƩхǬᗄܥǩǉǉȍȇǘƩᅝ᭺୴ǩᗄܥǗȉȐᕚǄǑǦǊǥǋȉƪ
ᅝ᭸᭷୴ ЋဲᙴࠀǥǨǂዧǭƩᅝ᭻୴ǩᗄܥǗȉȐǕǤǭǨȇǨǂƪǝǞǕƩҤࠀ് ӚǭრҤࠀ്
ǬᗄܥǩؗǣǂǤᕚǄبӿǭƩǑǬᤋȈǥǨǂƪ

ᒳьࠀ്ǭဲᙴࠀǩݘǗȉЋဲᙴࠀǬȆǄǨᒳьࠀȐᖍѥǗȉ
ጊ჻ǩᣢǗȉܥዉǭǨǂ ്ခᗒǉȇǭƩᒳьࠀȐᖍѥǗȉ
ጊ჻ǭथܥǓȊǤǂǨǂ᭮
ᒳьࠀǭ˶ጊ჻ǩݘǕǤ৽ႯȐǗȉጊ჻ǩǭǨǡǤǂǨǂ

ᗷઠݜቒীࠀ്
ᅝ᭶୴
ǑǬ്࢝ǭƩᗷઠݜቒীࠀǬᚽைȐܥǿȉǦǦȀǩƩǛǬѺǊ។ǩៀཽǓȊȉȆǄǩᗄ࢝
ǕƩȀǢǤҤӜǱϜᕙᕠཹǬଔӜӜǱԈʚǩܺʝǗȉǑǦȐဧခǦǗȉƪ
ᅝˎ୴ ᭷ ǑǬ്࢝ǥƳᗷઠݜቒীࠀƴǦǭƩӋཹѫΡٺᎅǬϏᗳȐӣǏǤƩҤࠀӚǭრҤࠀǬ৽ႯǬ
ʛǩƩઠݜቒȐ˨̢ǩݘǕǤݜ᭭ੰࢎȐԏǽƩݜಐ֬Ӛǭઠࣕݜԃ̝φለ᭭ǛǬҕӿ໔ӜǱ
ઠࣕݜԃ̝φለӚǭǛǬҕӿ໔Ǭԏ໔ȐԏǾƪ᭮Ȑ˨̢ϧǩǛǄϗǕǤᕚǨǄȀǬȐᤓǍƪ˿
ʛԃǖƪ᭮ǗȉǑǦȐǦǗȉዧȐǂǄƪ
ᅝ୴Ǭ ᗷઠݜቒীࠀǭƩᅝ୴ᅝǩᗄܥǗȉѺǬǹǉƩ͔Άࠀѥེࠀဲᙴࠀ്ᅝ୴ᅝӜǱ
ᅝ୴ǬᗄܥǩǉǉȍȇǘƩᗷǬᖍѥǦǕǤƩ႖എϟᫍ྇ᗷૌᖇኲǛǬ˶Ǭ྇ǩȆȉᗷ
ૌȐᕚǄǝǿǬᖇኲǥǀǡǤડ˾ǥܥǿȉȀǬȐཽǂǝటவ᭭ҤࠀӚǭრҤࠀǬ৽ႯǬʛǩ
ᕚǄȀǬǩᤋȉƪ᭮ȐᕚǄǑǦȐǦǗȉǑǦǊǥǋȉƪ

ᮁૢǬϧܶᮃ
᭶᭳ᒳьࠀǦǭ̣ȐǗȉ˨ǨǬǉᮄ ᒳьࠀ്ᯈҤ്
᭷᭳ᒳьࠀ്ɬᒳಐ്ǬઞȐ༷ᗛǗȉǝǿǩ
᭭Ӌཹრݏᙰ̏ҤᒳՅҤಐ֬й࠱̏ǥǬᙰᘵ᭮
᭸᭳ઞᒳьࠀ്ᯈᒳಐ്ǊഘǿȉᒳьࠀǦǭ
᭹᭳ᒳ໔്ǬܜϘ႓͔ǬǝǿǩઞҤ് ࠙ওࠚ᭮
ǊഘǿǤǂȉǬǭ̣ǉ
᭺᭳ᒳ໔്ǩǈǏȉҤܜϘǦǭ
᭻᭳ǈȍȈǩ

ᒳಐ്ɬᒳьࠀ്ઞǬх࢞Ǭ൰Ȋ
ӋཹѫΡိӋཹრݏᙰ̏ҤᒳՅҤಐ֬й࠱̏ǥǩȍǝȈᙰᘵ
ǊǨǓȊᯇᒳಐ്ᅥй࠱ઞǩǢǂǤǬؗခǨۄѿǊהǼǡǝ
᭭اԟୁKWWSVZZZPKOZJRMSFRQWHQWSGI᭮
ᒳಐ്ᅥй࠱ઞǩᣢǗȉǦȈǼǦǿ
᭰
ᒳьࠀǊǬѓȐஎǝǕؑשǬईዧȐઘǗȉǝǿǬҤᒳЧǬ˯࢞ǬǀȈ
ૐǩǢǂǤ᭭ҤᒳЧǩᣢǗȉǦȈǼǦǿ᭮

ҤᒳՅᯇҤಐ֬ᅥǬՅᛍᯇѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ
്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝᭭˾Բφࠚ്࢝ᅝӹ᭮᭭᭮

ᒳьࠀȐᖍѥǗȉጊ჻Ǭק܅ǩǢǂǤ്ઞǊᕚȍȊǨǂെǥ
࠙ওࠚૢӋѫိǉȇᯅᘬьѺǬǀȈૐᯆឨၥǊСǓȊǝ

ᕙᙰᤑឨែ ᤆࠂനᙰ˸ǋ ᯇӘᙰᤑឨែ ᤆࠂനᙰ˸ǋ ᯈ്ওᄳϜߵ

ǑǬឨၥǬᗛᠰȐǧǬȆǄǩǗǷǋǉǭ˯࢞ٺǋǨᘩᧆǦǨȉ

ᕚ ˾Բࠚૢᯇૢᯇ˾Բࠚૢᯇ˾Բࠚૢ

ᎈࠩߥ്ٟ
ᅝ᭷୴ ᭷ ǑǬ്࢝ǥƳᎈࠩߥীٟƴǦǭƩӋཹѫΡٺᎅǬϏᗳȐӣǏǤƩᎈࠩߥীٟǬԄწȐཽǂ
ǤƩҤࠀǬ৽ႯǬʛǩƩཹԭሼ৻ᆈ༷ᖇኲǬ̨ӜǱ͔ܛటȐᕚǄǑǦȐǦǗȉዧȐǂǄƪ
ᅝ୴ ᎈࠩߥীٟǭƩ͔Άࠀѥེࠀဲᙴࠀ്ᅝ୴ᅝӜǱᅝ୴ǬᗄܥǩǉǉȍȇǘƩᗷǬᖍѥ
ǦǕǤཹԭሼ৻ᆈ༷ᖇኲǬ̨ȐᕚǄǑǦȐǦǗȉǑǦǊǥǋȉƪ

ૢᒳমࡧǋYĹ ɆɋȨɖᕚ˾ྒྷऴˍឨၥ
Ȩɢȿᣢឯឨၥ
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˯ǬઞǬؗǦǨǡǝᙰᘵ᭭Ӌཹრݏᙰ̏

ҤᒳՅҤಐ֬й࠱̏ǥǬᙰᘵ᭭ᅝ᭽᭮

ҤᒳՅɬᒳьࠀȐǿǎȉǑǬࠚǬཙ٭ـҕǬ̷
࢞ҤᒳՅཽ̳ǬଔӜ
ࠚ᭭᭫᭮Ĺࠚ᭭᭫᭮

ҤᒳЧ༞Ǭឳކ
ࠚ᭭᭫᭮Ĺࠚ᭭᭫᭮

࿃ᤑᒳьࠀǬ࿃ఇѺǬࠦǊȈ
࿃ఇܩѣᆁᆁݾܥС࿃ᤑ
ࠚȆȈᆁܥӳƩࠚǥᇹ᭫

ᒳьࠀ്ɬҤ്ɬᒳಐ്ᅥǬઞ
ᖘᒳ̇ᅥǩȆȉҤᒳՅǬᯅཽ̳ǬܜϘᯆݘᅮՅ
᭭ɇɚɭɓɨȝɞɭᤁ᭮ǬᣙɬଔӜ
ҤಐᣢǩǈǏȉҤܜϘݘᅮǬଔӜ
ҤࠀᅥǬΡǋૐઞᦃ᭭ȴȮȤȬɊȻȘɨȥ᭮
˯ǬઞǬؗǦǨǡǝᙰᘵ᭭Ӌཹრݏᙰ̏

ҤᒳՅҤಐ֬й࠱̏ǥǬᙰᘵ᭭ᅝ᭾᭮

ǑǬࠚᣜǥҤಐᣢǭٺǋǍ٭ȍǡǝ
ᅝʙዧᘁ̀Ǭܩ
࿃ᤑಐጻᘁ̀Ҥಐጻᘁ̀ಐౝǊܩǗȉᘘܥй࠱
,62ו౹ෛҕಐౝǩȆȉՅᛍɓɂȭɖɨȽȬȮȻɕ
-&,᭭-RLQW&RPPLVVLRQ,QWHUQDWLRQDO᭮
ᇂוǬҤᗲȐݘᚍǦǕǝᅝʙዧᘁ̀ಐᣢ
ᅝʙዧᘁ̀ȐӣǏȉǑǦǩȆȈƩוഋǩݘǕǤࡿᘏҤಐᣢǬ
െǊǥǋȉȆǄǩǨǡǝƪ
ӣѷֆຆᤁƩʪ࢙ӿʪ᭭ईዧɌɞșɅȬɭ႓͔᭮ᅥǩȀ
ѭஎȐႯǗǑǦǊǥǋǝ᭭ҤȐӣǏȉዧǬऴᗃӟ᭮

ҤܜϘ႓͔
࠱ᠴǨǡǤཹǕǝҤˍઢᅥǩᣢǕǤǭƩ്ઞȐԏǿǤ
ҤಐᣢǭርǆᣜǨǂѦѡƩҤܜϘǬǝǿǬመቿઞᦃᅥǊ
ܩǓȊǤǂȉ
ƷвඩᚽૂƸӢȈǼǦǿKWWSVZZZPKOZJRMSFRQWHQWSGI

ǑǬࠚᣜǥҤಐᣢǭٺǋǍ٭ȍǡǝ

ईዧǭҤಐᣢǬᦃ٭ȐܩसǕǤǂȉ

ࠚઞܥǩǈǏȉʪҤҳǥǬᙰᘵ

ҤಐᣢǬઞᦃǭҤࠀᅥǬ
ҤȮȴȸɊǞǏǥওǓȊǝǬǉᮄ

ᮓᮔ᭨
ҤࠀȐǭǖǿǦǕǝҤȮȴȸɊǬǽǨȇǘ
ˍѺՌ᭭Ҥˍᘩ᭮ȂඪਟȮȴȸɊȐԏǿ
ࡿᘏҤಐᣢǩއǗȉϘǤǬጊՌǬѦѡǩȆǡǤ
መቿǬᗃဩǕƩѺমᅥǬઞᦃǊᕚȍȊǝƪ
ǼǝƩकاȬȮȻɕȂӾ჻ಐ֬ǩǢǂǤȀ
ȬȮȻɕઞឬƩಐ֬Ǭᆈ༷ૐ്ᅥϘခǨ
ᗃဩǕǊᕚȍȊƩǉǢ༴קȀሳሴǕǤǂȉ

ǑǬࠚᣜǥҤಐᣢǭٺǋǍ٭ȍǡǝ

࠙ওࠚ࠱ᗷا᠔ઞܥᘦ̏ ࠙ওࠚૢᣙΕ ᚽૂȆȈᇉ

ࠚઞܥǩǈǏȉʪҤҳǥǬᙰᘵ

ҤಐᣢǬઞᦃǭҤࠀᅥǬ
ҤȮȴȸɊǞǏǥওǓȊǝǬǉᮄ

Ҥੀ̽ᗲǝȉ
ᒳݹǩǈǂǤҤಐᣢǬȆǄǨ
ᮓᮔ᭨
ҤࠀȐǭǖǿǦǕǝҤȮȴȸɊǬǽǨȇǘ
᭭ईዧɬוഋǊܩसǥǋȉ᭮
ˍѺՌ᭭Ҥˍᘩ᭮ȂඪਟȮȴȸɊȐԏǿ
ઞᦃᯈѦѡǊᕚȍȊǝǬǉᮄ
ࡿᘏҤಐᣢǩއǗȉϘǤǬጊՌǬѦѡǩȆǡǤ
መቿǬᗃဩǕƩѺমᅥǬઞᦃǊᕚȍȊǝƪ
᭭ᒳݹǩઞᦃȐഘǿǤǂȉ᭮
ǼǝƩकاȬȮȻɕȂӾ჻ಐ֬ǩǢǂǤȀ
ȬȮȻɕઞឬƩಐ֬Ǭᆈ༷ૐ്ᅥϘခǨ
ᗃဩǕǊᕚȍȊƩǉǢ༴קȀሳሴǕǤǂȉ
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ǑǬઞܥǉȇ᭺ࠚ̥ȀሜែǕǤ
ǂȉǊƩஎǝǕǤǑȊȇǭǋǟ
ȑǦܩᕚǓȊǤǂȉǬǉᮄ

࠙ওࠚ࠱ᗷا᠔ઞܥᘦ̏ ࠙ওࠚૢᣙΕ ᚽૂȆȈᇉ

ᒳݹƩǉǉȈǢǏᒳьࠀǩഘǿȇȊǝǬǭ
ݛᣓҤಐᣢ
ឯਖ਼ᒳݹ
ؑשឯਖ਼
ᒳݹ

ᒳьࠀǊǬѓȐஎǝǕؑשǬईዧȐઘǗȉǝǿǬ
ҤᒳЧǬ˯࢞ǬǀȈૐǩǢǂǤ ҤᒳЧǩᣢǗȉǦȈǼǦǿ
ƞǑǬȆǄǨʪǥƩӋཹѫΡိǭƩ࠙ও ࠚǩईዧ̝ǬҤᒳЧǬܩ༴ǩԈǏǤ
ƳईዧǬǝǿǬᒳݹɈȭɜɨƴȐᅮܥǕᯇǉǉȈǢǏᒳьࠀᯈᒳݹȐਰឳǕǤᯇᒳьࠀ
ǬѺȐݘ໔Ѻǉȇ˨ݘѺȐʪࢳǦǕǝѺǶȬɊȽǓǙᯇᒳьࠀǊǛǬݛᣓࣕ
ȐੈǗȉȆǄᯇҤ͔й࠱ᅥǩǈǏȉࢻݘȀԏǿǤᅮȐឳǿǤǋǝƪ
ƞǕǉǕǨǊȇᯇǛǬ࢞ȀᯇҤᒳЧǩǢǂǤӕǕǂ৽ǊሴǂǤǂȉǹǉᯇᒳݹǩǈǏ
ȉ്˾៙ܛʚǬժᧆ᭭ҤᒳՅǬឬՅǬᘬьᯇᘬьඬǽЖૐᅻǬʜ។ШǨӢǂᅥ᭮
ȀયᗃǓȊǤǂȉƪ
ƞ˯ᯇ̏ǥǭᯇᒳьࠀᯈᒳݹǬǀȈૐǦ̯ǙǤҤᒳЧǬǀȈૐǩᣢǕǤᙰᘵǕǤ
ǋǝǊᯇҤᒳЧǩȆȈᯇҤಐᣢǥǭҤࠀǊᎉཱྀǩЖૐǥǋȉǑǦȂҤᒳՅǬ࠳קᚡ
ǊǨǂǑǦǩѣǆᯇᖜલǬҤಐᣢȐӣᗷǕǤǂȉईዧǩǢǂǤᠴᖜᒳᯈဪˑཽ̨
ȂᒳǬ႓ᘘȐǗȉǑǦǥᯇईዧǬܜϘǩǢǨǊǡǤǂȉǦǂǄ৽ǊǀȉʔૐǥƩ

ӋѫိǩᗲኲǓȊǝ̏ǬاԟୁǊᯇྡྷ̷ǦȀ
ǂǆȉჰᯇᒳьࠀȂᒳݹǩݘǕǤӕǕǂऴᗃȐ
ʨǷǝǑǦǬऴԧȐᯇᒳьࠀȂᒳݹǭ˶˨ˍǦ
ǙǘǩံǩӣǏϗȊƩ୕ᤋȐШǡǤᯅᦃԭခ
༴קǬҤᒳЧǭƩડᅮᘜݥȐǕǝሟஎǬࢆࡢခǨЧǥǀǡǤٵǍǬᒳь
Ǩ٭ҕᯆȐᯅוഋǩݘǕǤႯǗᯆǑǦǊഘǿȇȊ
ࠀɬᒳݹǩǈǂǤǬಐጻȐஎǝǙǤǈȇǘƩҤᒳЧǬɖɟȸȽȐईዧ
ǦǂǄ৽ȂƩҵሀǩᒳьǬᘬᖘǨǧǬݘ໔ʪࢳ
Ȁ˶Ǭጊ჻ȀܩसǥǋǤǂǨǂ
ǤǂȉǦዥǆȉǷǋǥǭǨǂǉ

ǑȊǞǏǬᝀȐגȉǝǿǩǭƩ༴ᕚǬѺǉȇᯅ̣ȐমઠǗǬǉᯆǩǢǂǤȀǋǟȑǦ
ᙰᘵǗǷǋǥǭǨǂǉ᭭ᯅᘬьѺǬǀȈૐǩǢǂǤᯆᯅǝǨҤǬקȈૐȐᜈǼǆǝ
ҤࠀɬဲᙴࠀᅥǬΡǋૐɈȭɜɨటᗦ̏اԟୁᯆᅥȐӘዥǩ᭮

ǬѺȐᕚǄǞǏǥǊওȈᄳǡǤǈȈᯇٵǍǬᒳьࠀᯈᒳݹǊईዧȂ˶Ǭጊ჻ǉ
ȇऴዉȐ༷ᗛǓȊǤǂǨǂǦǂǄҿಐसǊǨǂǦǂǄ৽ᯇǓȇǩǭᯇᒳьࠀǬǀ
ȈૐȐᗃဩǙǮҤᒳЧǊǀȉǷǋۄǩǨȉǦǭᤋȇǘᯇǑǬᤑϧᘬьǬᘁ̀Ȑᗃ
ဩǕᯇᤑϧЖૐǶʔܥǬࠃȐዥǆȉǷǋǥǀȉǦǂǄ৽Ǌǀǡǝƪ

ǑǬǑǦǭᣢ͈ዧǩȆȈᠴǍӣǏǿȇȊȉǷǋǥǀȉƪ

ᒳьࠀǊǬѓȐஎǝǕؑשǬईዧȐઘǗȉǝǿǬ
ҤᒳЧǬ˯࢞ǬǀȈૐǩǢǂǤ ҤᒳЧǩᣢǗȉǦȈǼǦǿ
ƞǑǬȆǄǨʪǥƩӋཹѫΡိǭƩ࠙ও ࠚǩईዧ̝ǬҤᒳЧǬܩ༴ǩԈǏǤ
ƳईዧǬǝǿǬᒳݹɈȭɜɨƴȐᅮܥǕᯇǉǉȈǢǏᒳьࠀᯈᒳݹȐਰឳǕǤᯇᒳьࠀ
ǬѺȐݘ໔Ѻǉȇ˨ݘѺȐʪࢳǦǕǝѺǶȬɊȽǓǙᯇᒳьࠀǊǛǬݛᣓࣕ
ȐੈǗȉȆǄᯇҤ͔й࠱ᅥǩǈǏȉࢻݘȀԏǿǤᅮȐឳǿǤǋǝƪ
ƞǕǉǕǨǊȇᯇǛǬ࢞ȀᯇҤᒳЧǩǢǂǤӕǕǂ৽ǊሴǂǤǂȉǹǉᯇᒳݹǩǈǏ
ȉ്˾៙ܛʚǬժᧆ᭭ҤᒳՅǬឬՅǬᘬьᯇᘬьඬǽЖૐᅻǬʜ។ШǨӢǂᅥ᭮
ȀયᗃǓȊǤǂȉƪ
ƞ˯ᯇ̏ǥǭᯇᒳьࠀᯈᒳݹǬǀȈૐǦ̯ǙǤҤᒳЧǬǀȈૐǩᣢǕǤᙰᘵǕǤ
ǋǝǊᯇҤᒳЧǩȆȈᯇҤಐᣢǥǭҤࠀǊᎉཱྀǩЖૐǥǋȉǑǦȂҤᒳՅǬ࠳קᚡ
ǊǨǂǑǦǩѣǆᯇᖜલǬҤಐᣢȐӣᗷǕǤǂȉईዧǩǢǂǤᠴᖜᒳᯈဪˑཽ̨
ȂᒳǬ႓ᘘȐǗȉǑǦǥᯇईዧǬܜϘǩǢǨǊǡǤǂȉǦǂǄ৽ǊǀȉʔૐǥƩ

༴קǬҤᒳЧǭƩડᅮᘜݥȐǕǝሟஎǬࢆࡢခǨЧǥǀǡǤٵǍǬᒳь
ࠀɬᒳݹǩǈǂǤǬಐጻȐஎǝǙǤǈȇǘƩҤᒳЧǬɖɟȸȽȐईዧ
Ȁ˶Ǭጊ჻ȀܩसǥǋǤǂǨǂǦǂǄ৽ȂƩҵሀǩᒳьǬᘬᖘǨǧǬݘ໔ʪࢳ
ǬѺȐᕚǄǞǏǥǊওȈᄳǡǤǈȈᯇٵǍǬᒳьࠀᯈᒳݹǊईዧȂ˶Ǭጊ჻ǉ
ȇऴዉȐ༷ᗛǓȊǤǂǨǂǦǂǄҿಐसǊǨǂǦǂǄ৽ᯇǓȇǩǭᯇᒳьࠀǬǀ
ȈૐȐᗃဩǙǮҤᒳЧǊǀȉǷǋۄǩǨȉǦǭᤋȇǘᯇǑǬᤑϧᘬьǬᘁ̀Ȑᗃ
ဩǕᯇᤑϧЖૐǶʔܥǬࠃȐዥǆȉǷǋǥǀȉǦǂǄ৽Ǌǀǡǝƪ

ᮁૢǬϧܶᮃ
᭶᭳ᒳьࠀǦǭ̣ȐǗȉ˨ǨǬǉᮄ ᒳьࠀ്ᯈҤ്
᭷᭳ᒳьࠀ്ɬᒳಐ്ǬઞȐ༷ᗛǗȉǝǿǩ
᭭Ӌཹრݏᙰ̏ҤᒳՅҤಐ֬й࠱̏ǥǬᙰᘵ᭮
᭸᭳ઞᒳьࠀ്ᯈᒳಐ്ǊഘǿȉᒳьࠀǦǭ
᭹᭳ᒳ໔്ǬܜϘ႓͔ǬǝǿǩઞҤ് ࠙ওࠚ᭮
ǊഘǿǤǂȉǬǭ̣ǉ
᭺᭳ᒳ໔്ǩǈǏȉҤܜϘǦǭ
᭻᭳ǈȍȈǩ

ǑǬǑǦǭᣢ͈ዧǩȆȈᠴǍӣǏǿȇȊȉǷǋǥǀȉƪ

˯Ǭᒳಐ്ɬᒳьࠀ്ǬઞǬైᖽ

ઞᒳьࠀ്ᯈᒳಐ്ȐǧǄǆǝȇᎽǂǬǉƷӘዥᚽૂƸ
᭷᭳ᒳಐ്Ǭઞ᭭ȟɨɞșɨୌᒳ৽ݥ᭮
ƞភᤑईዧǬɊȞɢɭ

ƞӋѫိྒྷऴឨၥ᭭ᒳཹቍᅝ᭻ӹ ˾Բ᭷ࠚ᭽ૢ᭮
ҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝ǬʔǬᕚǩࡿǝǡǤ
ǬྒྷऴˍǩǢǂǤ᭭ᒳݹɬᒳьࠀᣢ͈᭮
ƞɆɋȨɖሟஎ᭭˾Բ᭷ࠚ᭽ૢ᭮
ҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝Ǭᕚǩ̔Ǆᣢ͈ိ˾
ǬΓᅥǩᣢǗȉိ˾᭭᭮ǩݘǕǤܺǙȇȊǝࢨऴᗃǩǢǂǤ
ƞૢᒳьࠀ̏᭭˾Բ᭷ࠚ᭼ૢ᭴᭾ૢ᭮
ᒳьཽ̳୕ᣜʪǬईዧɊȞɢɭȗȸɌǬমࡧǋ᭭9

ƞٲईዧǬɊȞɢɭ
ƞɆɋȨɖሟஎ᭭˾Բ᭷ࠚ᭽ૢ᭮
ҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝Ǭᕚǩ̔Ǆᣢ͈ိ˾Ǭ
ΓᅥǩᣢǗȉိ˾᭭᭮ǩݘǕǤܺǙȇȊǝࢨऴᗃǩǢǂǤ
ƞૢᒳьࠀ̏᭭˾Բ᭷ࠚ᭼ૢ᭮
ᒳьཽ̳୕ᣜʪǬईዧɊȞɢɭȗȸɌǬমࡧǋ

ƞȨɢȿݘᅮ᭭ᤋခɬᤋܥခ᭮
ƞӋѫိឨၥ᭭ˍѺឯሣ ˾Բ᭷ࠚ᭷ૢ᭮
ȨɢȿțșɠȮसத࿄ईዧǬكѣǩǕǤǬᥚᘎȂकاឨ͖ಐ֬ȐཽǂǝᗷȂЖૐᅻǬӢǂǩǢǂǤ
KWWSVZZZMVKSRUMSFRQWKWPO
ƞӋѫိឨၥ᭭ˍѺឯሣ ˾Բ᭷ࠚ᭹ૢ᭮
ȨɢȿțșɠȮसத࿄Ǭ৯ٺǩǕǤǬᥚᘎȂकاឨ͖ಐ֬ȐཽǂǝᗷᅥǬᤋခɬ໗̷ခǨӢǂǩǢǂǤ
KWWSVZZZMVKSRUMSFRQWKWPO

᭸᭳ᒳಐ്Ǭઞ᭭ඩ˸ୁǬੀ̽ૐ്᭮
ƞඩ˸ୁǬᥚ܀ҕɬɅɭȨɭȾ

ઞᒳьࠀ്ᯈᒳಐ്ȐǧǄǆǝȇᎽǂǬǉƷӘዥᚽૂƸ
᭶᭳ᒳьࠀ്ɬᒳಐ്Ǭઞ
ƞᒳьࠀǩȆȉकاੀ̽ӜǱᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥǬࡵҕ
Ƣሳሴခୌᒳ৽ݥᅥ
ƞӋѫိྒྷऴឨၥ᭭ᒳཹቍᅝ᭻ӹ ˾Բ᭷ࠚ᭽ૢ᭮
ҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝ǬʔǬᕚǩ
ࡿǝǡǤǬྒྷऴˍǩǢǂǤ᭭ᒳݹɬᒳьࠀᣢ͈᭮
KWWSVZZZMVKSRUMSFRQWKWPO
ƞɆɋȨɖሟஎ᭭˾Բ᭷ࠚ᭽ૢ᭮
ҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝Ǭᕚǩ̔Ǆᣢ͈
ိ˾ǬΓᅥǩᣢǗȉိ˾᭭᭮ǩݘǕǤܺǙȇȊǝࢨऴᗃǩǢǂǤ
KWWSVVHDUFKHJRYJRMSVHUYOHW3XEOLF"&/$661$0( 3&0067'(7$,/ LG  0RGH 
ƞૢᒳьࠀ̏᭭˾Բ᭷ࠚ᭼ૢ᭴᭾ૢ᭮
ᒳьཽ̳୕ᣜʪǬईዧɊȞɢɭȗȸɌǬমࡧǋ᭭9
KWWSVZZZQLFKL\DNXRUMSSKDUPDF\LQIRRWKHUIROORZXSKWPO

ƞᒳьࠀᯈᒳݹǩᣢǗȉй࠱ǬᗃဩǕ
Ƣȟɨɞșɨୌᒳ৽ݥ

ઞᒳьࠀ്ɬᒳಐ്ǥ̣Ǌ٭ȍǡǝǬǉ
ᮁᒳьࠀ്ǩǈǏȉዉѺᗄჰǬሜቜᮃ
࠙ও᭽ࠚ ᭭ᘬьǬ᭮कاੀ̽ዉѺ᭭୴Ǭ᭮
࠙ওࠚ

᭭ᘬьǬ᭮कاੀ̽ӜǱᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥዉѺ᭭୴Ǭ᭮

˾Բ᭷ࠚ

᭭ᘬьӜǱୌཽ୕ᣜ᭮कاੀ̽ӜǱᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥዉѺ᭭୴Ǭᅝ᭮

ઞᒳьࠀ്
᭭˾ԲࠚૢᕚЧ᭮

ᒳ ᗫᢉዉѺ᭭ᅝ᭷᭽୴Ǭ᭷ᅝ᭷᭮᭱ᒳьࠀ്ᕚᗄсᅝ୴
ઞᒳಐ്
᭭˾ԲࠚૢᕚЧ᭮

ƞӋѫိឨၥ᭭ᒳཹᒳཹᅝӹ ˾Բ᭷ࠚ᭸ૢ᭮
ҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝ǬʔǬᕚǩ
ǢǂǤ᭭ȟɨɞșɨୌᒳ৽ݥᣢ͈᭮
KWWSVZZZPKOZJRMSVWIVHLVDNXQLWVXLWHEXQ\DBKWPO

ƞǈᒳমࠄǬ്ခ̝ኲǣǏ
ƞӋѫိឨၥ᭭ᒳཹᅝӹ˾Բ᭷ࠚ᭽ૢ᭮
ҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝Ǭᕚǩ̔Ǆ
ᣢ͈ိ˾ǬΓᅥǩᣢǗȉိ˾ǬϜߵǩǢǂǤ
KWWSVZZZPKOZJRMSVWIVHLVDNXQLWVXLWHEXQ\DBKWPO

ᒳ कاϟѦѡዉѺ᭭ᅝ᭶୴Ǭ᭺ᅝ᭷᭮
࿃ ᒳ ៏ᤩୌᒳ৽ݥ᭭ᅝ᭾୴Ǭ᭸᭮
ȨɢȿᣢឯˍѺឯሣ᭭˾Բࠚૢ᭮
ᒳ ǈᒳমࠄ᭭ᕚᗄсᅝ୴Ǭᅝ᭮

ƢᒳݹᒳьࠀǬѦѡዉѺ᭭ҤಐᣢǦǬकاϟ᭮
ƞӋѫိឨၥ᭭ᒳཹᅝӹ˾Բ᭷ࠚ᭽ૢ᭮
ҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝Ǭᕚǩ̔Ǆ
ᣢ͈ိ˾ǬΓᅥǩᣢǗȉိ˾ǬϜߵǩǢǂǤ
KWWSVZZZPKOZJRMSVWIVHLVDNXQLWVXLWHEXQ\DBKWPO

࿃ ᒳ ሜែᗒ݇ዉѺ᭭ᅝ᭷᭺୴Ǭ᭷ᅝ᭷᭮
ྒྷऴˍឨၥ᭭ᒳཹቍᅝӹ˾Բࠚૢ᭮

᭭˾ԲࠚૢᕚЧ᭮

ҤཽҤᒳՅǬඩ˸ୁ᭭ൖऴˍᅥकا᭮Ǭᥚ܀ҕᅥ
ƞ។ཽ̳ǬେकاȐҤ༴بǩឫȂǉǩੀ̽ǗȉǝǿƩඩ˸ୁǬ
ᥚ܀ခǨૐ്ǩȆȉੀ̽Ǭӌсҕ
ƞȽɡɭȪɈɟȻȘԈʚǬǝǿƩҤᒳՅᅥǬҎᖇᅥǶǬɅɭȨɭȾᅥǬ
ᕦႯǬዉѺ˸Ǐ

࿃࿃ᤑᒳьࠀ

ᒳ ᒳݹᒳьࠀ
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ᮁઞǓȊǝᒳьࠀ്᭭ሜែᗒ݇ዉѺ᭮ᮃ
ᅝ᭷᭺୴Ǭ᭷ ᭭कاǬੀ̽ӜǱ৽ݥ᭮
ᒳьࠀǭᯇᘬьǕǝᒳьǬ។Ǩཽ̳Ǭǝǿᯇᚦ٥ӚǭਠʝǬဧခ
ǥᘬьǕǝǦǋǭƩईዧӚǭ༴ǩǛǬဲᙴǩࡿǝǡǤǂȉዧǩݘ
ǕƩࢴᖽǨकاȐੀ̽ǕƩӜǱࢴᖽǨᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥȐ
ᕚȍǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
᭭ᗲ᭮
᭷ ᒳьࠀǭƩхǩܥǿȉبӿǬǹǉƩᘬьǕǝᒳьǬ។Ǩ
ཽ̳ǬǝǿࢴᖽǊǀȉǦᘘǿȉبӿǩǭƩईዧǬࡿᘏᒳьǬཽ̳
ǬെȐሳሴခǉǢခ႓ǩǗȉǦǦȀǩƩईዧӚǭ༴ǩǛǬ
ဲᙴǩࡿǝǡǤǂȉዧǩݘǕƩࢴᖽǨकاȐੀ̽ǕƩӜǱࢴᖽǨ
ᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥȐᕚȍǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
ᮁઞᒳಐ്ǩᣢǗȉɆɋȨɖ ሟஎ᭮ᮃ
᭭ࢨऴᗃǬϧܶ᭮

᭭ࢨऴᗃᅥǩݘǗȉዥǆૐ᭮

ƞ˯Ǭሳሴခୌᒳ৽ ݥƞǼǝᯇᒳьࠀ്᭭ૼԲࠚ്࢝ᅝӹ᭮ᅝ୴Ǭ᭷ᅝ᭷Ǭ
ǩǢǂǤƩ࿃ᤑȂᗷ
Ǭᒳьࠀǩǭ។ཽǓ
ȊǨǂǬǉƪ

ᗄܥǩؗǣǋƩ࿃ᤑȂᗷǩҁѺǗȉᒳьࠀǩݘǕǤȀᯇ
ᘬьǕǝᒳьǬ។Ǩཽ̳ǬǝǿࡿᘏᒳьࠀǊࢴᖽǦᘘǿȉ
بӿǩǈǏȉሳሴခୌᒳ৽ݥǊዉѺǣǏȇȊǼǗƪ

ҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝Ǭʔ
ǬᕚǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝ǬʔǬᕚǩࡿǝǡǤǬྒྷऴˍǩǢǂǤ
᭭ᒳݹɬᒳьࠀᣢ͈᭮
ᒳཹቍ᭵᭽᭸᭶ᅝ᭻ӹ
˾Բ᭷ࠚ᭽᭸᭶ૢ
ӋཹѫΡိҤᒳɬཹ൭ᕠཹݹቍѺᘩᣒ

ᗫ

᭶᭳ሳሴခୌᒳ৽ݥᅥ

 ሳሴခୌᒳ৽ݥᅥǩǢǂǤǭƩᯅҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ
႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝ǬʔǬᕚǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔ
ȐઞǗȉ്࢝ǬʔǬᕚǩ̔Ǆᣢ͈ိ˾ǬΓᅥǩᣢǗȉိ˾ᯆ᭭˾Բ᭷ࠚӋ
ཹѫΡိ˾ᅝӹƪ˿ʛᯅઞိ˾ᯆǦǂǄƪ᭮ǩȆȉઞ࢞ǬᯅҤᒳՅƩҤಐ
֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝ᕚᗄсᯆ᭭ૼԲࠚӋཹိ
˾ᅝӹƪ˿ʛᯅᗄсᯆǦǂǄƪ᭮ᅝ୴ǬᅝӹӚǭᗄсᅝ୴ǬᅝӹǬᗄܥ
ǩؗǣǋƩᒳݹᣙᗲዧǭࡿᘏᒳݹǬᒳьࠀǩሳሴခୌᒳ৽ݥᅥǬǝǿǩࢴᖽǊǀ
ȉǦᘘǿȉǦǋǭƩᘬьǕǝᒳьȐᛑϗǕƩӚǭᙲȈӣǏȆǄǦǗȉዧ᭭ईዧӚ
ǭ༴ǩဲᙴǩࡿǝǡǤǂȉዧȐԏǾƪ˿ʛᯅईዧᅥᯆǦǂǄƪ᭮ǬឯሣϋȐ႓ᘘǕ
ǝ࢞ǩࡿᘏᒳьӚǭࡿᘏᒳݹҤᒳՅȐᚦ٥ǕƩӚǭਠʝǓǙȉǑǦƪ
 ሳሴခୌᒳ৽ݥᅥǬܩǩࡿǝǡǤǭƩ಼ǬˍǩྒྷऴǗȉǑǦƪ
Ţ ईዧᅥǩʔ࢝ǩܩǗȉȀǬȀǬǥǭǨǍƩᒳьࠀǊƩईዧǬୌཽǕǤǂȉ
ᒳьǬ໗ࣕȂईዧǬୌᒳെǩࢻǖǤǛǬࢴᖽࣕȐͥвǩбૌǕǝʚǥ។ШǨ
ૐ്ǥܩǗȉȀǬǥǀȉǑǦƪ
ţ ᥚᘎȂकاឨ͖ಐ֬Ȑཽǂǝૐ്ǩȆȈܩǕǤߪǕઘǆǨǂǊƩईዧᅥǩ
ᥚ܀ɖɭɠȐʔ࢝ǩʔ઼ម͖ǗȉǑǦᅥǬǽȐȀǡǤࢻݘǗȉǑǦǭƩሳሴခ
ୌᒳ৽ݥᅥǬዉѺȐஎǕǝǑǦǩǭǨȇǨǂƪͥƬǬईዧǬെᅥǩࢻǖǤ
ࢻݘǗȉȀǬǥǀȉǑǦƪ

ӋཹѫΡိҤᒳɬཹ൭ᕠཹݹቍѺᘩᣒྒྷऴˍឨၥ

ᒳཹቍᅝӹ

˾Բࠚૢ

ᮁઞǓȊǝᒳьࠀ്ɬᕚᗄс᭭ᗫᢉዉѺ᭮ᮃ
ᅝ᭷᭽୴ ᭭ᘬьᢉ᭮
ᒳݹᣙᗲዧǭƩᒳݹǩᘬьᢉȐΓǆǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
᭷ᒳьࠀǭƩᒳݹǥᘬьǕǝǦǋǭᯇӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉǦǑȋǩȆȈᯇᘬьᢉǩӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉˍ
ȐᗫϗǕǨǏȊǮǨȇǨǂ
᭸ᒳݹᣙᗲዧǭᯇᅝʔǬᘬьᢉȐᯇେሖǬᗫϗǬૢǉȇ᭸ࠚᣜƩ͔܅ǕǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
ᅝ᭸᭷୴᭭ኳс᭮
಼ǬӾӹǬǂǘȊǉǩᘏࡿǗȉዧǭƩ˒ҧʗϨ˿ʛǬኳᠸǩЖǗȉƪ
᭭ʪྛ᭮
 ᅝ୴Ӛǭᅝ୴ǉȇᅝ୴ǼǥǬᗄܥǩ៉ӟǕǝዧ

ᒳьࠀ്ᕚᗄсᅝ᭶᭻୴ ᭭ᘬьᢉǬᗫϗˍ᭮
്ᅝ୴ᅝǬᗄܥǩȆȈᘬьᢉǩᗫϗǕǨǏȊǮǨȇǨǂˍǭƩ಼ǬǦǈȈǦǗȉƪǝ
ǞǕƩǛǬᘬьǩȆȈࡿᘏЖૐǙȑǊᘬьඬǽǦǨǢǝبӿǭƩᅝӹƩᅝӹƩᅝӹӜǱᅝӹ
ǩਵǐȉˍǬǽᗫϗǗȉǑǦǥᛯȈȉƪ
ईዧǬഊԄӜǱࠚ˾
ᒳԄӜǱЧᠶ
 ᘬьʨǱǩकاǬੀ̽ӜǱ৽ݥȐᕚǢǝࠚૢ
ᘬьᠶ
ᘬьʨǱǩकاǬੀ̽ӜǱ৽ݥȐᕚǢǝᒳьࠀǬഊԄ
कاǬੀ̽ӜǱ৽ݥǬϧܶǬᖽ᭭ᗲ᭮
ЖૐǙȑǬᕚࠚૢ
ЖૐǙȑȐ˝˸ǕǝҤࠀƩრҤࠀӚǭ༔ҤࠀǬഊԄ
хӹǬዧǬ̟ӚǭҁѺǗȉ࿃ᤑᏣǕǍǭᗷᏣǕǍǭ᧩ጥѷ໔ᗷᗲǬԄწӜǱשק
х୴ᅝӹӜǱᅝӹǩਵǐȉˍ



്ᅝ୴ᅝǬᗄܥǩȆȈҤࠀƩრҤࠀӚǭ༔ҤࠀǬԃऴȐࢣǤЖૐǙȑǩᗫᝊǓȊǝҤᒳՅȐ٭ାǕǤᘬьǕǝبӿǩǭƩǛǬ٭ାǬϧܶ
്ᅝ୴ǬᗄܥǩȆȈҤࠀƩრҤࠀӚǭ༔ҤࠀǩྱȍǕǂȐ႓ǉǿǝبӿǩǭƩǛǬᅭǬϧܶ

ᒳьࠀǬᗫᢉዉѺǭᒳݹᒳьࠀǩǬǽǩᘩǓȊǝ᭨
ᅝ᭷᭽୴ ᭭ᘬьᢉ᭮
ᒳݹᣙᗲዧǭƩᒳݹǩᘬьᢉȐΓǆǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
᭷ᒳьࠀǭƩᒳݹǥᘬьǕǝǦǋǭƩӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉǦǑȋǩȆȈƩᘬьᢉǩӋཹѫΡိ
˾ǥܥǿȉˍȐᗫϗǕǨǏȊǮǨȇǨǂ
᭸ᒳݹᣙᗲዧǭᯇᅝʔǬᘬьᢉȐᯇେሖǬᗫϗǬૢǉȇ᭸ࠚᣜƩ͔܅ǕǨǏȊǮǨȇǨǂƪ

ǭǑǬȆǄǨࢆǥઞǗǷǋǥǭǨǉǡǝǉ
ᅝ᭷᭺୴Ǭ᭷ ᭭कاǬੀ̽ӜǱ৽ݥ᭮
ᒳьࠀǭᯇᘬьǕǝᒳьǬ។Ǩཽ̳Ǭǝǿᯇᚦ٥ӚǭਠʝǬဧခǥᘬьǕǝ
ǦǋǭᯇईዧӚǭ༴ǩǛǬဲᙴǩࡿǝǡǤǂȉዧǩݘǕᯇࢴᖽǨकاȐੀ̽Ǖᯇ
ӜǱࢴᖽǨᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥȐᕚȍǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
᭷ ᒳьࠀǭҤᒳՅǬୌཽ୕ᣜȐឨǖǤᯇࢴᖽǨୌᒳെǬȐᕚǂᯇᒳ
ခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥȐᕚȍǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
ᅝ᭷᭺୴Ǭ᭸ ᭭ୌᒳെӜǱ৽ݥᅥǬᗫᢉ᭮
ᒳьࠀǭᯇх୴ǩǈǂǤᘬьǩܩǕǝ৽ݥӜǱҤᒳՅǬୌཽ୕ᣜǩ
ǕǝୌᒳെȂࡿᘏ୕ᣜʪǩܩǕǝ৽ݥϧܶȐᯇӳӜခឫȂǉǩᘬьᢉᅥǩ
ᗫᢉǕǨǍǤǭǨȇǨǂƪ
᭷ ᒳьࠀǭƩх୴ǥܩǕǝᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥᅥǥࢣȇȊǝईዧǬ
ୌᒳെᅥǬकاȐᗷӚǭᘬьǩࢢˍǗȉҤࠀƩრҤࠀƩᒳьࠀᅥǶ
ࢴᖽǩࢻǖǤੀ̽ǗȉȆǄѦǿǨǍǤǭǨȇǨǂ

ᒳݹƩǉǉȈǢǏᒳьࠀǩഘǿȇȊǝǬǭ

᭷᭳ୌᒳ৽ݥǬᗫᢉ
 ᒳьࠀ്ᅝ୴ᅝǬᘬьᢉӜǱҤᒳՅҤಐ֬ᅥ്ᅝ୴ǬᅝǬ
ᗫᢉǩǢǂǤǭƩᘬьඬǽǦǨǡǝЖૐᅻӚǭईዧǬୌᒳെȂ৽ݥϧܶ
ᅥȐᗫᢉǕǝȀǬ᭭ᒳьୌཽᅥ᭮ǩǈǂǤƩࢴᖽˍǊᗫᝊǓȊǤǂȊ
ǮࡿᘏᗄܥȐූǝǗȀǬǥǀȉǑǦƪǼǝƩᘬьᢉǩᗫᢉǕǝϧܶǩǢǂ
ǤǭƩईዧᅥǶǬकاǬੀ̽Ӛǭ৽ݥ᭭˿ʛᯅୌᒳ৽ݥᅥᯆǦǂǄƪ Ȑᕚ
ǄǝǿࢴᖽǨǦǋǩឫȂǉǩ႓ᘘǥǋȉȆǄǩǕǤǈǍǑǦƪ

ݛᣓҤಐᣢ
ឯਖ਼ᒳݹ

ؑשឯਖ਼
ᒳݹ

 ᗄсᅝ୴ǬǬᅝӹǬᯅकاǬੀ̽ӜǱ৽ݥȐӣǏǝዧᯆǭƩઞိ˾
ǩȆȉઞ࢞Ǭᒳьࠀ്ᕚᗄс᭭ૼԲࠚӋཹိ˾ᅝӹƪ˿ʛҵǩᯅᒳ
ьࠀᕚᗄсᯆǦǂǄƪ᭮ᅝ୴ᅝӹǬᯅईዧᯆǩဪࡿǗȉȀǬǥǀȉǑǦƪ
ǼǝƩᒳьࠀ്ᅝ୴ǬǩǈǂǤᯅईዧӚǭ༴ǩဲᙴǩࡿǝǡǤǂȉዧᯆǩ
ݘǕǤୌᒳ৽ݥᅥȐᕚǄǑǦǦǓȊǤǂȉǑǦǉȇƩဲᙴǩࡿǝǡǤǂȉ
ዧǩୌᒳ৽ݥᅥȐᕚǡǝبӿǩǭƩᗄсᅝ୴ǬᅝӹǬᯅकاǬੀ̽Ӝ
Ǳ৽ݥǬϧܶǬᖽᯆӜǱᒳьࠀ്ᕚᗄсᅝ୴ᅝӹǬᯅकاǬੀ̽ӜǱ
৽ݥǬϧܶǬᖽᯆǩࢴᖽǨˍȐᗫᢉǗȉǑǦƪ
 ᗄсᅝ୴ǬǬᅝӹǬᯅࠚ᭚ᯆӜǱᒳьࠀ്ᕚᗄсᅝ୴ᅝӹǬᯅࠚ˾ᯆǭƩ
ЖૐᅻᅥǩᗫᝊǬईዧǬཹࠚૢǉȇᆁСǥǋȉبӿǩǭƩЖૐᅻᅥǩᗫᝊǬईዧ
ǬཹࠚૢȐȀǡǤǛȊǜȊǬᗄܥǬᯅࠚ᭚ᯆӚǭᯅࠚ˾ᯆǦǕǤӢȈǄǑǦǥߪǕ
ઘǆǨǂǑǦƪ

ǑȊȇǬᒳݹǩഘǿȇȊȉϢ̢ခؗෛǊϜᕦǓȊǝ 
ӋཹѫΡိҤᒳɬཹ൭ᕠཹݹᣒឨၥƳҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩ
ᣢǗȉ്࢝ᕚᗄсǬʔȐઞǗȉိ˾ǬϜߵǩǢǂǤƴ᭭ᒳཹᅝӹ ˾Բࠚૢ᭮

ᮁઞǓȊǝᒳಐ്᭭ᒳݹᒳьࠀǬҤಐᣢǶǬकاੀ̽ѦѡዉѺ ᮃ

ᮁઞǓȊǝᒳಐ്ᕚᗄсǬʰǨϧܶ ؑשឯਖ਼ᒳݹǬؗෛᅥ ᮃ

ᅝ᭶୴Ǭ᭺᭭Ҥᒳᣢ͈ዧǬᚩѺ᭮

᭶ ؑשឯਖ਼ᒳݹǬؗෛᅥ᭭ᅝ୴Ǭ᭷ᣢ͈᭮

ҤࠀƩრҤࠀƩᒳьࠀƩ༔ҤࠀǛǬ˶ǬҤᒳᣢ͈ዧǭƩҤᒳՅᅥǬѭࣕӜǱܜϘࣕǛǬ˶
ǑȊȇǬ។Ǩཽ̳ǩᣢǗȉၥᙧǦ༷ᗛȐඣǿȉǦǦȀǩƩǑȊȇǬཽ̳Ǭݘᚍዧ᭭ѷ໔ǶǬཽ̳
ǩǀǡǤǭƩǛǬዧӚǭᆈ༷ዧƪᅝ᭻᭽୴Ǭ᭹Ʃᅝ᭻᭽୴Ǭ᭼ᅝ᭸ӜǱᅝ᭹Ʃᅝ᭻᭽୴Ǭ
᭷᭶ʨǱǩᅝ᭻᭽୴Ǭ᭷᭷ᅝ᭸ӜǱᅝ᭹ǩǈǂǤԃǖƪ᭮ӜǱǑȊȇȐᛑϗǕƩӚǭᙲȈӣǏ
ȆǄǦǗȉዧǩݘǕƩǑȊȇǬ។Ǩཽ̳ǩᣢǗȉˍǩᣢǗȉ႓ǉǢ។ШǨकاǬੀ̽ǩѦǿ
ǨǏȊǮǨȇǨǂƪ

᭭ᗲ᭮
᭷ ᒳݹǩǈǂǤᘬьӚǭᘬьǓȊǝᒳьᏣǕǍǭҤᒳՅǬᚦ٥ᏣǕǍǭਠʝ
ǬѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀǭᯇᒳьӚǭҤᒳՅǬ។ШǉǢѭ༞ခǨੀ̽ǩᚽǗ
ȉǝǿᯇҤȐӣǏȉዧǬᒳьӚǭҤᒳՅǬཽ̳ǩᣢǗȉकاȐ˶ǬҤੀ
̽ᗲ᭭Ҥ്᭭ૼԲࠚ്࢝ᅝӹ᭮ᅝ᭶୴Ǭ᭷ᅝ᭷ǩᗄܥǗȉҤ
ੀ̽ᗲȐǂǄᯄ˿ʛԃǖᯄ ǩǈǂǤᗷӚǭᘬьǩࢢˍǗȉҤࠀᏣǕǍǭ
რҤࠀӚǭᒳьࠀǩੀ̽ǗȉǑǦǩȆȈᯇҤੀ̽ᗲဪˑᣜǬѺǬឯ
ਖ਼ǬਰឳǩѦǿǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
᭸ ᒳݹᣙᗲዧǭƩҤȐӣǏȉዧǩࢴᖽǨᒳьӜǱҤᒳՅǬܥܜခǨ̽ሦȐ
גȉǦǦȀǩᯇࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳьࠀǩȆȉхǬकاǬੀ̽ǊϨ෯ǩǨ
ǓȊȉȆǄ᠉क़ǕǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
ǛȀǛȀྱዉ̏ǊᕚȍȊǤЖૐϧܶǩ٭ାǊཹǖǝبӿ᭭େሖ႓ܥЖૐकا᭮Ȑ
ҤಐᣢǭǧǬȆǄǩǕǤᗷᢉǩӟǓǙȉǑǦǊǥǋȉǬǉ
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᭶᭮ઞ്ǩȆȉઞ࢞ǬҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝
ᅝ୴ǬᅝᅝӹǬӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉؗෛǭƩ಼ǬǦǈȈǦǗȉǑǦƪ
Ţ്ᅝ୴ǬᅝᅝӹǩᗄܥǗȉдཽዧ Ȑᤓǋᯇ˿ʛҵǩᯅдཽዧᯆǦǂǄᯄ Ǌ࠲ǡǤୌᒳ
৽ݥᅥȐӣǏȉǑǦǊǥǋȉᯇᣜ˵ШȈᅥǥңШȇȊǝဪᘯᄟөǛǬ˶Ǭң྇ʨǱǩဪᘯǬϧ
ܶǊกǆǂǕǨǂȆǄ᠉क़ǕǝᗲΓȐǗȉǑǦƪ
ţᩒ᭚ዧᯇܱዧᅥǬϨ෯Ǩдཽǩ។ǕǝౝឬǥǀȉǑǦƪ
᭷ ്ᅝ୴ǬᅝᅝӹǬӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉؗෛǭƩ಼ǬǦǈȈǦǗȉǑǦƪ
ŢᒳݹᣙᗲዧǊᯇែӗࠚᣜ ࡿᘏᒳݹȐᣙᗲǕǤࠚǩූǝǨǂᒳݹǩǈǂǤǭᯇᣙᗲǉȇᘘܥǬ
ྃᘰǼǥǬ୕ᣜᯄ˿ʛӜǱǩǈǂǤԃǖᯄ ǩǈǂǤƩࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳˍǩᣢǗȉܩѺǩ
ࢢˍǗȉᒳьࠀȐᯇ˰ᙴ്͔ ࠙ওࠚ്࢝ᅝӹ ᅝ୴ǬᅝǩᗄܥǗȉ̏ᙰǛǬ˶
ǬؑשҎৰȦȗȬȮȻɕ ؑשǩǈǏȉҤӜǱ˰ᙴǬቍӿခǨ႓͔Ǭ͉ឳǩᣢǗȉ്࢝ ࠙
ওφࠚ്࢝ᅝӹ ᅝ୴ᅝǩᗄܥǗȉؑשҎৰȦȗȬȮȻɕȐǂǄƪ˿ʛԃǖᯄ Ǭౝᆓǩ
ᚽǗȉ̏ᙰǩሳሴခǩӘѣǓǙǤǂȉǑǦƪ
ţᒳݹᣙᗲዧǊᯇࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳˍǩᣢǗȉܩѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀǊдཽዧǬᒳьӜǱҤᒳ
ՅǬཽ̳ǩᣢǗȉकاǩǢǂǤؑשǩǈǏȉҤಐᣢǩҁѺǗȉᒳьࠀǛǬ˶ǬҤᣢ͈ዧ
ǩݘǕᤨاԟӜǱឯሣǗȉǑǦǊǥǋȉ̢йȐΓǆǤǂȉǑǦƪ
ŤᒳݹᣙᗲዧǊƩែӗ᭶ࠚᣜǩǈǂǤƩࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳˍǩᣢǗȉܩѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀ
ǩдཽዧǬᒳьӜǱҤᒳՅǬཽ̳ǩᣢǗȉकاǩǢǂǤؑשǩǈǏȉҤಐᣢǩҁѺǗȉᒳ
ьࠀǛǬ˶ǬҤᣢ͈ዧǩݘǕǤ࠙˿ׯʚاԟӜǱឯሣǓǙǝܩቸǊǀȉǑǦƪ
ťᒳݹᣙᗲዧǊƩࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳˍǩᣢǗȉܩѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀǊдཽዧǬᒳьӜǱҤ
ᒳՅǬཽ̳ǩᣢǗȉकاǩǢǂǤؑשǩǈǏȉ˶ǬᒳݹǩݘǕǤاԟӜǱឯሣǗȉǑǦǊǥ
ǋȉ̢йȐΓǆǤǂȉǑǦƪ

ᮁઞǓȊǝᒳಐ്ᕚᗄсǬʰǨϧܶ ؑשឯਖ਼ᒳݹǬؗෛᅥ ᮃ

ᮁઞǓȊǝᒳಐ്ᮃ

᭷ ݛᣓҤಐᣢឯਖ਼ᒳݹǬؗෛᅥ᭭ᅝ୴Ǭᣢ͈᭮

ᅝ᭾୴Ǭ᭸᭭ᘬьǓȊǝᒳьǩᣢǗȉकاੀ̽ӜǱ৽ݥᅥ᭮

᭭᭶്᭮ᅝ᭻୴Ǭ᭸ᅝ᭶ǬӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉΛ࿃ǬңЧǭƩǊȑǦǗȉǑǦƪ
᭭᭷്᭮ᅝ᭻୴Ǭ᭸ᅝ᭶ᅝ᭶ӹǬӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉؗෛǭƩ಼ǬǦǈȈǦǗȉǑǦƪ
ŢдཽዧǊ࠲ǡǤकاǬੀ̽ӜǱᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥȐӣǏȉǑǦǊǥǋȉͥܬǛǬ˶Ǭ
ɌɞșɅȬɭǬ႓͔ǩ᠉क़ǕǝᗲΓȐǗȉǑǦƪ
ţᩒ᭚ዧƩܱዧᅥǬϨ෯Ǩдཽǩ។ǕǝౝឬǥǀȉǑǦƪ
᭭᭸്᭮ᅝ᭻୴Ǭ᭸ᅝ᭶ᅝ᭷ӹǬӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉؗෛǭᯇ಼ǬǦǈȈǦǗȉǑǦƪ
ŢᒳݹᣙᗲዧǊᯇែӗ᭶ࠚᣜǩǈǂǤᯇࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳˍǩᣢǗȉܩѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀȐƩ
дཽዧǬുૐᠽȐϟǗȉǝǿǩ  ǬΛ࿃ǬңЧǩ͈ȉݛᣓခǨҤǬੀ̽ᅥȐᕚǄҤ
ಐᣢǦǬᣜǥᣙΕǓȊȉ̏ᙰǩሳሴခǩӘѣǓǙǤǂȉǑǦƪ
ţᒳݹᣙᗲዧǊᯇࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳˍǩᣢǗȉܩѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀǊࡿᘏᒳݹȐдཽǗȉ 
ǬΛ࿃ǬңЧǩᘏࡿǗȉዧǬᒳьӜǱҤᒳՅǬཽ̳ǩᣢǗȉकاǩǢǂǤŢǬҤಐᣢǩҁѺ
ǗȉᒳьࠀǛǬ˶ǬҤᣢ͈ዧǩݘǕǤᤨاԟӜǱឯሣǗȉǑǦǊǥǋȉ̢йȐΓǆǤǂȉ
ǑǦƪ
ŤᒳݹᣙᗲዧǊᯇែӗ᭶ࠚᣜǩǈǂǤᯇࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳˍǩᣢǗȉܩѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀǩࡿ
ᘏᒳݹȐдཽǗȉ  ǬΛ࿃ǬңЧǩᘏࡿǗȉዧǬǄǟҮલ˿ʚǬዧǬᒳьӜǱҤᒳՅ

Ǭཽ̳ǩᣢǗȉकاǩǢǂǤŢǬҤಐᣢǩҁѺǗȉᒳьࠀǛǬ˶ǬҤᣢ͈ዧǩݘ
ǕǤاԟӜǱឯሣǓǙǝܩቸǊǀȉǑǦƪ
ťᒳݹᣙᗲዧǊƩࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳˍǩᣢǗȉܩѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀǊࡿᘏᒳݹȐдཽǗȉ

ᒳݹǉȇǬकاੀ̽ǊᒳݹಐጻǬᘘܥᖽ̄ǩǨǡǤǂȉǑǦǉȇ
ҤಐᣢǭǛǬӣǏဓȐ႓ǩ႓ᄳǕǤǈǍǑǦǭࢴᦰǥǀȉ

ǈᒳমࠄǬ്ခ̝ኲ˸Ǐ

ᒳݹᣙᗲዧǭƩҤࠀӚǭრҤࠀǉȇ˝˸ǓȊǝЖૐᅻǩȆȈᘬьǓȊǝᒳьǬ។Ǩཽ̳Ǭ
ǝǿƩࡿᘏᒳьȐᚦ٥ǕƩӚǭਠʝǗȉبӿǩǭƩӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉǦǑȋǩȆȈƩǛǬᒳ
ݹǩǈǂǤᒳьǬᚦ٥ӚǭਠʝǩࢢˍǗȉᒳьࠀǩƩݘ᭭ӜǱᦦ٣Ǭមӣ͖ǩȆȈဪমǬ
ेȐဪˑǩᘘᙧǕǨǊȇឨᘎȐǗȉǑǦǊӳጻǨૐ്ǛǬ˶Ǭૐ്ǩȆȈᒳьǬ។Ǩཽ̳Ȑ
႓͔ǗȉǑǦǊӳጻǥǀȉǦᘘǿȇȊȉૐ്ǦǕǤӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉȀǬȐԏǾƪ᭮ǩȆȈƩ
ӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉˍȐᗫᝊǕǝୁ᭭ࡿᘏˍǊᥚ႖ခᗫᢉ᭭ᥚ܀ခૐࡢƩ႖എခૐࡢǛ
Ǭ˶˨ǬၥᗉǩȆǢǤǭᘘᙧǗȉǑǦǊǥǋǨǂૐࡢǥ̨ȇȊȉᗫᢉǥǀǢǤƩᥚ܀ᗣᆁಐǩȆ
ȉकاЖ༷Ǭཽǩ̽ǓȊȉȀǬȐǂǄƪ˿ʛᅝʙҧϝ୴ǬҧǼǥǩǈǂǤԃǖƪ᭮ǩᗫᢉǓȊǤ
ǂȉǦǋǭƩࡿᘏᥚ႖ခᗫᢉǩᗫᢉǓȊǝˍȐӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉૐ്ǩȆȈᕦႯǕǝȀǬ
ȐԏǾƪ᭮ȐཽǂǤࢴᖽǨकاȐੀ̽ǓǙƩӜǱࢴᖽǨᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥȐᕚȍǙǨǏȊ
ǮǨȇǨǂƪ
ᮁઞᒳಐ്ᕚᗄсᮃ
ᅝ᭶᭺୴Ǭ᭶᭸
ᒳݹᣙᗲዧǭƩ്ᅝ᭾୴Ǭ᭸ᅝ᭶ǬᗄܥǩȆȉकاǬੀ̽ӜǱ৽ݥȐƩ಼ǩਵǐȉૐ്ǩȆȈƩ
ǛǬᒳݹǩǈǂǤᒳьǬᚦ٥ӚǭਠʝǩࢢˍǗȉᒳьࠀǩᕚȍǙǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
᭶ɬ᭷᭭ྛ᭮

᭸ ࡿᘏᒳьȐཽ̳ǕȆǄǦǗȉዧǊईዧǬᒳьୌཽǛǬ˶ǬकاȐʔφခ
ǉǢሜခǩᆈ༷ǥǋȉমࠄ᭭вᕦᅝʔȐᤓǋƩ˿ʛҵǩƳমࠄƴǦǂǄƪ᭮
Ȑ৻ǕǨǂبӿǭǛǬ৻Ȑ҃ڗǕƩࡿᘏዧǊমࠄȐ৻ǗȉبӿǭƩࢴᖽ
ǩࢻǖƩࡿᘏমࠄࡿᘏমࠄȐ൭ཽǕǝकاǬੀ̽ӜǱ৽ݥȐᕚȍǙȉǑǦƪ
᭹ᯃ᭻᭭ྛ᭮

ᮁઞǓȊǝᒳಐ്ᕚᗄсǬʰǨϧܶ ؑשឯਖ਼ᒳݹǬؗෛᅥ ᮃ

ᮁઞǓȊǝᒳಐ്Ǌ࿃ᤑकاȬȮȻɕǩʝǆȉࢎᦪᮃ

᭷ ݛᣓҤಐᣢឯਖ਼ᒳݹǬؗෛᅥ᭭ᅝ୴Ǭᣢ͈᭮

ᅝ᭶୴Ǭ᭺᭭Ҥᒳᣢ͈ዧǬᚩѺ᭮
᭭ྛ᭮
᭭ᗲ᭮
᭷ ᒳݹǩǈǂǤᘬьӚǭᘬьǓȊǝᒳьᏣǕǍǭҤᒳՅǬᚦ٥ᏣǕǍǭਠʝǬѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀǭᯇᒳь
ӚǭҤᒳՅǬ។ШǉǢѭ༞ခǨੀ̽ǩᚽǗȉǝǿᯇҤȐӣǏȉዧǬᒳьӚǭҤᒳՅǬཽ̳ǩᣢǗȉकاȐ˶Ǭ
Ҥੀ̽ᗲǩǈǂǤᗷӚǭᘬьǩࢢˍǗȉҤࠀᏣǕǍǭრҤࠀӚǭᒳьࠀǩੀ̽ǗȉǑǦǩȆȈƩҤ
ੀ̽ᗲဪˑᣜǬѺǬឯਖ਼ǬਰឳǩѦǿǨǏȊǮǨȇǨǂƪ

᭹്᭮ᅝ᭻୴Ǭ᭸ᅝ᭶ᅝ᭸ӹǬӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉؗෛǭᯇ಼ǬǦǈȈǦǗȉǑǦƪ
Ţᣙ࠭ᣜٲǥǀǡǤȀᯇдཽዧǉȇǬᒳьӜǱҤᒳՅǩᣢǗȉဪᘯǩࢻݘǗȉ̢йȐΓǆǤǂ
ȉǑǦƪ
ţ̎ૢӜǱٷᣜǥǀǡǤȀᯇᘬьǬഘǿǊǀǡǝبӿǩǭᯇؑשǩǈǏȉ˶ǬᒳݹᣙᗲዧǦឯਖ਼Ǖ
ǤࢻݘǗȉ̢йȐΓǆǤǂȉǑǦƪ
Ť࠳קǦǕǤ͔ᆈǗȉ  ǬΛ࿃ǬңЧǩ͈ȉҤᒳՅȐᯇࢴᖽǨبӿǩؑשǩǈǏȉ˶Ǭᒳݹᣙᗲ
ዧǩੀ̽Ǘȉ̢йȐΓǆǤǂȉǑǦƪ
ťᒳݹᣙᗲዧǊᯇᬪᒳӜǱԈᇠႾᒳӢቖ്ᅝ᭷୴ᅝ᭶ӹǩᗄܥǗȉᬪᒳǬᘬьǩࢻᥛǗȉǝǿǩ
ԃ്ᅝ᭸୴ᅝ᭶ǬᗄܥǩȆȉᬪᒳݦ٥ዧǬϏᗳȐӣǏᯇࡿᘏᬪᒳǬᘬьǬഘǿǊǀǡǝب
ӿǩǭᯇࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳˍǩᣢǗȉܩѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀǩࡿᘏᒳݹǥᘬьǓǙȉ̢йȐ
ΓǆǤǂȉǑǦƪ
ŦᒳݹᣙᗲዧǊᯇҤܜϘݘᅮǩ͈ȉˍǶǬӘѣǛǬ˶ǬҤܜϘݘᅮȐᙖǖǤǂȉǑǦƪ
ŧࡿᘏᒳݹǩࠇҁǦǕǤҁѺǕǤǂȉᒳьࠀǬҮલ˿ʚǊᯇࡿᘏᒳݹǩሳሴǕǤ᭶ࠚ˿ʚࠇҁǦ
ǕǤҁѺǕǤǂȉዧǥǀȉǑǦƪ
Ũ  ǬݛᣓࣕǬᘘܥȐӣǏǝࠇҁǬᒳьࠀȐ᠉ኲǕǤǂȉǑǦƪ
ũᒳݹᣙᗲዧǊᯇࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳˍǩᣢǗȉܩѺǩࢢˍǗȉϘǤǬᒳьࠀǩݘǕᯇ᭶ࠚ˿ϧǒ
Ǧǩᯇ  ǬΛ࿃ǬңЧǒǦǬݛᣓခǨᒳခၥᗃǩؗǣǍᘬьӜǱ৽ݥǩᣢǗȉၰ͚Ȑᗣ྇ခ
ǩӣǏǓǙǤǂȉǑǦƪ
ŪࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳˍǩᣢǗȉܩѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀǊᯇؑשǩǈǏȉ˶ǬᒳݹǩҁѺǗȉᒳ
ьࠀǩݘǕǤᯇ  ǬΛ࿃ǬңЧǒǦǬݛᣓခǨᒳခၥᗃǩؗǣǍᘬьӜǱ৽ݥǩᣢǗȉၰ͚
ȐሳሴခǩᕚǡǤǂȉǑǦƪ
ūࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳˍǩᣢǗȉܩѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀǊƩែӗ᭶ࠚᣜǩǈǂǤƩؑשǩǈǏȉ
˶ǬҤੀ̽ᗲǩݘǕᯇ  ǬΛ࿃ǬңЧǒǦǬҤᒳՅǬ។ཽ̳ǩᣢǗȉकاȐੀ̽ǕǤǂ
ȉǑǦƪ

ᮁઞᒳಐ്ǩᣢǗȉɆɋȨɖ ሟஎ᭮ᮃ
᭭ࢨऴᗃǬϧܶ᭮

ᒳݹǉȇक اେሖ႓ܥЖૐकاȐԏǾ ǊধǓȊǝبӿ
ǩࡿᘏकاȐᗷᢉǩӟǓǙȉ˵መǽȐǧǬȆǄǩౝ
ᆓǗȉǬǉ
ƞᒳݹǉȇǬकاȐǧǑǊӣǏƩᘨǊᗷᢉǩᗫᝊǗȉǬǉ
ᗷا᠔ǥǭǨǍƩᒳಐ്ǶǬࢻݘǥǀȉǑǦǩྒྷऴ
ƞҤಐᣢΉǬࢻݘȐ૦୕ǩനܥǕƩϜᕦǗȉࢴᖽǊǀȉ
᭭মୁǬઞᗡǊࢴᖽ᭮
ᮁ࿃ᤑᒳьࠀȀᒳݹǦǬकاϟȐࡵҕǗǷǋǥǭǨǂǉᮃ

ភᤑईዧǩᣢǗȉकاȐǧǬȆǄǩᒳݹǩ̑ៈǗȉǬǉ
ƞ്ǭᒳݹᒳьࠀǩѦѡዉѺȐܥǿǤǂȉǊƩ࿃ᤑᒳьࠀȀ
്Ǭ᛭ȐෛཽǕǤƩࢻݘȐǗǷǋǥǭǨǂǉǦ࣐ȍȊȉ

ᒳьࠀǩ͈ȉઞ

᭭ࢨऴᗃᅥǩݘǗȉዥǆૐ᭮

ƞᘬь࢞Ǭୌᒳ৽ݥǬᖽ ƞᒳьࠀ്ʚƩᘬьǬᗫᢉǩᣢǕǤǭᘬьᢉǩᗫ
ȐƩᘬьᢉǶᗫϗǗ
ϗǗȉǑǦǦǓȊǤǂȉǦǑȋƩܩѺៀཽʚǭƩ
ȉࢴᖽǭǨǍƩᒳьୌ
ԃ്ǩؗǣǋǝǩᘬьᢉǶᗫϗǗǷǋǑǦǦǓ
ཽǶǬᗫᝊǥҧЧǥ
Ȋǝˍ᭭ୌᒳ৽ݥǬᖽᅥ᭮ǩᣢǕǤǭƩ༴ᕚ
ǀȉƪ
ǬҤ͔й࠱ǩؗǣǍᒳьୌཽǶᗫᢉӜǱ͔
܅ǊǨǓȊǤǂȊǮᛯȈȉȐƩ˯࢞ឨၥǥႯǗ
ˊܥǥǗƪ
ƞᒳǩᗫᝊǗȉୌᒳ৽ ƞǼǝƩୌᒳ৽ݥǬᖽǦǕǤᗫᝊǗǷǋϢ̢ခǨ
ݥǬᖽǦǭϢ̢ခǩ
ϧܶǩǢǂǤǭƩᒳьࠀǬᒳခၥᗃǩؗǣǋƩ
ǧǄǂǄȀǬǥǀȉǬ
ͥвϢ̢ခǩбૌǓȊȉǷǋȀǬǦዥǆǤǂǼǗᯄ
ǉƪ

ǑǑǉȇǭ
вඩᚽૂ᭷ȐᗃǤǍǞǓǂ
ᚽૂ᭷ ᒳьཽ̳୕ᣜʪǬईዧɊȞɢɭȗȸɌǬমࡧǋ᭭9᭮
ૢᒳьࠀ̏᭭˾Բ᭷ࠚ᭼ૢ᭴᭾ૢ᭮

ƮᤑϧᘬьȐᕚǄ بƞᒳьࠀ്ǩؗǣǍᘬьᢉǩ͈ȉᗄܥǭƩ
ӿȀୌᒳ৽ݥǬ
ᒳݹᣙᗲዧӜǱᒳݹǥᘬьǗȉᒳьࠀǩ
ᖽᅥǩǢǂǤƩ
ݘǕǤ។ཽǓȊȉȀǬǥǀȈƩҤಐᣢ
ᘬьᢉǩᗫᝊǗȉ
ǬᘬьǩǈǂǤᘬьȐᕚǄبӿǭƩ
ࢴᖽǊǀȉǬǉƪ
ࡿᘏᗄܥǭ។ཽǓȊǼǙȑƪ

ᮁઞᒳьࠀ്ɬᒳಐ്Ǧ࿃ᤑᒳьࠀɬᒳݹᒳьࠀᮃ
࿃ᤑᒳьࠀ
ᘬьǬकاੀ̽ӜǱᒳခၥᗃ
ǩؗǣǍ৽ݥ

ዉѺ

ୌཽ୕ᣜʪǬकاੀ̽ӜǱᒳခ
ၥᗃǩؗǣǍ৽ ݥ᭯

ዉѺ

ዉѺ

ੀ̽ǕǝकاǬᖽӜǱ৽ݥϧܶ
ǬᖽǬᘬьᢉǶǬᗫᢉ

ᗄܥǨǕ

ዉѺ

ᒳьǬཽ̳െǩᣢǕǤǕǝ
कاǬҤಐᣢᅥǶǬੀ̽

ᗄܥǨǕ

ѦѡዉѺ

᭯᭯

ᮁሳሴခୌᒳ৽ݥȐǗȉǩӘǊࢴᦰǬᚽૂᮃ

ᒳݹᒳьࠀ
ዉѺ
᭯᭯

᭯ ។Ǩཽ̳ǬǝǿࢴᖽǊǀȉǦᘘǿȉبӿ
᭯᭯ ईዧᅥǩᥚ܀ɖɭɠȐʔ࢝ǩʔ઼ម͖ǗȉǑǦᅥǬǽȐȀǡǤࢻݘǗȉǑǦǭƩ
ሳሴခୌᒳ৽ݥᅥǬዉѺȐஎǕǝǑǦǩǭǨȇǨǂ

ǝǦǆᗄჰǭǨǍǤȀ࿃ᤑᒳьࠀǭᒳݹᒳьࠀǬዉѺȐෛཽǗǷǋ

ૢᒳьࠀ̏
᭭ᅝ
ᅝ
່᭮

ҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥ
ǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬ ȐઞǗȉ്࢝Ǭ Ǭᕚ
ǩᣢǗȉ്࢝ᅥǬʔȐઞǗȉ്࢝ǬʔǬᕚǩࡿ
ǝǡǤǬྒྷऴˍǩǢǂǤ᭭ᒳݹɬᒳьࠀᣢ͈᭮
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вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭸

ࠚƩӋཹრݏᙰ̏ҤᒳՅҤಐ֬й࠱̏ȆȈƩƳᒳಐ്ᅥй࠱ઞǩᣢǗȉǦȈǼǦǿƴǊϜᕦ
ǓȊƩǛȊǩؗǣǋƩࠚǩᒳьࠀ്ʨǱǩҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢ
Ǘȉ്࢝᭭˿ʛƩᒳಐ്᭮ᅥǊઞɬϜߵǓȊǝƪ
˯ᎧǬ്ઞǥǭƩᒳьࠀ്ᅝ୴ǬᅝǩƳᒳьࠀǭƩхǩܥǿȉبӿǬǹǉƩᘬьǕǝᒳьǬ។Ǩ
ཽ̳ǬǝǿࢴᖽǊǀȉǦᘘǿȉبӿǩǭƩईዧǬࡿᘏᒳьǬཽ̳ǬെȐሳሴခǉǢခ႓ǩǗȉǦǦȀǩƩ
ईዧӚǭ༴ǩǛǬဲᙴǩࡿǝǡǤǂȉዧǩݘǕƩࢴᖽǨकاȐੀ̽ǕƩӜǱࢴᖽǨᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥȐᕚ
ȍǨǏȊǮǨȇǨǂƴǦᗄܥǓȊǝƪǼǝƩᒳಐ്ᅝ୴ǬᅝǥǭƩᒳݹǩǈǏȉᣙᗲዧǬዉѺǦǕǤԃౣ
Ǭ᛭ǬᗄܥǊᗲǏȇȊȉǦǦȀǩƩᒳಐ്ᅝ୴ǬᅝǥǭƩǛȊȇǬकاǩᣢǗȉҤੀ̽ᗲᣜဪˑឯ
ਖ਼ǬାǨȉਰឳǊഘǿȇȊǤǂȉƪ

ᒳьཽ̳୕ᣜʪǬईዧɊȞɢɭȗȸɌǩǢǂǤǭƩ̏ǦǕǤࢢхȆȈᒳь
ࠀǬؗѺǦᘘᙧǕǤǈȈƩ̏й̨ǬᘬьǬᗄᆐୁǥǀȉƳᘬь৽ᠽƴǥ
ȀૡǩǛǬዥǆૐȐႯǕǤǂȉƪǼǝƩࠚǩӋཹѫΡိǊϜᕦǕǝ
ƳईዧǬǝǿǬᒳݹɈȭɜɨƴǥȀᗠӜǓȊǤǂȉǦǑȋǥǀȈƩനǕǤǝ
ǨైࣂǥǭǨǂƪ
ǕǉǕǨǊȇƩᒳьࠀ്ɬᒳಐ്ǩᗄܥǓȊǝǬǭƩईዧǊܜϘɬࢳܜǩᒳ
Ȑཽ̳ǗȉʚǥᒳьࠀǩȆȉࡿᘏѺǊీǿǤᠴᖽǥǀȉʔૐƩ༴קǬӢȈመ
ǽǩǈǏȉǀȉ჻ǬଳૺǓȂͥƬǬᒳьࠀǬᚽᛍǩȆȉߪǩǢǂǤǬ৽Ǌ
ǀǡǝǑǦǭԍǿǨǂƪǑǬȆǄǨጫକȆȈƩ̏ǥǭᒳьཽ̳୕ᣜʪǬईዧɊȞɢɭȗȸ

ᒳьཽ̳୕ᣜʪǬईዧɊȞɢɭȗȸɌǦǛȊȐ
ᕚǄʚǥǬؗခዥǆૐ

ᒳьཽ̳୕ᣜʪǬईዧɊȞɢɭȗȸɌǦǭƩईዧǬݹǞǏǥǭǨǍƩᘬьǕǝᒳьǬཽ̳୕
ᣜʪǩ។ШǨࢆǥᒳьǬཽ̳െƩཽ̯ᒳ᭭ʔᎧཽҤᒳՅᅥȐԏǾ᭮ƩईዧǬेȂཹ൭ཙـᅥȐ
ǗȉǦǦȀǩƩᒳခၥᗃǩؗǣǍЧஊɬᘁ̀ǉȇࢴᖽǨࢻݘȐܩǗȉǑǦǩȆȈƩᒳьǬ
ཽ̳୕ᣜʪȐឨǖǤƩईዧǊࢳܜǥǋȉେ។Ǩᒳ໔്Ȑੀ̽ǗȉᒳьࠀǬᕚѷȐ৽Ǘƪ

്ઞǩǈǂǤǭƩईዧɊȞɢɭȗȸɌȐǧǬȆǄǨȦɭȮǥᕚǄǬǉƩǼǝǧǬȆ
ǄǩᕚǄǬǉǩǢǂǤǭƩईዧɊȞɢɭȗȸɌȐᕚǄᒳьࠀǬݛᣓࣕǩڹǫȇ

ȊǤǂȉƪ
ǛǬǝǿƩ˯Ǭ്ઞ୴ǥǭƳᘬьǕǝᒳьǬ។Ǩཽ̳ǬǝǿࢴᖽǊǀȉǦᘘ
ǿȉبӿǩǭƴǦᗫᝊǓȊǤǂȉƪǝǞƩǑȊǭលǩᗠǆǮƩͥƬǬᒳьࠀǊᚩ

̆ȐȀǡǤࢻݘǕǨǏȊǮǨȇǨǂǑǦȐႯǕǤǂȉƪ
ᘬьѺڹՌ̏ǥǭ˿ʛǩᗫᝊǕǝǦǈȈƩ౹ෛခǨईዧɊȞɢɭȗȸɌǬૐ്ȐႯ
ǕǤǂȉǊƩǛȊȐᚨǍؗခዥǆૐǭƩ

Ţ ͥƬǬईዧǬ໗ࣕ
ţ ኸईǕǤǂȉ࿀࿃Ǭ໗ࣕ
Ť ࡿᘏཽ̳ᒳьǬ໗ࣕ

ɌǩǢǂǤƩ༴بǬӘዥǦǗǷǍমࡧǋȐ̨ওǕǝƪ
ǼǝƩᒳݹǭƩᒳݹᖘឬᚦ٥ҤᒳՅȂᖽ৽ݥҤᒳՅƩʔᎧཽҤᒳՅǬ̽ሦಐጻȀǡǤǈȈƩ
মࡧǋǥǭǑȊȇǬᚦ٥࢞ǬɊȞɢɭȗȸɌǩᣢǗȉዥǆૐǩǢǂǤȀ̯ǙǤႯǕǝƪ

ϘǤǬᒳьࠀǊƩমࡧǋȐӘዥǦǕǤईዧɊȞɢɭȗȸɌǩȆȈʔފӢȈ
መǾǦǦȀǩƩؑשҤǬʪǥᒳьࠀǊஎǝǗǷǋѓȐࠇǩऴᙧǕǤૢƬǬ
ѺǩӢȈመǾǑǦȐǾƪ
େ࢞ǩƩমࡧǋǬ̨ও̨ǩǒҳѡǂǝૢᒳьࠀ̏ᘬьѺڹՌ̏ڹՌᙆഊǩӋǍࢨႰྃǕʚǐȉƪ
вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭹

মࡧǋǩǢǂǤ
ᮁဧခᮃ
মࡧǋǭƩᒳьཽ̳୕ᣜʪǬईዧɊȞɢɭȗȸɌǩǢǂǤǬዥ
ǆૐȂዥक़ǗǷǋˍƩܩᜂϧܶȐႯǗǑǦǥƩϘǤǬᒳьࠀǊ
ϟឨǕǝؗᘘᙧǩᄳǡǤѺȐᕚǄǑǦȐဧခǦǕǤǂȉƪ
ᮁдཽǩǀǝǡǤᮃ
ɬ মࡧǋǥǭǼǘƩЖૐᅻǩؗǣǍᘬьǩȆȈᒳьǬ˝˸ȐӣǏǝईዧǩݘǕǤƩ಼ݹ
ǼǥǬɊȞɢɭȗȸɌǩᣢǗȉዥǆૐȐʪࢳǩᗛᘦǕǝƪ
ɬ ǼǝƩᒳݹǥЖૐᅻҤᒳՅ˿ٲǬҤཽҤᒳՅƩᒳݹᖘឬᚦ٥ҤᒳՅƩᖽ৽ݥҤᒳՅƩʔᎧཽ
ҤᒳՅ᭭˿ʛƩʔᎧཽҤᒳՅᅥ᭮Ȑᚦ٥ǗȉبӿǬᚦ٥࢞ɊȞɢɭȗȸɌǬዥǆૐǩǢǂǤǭ
ᅝᄾǥႯǕǝƪ
ɬ মࡧǋǬϢ̷̢ǭƩᗛᘦǬʚǥǬʔǢǬዥǆૐǦǕǤႯǕǝȀǬǥǀȈƩࢴǘǕȀ̷ႯឨȈ
ǬࢻݘȐഘǿȉȀǬǥǭǨǂƪ
ɬ ᘬьا᠔ᆁܥǩ͈ȉϧܶȂᖽ̄ᅥǩǢǂǤǭƩᣢឯǗȉឨၥᅥȐвឣӘǓȊǝǂƪ
ᮁমࡧǋǥǬཽᘞᮃ
ཽᘞ
ɊȞɢɭȗȸɌ

вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭺

ǩӿȍǙǤƩ។ШǩईዧɊȞɢɭȗȸɌȐᕚǄǑǦǥǀȉƪ
ܩǬ༴بǥǭǑǬǢǬ໗ࣕȀҕǥǋǨǂبӿȀٵǍƩমࡧǋǥǭǀǍǼǥ౹ෛခǨȀǬǕǉႯǗǑǦǭ
ǥǋǨǂǊƩǛȊǩǢǂǤǭƩ˯࢞Ʃ່ȐᠴǫψܩǓǙǤǂǋǝǂǦዥǆȉƪ
вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭻

ᒳьཽ̳୕ᣜʪǬईዧɊȞɢɭȗȸɌǬ൰Ȋ
ᒳьཽ̳୕ᣜʪǬईዧɊȞɢɭȗȸɌȐዥǆȉʚǥǭƩ

 ϗᤑ
᭭᭮аݹ
 ϗᤑʪ
᭭᭮ᒳь˝˸ǉȇ಼ݹǼǥ
಼᭭᭮ݹ᭭˿ᤉ   ǬኋȈឆǕ᭮  ភᤑ

 ٲȦɗ
 ᤑϧᘬь

ȐʔឯǬȪșȤɠǦǆƩሳሴခǨᒳᆈ༷ȐឨǖǤࢣȇȊǝकاǬ႓ᘘƩЧஊɬᘁ
̀ǬሟஎȐƩ˯࢞Ǭᒳ໔്Ȃᒳခᆈ༷৽ݥǩ។ШǩӟǕǤǂǍǑǦȐऴᙧǗȉƪ
႓ᘘɬЧஊᯈᘁ̀ᯈࢻݘ
ᒳь˝˸ǉȇ಼ݹǼǥǬ
ɊȞɢɭȗȸɌ᭭᭷᭮

ϧ ܶ

಼ݹ
᭭᭸᭮

аݹ
᭭᭶᭮

ࠦǍᒳьɬҤᒳՅǬ។Ǩཽ̳ȐဧခǩᒳьࠀǊܩǗȉᕚѷȐ৽ǗᗠᑊǦǕǤཽǂȉƪ
ǨǈƩ്ઞǩᣢឯǕǝӾ჻اះᅥǥǭƳɊȞɢɭƴǦǂǄཽᘞǊཽ̳ǓȊȉǑǦȀǀ
ȉǊᯇᏧԲٺϣ᭭ၰᄕႱᯇᅝ່кࠚ᭮ǩȆȊǮƩ
IROORZ᭭ᎉѷᘃ᭮ǀǦǩ˸ǂǤǂǍƩࡧǋሴǂǤǈǑȉ
IROORZXS᭭Ǘǎ࢞ǉȇ᭮ពǗȉᯇƷҤƸ᭭ᗷૌɬു࢞ǩ᭮ƯईዧưǬΆ࠷ᆈ༷
ȐሴǏȉƩሳሴᆈ༷Ǘȉ
ǦᗛᘦǓȊǤǂȉǑǦǉȇƩমࡧǋǥǭƳɊȞɢɭȗȸɌƴȐཽǂȉǑǦǦǗȉƪ

಼ݹǼǥǬɊȞɢɭ
ȗȸɌǬటᗦ

ɊȞɢɭȗȸɌሟஎᅥǩؗǣǋ಼
ݹǼǥǬɊȞɢɭȗȸɌǬϬటᗦ

ג᭳ᒳьཽ̳୕ᣜʪǬईዧɊȞɢɭȗȸɌǬ൰Ȋ

ĨǛǬ˶Ʃ໗ǬᘦǊǨǂبӿƩমࡧǋǬཽᘞǭᅝҧઞᗡᘬь৽ᠽǩෛǘȉƪ

вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭻᭱᭼

 аݹ

аǬݹǩǀǡǤǭᯇǼǘᯇईዧकاᅥȐ។Шᯈခ႓ǩӢࢣǗȉǑǦǊେ
ȀᠴᖽǦǨȉƪݹࢻݘǩǢǂǤǭƩǀȇǝǿǤƩᘬьǬܩᜂǬైࣂגȐ
႓ᘘᯈܩǗȉǑǦᯄ ܩǬᘬьǬ൰ȊǩᣢǕǤǭᯇେǬᘬь৽ᠽȐӘᯄ
ᒳь˝˸ǉȇ಼ݹǼǥǬɊȞɢɭȗȸɌǭƩईዧकاƩᒳьୌཽȂ
ǈᒳমࠄǬकاƩୌᒳ৽ݥȐឨǖǤࢣȇȊǝकاᅥȐƩᒳခၥᗃǩؗǣǋ
ቍӿခǩЧஊɬᘁ̀ǕǤбૌǗȉࢴᖽǊǀȉƪǀǍǼǥƩͥƬǬईዧǩݘ

ǕǤͥвǩϧܶȐбૌǗȉȀǬǥǀȈƩ̷ǆǮƩཽ̳ᒳьǬǽǩ
ؗǣǂǤಐ௳ခǩбૌɬܩǗȉȀǬǥǭǨǂǑǦǩྒྷऴǗȉƪ
 ᒳь˝˸ǉȇ಼ݹǼǥǬɊȞɢɭȗȸɌ
ईዧᅥǉȇࢣȇȊǝकاȐᒳခၥᗃǩؗǣǋЧஊɬᘁ̀ǬʚƩࢴᖽǨࢻݘ
᭭ईዧǶǬकاੀ̽ɬᒳခᆈ༷৽ݥɬӣᗷ҃ڗȂƩҤࠀɬҤಐᣢǶǬक
اੀ̽ɬЖૐੀɬᒳᘬᅥ᭮ȐᕚǄƪǼǝƩǛȊȇǬϧܶǭᗫᢉǕƩࢴ
ᖽǩࢻǖǤ។ܧƩɊȞɢɭȗȸɌǬᗃဩǕȐᕚǄƪ

 ಼ݹ
 Ǭ൰ȊǬʪǥᯇ  ǩǈǂǤܩǕǝɊȞɢɭȗȸɌǬሟஎǬ႓ᘘᯈЧஊᯈ
ᘁ̀ȐᕚǂᯇǛȊȇǩؗǣǋᯇ˯ݹǉȇ಼ݹǼǥǬɊȞɢɭȗȸɌǩ
ǢǂǤϬటᗦȐᕚǄƪ

ᒳь˝˸ǉȇ಼ݹǼǥǬɊȞɢɭȗȸɌǬܩᜂ

вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭽

ɬ಼ݹǼǥǬɊȞɢɭȗȸɌǭƩᒳьࠀǊᒳခၥᗃǩؗǣǂǤбૌǗȉ
ȀǬǥǀȈᯇࢴǘǕȀईዧᅥǬԃऴȐхੀǦǕǨǂᯄʔૐƩᒳьࠀǊࢴᖽǨ႓
ᘘȐᕚǈǄǩȀᯇईዧᅥǬҳѡǊǨǏȊǮˍܩʚܩǭאᥑǥǀȉᯄᒳьࠀǭƩ
ईዧᅥǩǀȇǉǖǿǛǬऴዉɬϧܶȐʕݍǩᘦǕᯇ༷ᗛȐࢣȉȆǄѦǿȉ
ǑǦƪǨǈᯇᯅ്࢝ǥനǼǡǝƴƳܩǗȉȆǄ৽ݥǓȊǝƴᅥǬ

ᛍခǨᘦǭᒳьࠀǦǕǤǬᚩѺȐઠǕƩ͖ᧂȐلځǓǙ
ȉᕚǥǀȉǬǥӕǩॊǾǑǦƪ
 ಼ݹǼǥǬɊȞɢɭȗȸɌǬటᗦ
ᒳь˝˸ǉȇ಼ݹǼǥǬɊȞɢɭȗȸɌǭᯇǑǬᣜǬെǬሜែ ٭ҕ᭮
ǩൖဧǗȉȀǬǥǀȉǑǦǉȇƩཽ̳ʪǬᒳьȂཽ̯ᒳ ʔᎧཽҤᒳՅᅥȐ
ԏǾ Ǭ႓ᘘǬǽǨȇǘᯇࢴᖽǩࢻǖǤᯇ࿀ई᭭ӌ࿀ईƩૡƩӿ̯࿄ᅥ ᯇ
ǼǝܴȂݰᯈݰᅥȐԏǿǝཹ൭ཙـᅥᯇཽ̳୕ᣜʪǩെ٭ҕȐӜǺǗ
Ǧ࣐ȍȊȉǩǢǂǤ႓ᘘǕᯇᒳခၥᗃǩؗǣǋЧஊᯈᘁ̀Ǖǝʚǥቍӿခ
ǩбૌǗȉƪǗǨȍǟƩɊȞɢɭȗȸɌǭईዧǒǦǩͥвǩбૌǗ

ȉȀǬǥǀȈᯇ̷ǆǮᯇᯅɄșɟȮȤᒳǩᘏࡿǗȉᯆǦǂǡǝकا
ǬǽǩؗǣǂǤಐ௳ခᯈʔ࢝ǩбૌǗȉȀǬǥǭǨǂǑǦǩǀȇ
ǝǿǤྒྷऴǗȉƪ

಼ᄾǥǭƩ˯ᎧǬ്ઞǥ໗ǩǦǨǡǤǂȉƩᒳь˝˸ǉȇ಼ݹǼǥǬɊȞɢɭȗȸɌǬܩᜂǩǢǂǤᘦǗȉƪ

ᮁᘬьǬܩᜂǬైࣂגᮃ

вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭼

䠄
䠅

ݘ
˨

Ѻ

ɬȗɡɠȣɭ᭭ᒳь᭱᧠Յ˶᭮
ɬཽ̯ᒳь᭭ЖૐᒳɬʔᎧཽҤᒳՅɬഋᣜᒳ
ɬѐཽ̨
ɬୌᒳെǬ႓ᘘ
ɬૡ
ɬᎈࠩటவͱɬᮙᮉᮒǬ႓ᘘ
ɬጊ
ɬॊᠴᯈ̢ᠴ
ɬཹ൭Ǭ໗ࣕ
ɬᄉీခǩਜ਼ӢǕǤǂȉ᧠ՅȂڟՅɬۍڤɬਠ˄െ᭭ࣕڜ
ɬईዧ໗ࣕ᭭ᒳᙧ᭱ᘘᙧѡ˶ Ǩǧ
ɬ˶რӣᗷ

ईዧǉȇǬकاӠ
ईዧǶǬकاੀ̽

ᒳьୌཽǬ႓ᘘ
ǈᒳমࠄǬ႓ᘘ

ժᧆǬ
ᗃᯈᗛന

ɬ
ɬ
ɬ
ɬ

ईዧकاǬӢࢣɬା᭭ӳ٭ᖽለǊȉبӿǭᤨ႓ᘘ

Жૐᅻӣ˸
ӣ
˸

ЖૐᅻᗫᝊʚǬᒳခ႓ᘘ
ǈᒳমࠄǦᒳьୌཽǬ႓ᘘ
ɬࢵ࿄Ǭ႓ᘘ
ɬɄșɟȮȤᒳǬ႓ᘘ
ɬхЖૐᅥែӗЖૐǬ႓ᘘ ɬཽ̯ᒳǦဪˑཽ̨Ǭ႓ᘘ
ɬୌཽʚǬൖऴˍǬ႓ᘘ
ɬᘬᖘǕǝᒳьǬ႓ᘘ
ɬ്ཽɬཽᠶɬЧᠶǬ។႓ᘘ

Жૐဢவ

ྱዉ̏
ЖૐǬੀ

ᘬь
ʪ

Жૐ٭ା


ᒳ

ཽ̳ǗȉҤᒳՅǬᘦ
᭭࢞ҤᒳՅȐԏǾ᭮
ईዧǶǬकاੀ̽
ᘬьϧܶǬ႓ᘘ

䠄
ݘ
˨

ɬୌཽཽ̳᭱ૐ്Ǭᘦɬ႓ᘘ
ɬ͔ᆈɬӢǂǬᘦᯈ႓ᘘ
ɬୌᒳǩ̔Ǆᜰ̢ǶǬࢎᦪ᭭ѐཽ̨ཹ༷ခࢎᦪ᭮ǩᣢǗȉൖऴᘦ
ɬୌᒳǩᣢ͈Ǘȉૢࠇཹ൭᭭᧠ˍȂៀѷǨǧ᭮Ǭ৽ݥᘦ
ɬᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥǈȆǱᘦᅥǬሳሴခǨ৽ݥ
ɬѐཽ̨ǨǧཹǬҤࠀᒳьࠀǶǬاԟǩᣢǗȉൖऴᘦǨǧ

ᘬьᗲᗣ

䠅

Ѻ

ᘬьǕǝҤᒳՅǬᘦǦᘁ̀
Ҥࠀᅥ
ǶǬक
اੀ̽

ᘬьനܥ

ᒳьᘬᖘ

ᒳခ৽ݥ

˝˸࢞Ǭሜែᗒ݇
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ᘬᖘǕǝᒳьǬᣁவ
ᘬьܬϧ᭭ݘ໔᭮Ѻ

ᒳьǬ˝˸
ཽ̳ૐ്Ǭ႓ᘘ

ᘬь৽ᠽ ᅝઞᗡ᭮ȆȈ
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ƷటᗦǗȉʚǥǬᖽለƸ

ǿǝकاȐЧஊǗȉ

ཽ̳ᒳ᭭ɄșɟȮȤᒳ ˶᭮
ཽ̯ᒳ᭭ᖽ৽ݥҤᒳՅƩʔᎧཽҤᒳՅƩҤᒳٲՅȐԏǾ᭮
ᄉీခǩਜ਼ӢǕǤǂȉ᧠ՅȂڟՅ Ά࠷᧠Յᯇ᠋ᯈȴɅȨ ˶
ȗɡɠȣɭ᭭ҤᒳՅƩ᧠Յ ˶᭮Ʃѐཽ̨

ɬ ࿀ई ӌ࿀ईᯇૡᯇӿ̯࿄ӜǱ˶რӣᗷǥѣʪǬ࿀ईȐԏ
Ǿ
ɬ ᎈࠩటவͱ᭭ፎಐጻƩጛಐጻ ˶᭮
ɬ ᒳьᅥǬཽ̳െ᭭ᒳǬെȐԏǾ᭮
ɬ ᒳьཽ̳ʪǬ̢ᘬǬ٭ҕ
ɬ ࠚ᭚ɬࣕв
ɬ ᜰᣒɬ̢ᠴ
ɬ ۍڤɬਠ˄െ᭭ࣕڜ᭮
ɬ ጊ
ɬ ཹ൭Ǭ໗ࣕ
ɬ ईዧ໗ࣕ᭭ᒳᙧɬᘘᙧѡƩཹ൭ಐጻ ˶᭮ ᅥ

ƷൖऴȐᖽǗȉǦዥǆȇȊȉईዧ̷Ƹ

вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭾

ɬᒳьǊ។Шǩཽ̳ǓȊǤǂȉǑǦȐᯇ಼ݹǼǥሳሴǕǤ႓
ᘘǕǤǈǍࢴᖽǊǀȉǦዥǆȇȊȉبӿƪ ̷ുѭؑǊǂ ǀ
ȉǂǭѭؑǦʪؑǊਮចǕǤǂȉ ᒳьǥᯇईዧǬཹ൭ཙـǉȇ᧧ǽࢹȊᅥ
ǬআࣂǊǀȉᯄുǩǈǂǤᣒ୕ခǨȗȾɇȗɞɨȮሼ৻ǊᠴᖽǦǨȉᒳьǥƩ
ᘘၥಐጻǬ̞ʛǉȇ᧧ǽࢹȊᅥǊᧁቹǩཹǗȉআࣂǊǀȉƩᜰ̢ಐጻǬ̞ʛ
ǉȇȼɅșȮǊǕǍǆȉǑǦǩሳሴǕǤൖऴǗȉࢴᖽǊǀȉƪᅥ᭮
ɬईዧǬᜰ̢ेǉȇᯇѐཽ̨Ǭ༴ᅥǩሳሴခǩൖऴǗȉࢴᖽǊ
ǀȉǦዥǆȇȊȉبӿƪ ̷ፎಐጻǬࢎᦪȐӣǏȉᒳьǥᯇӌ࿀ईᯈӿ̯
࿄ᅥǉȇѐཽ̨Ǭ༴ǩ໗ǩൖऴȐᖽǗȉᯄ໗ܥǬᖽለǩǈǂǤѐཽ̨Ǭ༴
ᧁ࠱ǊكǗǑǦǊၥȇȊǤǂȉᒳьǥǀȈᯇ˯࢞ǬेǬ٭ҕǩൖऴȐᖽǗȉƪ
ৌऌࣕፗьǨǧᯇаᒳǩǈǂǤǭ໗ǩൖऴȐᖽǕᯇǼǝǛǬ࢞ȀईዧǬ
ᜰ̢ेᅥǉȇሳሴခǩѐཽ̨Ǭ༴ǩൖऴȐᖽǗȉƪᅥ᭮
ɬईዧǬཹ൭ዖ॓ᯇཹ൭ǩ͈ȉकاᅥȐᜈǼǆᯇ୕ܥခǨെǬ
႓ᘘǊࢴᖽǨبӿᯄ ဲᙴ˨ɬ˰ᙴ˨ȂईዧǬཹ൭ཙـǬ٭ҕǩȆȈƩᒳ
໔്ǬሳሴǩժᧆǊཹǖǨǂǉ႓ᘘǗȉࢴᖽǊǀȉƪᅥ᭮
ǑȊȇȐᜈǼǆǤటᗦǕǝʚǥᯇᒳခၥᗃǩؗǣǋܩǗȉईዧɊȞɢɭȗȸɌϧܶǩ
ǢǂǤईዧᅥǩᘦǕᯇ༷ᗛȐࢣȉǦǦȀǩឯሣϋȐ႓ᘘǗȉƪ
ǨǈᯇటᗦǬሟஎᯇ಼ݹǩࢴᖽǨ႓ᘘȐᕚǄǦбૌǕǝبӿǩǈǂǤȀᯇࡿǨǊ
ȇᯇᒳьǩǢǂǤǬྱժȂ̢ᘬǬ٭ҕᯇཽ̯ᒳǬពѣᅥǊǀȊǮᒳьࠀǩឯሣǗȉȆǄई
ዧǩ৽ݥǗȉ˶ᯇǉǉȈǢǏᒳьࠀᯈᒳݹǦǕǤ។ШǩࢻݘǗȉƪ

 ईዧᅥǶǬ႓ᘘǬȴșɔɨȥ

вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭾

ईዧᅥǶǬ႓ᘘȐǧǬȆǄǨȴșɔɨȥǥܩǗȉǉǭᯇईዧᯇཽ̳ᒳьᅥ
ǩȆȈౣƬǥǀȉƪǼǝƩаǬ႓ᘘ˿ᤉȀ୕ܥခ᭭ԣ୕ခ᭮Ǩ႓ᘘǊࢴᖽǉ
ǬбૌȀࢴᖽǦǨȉƪᒳьࠀǭƩईዧǬ࿃ᙧɬᒳᙧȂཹ൭ཙـȀԏǿǝईዧ
ӜǱᒳьǬ৻ǢɟȮȤܱ᭭ˍᚍᅥ᭮Ǭ༴ᧁ࠱ɬڟ୕ᅥǩᣢǗȉܜϘࣕ

вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭶᭵

 ईዧᅥǶǬ႓ᘘૐ്

ʔᎧခǩƩईዧᅥǩ႓ᘘȐᕚǄমǦǕǤǭƩݘ᭭ݹɬᗱժ᭮ǬǹǉƩᥚᘎȂ
ɊȖȸȤȮᅥǊਂǐȇȊȉƪǼǝƩେចǥǭƩᥚ܀ǈᒳমࠄȂ616Ǩǧ,&7Ǭ൭ཽȀឳ
ȑǥǂȉƪ
႓ᘘૐ്ȐៜǗȉʚǥǭƩƳဧခǩȇǕǤ។ࡿǉƴƳӞૐԈࣕǊሼ৻ǓȊǤ
ǂȉǉƴǊᠴᖽǩǨȉǦዥǆȇȊƩᒳьࠀǭǛȊȇȐ។ШǩбૌǗȉƪ
̷ǆǮƩǑȊǼǥཽ̳ǕǝǑǦǬǨǂᒳьȐᣙڵǗȉبӿǥƩཽ̳െȐǭǖǿཹ൭ಐ
ጻǶǬࢎᦪǨǧࠦᆐǨϧܶȐ႓ᘘǕǝǂبӿǩǭƩݘȂᥚᘎᅥǊៜጝǩǨȉǥǀȋ
ǄǕƩᣒ୕ခǨȗȾɇȗɞɨȮሼ৻ǊʪࢳǥǀȉبӿǩǭƩ,&7Ǭ൭ཽ᭭ƳࢹȊǘǩୌ
ཽǥǋǤǂǼǗǉᮄƴƳཽ̳ǗȉʚǥժᧆᅥǭǀȈǼǙȑǉᮄƴǦǂǡǝɖȸȰɭȭȐ
ईዧᅥǬᅆǩ͖ǕƩईዧᅥǉȇᅭȐࢣȉᅥ᭮ȀៜጝǦǕǤዥǆȇȊȉƪ
ǼǝƩǂǘȊǬૐ്ǩǙȆƩᒳьࠀǦईዧǦǬӞૐԈࣕǊሼ৻ǓȊǤǂȉࢴᖽ
Ǌǀȉƪ
ǨǈƩཹ൭ཙـȂ,&7ɟȻɞȬɭǨǧǩȆȈƩईዧΉǉȇ߸ǊܺǙȇȊȉȦɭȮȀǀ
ȉƪǛǬȆǄǨبӿȀƩǛǬૐ്ǊဧခǩȇǕǤ។ࡿǉȐዥक़ǕǢǢƩईዧǦ

ҧЧǩȨɔɚɀȦɭȬɜɨȐӢȈǨǊȇៜǗȉƪ
Әዥ,&7Ȑ൭ཽǕǝ႓ᘘǩǢǂǤ
ૻ˯ƩईዧɊȞɢɭȗȸɌǩᣢឯǕǤౣƬǨ,&7Ȑ൭ཽǕǝȬȮȻɕɬȪɭɈȮǊ
ɟɟɭȮǓȊǤǂȉƪǑȊȇǭƩ។Шǩ൭ཽǗȉǑǦǥƩᒳьࠀɬईዧᅥӞૐǬᚡ
ȐᝆපǕƩခ႓ǥѭ༞ခǨɊȞɢɭȗȸɌǩችǊȉȀǬǦ୕࢙ǓȊȉƪ
ʔૐƩᒳခၥᗃǩؗǣǍͥвǬбૌȐѣǆǨǂǼǼдཽǗȉǦƩɊȞɢɭȗȸɌ
ǊࢆᩊҕǗȉࣤȊǊǀȉƪƳಐ௳ခǩʔ࢝ܩƴƳម͖ǗȉǞǏǥᅭǊǨǂǬȐ
ઠኲƴǦǂǡǝǑǦǬǨǂȆǄƩдཽǩǀǝǡǤǭ໗ǩྒྷऴǗȉǑǦƪ
вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭶᭶

 ईዧᅥǶǬ႓ᘘˍ

ࢴᖽǩࢻǖǤईዧᅥǩ႓ᘘǗȉˍǬǄǟƩ໗ǩऴᙧǗǷǋǦዥǆȇȊȉǬǭƩхǬ
ᒳခၥᗃǩؗǣǍ˰ϗ࢞ǬሟஎǦƩхǉȇ˯ǬᣜǬെǬ٭ҕǥǀȉƪࢴᖽǩࢻ
ǖǤᒳьࠀǊӢਕៜǗȉȀǬǥǀȉǊƩϢ̢ခǩǭʛᗫǬȆǄǨȀǬǊਂǐȇȊȉƪ
ƷईዧᅥǶǬ႓ᘘˍǬ̷Ƹ

ɬ ᒳьᅥǬཽ̳െ᭭ᒳǬെȐԏǾ᭮
ɬ ཽ̳ʪǬᒳьǬѭஎ

कاȐᜈǼǆǤƩǑȊȇȐခ႓ǩбૌǗȉࢴᖽǊǀȉƪ
ǨǈᯇƳᗄईዧǩǭƞឲᣜဧǩᎉѷǥܥȐម͖ᯆᯅɄșɟȮ

ɬ ᒳьཽ̳ʪǬ̢ᘬǬ٭ҕ
ɬ ईዧؗकاǬ٭ҕ

ȤᒳȐཽ̳ʪǬईዧǭ§ឲᣜǩȗɞɭȽᯆǦǂǡǝʔ࢝Ǭៀཽ

ɬ ཽ̯ᒳȂ᧠ՅɬڟՅǦǬဪˑཽ̨ǩȆȉࢎᦪ

ǭƩဘǥǨǂǮǉȈǉईዧᅥǬ͖ᧂȐ੍ǫȉǑǦǩȀǨȈǉǫ

ɬ ཹ൭ಐጻǶǬࢎᦪ

ǨǂǬǥƩܩǩǀǝǡǤǭॊᠴǩటᗦǗȉǑǦƪ

ɬ ཹ൭Ǭ໗ࣕǬ٭ҕ
ɬ ཽ̳ʪǬᒳьǩݘǗȉऴᙧ᭭ϋϗᗒƩʜܜसᅥ᭮ ᅥ
႓ᘘǭҵǩƳᘬ܀ǭ̣ڡǥǗǉᮄƴǦǂǡǝȀǬǥǭǨǍƩခ႓ǉǢଳૺǓǬǨǂࢆǥ
ᕚǄǑǦƪ
ǨǈƩईዧᅥǉȇࢣǝकاǩȆǡǤǭƩǑȊȇ˿ٲȀࡿǨǊȇ႓ᘘǊࢴᖽǦǨȉƪ

 ЧஊǦᘁ̀

вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭶᭶

ईዧᅥǉȇࢣǝकا᭭ईዧșɨȴɈɚɭᅥ᭮ǭƩᒳခၥᗃǩؗǣǋॊᠴǩЧஊɬᘁ̀
ǕƩईዧǬ༴קǬെȐခ႓ǩǗȉƪ
໗ǬൖऴȐᖽǕǨǂǦ࣐ȍȊȉकاǥȀƩ˶ǬकاǦȇǕӿȍǙǤቍӿခǩЧஊɬ
ᘁ̀ǗȉǑǦǥƩܱˍᚍ᭭ǀȉǂǭǛǬˊω᭮Ȃᒳခ˰ϗȐᖽǗȉˍǊȇǉǩ
ǨȉبӿǊǀȉǬǥൖऴǗȉƪǼǝƩᒳ໔്ǬᗒǉȇǭƩཽ̳ʪǬᒳьǥժᧆǊ
ཹǕǤǂǨǂǑǦȀᠴᖽǨᘁ̀ǦǨȉƪ

 ሟஎǦࢻݘ
 ЧஊǦᘁ̀ǥࢣȇȊǝሟஎȐƩ˯࢞ǬሳሴခǨᒳခᆈ༷ǩӟǗȉǑǦǊେȀ
ᠴᖽǦǨȉƪ
ᒳခ˰ϗǊࢴᖽǦዥǆȇȊȉبӿǩǭƩժᧆᗛനǬǝǿǩईዧᅥǩݘǕǤࢴᖽǨ
कاੀ̽Ӛǭᒳခᆈ༷৽ݥȐᕚǄƪकاੀ̽Ӛǭᒳခᆈ༷৽ݥǩǀǝȈƩईዧǊ
ǈᒳমࠄȐǕǤǂȉبӿǭࢴᖽǩࢻǖǤǛȊȐ൭ཽǗȉǦǦȀǩƩܩǕǝᒳь
ࠀǬഊԄȐईዧᅥǩ̑ǆȉƪ
ǼǝƩѐཽ̨ǬཹǊྱȍȊȉᅥƩᒳ໔്ǬሳሴǩઘǊཹǖȉ᭭ǀȉǂǭཹǖ
ǝ᭮بӿǭƩឫȂǉǩЖૐҤᅥǩकاੀ̽ȐᕚǂƩឯਖ਼ǕǤࢻݘǗȉƪЖૐੀȂ
ᒳᘬǩǢǂǤȀƩቋ࣓ࣕᅥȐѹǕǨǊȇᥚᘎƩୌᒳकاੀ̽ୁᅥȐཽǂǤЖૐ
ҤᅥǩឯሣǗȉƪǨǈƩकاੀ̽ȂЖૐੀᅥǩǀǝǡǤǭƩईዧǉȇࢣǝकاƩᒳ
ခၥᗃǩؗǣǋЧஊɬᘁ̀ǕǝሟஎȐƩᆪฒɬခ႓ǩ̑ǆȉǑǦƪǑȊȇ˿ٲǬب
ӿǩǈǂǤȀƩࢴᖽǩࢻǖƩҤࠀᅥǩୁȂᥚᘎᅥǩȆȈᒳьǬཽ̳െᅥǩᣢǗȉ
कاੀ̽ȐᕚǄƪ໗ǩƩकاੀ̽ȂЖૐੀǩǀǝǡǤǭᒳьࠀǉȇǬʔૐခǨȀǬ
ǦǨȇǨǂȆǄƩҤࠀǦҧЧǨऴ࣐ྯឨȐגȈƩҤࠀǊࢴᖽǦǗȉकاȂϧܶȐᜈǼ
ǆǝʚǥܩǗȉȆǄࠇǩऴᙧǗȉƪ
вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭶᭷

 ᗫᢉ

ᒳьࠀ്ᅝ୴ᅝǩȆȈƩᒳݹᣙᗲዧǭƩᒳݹǩᘬьᢉȐΓǆǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
ईዧɊȞɢɭȗȸɌǩᣢǗȉᗫᢉǭȀǦȆȈƩईዧǩ႓ᘘǕǝˍƩᒳьࠀǊЧஊɬᘁ
̀ǕǝሟஎǦࢻݘ᭭ईዧǶǬकاੀ̽ɬ৽ݥ᭮ᅥǩǢǂǤǭƩᘬьᢉǩᗫᝊǗȉ᭭ᒳь
ࠀ്ᅝ୴ᅝ᭮ƪᘬьᢉǭᒳьࠀǊЖૐᅻǩؗǣǂǤᘬьȐᕚǡǝே৮ǦǨ

ȉᗫᢉǥǀȈƩᘬьǊǂǉǨȉૐ്ǩȆǡǤᕚȍȊǝǉȐႯǗᒳьࠀǩǦǡǤ
େȀؗခǨѺᗫᢉǥǀȉƪ˯ઞǥǭƩᘬьᢉǶǬᗫᝊˍǩकاੀ̽ʨ
Ǳǩ৽ݥǬϧܶᅥǊᗫǓȊǝƪ
Әዥᒳьࠀ്ᕚᗄсᅝ୴᭭ᘬьᢉǬᗫϗˍ᭮
്ᅝˎҧϛ୴ᅝˎǬᗄܥǩȆȈᘬьᢉǩᗫϗǕǨǏȊǮǨȇǨǂˍǭƩ಼Ǭ
ǦǈȈǦǗȉƪǝǞǕƩǛǬᘬьǩȆȈࡿᘏЖૐǙȑǊᘬьඬǽǦǨǢǝبӿǭƩ
ᅝʔӹƩᅝʙӹƩᅝ˒ӹӜǱᅝϝӹǩਵǐȉˍǬǽᗫϗǗȉǑǦǥᛯȈȉƪ
ʔ ईዧǬഊԄӜǱࠚ˾
ˎ ᒳԄǈȆǱЧᠶ
ʙ ᘬьʨǱǩकاǬੀ̽ӜǱ৽ݥȐᕚǢǝࠚૢ
 ᘬь ᠶ
˒ ᘬьʨǱǩकاǬੀ̽ӜǱ৽ݥȐᕚǢǝᒳьࠀǬഊԄ
ϝ कاǬੀ̽ӜǱ৽ݥǬϧܶǬᖽ
ʖ ЖૐǙȑǬᕚࠚૢ
ǙȑȐ˝˸ǕǝҤࠀƩ熷რ
რҤࠀ⊆ǭ
ǭ༔ҤࠀǬ㫍Ԅ
Ԅ
ϛ Ж㑷Ǚ
ʿ хӹǬዧǬ̟ӚǭҁѺǗȉ࿃ᤑᏣǕǍǭᗷᏣǕǍǭ᧩ጥѷ໔ᗷᗲǬ
ԄწӜǱשק
ҧ х୴ᅝˎӹӜǱᅝʙӹǩਵǐȉˍ

ǨǈƩ˾ԲࠚૢᒳཹቍᅝӹӋཹѫΡိҤᒳɬཹ൭ᕠཹݹቍѺᘩឨၥǩ
ǤƩᒳьࠀ്ᅝ୴ᅝǬᘬьᢉӜǱᒳಐ്ᅝ୴ǬᅝǬᗫᢉǩǢǂǤǭƩᘬьඬ
ǽЖૐᅻӚǭईዧǬୌᒳെȂ৽ݥϧܶᅥȐᗫᢉǕǝȀǬ᭭ᒳьୌཽᅥ᭮ǩǈǂǤƩ
ࢴᖽˍǊᗫᝊǓȊǤǂȊǮࡿᘏᗄܥȐූǝǗȀǬǦǓȊǤǂȉƪ

вඩᚽૂ᭷ ᮕ᭶᭸

 ᗫᢉ᭭ሴǋ᭮

ᗫᝊǩǀǝǡǤǭƩခ႓ǉǢሜခǩǦᗫᢉǗȉǑǦǭࢴᦰǥǀȉƪ62$3ࢆࡢǥ
ǼǦǿǝϧܶȐᗫᝊǗȉǑǦȀዥǆȇȊȉǊƩ62$3ࢆࡢǞǦᗫᝊϧܶǊϘ̢ǦǕǤ敞
ǍǨǡǝȈƩ62$3ǩǑǞȍȉǀǼȈƩᗫᢉǩǕǤǈǍǷǋᖽǊǉǆǡǤȍǉȈǩ
ǍǍǨǡǝȈǗȉǑǦǊǀȉǬǥƩࢴǘǕȀ62$3ࢆࡢǩǑǞȍȉǑǦǨǍƩᗫᢉǕǤ
ǈǍǷǋᖽǊ̣ǉȐऴᙧǗȉǑǦƪǼǝƩ˨Ǭईዧǩǭ˨ǬǉǉȈǢǏᒳьࠀǊ
ʔᚨǕǤࢻݘǗȉǑǦǊ༷थǥǀȉȀǬǬƩᖜલǬᒳьࠀǊਖ਼ȍȉبӿǊǀȉǑǦȂҤ
ࠀᅥǶǬकاੀ̽Ȁዥक़ǕǤƳᆪฒǩᖽȐᗫᢉǗȉƴƳᗫᢉǗȉϧܶǩɖɟɄɟȐǢ
ǏǤᠴᖽǨˍȐർǋࢊȈǩǗȉƴǦǂǄߥٽȐǕǝᗫᢉǩǗǷǋǥǀȉƪ

 ǛǬ˶
ɬ ǑȊȇǭƩᒳьࠀǉȇईዧᅥǩ។ࢴܧᖽǨकاȐ႓ᘘǗȉ൰ȊȐᗫᝊǕǤǂȉǊƩ
ࡿǨǊȇƩईዧᅥǉȇǬឯሣɬᗵǆǩȆȈ႓ᘘȐᕚǄبӿȀǀȉƪ໗ǩൖऴȐᖽ
ǗȉǦዥǆȇȊȉϧܶȂ࿄ǩǢǂǤᘦǕǤǈǋƩƳƞƞǬȆǄǨبӿǭဩǟǩ
ឯሣǗȉȆǄǩƴǦ৽ݥǕǤǈǍǑǦȀᠴᖽǥǀȉƪ
ɬ ࢴᖽǩࢻǖǤƩଔǉȇឯਖ਼ȐᕚǡǤǂȉ˶ጊ჻ǩईዧकاȐ႓ᘘǗȉǑǦȀཽ
ǥǀȉƪǛǬǭƩईዧᅥǬᗳᙈȐࢣȉǹǉƩͥ˨कاǬӢȈǂǩྒྷऴǗȉǑǦƪ

ᮁઞǓȊǝᒳಐ്ᮃ
ᅝ᭶୴Ǭ᭺᭭Ҥᒳᣢ͈ዧǬᚩѺ᭮
ҤࠀƩრҤࠀƩᒳьࠀƩ༔ҤࠀǛǬ˶ǬҤᒳᣢ͈ዧǭƩҤᒳՅᅥǬѭࣕ
ӜǱܜϘࣕǛǬ˶ǑȊȇǬ។Ǩཽ̳ǩᣢǗȉၥᙧǦ༷ᗛȐඣǿȉǦǦȀǩƩ
ǑȊȇǬཽ̳Ǭݘᚍዧ᭭ѷ໔ǶǬཽ̳ǩǀǡǤǭƩǛǬዧӚǭᆈ༷ዧƪᅝ
᭻᭽୴Ǭ᭹Ʃᅝ᭻᭽୴Ǭ᭼ᅝ᭸ӜǱᅝ᭹Ʃᅝ᭻᭽୴Ǭ᭷᭶ʨǱǩᅝ᭻᭽୴
Ǭ᭷᭷ᅝ᭸ӜǱᅝ᭹ǩǈǂǤԃǖƪ᭮ӜǱǑȊȇȐᛑϗǕƩӚǭᙲȈӣǏ
ȆǄǦǗȉዧǩݘǕƩǑȊȇǬ។Ǩཽ̳ǩᣢǗȉˍǩᣢǗȉ႓ǉǢ។Ш
ǨकاǬੀ̽ǩѦǿǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
᭭ᗲ᭮
᭷ ᒳݹǩǈǂǤᘬьӚǭᘬьǓȊǝᒳьᏣǕǍǭҤᒳՅǬᚦ٥ᏣǕǍǭਠʝ
ǬѺǩࢢˍǗȉᒳьࠀǭᯇᒳьӚǭҤᒳՅǬ។ШǉǢѭ༞ခǨੀ̽ǩᚽǗ
ȉǝǿᯇҤȐӣǏȉዧǬᒳьӚǭҤᒳՅǬཽ̳ǩᣢǗȉकاȐ˶ǬҤੀ
̽ᗲ᭭Ҥ്᭭ૼԲࠚ്࢝ᅝӹ᭮ᅝ᭶୴Ǭ᭷ᅝ᭷ǩᗄܥǗȉҤ
ੀ̽ᗲȐǂǄᯄ˿ʛԃǖᯄ ǩǈǂǤᗷӚǭᘬьǩࢢˍǗȉҤࠀᏣǕǍǭ
რҤࠀӚǭᒳьࠀǩੀ̽ǗȉǑǦǩȆȈᯇҤੀ̽ᗲဪˑᣜǬѺǬឯ
ਖ਼ǬਰឳǩѦǿǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
᭸ ᒳݹᣙᗲዧǭƩҤȐӣǏȉዧǩࢴᖽǨᒳьӜǱҤᒳՅǬܥܜခǨ̽ሦȐ
גȉǦǦȀǩᯇࡿᘏᒳݹǩǈǂǤᒳьࠀǩȆȉхǬकاǬੀ̽ǊϨ෯ǩǨ
ǓȊȉȆǄ᠉क़ǕǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
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ᮁઞǓȊǝᒳಐ്ᮃ᭭ǈᒳমࠄǬܥዉǣǏǊᕚȍȊǝ᭮
ᅝ᭾୴Ǭ᭸᭭ᘬьǓȊǝᒳьǩᣢǗȉकاੀ̽ӜǱ৽ݥᅥ᭮
ᒳݹᣙᗲዧǭƩҤࠀӚǭრҤࠀǉȇ˝˸ǓȊǝЖૐᅻǩȆȈᘬьǓȊǝᒳьǬ។Ǩཽ̳Ǭ
ǝǿƩࡿᘏᒳьȐᚦ٥ǕƩӚǭਠʝǗȉبӿǩǭƩӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉǦǑȋǩȆȈƩǛǬᒳ
ݹǩǈǂǤᒳьǬᚦ٥ӚǭਠʝǩࢢˍǗȉᒳьࠀǩƩݘ᭭ӜǱᦦ٣Ǭមӣ͖ǩȆȈဪমǬ
ेȐဪˑǩᘘᙧǕǨǊȇឨᘎȐǗȉǑǦǊӳጻǨૐ്ǛǬ˶Ǭૐ്ǩȆȈᒳьǬ។Ǩཽ̳Ȑ
႓͔ǗȉǑǦǊӳጻǥǀȉǦᘘǿȇȊȉૐ്ǦǕǤӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉȀǬȐԏǾƪ᭮ǩȆȈƩ
ӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉˍȐᗫᝊǕǝୁ᭭ࡿᘏˍǊᥚ႖ခᗫᢉ᭭ᥚ܀ခૐࡢƩ႖എခૐࡢǛ
Ǭ˶˨ǬၥᗉǩȆǢǤǭᘘᙧǗȉǑǦǊǥǋǨǂૐࡢǥ̨ȇȊȉᗫᢉǥǀǢǤƩᥚ܀ᗣᆁಐǩȆ
ȉकاЖ༷Ǭཽǩ̽ǓȊȉȀǬȐǂǄƪ˿ʛᅝʙҧϝ୴ǬҧǼǥǩǈǂǤԃǖƪ᭮ǩᗫᢉǓȊǤ
ǂȉǦǋǭƩࡿᘏᥚ႖ခᗫᢉǩᗫᢉǓȊǝˍȐӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉૐ്ǩȆȈᕦႯǕǝȀǬ
ȐԏǾƪ᭮ȐཽǂǤࢴᖽǨकاȐੀ̽ǓǙƩӜǱࢴᖽǨᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥȐᕚȍǙǨǏȊ
ǮǨȇǨǂƪ
ᮁઞᒳಐ്ᕚᗄсᮃ
ᅝ᭶᭺୴Ǭ᭶᭸
ᒳݹᣙᗲዧǭƩ്ᅝ᭾୴Ǭ᭸ᅝ᭶ǬᗄܥǩȆȉकاǬੀ̽ӜǱ৽ݥȐƩ಼ǩਵǐȉૐ്ǩȆȈƩ
ǛǬᒳݹǩǈǂǤᒳьǬᚦ٥ӚǭਠʝǩࢢˍǗȉᒳьࠀǩᕚȍǙǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
᭶ɬ᭷᭭ྛ᭮

᭸ ࡿᘏᒳьȐཽ̳ǕȆǄǦǗȉዧǊईዧǬᒳьୌཽǛǬ˶ǬकاȐʔφခ
ǉǢሜခǩᆈ༷ǥǋȉমࠄ᭭вᕦᅝʔȐᤓǋƩ˿ʛҵǩƳমࠄƴǦǂǄƪ᭮
Ȑ৻ǕǨǂبӿǭǛǬ৻Ȑ҃ڗǕƩࡿᘏዧǊমࠄȐ৻ǗȉبӿǭƩࢴᖽ
ǩࢻǖƩࡿᘏমࠄࡿᘏমࠄȐ൭ཽǕǝकاǬੀ̽ӜǱ৽ݥȐᕚȍǙȉǑǦƪ

ˍѺឯሣ
˾Բࠚૢ
ះဳ
Ӿ ͔Άᗲኲߴ ᕠཹʰᆈ᭭ݹ᭮
໗вң

ࢨʪ
ӋཹѫΡိҤડݹҤˍᘩ
ӋཹѫΡိҤᒳ͌ཹ൭ᕠཹݹቍѺᘩ

ȨɢȿțșɠȮसத࿄Ǭ৯ٺǩǕǤǬᥚᘎȂकاឨ͖ಐ֬Ȑཽǂǝ
ᗷᅥǬᤋခ͌໗̷ခǨӢǂǩǢǂǤ
˯ᎧᯇƳȨɢȿțșɠȮसத࿄ቋ࣓ሜඬݘᅮƴ ˾Բࠚૢᣣᙰന ܥǩǈǂǤƩ
ƳȨɢȿțșɠȮसத࿄Ǌ࣓ะǩ৯ٺǕǤǂȉെǬʪǥᯇᤑϧसதȐԏǾसதᤁ
ǬǝǿᯇࠇǬࢻݘǦǕǤᯇȟɨɞșɨᯈᥚᘎǩȆȉᗷᯇȟɨɞșɨᯈᥚᘎǩȆȉୌᒳ৽
ݥǊ߸ǗȉईዧǩȆǡǤ൭ཽǓȊȉȆǄဩǟǩй࠱ȐᗃဩǕᯇǥǋȉᤋȈ૦୕ǩܩǗ
ȉᯄᯆǦǓȊǝǦǑȋǥǀȉᯄǑȊȐᜈǼǆᯇȨɢȿțșɠȮसத࿄Ǌ৯ٺǕᯇҤಐᣢ
ǬӣᗷǊאᥑǩǨȈǢǢǀȉǑǦǩᣁǽǝᤋခᯈ໗̷ခǨࢻݘǦǕǤᯇᥚᘎȂकاឨ͖
ಐ֬ȐཽǂǝᗷȂୌᒳ৽ݥᅥǬӢǂǩǢǂǤʛᗫǬǦǈȈǼǦǿǝǬǥƩᚰᆈʛǬ
ҤಐᣢƩᒳݹᅥǩԣၥǕǤǂǝǞǍȆǄǈǂǗȉƪ
ǼǝᯇǑȊǩ̔ǂᯇᯅȨɢȿțșɠȮसத࿄ईዧǬكѣǩǕǤǬᥚᘎȂकاឨ͖ಐ
֬ȐཽǂǝᗷȂЖૐᅻǬӢǂǩǢǂǤᯆ ˾ԲࠚૢӋཹѫΡိҤડݹҤˍᘩƩ
Ҥᒳ͌ཹ൭ᕠཹݹቍѺᘩˍѺឯሣᯄ˿ʛᯅૢˍѺឯሣᯆǦǂǄᯄ ӜǱᯅȨɢȿțș
ɠȮसத࿄ईዧǬكѣǩǕǤǬᥚᘎȂकاឨ͖ಐ֬ȐཽǂǝᗷȂЖૐᅻǬӢǂǩ
ǢǂǤᯆ ˾Բࠚૢ˸ǏӋཹѫΡိҤડݹҤˍᘩᯇҤᒳ͌ཹ൭ᕠཹݹቍѺᘩˍѺឯሣ
ǭ࠻ǕƩˍѺឯሣȐȀǡǤ˽ǆȉǑǦǦǗȉƪ

᭹ᯃ᭻᭭ྛ᭮

ȼȭȴɠҕਰឳᅮǬʛǥᤋခɬ໗̷ခǥǭǨǍࣥࠇҕǗȉӳጻࣕǊǀȈǄȉ

ᮁઞǓȊǝᒳಐ്ǩǢǂǤ

ȟɨɞșɨୌᒳ৽ݥᮃ

ᅝ᭾୴Ǭ᭸᭭ᘬьǓȊǝᒳьǩᣢǗȉकاੀ̽ӜǱ৽ݥᅥ᭮
ᒳݹᣙᗲዧǭƩҤࠀӚǭრҤࠀǉȇ˝˸ǓȊǝЖૐᅻǩȆȈᘬьǓȊǝᒳьǬ។
Ǩཽ̳ǬǝǿƩࡿᘏᒳьȐᚦ٥ǕƩӚǭਠʝǗȉبӿǩǭƩӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉǦǑ
ȋǩȆȈƩǛǬᒳݹǩǈǂǤᒳьǬᚦ٥ӚǭਠʝǩࢢˍǗȉᒳьࠀǩƩݘǩȆȈƩӋ
ཹѫΡိ˾ǥܥǿȉˍȐᗫᝊǕǝୁ᭭ࡿᘏˍǊᥚ႖ခᗫᢉ᭭ᥚ܀ခૐࡢƩ႖എခ
ૐࡢǛǬ˶˨ǬၥᗉǩȆǡǤǭᘘᙧǗȉǑǦǊǥǋǨǂૐࡢǥ̨ȇȊȉᗫᢉǥǀǢǤƩ
ᥚ܀ᗣᆁಐǩȆȉकاЖ༷Ǭཽǩ̽ǓȊȉȀǬȐǂǄƪ˿ʛᅝʙҧϝ୴ǬҧǼǥǩǈǂ
Ǥԃǖƪ᭮ǩᗫᢉǓȊǤǂȉǦǋǭƩࡿᘏᥚ႖ခᗫᢉǩᗫᢉǓȊǝˍȐӋཹѫΡိ˾
ǥܥǿȉૐ്ǩȆȈᕦႯǕǝȀǬȐԏǾƪ᭮ȐཽǂǤࢴᖽǨकاȐੀ̽ǓǙƩӜǱࢴᖽ
ǨᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥȐᕚȍǙǨǏȊǮǨȇǨǂƪ
ᒳݹᣙᗲዧǭƩҤࠀӚǭრҤࠀǉȇ˝˸ǓȊǝЖૐᅻǩȆȈᘬьǓȊǝᒳьǬ។
Ǩཽ̳ǬǝǿƩࡿᘏᒳьȐᚦ٥ǕƩӚǭਠʝǗȉبӿǩǭƩӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉǦ
ǑȋǩȆȈƩǛǬᒳݹǩǈǂǤᒳьǬᚦ٥ӚǭਠʝǩࢢˍǗȉᒳьࠀǩƩݘ᭭
ӜǱᦦ٣Ǭមӣ͖ǩȆȈဪমǬेȐဪˑǩᘘᙧǕǨǊȇឨᘎȐǗȉǑǦǊӳጻǨૐ
്ǛǬ˶Ǭૐ്ǩȆȈᒳьǬ។Ǩཽ̳Ȑ႓͔ǗȉǑǦǊӳጻǥǀȉǦᘘǿȇȊȉૐ
്ǦǕǤӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉȀǬȐԏǾƪ᭮ǩȆȈƩӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉˍȐ
ᗫᝊǕǝୁ᭭ࡿᘏˍǊᥚ႖ခᗫᢉ᭭ᥚ܀ခૐࡢƩ႖എခૐࡢǛǬ˶˨Ǭၥᗉǩ
ȆǡǤǭᘘᙧǗȉǑǦǊǥǋǨǂૐࡢǥ̨ȇȊȉᗫᢉǥǀǢǤƩᥚ܀ᗣᆁಐǩȆȉक
اЖ༷Ǭཽǩ̽ǓȊȉȀǬȐǂǄƪ˿ʛᅝʙҧϝ୴ǬҧǼǥǩǈǂǤԃǖƪ᭮ǩᗫᢉ
ǓȊǤǂȉǦǋǭƩࡿᘏᥚ႖ခᗫᢉǩᗫᢉǓȊǝˍȐӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉૐ്ǩ
ȆȈᕦႯǕǝȀǬȐԏǾƪ᭮ȐཽǂǤࢴᖽǨकاȐੀ̽ǓǙƩӜǱࢴᖽǨᒳခၥᗃ
ǩؗǣǍ৽ݥȐᕚȍǙǨǏȊǮǨȇǨǂƪ

ᮁઞǓȊǝᒳಐ്

ඩ˸ୁᮃ

ᮁ୴ᮃ

ȨɢȿțșɠȮसத࿄Ǭ৯ٺǩǕǤǬᥚᘎȂकاឨ͖ಐ֬ȐཽǂǝᗷᅥǬᤋခ͌໗̷ခǨӢǂǩǢǂǤ

ҤಐᣢǩǈǏȉࢻݘ
 аᗷǉȇǬᥚᘎȂकاឨ͖ಐ֬ȐཽǂǝᗷǬܩǩǢǂǤ
ईዧǉȇᥚᘎᅥǩȆȈᗷᅥǬഘǿȐӣǏǝبӿǩǈǂǤƩᗷᅥǬഘǿȐӣǏǝҤಐᣢǬҤࠀ
ǭƩࡿᘏҤࠀǊᥚᘎȂकاឨ͖ಐ֬ȐཽǂǝᗷǩȆȈᗷૌȂЖૐǊࡿᘏҤࠀǬᚩ̆ǬʛǥҤခ
ǩӳጻǥǀȉǦбૌǕǝᆐבǩǈǂǤƩаᗷǉȇᥚᘎȂकاឨ͖ಐ֬ȐཽǂǝᗷǩȆȈᗷૌȂЖ
ૐȐǕǤߪǕઘǆǨǂǑǦƪǝǞǕƩᬪᒳӜǱԈᇠႾᒳǬЖૐȐǕǤǭǨȇǨǂǑǦ ƪ
ᗷǬƩǥǋȉᤋȈƩែӗǬᗷᢉƩᗷकاੀ̽ୁƩؑשҤकاឯਖ਼ɂȸȽɤɭȤ᭭Ĩ᭮Ӛ
ǭΆ࠷ᗷૌǬሟஎᅥ᭭˿ʛƳᗷᢉᅥƴǦǂǄ ƪ᭮ǩȆȈࡿᘏईዧǬؗႧ࿀ईǬकاȐɬ႓
ᘘǕǝʚǥƩᗷૌȂЖૐȐᕚǄǑǦƪᗷᢉᅥǩȆȈࡿᘏईዧǬؗႧ࿀ईǬकاǊǥǋǨبӿ
ǭƩЖૐૢલǭૢᣜȐʚᤋǦǗȉǦǦȀǩᯇᬪᒳӜǱԈᇠႾᒳǩѣǆᯇ໗ǩܜϘᆈ༷ǊࢴᖽǨҤᒳ
Յ ǂȍȄȉᯅɄșɟȮȤᒳᯆ ǦǕǤᯇᗷا᠔ǩǈǏȉᒳьᆈ༷৽ૂݥǬᯅᯆǬݘᚍǦǨȉᒳь᭭ৌ
ऌࣕፗьƩϏྷйьᅥ᭮ǬЖૐȐǕǤǭǨȇǨǂǑǦ ƪ

ʪྛ
 ЖૐᅻǬӢǂǩǢǂǤ
ईዧǊᯇᒳݹǩǈǂǤᥚᘎȂकاឨ͖ಐ֬ǩȆȉकاǬੀ̽ӜǱ৽˿ ݥʛᯅୌᒳ৽ݥᅥᯆǦǂǄᯄ
Ȑ߸ǗȉبӿǭƩЖૐᅻǬΓዥǩᯅࢻݘᯆǦᗫᝊǕᯇࡿᘏईዧǬԃऴȐࢣǤƩҤಐᣢǉȇ
ईዧǊ߸ǗȉᒳݹǩɊȖȤȬɔɟᅥǩȆȈЖૐᅻकاȐម˸ǗȉǑǦƪǛǬᯇҤࠀǭᗷᢉǩ
ម˸ϋǬᒳݹȐᗫᝊǗȉǑǦᯄǼǝᯇҤಐᣢǭƩЖૐᅻӌȐ͔ᆈǕᯇЖૐᅻकاȐម˸Ǖǝᒳݹ
ǩࡿᘏЖૐᅻӌȐម˸ǗȉǑǦƪ
ʚᗫ  ǬᗷǩȆȈЖૐȐᕚǄᯇᗷᢉᅥǩȆȈईዧǬؗႧ࿀ईȐǥǋǤǂǨǂبӿǭƩ
ЖૐᅻǬΓዥǩǛǬȐᗫǗȉǑǦƪ
ǨǈƩᤑϧЖૐȐᕚǄبӿǭᯇईዧǦဪᘯǬʚᯇҤಐᣢǉȇဩਮ᠉មᅥǩȆȈईዧǶᒳьȐමǗ
ǑǦǦǕǤߪǕઘǆǨǂǑǦƪǛǬϢ̢ခǨܩૐ്ǩǢǂǤǭᯇʛᗫ  ǩෛǖǤᕚǄǑǦƪ

ҤᒳՅǩᣢǗȉकاǬౝឬǊលǩǨǡǝ

᭭ඩ˸ୁᅥǬᗫᝊˍ᭮
ᅝ᭺᭷୴ ҤᒳՅǭᯇǑȊǩඩ˸ǗȉୁӚǭǛǬܶ֬ᏣǕǍǭᕻҎ ˿ʛǑǬ୴ǩǈǂǤᯅඩ˸ୁᅥᯆǦǂǄᯄ ǩ
ࡿᘏҤᒳՅǩᣢǗȉେǬᘵǛǬ˶ǩȆȈࢣȇȊǝၥᗃǩؗǣǋᯇ಼ǩਵǐȉˍ ಼ӜǱ಼୴ǩǈǂǤᯅඩ˸
ୁᅥᗫᝊˍᯆǦǂǄᯄ ǊᗫᝊǓȊǤǂǨǏȊǮǨȇǨǂᯄǝǞǕᯇӋཹѫΡိ˾ǥвǬܥǿȐǕǝǦǋǭᯇǑǬ
ᤋȈǥǨǂƪ
 ്ཽƩཽᠶǛǬ˶ཽ̳ӜǱӢǂʚǬࢴᖽǨൖऴ
 ૢᒳݹૐǩӠǿȇȊǤǂȉҤᒳՅǩǀǢǤǭƩૢᒳݹૐǩǈǂǤඩ˸ୁᅥǩᗫᝊǗȉȆǄǩܥǿȇȊ
ǝˍ
 ᅝ୴ᅝǬᗄܥǩȆȈǛǬؗෛǊܥǿȇȊǝ̢ٲᗷૌཽҤᒳՅǩǀǢǤǭᯇǛǬؗෛǩǈǂǤඩ˸ୁᅥ
ǩᗫᝊǗȉȆǄǩܥǿȇȊǝˍ
 ᅝ୴ᅝǬᗄܥǩȆȈǛǬؗෛǊܥǿȇȊǝҤᒳՅǩǀǢǤǭᯇǛǬؗෛǩǈǂǤඩ˸ୁᅥǩᗫᝊǗȉ
ȆǄǩܥǿȇȊǝˍ
 хӾӹǩਵǐȉȀǬǬǹǉƩӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉˍƪ

ࢢǭǑȊȇǬकاǭ
ͥƬǩᄳǕǤק܅

ᮁ୴ᮃ

᭭ܶ֬ᅥǶǬᅛӹᅥǬᗫᝊ᭮
ᅝ᭺᭷୴ ҤᒳՅ಼᭭ǩᗄܥǗȉҤᒳՅȐᤓǍƪ᭮ǭƩǛǬܶ֬ӚǭᕻҎǩƩᥚ܀क
اЖ༷መቿȐཽ̳Ǘȉૐ്ǛǬ˶Ǭकاឨ͖ǬীᕝȐдཽǗȉૐ്ǥǀǢǤӋཹѫΡိ
˾ǥܥǿȉȀǬǩȆȈƩᅝ᭻᭽୴Ǭ᭷ᅝ᭶ǬᗄܥǩȆȈϜᕦǓȊǝԃ୴ᅝ᭷ǩᗄܥ
ǗȉൖऴˍᅥकاȐϗমǗȉǝǿǩࢴᖽǨྟӹƩᗫӹǛǬ˶ǬᅛӹǊᗫᝊǓȊǤǂǨ
ǏȊǮǨȇǨǂƪǝǞǕƩӋཹѫΡိ˾ǥвǬܥǿȐǕǝǦǋǭƩǑǬᤋȈǥǨǂƪ
᭷ ᖽ৽ݥҤᒳՅƩʔᎧཽҤᒳՅǛǬ˶ǬӋཹѫΡိ˾ǥܥǿȉҤᒳՅǭƩǑȊǩඩ˸ǗȉୁӚ
ǭǛǬܶ֬ᏣǕǍǭᕻҎǩƩࡿᘏҤᒳՅǩᣢǗȉେǬᘵǛǬ˶ǩȆȈࢣȇȊǝၥᗃǩؗǣǋƩ
಼ǩਵǐȉˍǊᗫᝊǓȊǤǂǨǏȊǮǨȇǨǂƪǝǞǕƩӋཹѫΡိ˾ǥвǬܥǿȐǕǝǦǋ
ǭƩǑǬᤋȈǥǨǂƪ
˿ʛྛ᭮

ඩ˸ୁǬᥚ܀ҕ࢞Ǭඩ˸ୁᣩᗌૐ്

᭭30'$Ǭ+3ȆȈ᭮

ǛȊǜȊǬकاǊឯਖ਼
ɅɭȨɭȾǊǢǂǝǬǞǉȇɬɬɬɬ

ᚦ٥Ҏᖇҵ̝*6  
ᘬьҎᖇҵ̝*6  
ཽ̳୕ᤋ

ᚦ٥Ҏᖇҵ̝*6  
 
ᘬьҎᖇҵ̝*6  
ཽ̳୕ᤋ

ɉɢɭǩᕦႯǓȊǝ*6

େ່Ǭඩ˸ୁकاǊᗃȇȊȉȆǄǩǗǷǋǥǭǨǂǉ
ɡȣɚɞȽɟɭȪșȝɨȮ̏Ȭɨɒȭțɕ᭭᭮ǥੀᗠǕǝǬǞǊɬɬ
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᭶

ᘬьǩେሖခǨᚩ̆ȐǗȉᒳьࠀǬ৽ႯǩؗǣǋƩ˿ʛǬǂǘȊȀූǝǗѺȐ
ᒳьࠀ˿ٲǬዧǊܩǗȉǑǦǭƩߪǕઘǆǨǂǑǦƪǨǈƩǑǬبӿǥǀǡǤȀƩ
ᘬьǕǝᒳьǬେሖခǨ႓ᘘǭƩࡿᘏᒳьࠀǊᎉȇᕚǄࢴᖽǊǀȉǑǦƪ
ɬࡿᘏᒳьࠀǬဧǊ༴ܩǩݾǍᤋ࠱ǬبǥܩǓȊȉǑǦ
ɬᒳьࠀǬᒳခၥᗃȀᜈǼǆᯇЖૐᅻǩؗǣǂǤᘬьǕǝᒳьǬՅᛍᅥǩࢎᦪǊǨǍᯇ
ሟஎǦǕǤᘬьǕǝᒳьȐୌཽǗȉईዧǩҿܱǬӜǴǑǦǊǨǂǑǦ
ɬࡿᘏѺȐᕚǄዧǊƩбૌȐѣǆȉ̥שǩʹǕǂಐ௳ခǨ̨ǥǀȉǑǦ

᭷

ᚦ٥Ҏᖇҵ̝*6  

ᚦ٥Ҏᖇҵ̝*6  

ᘬьҎᖇҵ̝*6  

ᘬьҎᖇҵ̝*6  

Ϣ̢ခǩǭƩᘬьǩେሖခǨᚩ̆ȐǗȉᒳьࠀǬ৽ႯǩؗǣǋƩࡿᘏᒳьࠀǬဧǊݾǍب
ǥᒳьࠀ˿ٲǬዧǊᕚǄЖૐᅻǩᗫᝊǓȊǝҤᒳՅ 373ȬɭȽӚǭǑȊǩෛǘȉȀǬǩȆȈҎ
ᖇǓȊǝǼǼǬҤᒳՅ ǬࢴᖽᠶȐӢȈǆȉᕚᯇӜǱࡿᘏᒳьࠀ˿ٲǬዧǊᒳьࠀǩȆȉဢவ
ǬхǩᕚǄʔҎҕǕǝᒳьǬલᠶǬ႓ᘘᕚǩǢǂǤǭƩʚᗫ᭶ǩᘏࡿǗȉȀǬǥǀȉǑǦƪ

᭸ ᯅᒳьࠀ˿ٲǬዧǩȆȉᘬьᕚˍǬཹǩǢǂǤᯆ ࠙ওࠚૢ˸ᒳ᧠ቍᅝӹӋ
ཹѫΡိҤᒳ᧠ՅݹቍѺᘩᣒឨၥ ǩؗǣǋᯇᒳьࠀ˿ٲǬዧǊ፥ьᯇഒьᯇયьᅥǬҤᒳՅȐဩਮ
ᗣᠶᯇඦӿǗȉᕚǭᯇǝǦǆᒳьࠀǩȆȉឣʪǬ႓ᘘᕚǊǀǡǝǦǕǤȀᯇࡧǋሴǋᯇᒳьࠀ്ᅝ
୴ǩ៉ӟǗȉǑǦᯄǝǞǕᯇǑǬǑǦǭᯇᘬьಐ֬Ȑᄉీခǩ൭ཽǕǝѺǬܩȐڭǐȉ᛭ǥǭǨǂƪ
᭹ ǨǈƩ˿ʛǬᕚȐᒳݹᅥǩǈǏȉ។ШǨᆈ̢༷йǬʛǩܩǗȉǑǦǭƩᘬьǩᘏࡿǕǨǂᕚǦǕǤӢ
ȈǡǤߪǕઘǆǨǂǑǦƪ

ǑǬ̷ǥǭᘬьҎᖇҵ̝ǬȨɭȾǊԃʔǦǨǡǤǈȈ
ɅɭȨɭȾǉȇǥǭǕǂඩ˸ୁǩᕚǋ၀ǏǨǂ
ǑǦǩǨȉ

ᒳཹቍ ᅝӹ ࠙ও ࠚૢ
ӋཹѫΡိҤᒳɬཹ൭ᕠཹݹቍѺᘩᣒឨၥ

ɬᇾՅǓȊǝҤᒳՅȐᘬьܬϧǬఆǩᇾǿȉᕚ
ɬᘬьඬǽǬᒳьȐईዧǬǈᒳȠɡɨȵɭȂᤑϧǬ᠉ᒳȠɭȽᅥǶϗȊȉᕚᯇᥚ྇܀ȐཽǂǤǈᒳȠɡɨȵɭȐ႓ᘘǗȉᕚ
ɬᒳݹǩǈǂǤᘬьǩࢴᖽǨҤᒳՅǬ࠳קǊǨǍᯇӄ٥ᚦ٥ዧᅥǉȇӢȈܺǙǝبӿᅥǩƩϋǩୌᒳ৽ݥᅥȐᒳьࠀǊᕚǡǝʚ
ǥƩईዧǬܙݻᅥǩᘬьǕǝᒳьȐមᅥǗȉᕚ

᭺ ᒳݹᣙᗲዧǭƩᒳݹǩǈǂǤƩʚᗫǬዥǆૐȐᜈǼǆᒳьࠀ˿ٲǬዧǩѺȐܩǓǙȉبӿ
ǩǀǡǤǭƩ͔ΆᕠཹʚઘȐཹǘȉǈǛȊǬǨǂȆǄƩመቿϧሩйȐ႓͔Ǖ്˾៙̢ܛйȐΓ
ǗȉᗒǉȇƩࡿᘏѺǬܩǩ͈ȉমୁǬΓƩࡿᘏѺȐܩǗȉᒳьࠀ˿ٲǬዧǩݘǗȉ
ᒳˍᕠཹʚࢴᖽǨၰ͚ǬܩǛǬ˶ǬࢴᖽǨਲኲȐᙖǖȉǑǦƪ

᭶

ᘬьǩେሖခǨᚩ̆ȐǗȉᒳьࠀǬ৽ႯǩؗǣǋƩ˿ʛǬǂǘȊȀූǝǗѺȐ
ᒳьࠀ˿ٲǬዧǊܩǗȉǑǦǭƩߪǕઘǆǨǂǑǦƪǨǈƩǑǬبӿǥǀǡǤȀƩ
ᘬьǕǝᒳьǬେሖခǨ႓ᘘǭƩࡿᘏᒳьࠀǊᎉȇᕚǄࢴᖽǊǀȉǑǦƪ
ɬࡿᘏᒳьࠀǬဧǊ༴ܩǩݾǍᤋ࠱ǬبǥܩǓȊȉǑǦ
ɬᒳьࠀǬᒳခၥᗃȀᜈǼǆᯇЖૐᅻǩؗǣǂǤᘬьǕǝᒳьǬՅᛍᅥǩࢎᦪǊǨǍᯇ
ሟஎǦǕǤᘬьǕǝᒳьȐୌཽǗȉईዧǩҿܱǬӜǴǑǦǊǨǂǑǦ
ɬࡿᘏѺȐᕚǄዧǊƩбૌȐѣǆȉ̥שǩʹǕǂಐ௳ခǨ̨ǥǀȉǑǦ

ᘬьѺǬǀȈૐǩǢǂǤ
ᒳьࠀ്᭭ૼԲࠚ്࢝ᅝӹ᭮ᅝ୴ǩǈǂǤǭƩҤࠀƩრҤࠀӚǭ༔
ҤࠀǊᎉ߫ǬЖૐᅻǩȆȈᎉȇᘬьǗȉǦǋȐᤓǋƩᒳьࠀ˿ٲǬዧǊƩ
ᚦ٥ӚǭਠʝǬဧခǥᘬьǕǤǭǨȇǨǂǑǦȐᗄܥǕǤǂǼǗƪ
ᘬьѺǬǀȈૐǩǢǂǤǭᯇ࠙ওࠚ࠱ӋཹѫΡრ໗вၰᄕˍƳǉǉȈǢǏᒳьࠀǬᛍခѺǦಐጻࡵ

ǑǬឨၥǭᗄйቚԲឨၥǨǬǉᮄ

᭷

ҕǬǝǿǬᘬவၰᄕƴǩǈǂǤᯇƳಐ௳Ǭཽ̳ȂᒳьࠀǬ৽ႯǩȆȈ˶ǬࢢዧǩᕚȍǙȉǑǦƴǩǢǂǤటᗦǊ
ᕚȍȊǤǂǝǦǑȋǥǀȈᯇࡿᘏၰᄕሟஎȀᜈǼǆᯇӋཹრݏᙰ̏ҤᒳՅҤಐ֬й࠱̏Ƴᒳಐ്ᅥй࠱ઞ
ǩᣢǗȉǦȈǼǦǿƴ ࠙ওࠚૢ ǩǈǂǤƩᒳьࠀǬᕚǄ˨ݘѺȐψܩǓǙȉᗒ

ǉȇᯇҤᒳՅǬՅᛍǬ႓͔ȐхੀǦǕǤݘ໔ѺǬѭ༞ҕȐגȉࢴᖽǊǀȈᯇƳᘬ
ьಐ֬ȂकاীᕝǬ൭ཽᅥȀԏǿǝѺѭ༞ҕǬǝǿǩѭǨӢመǬటᗦȐឳǿȉǷǋƴǦǓȊǝǦǑȋǥǗƪ

ǑǬǝǿᯇᘬьѺǬǀȈૐǩǢǂǤᯇᒳьࠀǊᘬьǩେሖခǨᚩ̆ȐǗȉ
ǦǂǄǑǦȐхੀǦǕǤᯇᒳьࠀ˿ٲǬዧǩܩǓǙȉǑǦǊӳጻǨѺǬؗ
ခǨዥǆૐǩǢǂǤᯇʛᗫǬǦǈȈ༷ǕǼǕǝǬǥᯇѺǬӘዥǦǕǤǂǝǞ
ǍȆǄǈǂǕǼǗƪ
Ǩǈᯇ˯࢞ᯇʛᗫ᭷ǩႯǗѺȐԏǾϢ̢ခǨѺǩᣢǕǤǭᯇᒳݹǩǈǏȉݘ
໔ѺǬѭ༞ҕǩԈǏǝӢመǬਰឳǩᚽǗȉȆǄᯇकاឨ͖ীᕝȐ൭ཽǗȉȀǬ
ȀԏǿᯇᙧዧǬऴᗃȐገǋǢǢାǩ༷ȐᕚǂᯇвឣឨၥǗȉǑǦǦǕǤǂȉ
ǑǦȐྃǕඩǆǼǗƪ

اះǩȆȊǮᯈᯈᯈᯈ

Җൾះዿ

ࠚૢ

૨ߡߴǬƞƞ࿃ᤑ᭭ࠩ᭮ǊᯇݧǨǍǦȀࠚǉȇᇹࠚᣜǩȍǝȈᯇᤑ
ϧᒳݹǥᒳьࠀᚽைǬǨǂˍѺՌǩᘬьǓǙǤǂǝǑǦǊૢᯇԃ࿃ᤑǨǧǶ
ǬӢ୫ǥЧǉǡǝᯄᒳьࠀ്៉ӟ᭭ᚽைᘬь᭮ǩࡿǝȉǦǕǤᯇ૨ߡߴ͔Ά
ǭǩᕚડ৽ݥǕǝƪ
ᚽைᘬьȐӣǏǝईዧǭࡒǷ˨ចǍǩʚȉƪᗷا᠔ǬʜӣሦǬӳጻ
ࣕȀǀȈᯇҖൾះӋཹݹǊᘬவǗȉᗃឨǕƪ
ԃ࿃ᤑǩȆȉǦᯇᤑϧᒳݹǩǭᒳьࠀ˨ǦˍѺՌ˨ǊҁѺƪݧǨǍǦȀ
ࠚǉȇ˯ࠚǩǉǏǤᯇᅝᯇᅝפଶૢǩᒳьࠀ˨Ȑ̎ǼǙƩˍѺՌ
ǩٲईዧǶǬᘬьȂᒳǬѐཽ̨ǨǧȐ̑ǆȉᯅୌᒳ৽ݥᯆȐǓǙǤǂǝᯄᘬь
ǕǝईዧǭࡒǷ˨ᯇӣǏǝᗷا᠔ǭᇹʗϨᯄ༴קǼǥ̢ᘬʜᎽȐᗵǆǝ
ईዧǭ႓ᘘǓȊǤǂǨǂǦǂǄƪ
ƳǑǬǍȇǂǨȇٺʘٽƴǦ࣐ǂ
ᗉǬሜቜǩǢǂǤƩԃ࿃ᤑȐៀ֊ǗȉƞƞǭƩҖൾះዿǬӢ୫ǩƳ࿃ᤑ
ጊՌǉȇƵ്˾៉ӟǞƶǦǬ৽ȐӣǏǝƴǦᘦƪϧᘬவǥƩԃ࿃ᤑǬʔ
ࠞǭƳᚽைᘬьǬ៉്ࣕǭᘘᙧǕǤǂǝǊᯇƵǑǬǍȇǂǨȇٺʘٽƶ
Ǧ࣐ǂᯇઞնǕǨǉǡǝƴǦᘎǕǝǦǂǄƪ
ߴ͔ΆǭƩᠴٺǨ്˾៉ӟǊǀǡǝǦǕǤƩԃ࿃ᤑǩሜែȂϬᤁ
ᅮǨǧȐǼǦǿǝاԟୁȐੀСǗȉȆǄ৽ݥǕǝᯄӋཹݹȀʪǩȀΆ࠷͔
്Ǩǧǩؗǣǋᯇᗷا᠔ǬᘰഘǊ។ШǉǧǄǉȐбૌǗȉͥв৽ݥȐᕚǄ
ᗃǽƪ

ᒳьࠀ്ᅝ୴᭭ᘬь᭮ǦᒳཹǬܩዖ
ᒳьࠀǥǨǂዧǭᯇᚦ٥ӚǭਠʝǬဧခǥᘬьǕǤǭǨȇǨǂᯄ
ǝǞǕᯇҤࠀᏣǕǍǭრҤࠀǊ಼ǩਵǐȉبӿǩǈǂǤᎉ߫ǬЖૐǙȑǩȆȈᎉȇᘬьǗȉǦǋᯇ
Ӛǭ༔ҤࠀǊᎉ߫ǬЖૐǙȑǩȆȈᎉȇᘬьǗȉǦǋǭᯇǑǬᤋȈǥǨǂᯄ
᭶ ईዧӚǭ༴ǩǛǬဲᙴǩࡿǝǡǤǂȉዧǊ໗ǩǛǬҤࠀӚǭრҤࠀǉȇᒳьǬ˝˸ȐӣǏȉǑǦȐ߸ǗȉȐྃǕСǝبӿ
᭷ Ҥࠀ്ᅝ୴ӾӹǬبӿӚǭრҤࠀ്ᅝ୴ӾӹǬبӿ

ᒳьࠀ്ǭᒳьࠀ˿ٲǊᘬьȐᕚǄǑǦǭǕǤǂȉ
ᒳཹǬܩዖȀǨȇ୴ǩ៉ӟǗȉǑǦǩǨȉ
ᒳཹǬܩዖǩǢǂǤǭʛᗫᖽ̄ȐූǝǗبӿǩǭ
ᯅ៉്ࣕǊᤂӁǓȊȉᯆǑǦǩǨǡǤǂȉ
ȗ ईዧǬԃऴ
ș ဧခǬࡿࣕ
ț ᕚǬࡿࣕ
Ţ ܩѺܩዖȐᕚǄᒳཹǬᚽᛍǬ႓ᘘ
ţ ᒳཹȐ৽ݥǗȉᄳبǩǀȉӣϗᗲΉǬᒳьࠀǊҧЧǨ৽ݥᯈဢ၅
ȐᕚǄǩࢴᖽǨᚽᛍȐǕǤǂȉǑǦ
Ť ܩѺܩዖǩ͈ȍȉईዧƩҤࢢˍዧӜǱᒳཹǩݘǗȉ̢͔йǬ
Γ

ᒳьࠀǩᘬьѺȐᕚȍǙǤǂǨǂᗲ

Ϣ̢ခǩǭƩᘬьǩେሖခǨᚩ̆ȐǗȉᒳьࠀǬ৽ႯǩؗǣǋƩࡿᘏᒳьࠀǬဧǊݾǍب
ǥᒳьࠀ˿ٲǬዧǊᕚǄЖૐᅻǩᗫᝊǓȊǝҤᒳՅ 373ȬɭȽӚǭǑȊǩෛǘȉȀǬǩȆȈҎ
ᖇǓȊǝǼǼǬҤᒳՅ ǬࢴᖽᠶȐӢȈǆȉᕚᯇӜǱࡿᘏᒳьࠀ˿ٲǬዧǊᒳьࠀǩȆȉဢவ
ǬхǩᕚǄʔҎҕǕǝᒳьǬલᠶǬ႓ᘘᕚǩǢǂǤǭƩʚᗫ᭶ǩᘏࡿǗȉȀǬǥǀȉǑǦƪ

ᗄйቚԲǩǨȉ
᭭ႯǓȊǝᖽ̄ȐܛȊǮᎽǂ᭮

᭸ ᯅᒳьࠀ˿ٲǬዧǩȆȉᘬьᕚˍǬཹǩǢǂǤᯆ ࠙ওࠚૢ˸ᒳ᧠ቍᅝӹӋ
ཹѫΡိҤᒳ᧠ՅݹቍѺᘩᣒឨၥ ǩؗǣǋᯇᒳьࠀ˿ٲǬዧǊ፥ьᯇഒьᯇયьᅥǬҤᒳՅȐဩਮ
ᗣᠶᯇඦӿǗȉᕚǭᯇǝǦǆᒳьࠀǩȆȉឣʪǬ႓ᘘᕚǊǀǡǝǦǕǤȀᯇࡧǋሴǋᯇᒳьࠀ്ᅝ
୴ǩ៉ӟǗȉǑǦᯄǝǞǕᯇǑǬǑǦǭᯇᘬьಐ֬Ȑᄉీခǩ൭ཽǕǝѺǬܩȐڭǐȉ᛭ǥǭǨǂƪ

ᒳьࠀǩᘬьѺȐᕚȍǙǤǂȉᗲ

᭹ ǨǈƩ˿ʛǬᕚȐᒳݹᅥǩǈǏȉ។ШǨᆈ̢༷йǬʛǩܩǗȉǑǦǭƩᘬьǩᘏࡿǕǨǂᕚǦǕǤӢ
ȈǡǤߪǕઘǆǨǂǑǦƪ
ɬᇾՅǓȊǝҤᒳՅȐᘬьܬϧǬఆǩᇾǿȉᕚ
ɬᘬьඬǽǬᒳьȐईዧǬǈᒳȠɡɨȵɭȂᤑϧǬ᠉ᒳȠɭȽᅥǶϗȊȉᕚᯇᥚ྇܀ȐཽǂǤǈᒳȠɡɨȵɭȐ႓ᘘǗȉᕚ
ɬᒳݹǩǈǂǤᘬьǩࢴᖽǨҤᒳՅǬ࠳קǊǨǍᯇӄ٥ᚦ٥ዧᅥǉȇӢȈܺǙǝبӿᅥǩƩϋǩୌᒳ৽ݥᅥȐᒳьࠀǊᕚǡǝʚ
ǥƩईዧǬܙݻᅥǩᘬьǕǝᒳьȐមᅥǗȉᕚ

ᗄйࡵҕǩǀǝȉ
᭭ᖽ̄ឨȈǩǕǨǏȊǮ៉്᭮

᭺ ᒳݹᣙᗲዧǭƩᒳݹǩǈǂǤƩʚᗫǬዥǆૐȐᜈǼǆᒳьࠀ˿ٲǬዧǩѺȐܩǓǙȉبӿ
ǩǀǡǤǭƩ͔ΆᕠཹʚઘȐཹǘȉǈǛȊǬǨǂȆǄƩመቿϧሩйȐ႓͔Ǖ്˾៙̢ܛйȐΓ
ǗȉᗒǉȇƩࡿᘏѺǬܩǩ͈ȉমୁǬΓƩࡿᘏѺȐܩǗȉᒳьࠀ˿ٲǬዧǩݘǗȉ
ᒳˍᕠཹʚࢴᖽǨၰ͚ǬܩǛǬ˶ǬࢴᖽǨਲኲȐᙖǖȉǑǦƪ

᭶

ᘬьǩେሖခǨᚩ̆ȐǗȉᒳьࠀǬ৽ႯǩؗǣǋƩ˿ʛǬǂǘȊȀූǝǗѺȐ
ᒳьࠀ˿ٲǬዧǊܩǗȉǑǦǭƩߪǕઘǆǨǂǑǦƪǨǈƩǑǬبӿǥǀǡǤȀƩ
ᘬьǕǝᒳьǬେሖခǨ႓ᘘǭƩࡿᘏᒳьࠀǊᎉȇᕚǄࢴᖽǊǀȉǑǦƪ
ɬࡿᘏᒳьࠀǬဧǊ༴ܩǩݾǍᤋ࠱ǬبǥܩǓȊȉǑǦ
ɬᒳьࠀǬᒳခၥᗃȀᜈǼǆᯇЖૐᅻǩؗǣǂǤᘬьǕǝᒳьǬՅᛍᅥǩࢎᦪǊǨǍᯇ
ሟஎǦǕǤᘬьǕǝᒳьȐୌཽǗȉईዧǩҿܱǬӜǴǑǦǊǨǂǑǦ
ɬࡿᘏѺȐᕚǄዧǊƩбૌȐѣǆȉ̥שǩʹǕǂಐ௳ခǨ̨ǥǀȉǑǦ

ǑǬឨၥǭᗄйቚԲឨၥǨǬǉᮄ

᭷

ᒳьࠀǩᘬьѺȐᕚȍǙǤǂǨǂᗲ

Ϣ̢ခǩǭƩᘬьǩେሖခǨᚩ̆ȐǗȉᒳьࠀǬ৽ႯǩؗǣǋƩࡿᘏᒳьࠀǬဧǊݾǍب
ǥᒳьࠀ˿ٲǬዧǊᕚǄЖૐᅻǩᗫᝊǓȊǝҤᒳՅ 373ȬɭȽӚǭǑȊǩෛǘȉȀǬǩȆȈҎ
ᖇǓȊǝǼǼǬҤᒳՅ ǬࢴᖽᠶȐӢȈǆȉᕚᯇӜǱࡿᘏᒳьࠀ˿ٲǬዧǊᒳьࠀǩȆȉဢவ
ǬхǩᕚǄʔҎҕǕǝᒳьǬલᠶǬ႓ᘘᕚǩǢǂǤǭƩʚᗫ᭶ǩᘏࡿǗȉȀǬǥǀȉǑǦƪ

ᗄйቚԲǩǨȉ
᭭ႯǓȊǝᖽ̄ȐܛȊǮᎽǂ᭮

᭸ ᯅᒳьࠀ˿ٲǬዧǩȆȉᘬьᕚˍǬཹǩǢǂǤᯆ ࠙ওࠚૢ˸ᒳ᧠ቍᅝӹӋ
ཹѫΡိҤᒳ᧠ՅݹቍѺᘩᣒឨၥ ǩؗǣǋᯇᒳьࠀ˿ٲǬዧǊ፥ьᯇഒьᯇયьᅥǬҤᒳՅȐဩਮ
ᗣᠶᯇඦӿǗȉᕚǭᯇǝǦǆᒳьࠀǩȆȉឣʪǬ႓ᘘᕚǊǀǡǝǦǕǤȀᯇࡧǋሴǋᯇᒳьࠀ്ᅝ
୴ǩ៉ӟǗȉǑǦᯄǝǞǕᯇǑǬǑǦǭᯇᘬьಐ֬Ȑᄉీခǩ൭ཽǕǝѺǬܩȐڭǐȉ᛭ǥǭǨǂƪ

ᒳьࠀǩᘬьѺȐᕚȍǙǤǂȉᗲ

᭹ ǨǈƩ˿ʛǬᕚȐᒳݹᅥǩǈǏȉ។ШǨᆈ̢༷йǬʛǩܩǗȉǑǦǭƩᘬьǩᘏࡿǕǨǂᕚǦǕǤӢ
ȈǡǤߪǕઘǆǨǂǑǦƪ
ɬᇾՅǓȊǝҤᒳՅȐᘬьܬϧǬఆǩᇾǿȉᕚ
ɬᘬьඬǽǬᒳьȐईዧǬǈᒳȠɡɨȵɭȂᤑϧǬ᠉ᒳȠɭȽᅥǶϗȊȉᕚᯇᥚ྇܀ȐཽǂǤǈᒳȠɡɨȵɭȐ႓ᘘǗȉᕚ
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െȐʔჰ࠱୕ܥခǩ႓ᘘǕƩǛǬሟஎȐᜈǼǆǤඩ˸ୁकا᭭
ࢵᅥ᭮Ʃቋ࣓ܜϘࣕकاƩিᘘҤᒳՅǬཽ̳ӚǭҤᒳՅǬ។ࢻ̳ٲ
ཽᅥǬҤᒳՅܜϘᆈ༷ǩ͈ȉकاȐ༷ǕƩࢴᖽǩࢻǖǤǛǬሟஎȐ
ҤᒳՅܜϘᆈ༷ᚩ̆ዧǩاԟǗȉƪ
ҤᒳՅܜϘᆈ༷ᚩ̆ዧǭƩاԟǓȊǝकاȐᜈǼǆƩࢴᖽǩࢻǖǤƩࡿ
ᘏकاǩ͈ȉҤᒳՅǬཽ̳ܩቸǬǀȉᗷრᅥǬǽǨȇǘᤑϧϘ̢ǩҤ
ᒳՅǬ។ཽ̳ǬǝǿǬൖऴսᛨकاȐԣၥǗȉǦǦȀǩƩࢴᖽǨᗷ
რᅥǩԣၥǓȊǝǉᅥǩǢǂǤ႓ᘘǗȉǑǦȐƩᒳьࠀᅥǩݘǕᕚȍǙ
ȉƪǓȇǩƩҤᒳՅܜϘᆈ༷ᚩ̆ዧǭƩǑȊȇǬҤᒳՅकاǬԣၥെ
Ǭ႓ᘘǬૐ്ȐܥǿƩࢴᖽǩࢻǖǤমǬᗃဩǕȐᕚǄƪ
িᘘҤᒳՅǬཽ̳ᏣǕǍǭ។ࢻٲӚǭࢵᅥǬཽ̳ǩᣢǕƩࡿᘏি
ᘘᅥǬҤᒳՅǬཽ̳ǬെǬǬǝǿǬ̢ᇵခǨ˵መǽǬౝᆓʨǱǩ
ࡿᘏ˵መǽǩȆȈǕǝিᘘᅥǬҤᒳՅǬཽ̳ǬࢴᖽࣕᅥǬటᗦǬ
െǬ႓ᘘƩࢴᖽǨ৽ݥӜǱǑȊȇǬሟஎǬϟ
ʚᗫȐ។ШǩܩǗȉǝǿǬࡿዧǬܥǿ
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ӋѫိȆȈཽͮ᭭ʔઞ٭᭮

ǑǬমୁ̨ওɓɀɚȗɠ ઞᗡ່ ǥ
ǭ˯ઞǓȊȉᒳಐ്ɬᒳьࠀ്Ʃ
ǀȉǂǭૢ˸ӋཹѫΡိҤᒳɬཹ
൭ᕠཹݹቍѺᘩᣒឨၥƳᘬьѺǬǀ
ȈૐǩǢǂǤƴǩᣢǗȉϧܶǭԏǼȊ
ǤǂǨǂǬǥƩӾҤಐᣢǥǭǝǩ
˿ʛǬဧȐពѣǗȉࢴᖽǊǀȉƪ
ŢईዧǬሜែᗒ݇ǩᣢឯǗȉˍ
ţᒳݹǉȇধǓȊȉईዧǬୌᒳെǩ
ᣢǗȉकاǬࢻݘ
ŤᒳьࠀǊ͈ȍȉᘬьѺǩᣢǗȉ
ˍ
ˍѺឯሣKWWSVZZZPKOZJRMSWRSLFVEXN\RNXLVHLLDQ]HQKRXUHLGOSGI
ઞᗡɓɀɚȗɠKWWSVZZZPKOZJRMSWRSLFVEXN\RNXLVHLLDQ]HQKRXUHLGOSGI

িᘘᗄҤᒳՅᅥȐཽǂǝҤǩᣢǗȉ
̢йΓɬݥϗɌɢȰȮǩǢǂǤ

Ѻমୁɓɀɚȗɠ(ઞᗡ່᭮ǦઞᗡǬጫକǦʰǨᗃဩǕǬᗆ

ᅝ᭽ᄾ ҤᒳՅकاǬӠɬᆈ༷ɬԣၥ

 ໗ܥಐጻ࿃ᤑӜǱᎈࠩၰᄕʪெ࿃ᤑǩݘǕᯇᯅিᘘᗄҤᒳՅᅥȐཽǂǝҤᯆ᭭Ĩ᭮
ǩᣢǗȉʛᗫǬ̢йΓɬݥϗɌɢȰȮǬ៙ܛȐዉѺ˸Ǐȉƪ

ƮিᘘƩࢵƩ។ࢻٲ
᭭Әዥ᭮໗ܥಐጻ࿃ᤑӜǱᎈࠩၰᄕʪெ࿃ᤑ
ƞিᘘᒳᅥǬཽ̳
ɬҤᒳՅܜϘᆈ༷ᚩ̆ዧǉȇ৽ԄǓȊǝᒳьࠀᅥǊƩҤࠀǬЖૐǕǝᒳь
ȐᘬьǗȉبӿƩ˿ʛǩਵǐȉˍȐᕚǄƪ
• ҤࠀǬЖૐǕǝᒳьǬཽ̳ǊƩিᘘҤᒳՅǬཽ̳ᏣǕǍǭ។ࢻٲ
ӚǭࢵᅥǬཽ̳ǩᘏࡿǗȉǉԍǉȐǗȉƪ
• িᘘཽ̳ᅥǩᘏࡿǗȉبӿǩǭƩᒳခၥᗃǩؗǣǋƩЖૐǕǝ
ҤࠀᅥǩݘǕǤЖૐǬࢴᖽࣕȂᘵᅥǬே৮ǩؗǣǍɟȮȤటᗦǬ
ƩЖૐǬࣕࡿڬᅥȐ႓ᘘǗȉƪ
• ʚᗫǬሟஎȐᜈǼǆƩЖૐǕǝҤࠀᅥǩݘǕЖૐǬ٭ାᅥǬੀȐ
ᕚǄǦǦȀǩƩǛǬሟஎȐҤᒳՅܜϘᆈ༷ᚩ̆ዧǩاԟǗȉƪ
• ҤᒳՅܜϘᆈ༷ᚩ̆ዧǭƩૐ്ȐܥǿȉǦǦȀǩƩǬെȐܥ
୕ခǩ႓ᘘǕƩࢴᖽǩࢻǖǤࡿᘏૐ്ǬᗃဩǕȐᕚǄƪاԟȐᜈǼ
ǆƩࢴᖽǩࢻǖǤҤࠀᅥǩݘǗȉ৽ݥᅥȐᕚǄǦǦȀǩƩᤑϧϘ̢ǩ
িᘘᅥǬҤᒳՅǬཽ̳ǩᣢǕǤࢴᖽǨकاǬϟᅥȐᕚǄǑǦȐƩᒳь
ࠀᅥǩݘǕᕚȍǙȉƪ

িᘘᗄҤᒳՅᅥȐཽǂǝҤǩᣢǗȉ
̢йΓɬݥϗɌɢȰȮǩǢǂǤ
 ໗ܥಐጻ࿃ᤑӜǱᎈࠩၰᄕʪெ࿃ᤑǩݘǕᯇᯅিᘘᗄҤᒳՅᅥȐཽǂǝҤᯆ᭭Ĩ᭮
ǩᣢǗȉʛᗫǬ̢йΓɬݥϗɌɢȰȮǬ៙ܛȐዉѺ˸Ǐȉƪ
Ĩ ࡿᘏ࿃ᤑǥཽ̳ǕǝǑǦǬǨǂҤᒳՅӚǭᩒ࠱ᆈ༷Ҥಐ֬ǥǀǡǤᯇҤᒳՅᯇҤಐ֬ᅥǬՅᛍᯇѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝
᭭ૼԲࠚ്࢝ᅝӹ᭮ǩǈǏȉিᘘӚǭᘘᗹȐӣǏǤǂǨǂȀǬȐǂǄƪ
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࿃ᤑǬᆈ༷ዧ

̢йΓ

ݥϗхǬݏவɌɢȰȮ

ݥϗɌɢȰȮ

ɬࡿᣓǬᗲኲ
ɬጊՌǊ៙ܛǗǷǋˍᅥȐܥǿǝᗄჰ
Ȑ̨ও
ɬࡿᣓǩƩጊՌǬᗄჰǬ៙ܛെȐ
႓ᘘǓǙȉ

ݥϗ࢞ǬటᗹɌɢȰȮ
ᗷრǬᣒᅥ

Ţྃᘰ
ũᗄჰǬ
៙ܛെᅥȐاԟ

᭭ૡ܅ǬҤᒳՅǩݘǗȉν̝ࣕƩ
ࡿᘏিᘘᗄҤᒳՅᅥǬཽ̳୴̄ᅥ᭮

িᘘᗄҤᒳՅᅥǩᣢǗȉ
ࡿᣓ
ţऴᗃገӢ

ŨᗄჰǩȇǕƩ។ǨমሴǋǊ
ᕚȍȊǤǂǝǉǧǄǉȐ႓ᘘ

িᘘᗄҤᒳՅᅥ
ᘁ̀ڹՌ̏

ŤऴᗃੀС
ťݥϗǬ។ԍǬбૌሟஎȐឨၥ

ᗷრǬᣒᅥ
ŧܩاԟǬੀС
᭭ೝ˛Ǭبӿᅥ᭮

ŦিᘘᗄҤᒳՅᅥȐ
ཽǂǝҤǬܩ

ɬཽ̳୴ཽ̳̄᭭ǗȉҤࠀ
ӚǭრҤࠀǬйᤋ᭮ǭ។
Шǉᮄ
ɬईዧǶǬᘦǭҧЧǉᮄ

Ĩ ࡿᘏ࿃ᤑǥཽ̳ǕǝǑǦǬǨǂҤᒳՅӚǭᩒ࠱ᆈ༷Ҥಐ֬ǥǀǡǤᯇҤᒳՅᯇҤಐ֬ᅥǬՅᛍᯇѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝
᭭ૼԲࠚ്࢝ᅝӹ᭮ǩǈǏȉিᘘӚǭᘘᗹȐӣǏǤǂǨǂȀǬȐǂǄƪ
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̢йΓ

࿃ᤑǬᆈ༷ዧ

ݥϗхǬݏவɌɢȰȮ

ݥϗɌɢȰȮ

ɬࡿᣓǬᗲኲ
ɬጊՌǊ៙ܛǗǷǋˍᅥȐܥǿǝᗄჰ
Ȑ̨ও
ɬࡿᣓǩƩጊՌǬᗄჰǬ៙ܛെȐ
႓ᘘǓǙȉ

ݥϗ࢞ǬటᗹɌɢȰȮ
ᗷრǬᣒᅥ

 ˿ٲǬ࿃ᤑǭᯅѦѡዉѺᯆǞǉȇ໗ḳ̌ȀǕǨǍǤȀܩǩ
Ţྃᘰ
ǭժᧆǊǨǂǦǂǄዥǆૐǭᗳǓȊǨǂǦዥǆȉǷǋǥǀȉ
ǑǬȆǄǩѦѡዉѺȐஎǝǕǤǂȉǦǂǄۄ᭭ǧǬȆǄǩѦѡ
ũᗄჰǬ
៙ܛെᅥȐاԟ
িᘘᗄҤᒳՅᅥǩᣢǗȉ
িᘘᗄҤᒳՅᅥ
ǕǤǂȉǉ᭮ȐϢ̢ခǩဧǩᗃǆȉࢆǥႯǗࢴᖽǊǀȉ
ࡿᣓ
ᘁ̀ڹՌ̏
᭭ૡ܅ǬҤᒳՅǩݘǗȉν̝ࣕƩ
ࡿᘏিᘘᗄҤᒳՅᅥǬཽ̳୴̄ᅥ᭮

ţऴᗃገӢ

ŨᗄჰǩȇǕƩ។ǨমሴǋǊ
ᕚȍȊǤǂǝǉǧǄǉȐ႓ᘘ

ŤऴᗃੀС

ᎉЧǬҤಐᣢǩǈǏȉࢵᯇ។ࢻཽ̳ٲǩǢǂǤǬܥዉȂǛȊ
ťݥϗǬ។ԍǬбૌሟஎȐឨၥ
ȇǶǬࢻݘǬ˵ૐǩǢǂǤѺমୁǩဧᄳǤȐᕚǄǑǦǊ
ɬཽ̳୴ཽ̳̄᭭ǗȉҤࠀ
ᗷრǬᣒᅥ
ഘǿȇȊȉ େሖǥǀȉࢴᖽǭǨǂᯄ୕ᤋȐܥǿǤᘇᕚǕǝʚ
ŧܩاԟǬੀС
ӚǭრҤࠀǬйᤋ᭮ǭ។
᭭ೝ˛Ǭبӿᅥ᭮
ŦিᘘᗄҤᒳՅᅥȐ
Шǉᮄ
ཽǂǝҤǬܩ
ǥࢻݘૐ്ǬେሖനܥȐᕚǄૐ്ȐటᗦǕǤǭǧǄǉ
ɬईዧǶǬᘦǭҧЧǉᮄ
ӋѫိȆȈཽͮ

িᘘᗄҤᒳՅᅥȐཽǂǝҤȐੀ̽Ǘȉبӿ᭭Ҥ്ᕚᗄс᭮
ᅝʔ୴Ǭҧʔ ࿃ᤑᅥǬᆈ༷ዧǭƩ്ᅝϝ୴ǬҧˎǬᗄܥǩؗǣǋƩ಼ǩਵǐȉܜϘᆈ༷ǬǝǿǬ
̢йȐ႓͔ǕǨǏȊǮǨȇǨǂ
᭭ྛ᭮
᭷ ࿃ᤑᅥǬᆈ༷ዧǭƩхӾӹǩਵǐȉ̢йǬ႓͔ǩࡿǝǢǤǭƩ಼ǩਵǐȉਲኲȐᙖǖǨǏȊǮǨȇǨǂ(ǝ
ǞǕᯇ(ྛ)ᅝӹǩǀǢǤǭ໗ܥಐጻ࿃ᤑӜǱᎈࠩၰᄕʪெ࿃ᤑ˿ٲǬ࿃ᤑǩᤋȉᯄ)ƪ
ʔ ᤑϧसதݘᅮǬǝǿǬ̢йǬ႓͔ǩ͈ȉਲኲǦǕǤ಼ǩਵǐȉȀǬ(˿ʛྛ)
ș ᤑϧसதݘᅮǬǝǿǬ৽ᠽǬᅮܥ
ɢ ᤑϧसதݘᅮǬǝǿǬڹՌ̏ǬᣙΕ
Ʉ ࢢዧǩݘǗȉᤑϧसதݘᅮǬǝǿǬၰ͚Ǭܩ
ɀ ࡿᘏ࿃ᤑᅥǩǈǏȉसத࿄ǬཹെǬاԟǛǬ˶ǬᤑϧसதݘᅮǬਰឳȐဧခǦǕǝઞնǬǝǿǬૐᅮ
Ǭܩ
ˎ ҤᒳՅǩ͈ȉܜϘᆈ༷ǬǝǿǬ̢йǬ႓͔ǩ͈ȉਲኲǦǕǤᯇҤᒳՅǬཽ̳ǩ͈ȉܜϘǨᆈ༷(˿ʛᯅܜϘཽ̳ᯆ
ǦǂǄᯄ)ǬǝǿǬᚩ̆ዧ(˿ʛƳҤᒳՅܜϘᆈ༷ᚩ̆ዧƴǦǂǄᯄ)Ȑ᠉ኲǕƩ಼ǩਵǐȉˍȐᕚȍǙȉǑǦƪ
ș ࢢዧǩݘǗȉҤᒳՅǬܜϘཽ̳ǬǝǿǬၰ͚Ǭܩ
ɢ ҤᒳՅǬܜϘཽ̳ǬǝǿǬѺǩᣢǗȉমୁǬ̨ওӜǱࡿᘏমୁǩؗǣǍѺǬܩ(˿ʛྛ)
Ʉ ҤᒳՅǬܜϘཽ̳ǬǝǿǩࢴᖽǦǨȉ಼ǩਵǐȉҤᒳՅǬཽ̳(˿ʛƳিᘘᅥǬҤᒳՅǬཽ̳ƴǦǂǄƪ)
ǬकاǛǬ˶ǬकاǬӠǛǬ˶ǬҤᒳՅǬܜϘཽ̳ȐဧခǦǕǝઞնǬǝǿǬૐᅮǬܩ
(᭶) ҤᒳՅƩҤಐ֬ᅥǬՅᛍƩѭࣕӜǱܜϘࣕǬ႓͔ᅥǩᣢǗȉ്࢝ᅝҧ୴ᅝʔǩᗄܥǗȉҤᒳ
ՅǥǀǢǤƩԃӚǭҤᒳՅҤಐ֬ᅥ്ᅝҧʿ୴ǬˎᅝʔǬিᘘȐӣǏǤǂǨǂȀǬǬཽ̳
(᭷) ҤᒳՅҤಐ֬ᅥ്ᅝҧ୴ᅝʔӚǭᅝҧʿ୴ǬˎᅝʔǬিᘘȐӣǏǤǂȉҤᒳՅǬཽ̳(ࡿᘏি
ᘘǩ͈ȉ്ཽƩཽᠶƩѭጻӚǭѭஎǦྡྷǨȉ്ཽᅥǥཽǂȉبӿǩᤋȈƩ(3)ǩᘏࡿǗȉبӿȐᤓǍƪ)
(᭸) ࢵǩᘏࡿǗȉҤᒳՅǬཽ̳
(ྛ᭮

 ᩒᥑ࠱ᗄҤীᕝӚǭিᘘᗄҤᒳՅᅥȐཽǂǝҤȐੀ̽ǗȉǩࡿǝǢǤǭƩᅝʿ୴Ǭ
ˎҧǬˎᅝʔᅝʖӹӚǭᅝϛӹǬᗄܥǩෛǖƩࢴᖽǨਲኲȐᙖǘȉȆǄѦǿȉǑǦᯄ

ӋѫိȆȈཽͮ

ᮁૢǬϧܶᮃ

។Ǩᒳ໔്Ǭᘁ̀ǩࢴᖽǨ̢й
ʝɌɢȽȨɭɠȐϟΡǥ̨ও
Жૐᗲᗣ

Жૐੀ

᭶᭳ᒳьࠀǦǭ̣ȐǗȉ˨ǨǬǉᮄ ᒳьࠀ്ᯈҤ്

Ҥࠀ
ᒳьࠀ
Ҥࠀ

᭷᭳ᒳьࠀ്ɬᒳಐ്ǬઞȐ༷ᗛǗȉǝǿǩ
᭭Ӌཹრݏᙰ̏ҤᒳՅҤಐ֬й࠱̏ǥǬᙰᘵ᭮

ခ႓Ǩᗷૌ

Ҥࠀ

ᒳьࠀ

ဲᙴࠀ

ᒳ໔്ǩǈǏȉҤܜϘǦǭ
ҤࢢˍዧǬᚽᛍ
ҤᒳՅȐӢȈ߱Ǎཙـခᖽ᭭ҤᒳՅǬԄхƩܶ֬ɬҎᖇƩ്ɬй࠱ᅥ᭮

ݘᅮǭǹǺСݶǍǕǤǂȉ
᭭˯࢞ǭɢɑȸȽҕǥࢻݘǗȉǑǦǊឳކǗȉ᭮
᭷᭳ǑȊǉȇǬᒳ໔്ǩǈǏȉҤܜϘǬٺǋǨဧ౹
ǭᯅܜϘᯈࢳܜǥᎽᛍǉǢ។Ǩᒳ໔്Ǭ႓͔ᯆ
ҤᒳՅǛǬȀǬǬܜϘࣕ᭭໔ǬܜϘ᭮
ܱˍᚍǨǧ
େចᎈࠩǬبǥཽ̳ǓȊȉȆǄǩǨǡǤǋǝЧ܀౹ခᒳȐǭǖǿƩǕǂཽ̨Ȑ৻ǡǝ
ҤᒳՅǭƩၥǬᠴᆙǨѐཽ̨༴ǬҿǊǀȉǬǥᯇߴᚦ࢞ǬᘬவȐԏǿǤӕᠴǨ
ȶȜȸȤǊʜӳǥǀȉᯄǼǝᯇ˯࢞ǭൾٲǥিᘘǓȊǝҤᒳՅǊǛǬǼǼཽ̳ǓȊȉǑ
ǦǊዥǆȇȊȉ(ѐཽ̨Ǭ༴ٺكǬҿࣕǊǀȉǑǦȐᘘᙧǗǷǋ᭮

ٵጊ჻ҳΡǥईዧȐܛȉǑǦǊీǿǤᠴᖽ

ᘬь

Ҥࠀ

ᒳьࠀ

ᒳьࠀ

ୌᒳઘ

ѐཽ̨ɗɀȴɟɨȥ

᭳ǑǬҧલࠚݘᅮȐǦǡǤǋǝǬǭᯅཽ̳ǬܜϘᯆ႓͔
ཽ̳ǩǗȉܜϘࣕ᭭ɇɚɭɓɨȝɞɭᮀཽ̳ǬܜϘ᭮

େ។ǨЖૐ

ѭஎǦѐཽ̨Ǭ
ᘁ̀

᭹᭳ᒳ໔്ǬܜϘ႓͔ǬǝǿǩઞҤ് ࠙ওࠚ᭮
ǊഘǿǤǂȉǬǭ̣ǉ

᭻᭳ǈȍȈǩ

ᒳьࠀ

ҤᒳՅ។ཽ̳ȪșȤɠ

᭸᭳ઞᒳьࠀ്ᯈᒳಐ്ǊഘǿȉᒳьࠀǦǭ

᭺᭳ᒳ໔്ǩǈǏȉҤܜϘǦǭ

Ҥࠀ

ЖૐǶǬ
ɊȘɭȾɅȸȤ
ɊȘ ȾɅȸȤ

႓Ǩཽ̳

ဲᙴࠀ

ᘬьǩǈǂǤେȀᠴᖽǨЧǭƩǑǬஐϧ
ǬǑǦȐǂǉǩܩѭǀȇǕǿȉǉǥǀȉ

ဲᙴࠀ

ᒳьࠀ

ᒳ໔്ǩǈǏȉᒳьࠀǬஎǝǗѓ
Жૐᗲᗣǉȇୌᒳ࢞Ǽǥᄉీခǩᣢʝ

។Ǩᒳ໔്႓͔ǬǝǿǬकا൭ཽ
ɟȮȤᆈ༷ᗣ྇᭭503

Ǭд൭ཽ

ᖘᒳ̇ɬ30'$

Ҥಐᣢɬᒳݹ

ŢकاϜᣙ᭭503Ʃඩ˸ୁᅥ᭮

ţѐཽ̨Ǭ૦୕ᗃɬݘЖ

ඩ˸
ୁ

ʛ࿎Ǭ࿄ǭ
ǨǂǥǗǉᮄ

503
⸆ᖌ

ťЧஊǦࢻݘ᭭ᖘᒳ̇ɬ30'$᭮
ᑓ㛛ⓗ䛺ホ౯䞉ศᯒ
503Ʃඩ˸ୁ
ઞᗡǬࢴᖽࣕǭ
Ǩǂǉᮄ

໗ܥɟȮȤ
ตקခɟȮȤ
ʜᛯक اᅥ

Ťѐཽ̨اԟ
ᙜᒁሗ࿌

ૡၥǬѐཽ̨
ၥǬѐཽ̨

ȶȜȸȤ
ɟȮȽ
᭭503᭮

ᴗሗ࿌

)$;

ѐཽ̨कاǬϗমǈȆǱݘᅮǬឃឫҕƩϗমकاǬᛍɬᠶǬઞնǊ୕࢙ǓȊȉ

Ĺߴᚦဩ࢞ǉȇǬܜϘݘᅮǬψܩҕǶ
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ᒳьࠀѺȐӌǩধǡǤዥǆȉ
ᒳьࠀǬѺǭޓٵǩȍǝǡǤǂȉ
ᯅݘ໔ʪࢳǬѺᯆǉȇᯅ˨ݘʪࢳǬѺᯆǶǬ
ᝀȐഘǿȇȊǤǂȉ
᭭ǕǉǕݘ໔ѺǭᒳьࠀǬᚩѺ᭮
ᒳьࠀѺȐᗃဩǗǩࢴᖽǨᗆǭ

ᒳьࠀǥǨǍǤǭǥǋǨǂ ᒳьࠀ˿ٲǊǕǤǭǂǏǨǂ᭮Ѻ
ᒳьࠀǊᕚǄǑǦǊǼǕǂѺ
ᒳьࠀǊᕚȍǨǍǤȀǉǼȍǨǂѺ
ᒳьࠀǊᕚǄࢴᖽǊǂѺ

ȐǋǟȑǦЧвǗȉǑǦ
Ҥ˨ǝȉᒳьࠀǩഘǿȇȊȉᗆǭ̣ǉᮄ

ᒳ໔്Ȑᯅᒳ໔ǉȇᗆȉ᭭ዥǆȉ᭮ᯆ
ᒳခᎈࠩਰᘵȐᕚǄǬǥǀȈƩҤခᗷૌȐᕚǄǬǥǭǨǂ

᭶᭳ЖૐǙȑǩᗫᝊǓȊǝҤᒳՅӜǱཽ̯ǕǤ
ǂȉҤᒳՅ ᒳ ǉȇᯅᒳခᗆᯆǥཹ
ǗȉˍᚍȐਰǗȉ
᭷ཽ̳᭳ǕǤǂȉҤᒳՅǬ̢ϧѷेᅥȐዥक़Ǖ
ǤƩ֬ǬಐጻǊʜҧЧǨبӿǩཹǗȉ
ˍᚍȐਰǗȉ᭭టவͱȐӘǗȉཱྀ༷᭮
᭸᭳ईዧǊኸईǕǤǂȉ࿀ईȂᒳȐዥक़ǕǤ
ཹǗȉʜӿǨˍᚍȐਰǗȉ

༴קǬᮆᮎǭ̣Ǌࢣऴǥ̣Ǌʜࢣऴǉᮄ

ᮁȾɞȸȥɬɞȥǬᗛංǊ༴بǩӜǺǗࢎᦪᮃ
ࢢǭൾٲǥǬ̷ཽ̳ᅥǬकاǊǀǡǝ
ঔǊוǊʢྎǩϋᨙǏǤিᘘǗȉ̷ǊСǤǋǝ
େចǬᒳǭࡿǩᒳȇǕǂᒳ᭭ѭǋဧǊᡴǂ᭮ǊٵǍǨǡǤ
ǋǝ
ᒳǬᚦ٥ᣙ࢞ڵ᭶ࠚᣜǭ໗ǩൖऴǊࢴᖽ
ᯅඩ˸ୁᗫᝊǬǥܱˍᚍȐбૌǗȉᯆǦǂǄ˯គǬȆǄǨ
ǢȀȈǥǂȉǦᯇܱˍᚍǩȆȉˍઢǊكѣǗȉӳጻࣕǊǀȉ
ᯅඩ˸ୁǩᗫᝊǊǨǂǑǦǊཹǕǤǂȉӳጻࣕǊǀȉᯆǑǦȐ
ᘘᙧǗǷǋ᭭30'$ǶܜϘࣕकااԟȐᄉీခǩᕚǄǑǦǊࢴᖽ᭮

ᯅईዧǩᛨǋǤǂȉǑǦᯆȐǗȉǝǿǩǭƩईዧǦ
ݘǕǤकاӠȐǗȉǑǦǊࢴᖽʜӳ
᭭ᘬьǊ˨ݘѺǥǀȉǑǦȐᖽഘǓȊȉཱྀ༷᭮
ᮁȾɞȸȥɬɞȥǬᗛංǊ༴بǩӜǺǗࢎᦪᮃ
ࢢǭൾٲǥǬ̷ཽ̳ᅥǬकاǊǀǡǝ
ঔǊוǊʢྎǩϋᨙǏǤিᘘǗȉ̷ǊСǤǋǝ
େចǬᒳǭࡿǩᒳȇǕǂᒳ᭭ѭǋဧǊᡴǂ᭮ǊٵǍǨǡǤ
ǋǝ

ईዧǩᛨǋǤǂȉƩ ୌཽǕǤ᭮
ईዧǊसǖǝǑǦȐᯅǈᒳমࠄᯆǩ
ᯅඩ˸ୁᗫᝊǬǥܱˍᚍȐбૌǗȉᯆǦǂǄ˯គǬȆǄǨ
ᗫᝊȐǕǤȀȇǂƩ಼Ǭᗷ݇
ǢȀȈǥǂȉǦᯇܱˍᚍǩȆȉˍઢǊكѣǗȉӳጻࣕǊǀȉ
ǩǑǬकاȐҤȮȴȸɊǦϟ
ᯅඩ˸ୁǩᗫᝊǊǨǂǑǦǊཹǕǤǂȉӳጻࣕǊǀȉᯆǑǦȐ
ᘘᙧǗǷǋ᭭30'$ǶܜϘࣕकااԟȐᄉీခǩᕚǄǑǦǊࢴᖽ᭮
ǗȉǑǦǊᠴᖽ

ᒳǬᚦ٥ᣙ࢞ڵ᭶ࠚᣜǭ໗ǩൖऴǊࢴᖽ

ᯅईዧǩᛨǋǤǂȉǑǦᯆȐǗȉǝǿǩǭƩईዧǦ
ݘǕǤकاӠȐǗȉǑǦǊࢴᖽʜӳ
᭭ᘬьǊ˨ݘѺǥǀȉǑǦȐᖽഘǓȊȉཱྀ༷᭮

ᮆᮎǩǢǂǤዥǆȉ

ᮆᮎǊࢣऴǨǬǭƩᘁ̀ǊܥǼǡǤ᭴ܥǿȂǗǍƩ
ǉǢ႓ǨٺᠶǬȼɭȴǊק܅ǕǤǂȉЧᠵ
ʜࢣऴǨǬǭƩᘁ̀ǊǭǡǋȈǕǨǂЧᠵ

˿хǬᮆᮎǭƩၥᙧȐʔǢʔǢܥዉȐᕚǄ᭭ɠɭɠ
ɎɭȮ᭭ᮎᮋĤᮙᮍᮊᮓ᭮ǦǂǄࢆǥ᭮ǑǦȐᄉǽᠴ
ȼȘɭɌɞɭɀɨȥǬম്ǥСǓ
ǫȉǑǦǩȆȈƩሟஎȐਰǕǤǂǝ᭭ᮆᮎǊᕚǡǤ
ǂȉϧܶȐၥȉǑǦǊǥǋǝ᭮
ȊǝሟஎȐဨ͖ǗȉǑǦǭీǿǤ

ҤЧᠵǬɈȸȥȼɭȴǩഘǿȇȊȉхੀ୴̄ǭ̣ǉᮄ

େចᘎᧆǩǨǡǤǂȉᮆᮎǭƩɈȸȤȼɭȴȐཽǂǝ
ȼȘɭɌɞɭɀɨȥǦԬǮȊȉȀǬǥǀȉ

ǼǘƳ႓ǨȼɭȴƴǊק܅ǕƩ
ǉǢ ǛǬȼɭȴᠶǊƳɈȸȥƴǥǀȉǑǦ

ҿǥǀȉǑǦȐࢳǗǷǕ
СǤǋǝሟஎǩǢǂǤ

ȼȘɭɌɞɭɀɨȥǬେٺǬժᧆǭϧǥᕚȍȊǤ
ǂȉǑǦǊᯅɋɞȸȤɑȸȤȮҕǕǤǂȉǑǦᯆ
ᯅǀȊǡᮄᯆǦ࣐ǄǑǦȐࢹȊǨǂ

ǑǦǊᠴᖽ

ᥚ܀ȠɠȻǩǭᯅ႓ǨȼɭȴᯆǊǡǤǂȉǬǉᮄ
ɈȸȥȼɭȴǬφǦǨǡǤǂȉᯅȼɭȴǬ႓ࣕᯆȐ
టᗹǗȉࢴᖽǊǀȉ

ȼȘɭɌɞɭɀɨȥǬሟஎǊࡿڬǨǑǦȀǀȊǮƩ
ᘢǡǤǂȉӳጻࣕȀק܅ǕǤǂȉǑǦǩྒྷऴǊࢴᖽ

ᮆᮎǩǢǂǤዥǆȉ

ᮆᮎ˽ǩҤጊǊǗǷǋǑǦǭ̣ǉᮄ

˿хǬᮆᮎǭƩၥᙧȐʔǢʔǢܥዉȐᕚǄ᭭ɠɭɠ
ɎɭȮ᭭ᮎᮋĤᮙᮍᮊᮓ᭮ǦǂǄࢆǥ᭮ǑǦȐᄉǽᠴ
ǫȉǑǦǩȆȈƩሟஎȐਰǕǤǂǝ᭭ᮆᮎǊᕚǡǤ
ǂȉϧܶȐၥȉǑǦǊǥǋǝ᭮
େចᘎᧆǩǨǡǤǂȉᮆᮎǭƩɈȸȤȼɭȴȐཽǂǝ
ȼȘɭɌɞɭɀɨȥǦԬǮȊȉȀǬǥǀȉ
ȼȘɭɌɞɭɀɨȥǬେٺǬժᧆǭϧǥᕚȍȊǤ
ǂȉǑǦǊᯅɋɞȸȤɑȸȤȮҕǕǤǂȉǑǦᯆ
ȼȘɭɌɞɭɀɨȥǬሟஎǊࡿڬǨǑǦȀǀȊǮƩ
ᘢǡǤǂȉӳጻࣕȀק܅ǕǤǂȉǑǦǩྒྷऴǊࢴᖽ
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ҤȼɭȴǬ႓ࣕǦᗫᢉǬᠴᖽࣕȐϬᘘᙧǗȉࢴᖽ
Ǌǀȉ
̷ǆǮ
ᯅЖૐᯆƩᯅᘬьᯆǭȼɭȴǦǕǤק܅ǕǤǂȉ
ǕǉǕǨǊȇᒳьࠀǬমφǩǭᯅᒳ᭭ୌཽ ᯆǬ
ȼɭȴǭೢǧק܅ǕǤǂǨǂ
ୌᒳᗫᢉǭဲᙴࠀ᭴ȦȗɓɂɭȭɘɭǬᗫᢉǬʪǩ
ק܅ǕǤǂȉ᭭ٵጊ჻ҳΡ᭮
ȼɭȴǬϟҕǊీǿǤᠴᖽ
ǂǉǩǕǤकاϟǬǝǿǬᗲᣜឯਖ਼ǬౝᆓȐ
ᕚǄǉǊେٺǬᘩᧆ᭭ؑשǩȆǡǤߪǊٺǋǂ᭮

ݘ໔ѺǩǈǏȉᒳьࠀǬ̳ԭ

ᒳьᘬᖘѺǬᎉѷҕǊឳǾǦ᭭ᇂו᭮
ݘ໔Ѻ᭭ᘬь᭮ǩǈǂǤ
ͥƬǬҤಐᣢɬᒳݹǊ
ɢɑȸȽҕȐגȉǑǦǭ
ᚴཽݘѭஎȐዥǆȊǮ
ʜ។ǥǭǨǂǉᮄ

ɟɆȸȦɭȭȰɨȴɭǊ
ӾؑשǩǥǋȊǮƩՅᛍ
͔ᗹǊǓȊǝʚǥƩܜϘ
Ǩͥ˨вɆȸȦɭȭǊӳ
ጻǦǨȉ

ᒳьࠀǬ˨ݘѺȐឳކ
ǓǙȉǑǦǩٺǂǩᚣ༈
ǗȉǦ࣐ȍȊȉ

וഋǩݘǕǤՅᛍǬ͔ᗹǓȊǝҤᒳՅȐ̽ሦǗȉ
ҤಐᣢϧᯈܙקǩǈǂǤ˶ጊ჻᭭໗ǩဲᙴࠀ᭮
ईዧᅥǊȝɞɭȐᛨǑǓǨǂҤᒳՅǬ̽ሦૐ്
Ȑ႓ᄳǗȉ
ईዧǊǕǍୌཽ ཽ̳ ǥǋȉȆǄईዧǬെ
ǩӿᎌǕǝᘬьᗲᗣȐᕚǂƩᒳьᘬᖘȐᕚǄ
˯࢞ᯅݘ໔ѺǬ̨ᯆǭɢɑȸȽҕǊឳކǗȉ
ǑǦǥᒳьࠀǊᕚǄࢴᖽ࠱ǭ̞ǍǨǡǤǍȉ

Յᛍ͔ᗹȂҤܜϘȐ႓͔ǕǝᒳьᘬᖘǬૐᅮȐ
టᗦǗȉᤧǩǋǤǂȉǬǥǭǨǂǉ᭭ოᗃ᭮

ᒳьࠀǭƳݘ໔ѺǬᆈ༷ƴȐᕚǄ

ҤᒳՅǬՅᛍȐ͔ᗹǕǝ̽ሦૐ്
ࠚ࢞ǩǭǑǄǨǡǤǂȉǬǥǭǨǂǉǦǂǄო᭮

˨ݘѺǩǈǏȉᒳьࠀǬ̳ԭ
ईዧǉȇ᭭ǈᒳমࠄȐ˰ǕǤ᭮ୌᒳǩ̔Ǆ
ᙆ࿄ᅥǩǢǂǤǬकاӠȐᕚǄ

ᖘᒳ̇
ϬҎᖇዧ

ᖘᒳ̇
ᒳьࠀ

ईዧ
࿃ᤑɬᒳݹ

ᖘ
ᒳ
̇


φ
௴
Ҏ
ᖇ

Ҥ
ᒳ
Յ
ӄ

ᚦ
٥
Ҏ
ᖇ

Ж
ૐ
ဢ
வ
ɬ
ᘬ
ь
ᗲ
ᗣ

Ϭ
Ҏ
ᖇ
ǩ
ᣢ
Ǘ
ȉ
क
ا

࿃ᤑɬᒳݹ
ϬҎᖇ
̾ᧂकا

ͥ˨कاǕ
᭭Ȭɟȗɠྟӹ᭮

Ϭ
Ҏ
ᖇ

ዧ

Ȭɟȗ
ɠྟӹ
ǥᇾՅ

Ȭɟȗɠ
ྟӹǦͥ
˨कاȐ
ӿ

ᒳ
ь
˝
˸

ୌ
ᒳ
ܞ
ˉ

˨ݘѺǦݘ໔ѺǦᗫᢉǬᣢ͈ǭᮄ᭭ʔᎧᘵ᭮

ईዧ וഋ ǬɀɭȯǩӿᎌǕƩईዧǊ។
ǩҤᒳՅȐཽ̳ǗȉǝǿǬकاӠȐᕚǄ
ǦǦȀǩͥ˨ǩӿᎌǕǝकاੀ̽ɬᒳခ
৽ݥȐᕚǄ
ईዧǬୌᒳെ᭭ံǬᒳ᭮Ȑ႓ǩ
Ǘȉ᭭ᒳǬȼɭȴҕ᭮
ୌཽཽ̳᭭᭮ǓȊǝҤᒳՅǩǢǂǤƩईዧ
ɗɀȴɟɨȥȐᄉీခǩᕚǄ

ҤܜϘǩǈǏȉᒳьࠀǬѓǭ̣ǉᮄ
ՅᛍǬ͔ᗹǓȊǝҤᒳՅǬ̽ሦǬᆈ༷ȐᕚǄ

˨ݘѺ
˨ݘѺȐܩǕǝǉԍǉȐᗹǗȉǬǭƳᗫᢉƴ
ܩǓȊǝ˨ݘѺǬϧܶǬǕǓȐᗹǗȉǬȀ
Ƴᗫᢉƴ
ƳᗫᢉƴǭංǓǨǂᤋȈȉ

ݘ໔ѺǬ̨ǭƳՅᛍǬ͔ᗹȐхੀǩƴɟɆȸȦɭȭǬ
іᗲȂɢɑȸȽǬᣙȐᕚǄǑǦǥমઠǗǑǦǊࢴᖽ
মઠǕǝ̨ǩᣢǗȉȼɭȴȐᚩ̆ȐȀǡǤᆈ༷Ǘȉ
ҤᒳՅǩᣢឯǕǝѺǩǈǂǤƩ˶ጊ჻ǬᚡᝆපȐגȉ

ҤᒳՅȐǕǍጥǤȉ
ҤᒳՅǬѭࣕɬܜϘࣕǬᘁ̀ȐᕚǄǝǿǩࢴᖽǨȼɭȴ
᭭ံǬᒳ᭮ȐǕƩȼɭȴᗛஊȐӳጻǨെǩǗȉ

ݘ໔Ѻ
ݘ໔ѺȐܩǕǝǉԍǉǭƳ໔ƴǊᗹ
ܩǓȊǝݘ໔ѺǬϧܶǬǕǓȀƳ໔ƴǊᗹ

˨ݘѺȐψܩǓǙƩईዧǉȇဪᘯǓȊȉ ͖ᧂǓȊȉ᭮
ᒳьࠀǦǨȉ᭭ȨɔɚɀȦɭȬɜɨጻѡɬ˨ᣜѡǊࢴᖽ᭮

Ƴ໔ƴǭཽ̳ǓȊȉǝǿƩཽ̳ǓȊǝƳ໔ƴǬ႓ᘘ
ǩǭƳ྇ᅥƴǬ̣ȇǉǬᗫᢉǊࢴᖽ

ܜϘɬࢳܜǉǢᎽᛍǨᒳ໔്Ȑ႓͔Ǘȉ
ᒳьࠀǊǗǷǋᗫᢉǭ̣ǉ
ᒳьࠀǭ˨ݘѺǦݘ໔ѺǬʧૐȐᚩѺǦǕǤᚡǡǤǂȉ
ᒳьࠀǭ˨ݘѺǬƳܩӜǱ
ܩǕǝϧܶǬǕǓƴȐᗹ
ǗȉࢴᖽǊǀȉ
ᮁ˨ݘѺǩᣢǗȉᗫᢉᮃ
ᘬьǩᣢǗȉᗫᢉ
ᘬьȐᒳьࠀǊᕚǡǝᗫᢉ
ЖૐǙȑǥᘬьȐᕚǡǝᗫᢉ
ҤࠀᅥǬԃऴǩᣢǗȉᗫᢉ
ྱዉ̏ǩᣢǗȉᗫᢉ
ੀ̽ǕǝकاǩᣢǗȉᗫᢉ
ᒳခၥᗃǩؗǣǍ৽ݥǩǗȉᗫᢉ
ᒳьᆈ༷৽ݥѺǩᣢǗȉᗫᢉ

˶ǬҤጊǶੀ̽Ǖǝकاǩ
ᣢǗȉᗫᢉ
។ཽ̳ǩࢴᖽǨҤᒳՅकاȐᣢឯ
ǗȉҤጊǩ̑ǆǝǑǦǬᗫᢉ

ᒳьࠀǭƳ̽ሦǀȉǂǭཽ̳
ǓȊǝ໔ǊǉǡǝǑǦƴȐ
ᗹǗȉࢴᖽǊǀȉ
ᮁݘ໔ѺǩᣢǗȉᗫᢉᮃ
̽ሦǩᣢǗȉᗫᢉ
ѣߥǙǘǩ̽ሦ᭭ѣߥǬᗫᢉ᭮
ѣߥǕǤ̽ሦ᭭ѣߥϧܶǬᗫᢉ᭮

ᖘьǩᣢǗȉᗫᢉ
ᖘьǩᣢឯǕǝӾ჻ᗫᢉ

ᘬьǩᣢǗȉᗫᢉ

ҤܜϘǩǈǏȉᒳьࠀǬѓǭ̣ǉᮄ
ՅᛍǬ͔ᗹǓȊǝҤᒳՅǬ̽ሦǬᆈ༷ȐᕚǄ
ݘ໔ѺǬ̨ǭƳՅᛍǬ͔ᗹȐхੀǩƴɟɆȸȦɭȭǬ
іᗲȂɢɑȸȽǬᣙȐᕚǄǑǦǥমઠǗǑǦǊࢴᖽ
মઠǕǝ̨ǩᣢǗȉȼɭȴȐᚩ̆ȐȀǡǤᆈ༷Ǘȉ

ȨɢȿǩᣢឯǕǤࢎǬᒢǉǡǝ
ᒳьࠀǩǦǡǤɤȤȶɨਮ჻࢞
ҤᒳՅǩᣢឯǕǝѺǩǈǂǤƩ˶ጊ჻ǬᚡᝆපȐגȉ
ǬɗɀȴɟɨȥȐǋǟȑǦᕚǂ
ҤᒳՅȐǕǍጥǤȉ
ҤᒳՅǬѭࣕɬܜϘࣕǬᘁ̀ȐᕚǄǝǿǩࢴᖽǨȼɭȴ
ѐӟࢻǩᣢǗȉकاӠǦᗛஊ
᭭ံǬᒳ᭮ȐǕƩȼɭȴᗛஊȐӳጻǨെǩǗȉ
ȐᕚǄǑǦǊഘǿȇȊǤǂȉǦ
˨ݘѺȐψܩǓǙƩईዧǉȇဪᘯǓȊȉ ͖ᧂǓȊȉ᭮
ᒳьࠀǦǨȉ᭭ȨɔɚɀȦɭȬɜɨጻѡɬ˨ᣜѡǊࢴᖽ᭮
ǂǆȉǬǥǭǨǂǞȋǄǉ

ᘬьǩᣢឯǕǝӾ჻ᗫᢉ

ཽ̳ǩᣢǗȉᗫᢉ
ཽ̳ǩᣢឯǕǝӾ჻ᗫᢉ

ܜϘɬࢳܜǉǢᎽᛍǨᒳ໔്Ȑ႓͔Ǘȉ
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ᮁૢǬϧܶᮃ
᭶᭳ᒳьࠀǦǭ̣ȐǗȉ˨ǨǬǉᮄ ᒳьࠀ്ᯈҤ്
᭷᭳ᒳьࠀ്ɬᒳಐ്ǬઞȐ༷ᗛǗȉǝǿǩ
᭭Ӌཹრݏᙰ̏ҤᒳՅҤಐ֬й࠱̏ǥǬᙰᘵ᭮
᭸᭳ઞᒳьࠀ്ᯈᒳಐ്ǊഘǿȉᒳьࠀǦǭ
᭹᭳ᒳ໔്ǬܜϘ႓͔ǬǝǿǩઞҤ് ࠙ওࠚ᭮
ǊഘǿǤǂȉǬǭ̣ǉ
᭺᭳ᒳ໔്ǩǈǏȉҤܜϘǦǭ

ԃǖȀǬǊ̳ǂૐǩȆǡǤɬɬɬ

ᒳ
ȾȮ
ɖȮ
ᗠǂᗴ
कاੀ̽
ɆɤɄɞ
ѥᗠ
ٺǋǨǈʢᘎ
ݦǓǨᗎШ
ǂǂѣප
Ꮍǂѣප
ննஎɬऌऌஎ ǊፐǩᑈǟȉǊ
ऌնஎɬնऌஎ ǬˍȀǀȉ
ࢴᖽǨǬǭᯅ໔ǬᛍᯆȐਬഘǗǑǦ
᭭ӌǩধǡǤዥǆȉǑǦ᭮

᭻᭳ǈȍȈǩ

ǈ ȍ Ȉ ǩ Ţ

܀Ǭឨǡǝݦះ
ᠵӌǊǀǡǝƪǛǑǶʔҢǬ܀ǊȂǡǤǋǝƪ܀ǭഎǼǎȊǩƩǍǫ
Ǎǫ଼ǊȈǨǊȇƩǛǬᠵӌȐឨǡǤǂǡǝƪ
ǛǬዕૢƩ˨ǩពȍȊǝᬖǊȂǡǤǋǝƪᬖǭ܀ǬឨǡǝƩᐅǊǫǤǂ
ȉǀǦȐយǐǤᕚǡǝƪ˨ȀǛǑȐឨǡǤពǡǤᕚǡǝƪᐅǭǼǗǼǗᜈ
ǽǢǏȇȊƩǭǡǋȈǦ଼ǊǡǝះǊǥǋǝƪ
ǛǬ಼ǬૢǭǊǝƪǭƩǛǬ଼ǊȈǍǫǡǝݦះȐƩ଼ǊȈǍǫǡǤ
ǂȉǦʜ࠙ȐᗠǂǨǊȇឨǡǤǂǡǝƪ
ǕǮȇǍǝǡǤƩǑȑǧǭ˨Ǌǝƪ˨ȀǛǬ଼ǊǡǝះȐឨǡǤǂǡǝƪ
ǑǄǕǤƩᐅǭǦȊƩפǊȐСǕƩ଼ǊȈǍǫǡǝݦះǊǥǋʚǊǡǝƪ
ǑǄǨȉǦƩ୬˨ȀƩ˨ȀƩᨐȀƩȀƩǛǑȐឨȉƪ
ૢǭၣǬȆǄǩែǌƩǛǬ଼ǊȈǍǫǡǝݦះǭٺឨȈǩǨǡǝƪ୬ǬܴƬ
ǭƩǛǬٺឨȈǩǡǤ଼ǊȈǍǫǡǤࡕǤȇȊǤǂǡǝƪǼǝǝǍǄǟǩƩ
ǛǑǭ̏ٺǬʪࢳᕞǦǨǡǝƪ
ᡒះǊશǉȊǝǊƩǛǬቒᜀȀះǩǡǤ଼ǊǡǤǂǡǝƪ

്Ǌ࿃ᤑᒳьࠀǦᒳݹᒳьࠀǩߪȐ˸ǏǝǦǕǤȀƩ
ᒳьࠀǬᗫᢉᯈकاϟᯈ៏ᤩୌᒳ৽ݥǬȬȮȻɕᣙǭ
˯Ǭ്ઞǶǬࢻݘǦǕǤഘǿȇȊȉಐ
ᯅᒳьࠀϟឨǬȬȮȻɕᯆǦǕǤᣙǗǷǋǥǭǨǂǉ
ઞᒳьࠀ്

࿃ ᒳ ሜែᗒ݇ዉѺ᭭ᅝ᭷᭺୴Ǭ᭷ᅝ᭷᭮

ྒྷऴˍឨၥ᭭ᒳཹቍᅝӹ˾Բࠚૢ᭮
ጻǭӾҤಐᣢǬᚡǩȆȉȠȮȴɓșȯ
࿃ ᒳ ᗫᢉዉѺ᭭ᅝ᭷᭽୴Ǭ᭷ᅝ᭷᭮᭱ᒳьࠀ്ᕚᗄсᅝ୴

᭭˾ԲࠚૢᕚЧ᭮

࿃ ᒳ कاϟѦѡዉѺ᭭ᅝ᭶୴Ǭ᭺ᅝ᭷᭮
ǥᕚǄǬǥǭǨǍƩƳ࿃ᤑकاȬȮȻɕǦ

ઞᒳಐ്

᭭˾ԲࠚૢᕚЧ᭮

࿃ ᒳ ៏ᤩୌᒳ৽ݥ᭭ᅝ᭾୴Ǭ᭸᭮
ȨɢȿᣢឯˍѺឯሣ᭭˾Բࠚૢ᭮

ǕǤؗခǩΓǆȉǷǋ౹ෛಐጻƴǦǕǤ
࿃ ᒳ ǈᒳমࠄ᭭ᕚᗄсᅝ୴Ǭᅝ᭮
᭭᭰ྱዉ̏ǬƩେሖ႓ܥЖૐकاȀӟǓǙȉǑǦȀࢴᦰ᭮

ҤཽҤᒳՅǬඩ˸ୁ᭭ൖऴˍᅥकا᭮Ǭᥚ܀ҕᅥ
ᖇΓǗǷǋȀǬǥǀȉǑǦȐƩɎɨȵɭǩ

᭭˾ԲࠚૢᕚЧ᭮

ƞ។ཽ̳ǬେकاȐҤ༴بǩឫȂǉǩੀ̽ǗȉǝǿƩඩ˸ୁǬ
ᥚ܀ခǨૐ്ǩȆȉੀ̽Ǭӌсҕ

̣ҧʗȀǬ˨ƬǊƩ˯ȀǨǈƩʙࠚȀǩឨǡǝƩǀǬ܀ǩݥǉȊǤƩǍ
ǫǍǫ଼ǊȈǨǊȇឨǡǤǂǍƪ

ƞȽɡɭȪɈɟȻȘԈʚǬǝǿƩҤᒳՅᅥǬҎᖇᅥǶǬɅɭȨɭȾᅥǬ
ࡵᘬǗǷǋǥǭǨǂǉ
ᕦႯǬዉѺ˸Ǐ

႓הǝȉх̷ǨȉȀǬǭƩǑȑǨǩǼǥݢǮȊȉȀǬǨǬǞƪ

ȉǷǋᥚ܀Жૐᅻ˽ǶǬࢻݘȐגȉǝǿƩൖऴˍᅥकاǩǢǂǤ౹ෛခǨȼɭȴɎɭȮȐ
ǧǬȆǄǩᣙǗȉǬǉƩЖૐȶȜȸȤɠɭɠǬϟឨҕȐǧǄגȉǉǭֆቋǬᘩᧆǥǭǨǂǉ

ఌડࡪƳǼǖǿǬǗǗǿƴȆȈࡧཽ

ǈ ȍ Ȉ ǩ Ţ
്Ǌ࿃ᤑᒳьࠀǦᒳݹᒳьࠀǩߪȐ˸ǏǝǦǕǤȀƩ
ᒳьࠀǬᗫᢉᯈकاϟᯈ៏ᤩୌᒳ৽ݥǬȬȮȻɕᣙǭ
ᯅᒳьࠀϟឨǬȬȮȻɕᯆǦǕǤᣙǗǷǋǥǭǨǂǉ
࿃ ᒳ ሜែᗒ݇ዉѺ᭭ᅝ᭷᭺୴Ǭ᭷ᅝ᭷᭮
᭭˾ԲࠚૢᕚЧ᭮
ྒྷऴˍឨၥ᭭ᒳཹቍᅝӹ˾Բࠚૢ᭮
࿃ ᒳ ᗫᢉዉѺ᭭ᅝ᭷᭽୴Ǭ᭷ᅝ᭷᭮᭱ᒳьࠀ്ᕚᗄсᅝ୴
ઞᒳьࠀ്

ઞᒳಐ്
᭭˾ԲࠚૢᕚЧ᭮

࿃ ᒳ कاϟѦѡዉѺ᭭ᅝ᭶୴Ǭ᭺ᅝ᭷᭮
࿃ ᒳ ៏ᤩୌᒳ৽ݥ᭭ᅝ᭾୴Ǭ᭸᭮
ȨɢȿᣢឯˍѺឯሣ᭭˾Բࠚૢ᭮
࿃ ᒳ ǈᒳমࠄ᭭ᕚᗄсᅝ୴Ǭᅝ᭮

᭭᭰ྱዉ̏ǬƩେሖ႓ܥЖૐकاȀӟǓǙȉǑǦȀࢴᦰ᭮
ҤཽҤᒳՅǬඩ˸ୁ᭭ൖऴˍᅥकا᭮Ǭᥚ܀ҕᅥ

᭭˾ԲࠚૢᕚЧ᭮

ƞ។ཽ̳ǬେकاȐҤ༴بǩឫȂǉǩੀ̽ǗȉǝǿƩඩ˸ୁǬ
ᥚ܀ခǨૐ്ǩȆȉੀ̽Ǭӌсҕ
ƞȽɡɭȪɈɟȻȘԈʚǬǝǿƩҤᒳՅᅥǬҎᖇᅥǶǬɅɭȨɭȾᅥǬ
ᕦႯǬዉѺ˸Ǐ
ȉǷǋᥚ܀Жૐᅻ˽ǶǬࢻݘȐגȉǝǿƩൖऴˍᅥकاǩǢǂǤ౹ෛခǨȼɭȴɎɭȮȐ
ǧǬȆǄǩᣙǗȉǬǉƩЖૐȶȜȸȤɠɭɠǬϟឨҕȐǧǄגȉǉǭֆቋǬᘩᧆǥǭǨǂǉ

ǈ ȍ Ȉ ǩ Ť
ᮁࢻݘૐ്ǬϢ̷̢ᮃ
ϗᤑईዧǩݘǕǤƳǂǋǢǏǬᒳݹƴǬȐ႓ᘘ
ɬᯅǂǋǢǏǬᒳݹᯆǊǨǂईዧǩǭᯅǂǋǢǏǬᒳݹᯆȐനǿȉ
ǑǦǬᠴᖽࣕȐᘦɬ༷ᗛȐࢣȉ
ɬᒳьࠀǊភᤑ࢞Ǭെ႓ᘘǗȉǑǦǊǀȉǑǦȐˊǿईዧǩ
ၥȇǙǤǈǍ
ɬᯅǂǋǢǏǬᒳݹᯆǬឯሣϋᅥȐᗫᢉ )$;ྟӹȀ
ɬ
ɬ

ᒳݹǉȇǬकاȐᗷᢉǩӟǓǙȉǝǿǩ
ɬᒳݹǉȇǬकاੀ̽ϋȐനǿƩឯሣϋɬឯሣૐ്ᅥǬकاȐ
+3ᅥǩਵᝊǗȉ
ɬᗷᢉǩᗫᢉǗȉૐᅮ᭭ᘨǊƩǧǬȆǄǩ᭮ǩǢǂǤᤑϧǥ
ӿऴȐࢣȉ
˯ࠚ᭽ǉȇᒳݹಐጻǬᘘܥǊᣙڵǓȊȉǬǥƩǛǬकاȐ
ဳ࿃ᒳǦဳᒳǊकاϟǕƩǛȊǼǥǩƩᒳݹǉȇȀǝȇǓ
ȊȉकاǩǢǂǤӾҤಐᣢǊǋǟȑǦдཽǥǋȉ˵መǽȐ
ܞওǓǙǤǈǍǑǦǊᠴᖽ

ǈ ȍ Ȉ ǩ ţ
˯Ǭ്ઞǬʰǝȉဧခǭƳᒳݹӜǱᒳݹᒳьࠀƴǩ
ƳઞᦃȐഘǿȉƴǑǦԈǏȇȊǤǂȉ
࿃ᤑᒳьࠀǭ̃ᣜǥǀȉᒳݹᒳьࠀȂᒳݹǬѦѡǊܩȐ
ሟǴȆǄƩౣƬǨǥҳѡǗȉǑǦǊࢴᖽǥǀȉ
ʔૐƩᒳݹᒳьࠀȂᒳݹǉȇҤಐᣢǩੀ̽ǓȊȉकا
ǩǢǂǤǭƩ്ǊǾȆǄǩƩǛȊȇǬकاȐᗷǩ
ᄳǤȉǑǦǊǥǋȉȆǄǩҤಐᣢΉȀᯅӣǏဓᯆȐཽऴ
ǗȉࢴᖽǊǀȉ

ҤಐᣢΉǥǭƳ࿃ᤑᒳьࠀƴǊʰ̢ǦǨǡǤ
ࢻݘૐ്ȐటᗦǗȉǑǦǊഘǿȇȊǤǂȉǬǥ
ǭǨǂǉ
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令和2年度 第14回 病院薬剤師版バランスト・スコアカードセミナー
ファーマシーマネージメント委員会
神奈川県厚生連

伊勢原協同病院

はじめに

庭木

宏

参加施設・参加者の概要

当委員会では医療機関における薬剤部門の管理
運営に関するマネージメントツールの一つとして

全 4 施設 計 18 名
病床数別

BSC（Balanced Scorecard：以下 BSC）に注目し

500 床以上

1 施設

ており、年に 1 回「病院薬剤師版 BSC セミナー」

300 ～ 499 床

3 施設

を開催してきました。本セミナーでは薬剤部門の

参加回数別

マネジメントのための BSC について理解し、自施

リピータ施設

3 施設

設の BSC を策定し活用していただくことを目的と

初参加施設

1 施設

しています。

参加者役職内訳

本年度の第 14 回 BSC セミナーは、新型コロナ

責任者・部（科）長 層

2名

ウイルス感染症の拡大防止と安全確保に配慮し、

役職者（ミドルマネジメント）層

従来からの集合研修である SGD 形式から初めての

一般スタッフ 層

15 名
1名

オンライン開催とし、日本経済大学大学院 教授
赤瀬朋秀先生を演者にご講演をいただき、2 日間
にわたるグループワークを開催いたしました。

セミナー内容
本セミナーは経営課題をマネジメントし実行し
ていくための BSC について理解し、自施設の次年

プログラム

度の事業計画を策定していきます。先ず第一部の

第一部 2020 年 12 月 19 日（土） 10：00 ～ 17：35

基調講演「BSC の構造と作成ステップ」では、

基調講演

2020 年度の診療報酬改定や新型コロナウイルス関

「BSC の構造と作成ステップ」

グループワーク「薬剤部の SWOT 分析を試みる」

連を踏まえたマクロ外部環境分析の重要性につい

グループワーク「クロス分析と戦略課題と抽出」

てご講演いただき、そのうえで BSC 作成の各ス

グループワーク「優先度の高い経営課題の選定」

テップについて解説をいただきました。グループ

～各グループによる発表及び討論～

ワークでは、SWOT 分析の抽出及びクロス分析に

ショートレクチャー「戦略テーマの抽出と戦略マッ

よる戦略目標の策定を行いました。当委員をファ

プの構造」

シリテーターとして配置し、完成に向けてアドバ
イスを行いました。

第二部 2021 年 1 月 23 日（土） 10：00 ～ 17：30
講義

「戦略マップ作成のポイント」

グループワーク「戦略マップ作製」
講義

「スコアカード作成のポイント」

グループワーク「スコアカードの作成と目標値の
設定」
～各グループによる発表及び討論～

ご講演をいただいた

赤瀬朋秀先生
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ンでの開催とし、BSC 作成のためにオンラインホ
ワイトボードツール「Miro」を導入するなど県病
薬として初めての試みをいたしました。
参加者のアンケート結果より「場所を問わず参
加可能である」
「感染のリスクがない」などメリッ
トがある一方、
「質問や意見をするタイミングが難
しい」
「画面超しだと雰囲気が掴みにくい」などの
デメリットがありましたが、
「概ね満足」以上の回
答が 85％を超えました。このことから今後オンラ
イン開催は、with コロナ時代の新たな開催方法と
なる可能性があります。

終わりに
医療を取り巻く環境は著しく変化し、病院の経
営環境は厳しくなっています。病院運営に関して、
当セミナーのファシリテーター

薬剤部門がどのように関わっていくのかはそれぞ
れの施設の実情を分析し介入していかなければな
りません。そのツールとしての BSC 策定にあたり、

第二部の講演「戦略マップ作成のポイント」
「ス

事前に自施設の経営指標や地域の動向などを把握

コアカード作成のポイント」では、具体的に戦略

し、問題点や課題点を振り返りながら 2 日間の討

マップとスコアカードを提示しながら、実際に導

議を行います。また他施設の取り組みも学ぶ事が

入された施設のご紹介をいただきました。グルー

できます。多くの施設がリピータとして繰り返し

プワークでは１日目の分析結果と院内データの整

参加している理由は、自施設に合った成果物を策

合性を図りながら薬剤部門の戦略を導き出し、行

定し、実際に使用することで部内目標が可視化さ

動計画及び具体的な管理目標を設定しました。そ

れ、業務改善に貢献できると明らかになっている

れを元に戦略マップとスコアカードを完成させ、

ためです。

オンラインホワイトボードツール「Miro」を使っ
て、成果発表を行いました。

病院経営における薬剤師の存在意義を高めるた
めに本セミナーへ参加いただき、BSC を薬剤部門
の目標設定を可視化し、共有する一つのツールと

オンライン開催について
今回のセミナーはコロナ禍の影響からオンライ
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して学んでいただければ幸いです。ご参加をお待
ちしております。

令和2年度

プレアボイド合同研修会
業務検討委員会

東芝林間病院

江島

慎太郎

はじめに
令和 3 年 3 月 4 日にリスクマネジメント研修会
がオンライン形式で開催された。
プレアボイドの啓蒙を目的に毎年 3 月に行われ
る本研究会であるが、今回初の試みとして神奈川
県薬剤師会と合同で企画され、両会から選出され
たプレアボイド優良事例を 6 名の先生にご講演頂
いた。
寛解導入療法開始後の服薬指導時に頭痛の訴え
があり、その原因を疫学的な観点も踏まえながら

プログラム

網羅的（ステロイドによる高血圧、小児における

日時：令和 3 年 3 月 4 日（木） 19：00 ～ 21：00

一次性、二次性頭痛）に検索した。痛みの部位が

内容：Ⅰ．受賞者講演

眼の周り、前頭部であった事から寛解療法で使用

講演１：2019 年度神奈川県病院薬剤

しているプレドニゾロンに起因したステロイド緑

師会プレアボイド報告優秀

内障を疑い主治医に早急な眼科併診を提案した。

事例受賞者講演

診察により診断が確定し、直ちに治療開始となり

講演２：神奈川県薬剤師会プレアボ

治療 2 日目に頭痛は消失し、眼圧も正常化した。副

イド報告優秀事例受賞者講演

作用を初期段階で発見し速やかに治療が開始され

Ⅱ．2020 年度プレアボイド報告優秀事例

たことで、重篤化を防げた事は勿論、原疾患の治

表彰

療スケジュールへの影響も回避が出来た事例であ
る。高眼圧を来しやすいステロイドレスポンダーは
若年者に多いため、Red flag sign を見逃さないよう

参加者の概要

キーワードの聞き逃しを防ぐ事が何より重要である。

参加人数：200 名（神奈川県病院薬剤師会会員
102 名、神奈川県薬剤師会会員 98 名）

②「感冒で来院した患者に、
お薬手帳を活用して、
副作用を未然に回避した事例」
横浜総合病院 堀 慎太郎 先生

研修内容
１．受賞者講演
講演１：2019 年度神奈川県病院薬剤師会プレア
ボイド報告優秀事例受賞者講演
座長：神奈川県病院薬剤師会 業務検討委員会
菅野 浩
①「頭痛の訴えからステロイド性緑内障の発現
に気が付き重篤化を防いだ一例」
横浜市立大学附属病院 小森 智也 先生
小児 B 前駆細胞性急性リンパ性白血病の 10 歳女児。
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風邪症状でメジコン錠が処方されていた 83 歳女性。
外来服薬指導時のお薬手帳から他院でレクサプ
ロ錠を内服中であることを発見した。主治医に対

①「コンプライアンス不良から考えるプレアボ
イド事例」
二俣川薬局 古平 圭吾 先生

しメジコン錠はレクサプロ錠と同じ CYP2D6 で代
謝されるため代謝阻害を受けること、またセロト
ニン症候群を誘発させる恐れがあることを報告し、
これら２つの可能性が低くより安全性の高いアス
ベリン錠を提案し変更となった。お薬手帳の有用
性を実感したことは勿論、感冒薬と侮ることなく
鑑査の感度を高く持ち、薬理作用や代謝酵素といっ
た薬剤師の視点から代替薬を提案した事で副作用
を未然に防ぐことが出来た事例である。
③「高血糖昏睡の輸液療法において、検査値か

原疾患に肺血栓症、気管支喘息、高血圧のある
84 歳の患者。主治医より前回診察で処方した喘息

ら介入・修正が出来た事例」
かわさき記念病院 山波 大輔 先生

吸入薬（レルベア）の残薬確認と吸入指導を適切
に行なって欲しい、との電話依頼があり介入を開
始。一包化や、調剤後の電話フォローでも服用状
況は不良であった。そこで患者、医師、薬剤師の
３つの視点から再検討し、主治医に対し最重要の
疾患（肺血栓症）に絞って患者に指導するよう提案、
また服用回数を抑える為にエリキュース錠からリ
クシアナ錠への変更を提案し了承された。その後
も一包化の日付印字、自宅訪問での残薬確認など、
継続的な服薬フォローアップを行い服用状況は大
きく改善した。薬剤師と主治医が積極的に連携し、

2 型糖尿病の 70 代男性。脱水と高血糖、意識レ
ベルの低下があり、主治医より生理食塩液点滴静

患者 ･ 疾患 ･ 医薬品の特性に合わせた適切なフォ
ローアップが施された事例である。

注と速効型インスリン持続投与の指示があった。
検査値を確認した所、Na 高値（165mEq/L）
、pH7.38、

②「フォルテオⓇ皮下注使用患者の副作用防止に

尿中ケトン体（－）
、BUN､ Scr の著明な上昇が見

向けた提案～薬理・薬物動態から考える」

られ、高浸透圧高血糖状態が疑われた。

わかば薬局相模原緑店 荒川 由紀子 先生

そこで過度の輸液や高血糖是正による浸透圧の
急速な変化による脳浮腫のリスクを考え、MSD マ
ニュアルといった 3 次資料を参考に高浸透圧高血
糖症候群に準じた治療を提案し変更となった。高
齢者は食事や飲水量が安定せず、口渇もうまく伝
えることが出来ないため高浸透圧高血糖症候群を
発生しやすいと考えられる。専門医不在の当院に
おいて、薬剤師が初期段階から介入した事で、適
切な薬物治療に貢献出来ただけでなく、高 Na 血
症による不利益も回避出来た事例である。
講演２：神奈川県薬剤師会プレアボイド報告優
秀事例受賞者講演
座長：神奈川県薬剤師会 リスクマネジメント委員会
石井 泰彦
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骨粗鬆症と診断されフォルテオ皮下注が開始と
なった 60 歳女性。毎日夜に投与しているが、翌朝
に尿混濁があるとの相談があった。添付文書、イ
ンタビューフォームに尿混濁の記載はなく、製薬

会社への問い合わせでも報告は無いとの回答で

 業務検討委員会 菅野委員長より期間中

あった。フォルテオ皮下注の薬理作用から、就寝

（11 月 2 日～ 12 月 4 日）
に 514 件の報告があっ

中の膀胱内で Ca 濃度が上昇しシュウ酸カルシウ

た旨と、優秀事例の発表が行われた。
最多報告施設

ムの結晶化が助長されたと推察し、投与を夜から

東海大学医学部付属大磯病院

朝に変更するよう指導した所、尿混濁は改善した。

薬物治療効果の向上優秀賞

その後、尿は正常化したが、吐気、だるさを感じ

横浜総合病院 小町 和樹 先生

るようになったとの新たな相談があり、これまで

未然回避優秀賞

就寝中でマスクされていた高 Ca 血症の症状が表

横浜総合病院 坪井 貴寛 先生

面化したと推測し、主治医に伝えるよう指導した

重篤化回避優秀賞

所、次回診察で他剤に変更となった。患者の症状

横浜総合病院 高田 啓介 先生

を丁寧に聞き取り、薬理作用・薬物動態を考慮し
た提案を行うことで尿路結石のリスクだけでなく、

・神奈川県薬剤師会

結果的に高 Ca 血症のリスクも回避出来た事例で

 リスクマネジメント委員会 石井委員長

ある。

より期間中（9 月１日～ 31 日）に 234 件の
報告があった旨と、優秀事例の発表が行わ

③「腎機能低下心不全患者におけるスピロノラ

れた。
かもめ薬局横浜調剤センター

クトン回避の事例」

遠藤 寛之 先生

こばやし薬局 森村 茂 先生
藤沢薬剤師会薬局

露木 聡史 先生

おわりに
今回は神奈川県薬剤師会との合同開催という事
もあり 200 名もの先生にご視聴して頂くことが出
来た。
継続的な薬学管理と患者支援を実践するために
薬薬連携は益々重要となっており、今回病院と保
スピロノラクトン錠を内服中の 87 歳女性。処方

険薬局が事例を共有できたことは、スキルアップ

箋に添付された検査情報から K 高値（5.6mEq/L）

の側面だけでなく相互理解と連携推進を図る意味

となっているのを発見。むくみ、倦怠感、息切れ

においても大変意義深いものとなった。冒頭に金

もあり eGFR を算出し腎機能低下（G3b）である

田会長からは神奈川県病院薬剤師会のプレアボイ

事を確認した。心血管ステント手術の既往、
心浮腫、

ド報告状況は量・質共に全国トップクラスにある

薬歴から心不全に対する利尿目的である事を推測

こと、またこれらがチーム医療の中で薬剤師の存

した上で疑義照会を行い、スピロノラクトンは休

在価値を示す指標となっている、とのお言葉を頂

止となった。また、自宅に訪問し食生活を確認し

いた。引き続きプレアボイド事例を集積していく

た所、バナナ、青汁、スイカの多量摂取もあった

ことは勿論であるが、これら豊富かつ質の高い情

事から、家族にも食事指導を行なった。その後、

報を多くの薬剤師が共有出来る場を設けることが

K 値は正常化し心不全の増悪も認めておらず腎機

極めて重要である事を改めて実感した研修会で

能も改善している。患者の状況、検査数値、服用

あった。

目的、併用薬などを総合的に把握し、考察、提案、
フォローアップすることで良好な状態が維持され
た事例である。
Ⅱ．2020 年度プレアボイド報告優秀事例表彰
・神奈川県病院薬剤師会
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2020年度 感染領域専門・認定薬剤師養成講習会ワークショップ
専門認定薬剤師養成支援特別委員会
横浜総合病院

薬剤部

佐村

優

18：00、3 月 27 日（土）13：30 ～ 18：00 に開催し

はじめに

た。まず、第 1 回 WS では、2021 年にガイドラ

専門認定薬剤師養成支援特別委員会では、領域

インが改訂となる TDM 対象の抗菌薬のうち、バ

ごとに県内のエキスパートの先生方を委員または

ンコマイシンの投与設計をメインテーマとした。

ファシリテーターとして招聘し、各領域で年度ご

バンコマイシンの投与設計はこれまでのトラフ値

との習得目標を設定したうえで、講習会及びワー

に基づく投与設計が行われていたが、2020 年に

クショップを計画している。特にワークショップ

米国でのガイドライン改訂もあり、国内でも血中

（WS）では、習得目標に到達し、臨床でのピッ

濃度 - 時間曲線下面積（AUC）に基づく投与設計

トフォールをカバーできるような症例を委員と

の流れに変更となる予定であった。そのため、専

ファシリテーター間で作りこみ、参加者の薬学管

門認定薬剤師養成支援特別委員会における感染領

理の質の向上に寄与できるような工夫をしてい

域の講習会では、まず、2020 年 12 月 15 日（火）

る。本稿では、2020 年度感染領域専門・認定薬

に抗菌薬 TDM ガイドライン作成委員会副委員長

剤師養成講習会ワークショップについて報告す

である慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座の松元

る。

一明先生から、「バンコマイシンに関する TDM
ガイドライン改訂のポイント」についてご講義い

【2020 年度専門認定薬剤師養成支援特別委員会

ただいた。また、両日の WS の基盤となる感染

感染領域専門・認定薬剤師養成講習会およびワー

症診療の原則および臨床での活かし方について、

クショップの概要】

2021 年 3 月 18 日（木）に横浜市立大学医学部血

感染症は、どの病棟、どの薬剤師業務でも遭遇

液免疫感染症内科／横浜市立大学附属病院感染制

する common disease である。一方で、本邦にお

御部の加藤英明先生から、「感染症の基礎知識」

ける感染症専門医数は少なく、多くの施設では在

についてご講義いただいた。両日にご参加をいた

籍していないのが現状である。そこで、本 WS

だく先生方には、原則的にこれらの座学を受講し

では、感染症治療のマネジメントに必要な知識・

ていただくことを前提として、WS を企画した。

技能を習得し、自施設において適切に根拠に基づ
いた感染症診療支援を行える薬剤師の養成を目的
に、講習会を企画している。また、医師とのディ

【第 1 回ワークショップ：2021 年 3 月 20 日（土）
の概要】

スカッション時に必要となる臨床推論の思考や抗

症例 1 は、73 歳、女性、中心静脈ポート感染（カ

菌薬選択以外の非薬物治療マネジメントについて

テーテル関連血流感染症）に対する感染症治療マ

も学べるような WS を構成し、講師は委員また

ネジメントを検討した。本症例では、カテーテル関

はファシリテーターが務めている。これまで、本

連血流感染症における非薬物治療のマネジメント、

WS は年 5 回、
対面のスモールグループディスカッ

バンコマイシンに関する trough guided dosing

ション（SGD）形式で開催してきた。しかし、令

と AUC guided dosing の比較、バンコマイシン

和 2 年度はコロナ禍の影響を受け、本 WS は年 2

TDM ソ フ ト ウ ェ ア PATver.1.1（http://www.

回 の Zoom ブ レ イ ク ア ウ ト セ ッ シ ョ ン に よ る

chemotherapy.or.jp/guideline/tdm_vancomycin_

SGD 形式に変更した。

soft.html）による投与設計、2 点採血の重要性に

令和 2 年度における本 WS のテーマは、
「院内感
染症（医療関連感染を含む）
」、「市中感染症」と
して、それぞれ 2021 年 3 月 20 日（土）13：30 ～
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ついて、横浜総合病院薬剤部

髙田 啓介 先生か

らご解説いただいた。
症例 2 は、79 歳、女性、褥瘡感染からの菌血

症に対する感染症治療マネジメントを検討した。

澤

淳

先生からご解説いただいた。

本症例では、皮膚軟部組織感染症の注意点（壊死

症例 2 は、72 歳、男性、細菌性髄膜炎に対す

性筋膜炎、毒素ショック症候群など）
、重症患者

る感染症治療マネジメントを検討した。本症例で

における薬物動態パラメータの変化、過大腎クリ

は、細菌性髄膜炎の身体所見、検査所見、起炎菌、

アランス時の投与設計、特に Sawchuk-Zaske 法

抗菌薬選択とステロイド併用の意義、肥満の細菌

に基づく投与経路について、聖マリアンナ医科大

性髄膜炎患者におけるバンコマイシンの投与設

学西部病院薬剤部

計、髄膜炎の効果判定などについて、北里大学病

勝 綾香 先生からご解説いた

院薬剤部

だいた。
【第 2 回ワークショップ：2021 年 3 月 27 日（土）
の概要】
症例１は、58 歳、男性、市中肺炎に対する感

冨澤

淳 先生からご解説いただいた。

おわりに
今回は、専門認定薬剤師養成支援特別委員会主

染症治療マネジメントを検討した。本症例では、

催の研修会のうち、感染領域の講習会およびワー

市中肺炎の代表的起炎菌、肺炎における評価パラ

クショップの概要について報告した。本委員会で

メ ー タ、Haemophilus influenzae （β-lactamase

は本年度以降も同様の構成で講習会を企画し、会

negative ampicillin resistant: BLNAR 株 ） に お

員の先生方の薬学管理の質の向上に尽力してまい

ける市中肺炎の薬物治療、内服薬への切り替え条

りますので、引き続き多くの先生方のご参加をお

件、主要経口抗菌薬のバイオアベイラビリティ、

待ちしております。

治療期間などについて、北里大学病院薬剤部

冨
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令和２年度

ＴＤＭ研修会

ＴＤＭを基礎から学ぼう!
中小病院診療所委員会

医療法人社団

和光会

総合川崎臨港病院

樋島

学

丸暗記せずに理解することを目的として、解析ソ

はじめに

フトを使用しない関数電卓も用いた手計算の手法

令和 3 年 2 月 9 日、中小病院診療所委員会主催
の令和２年度 TDM 研修会を開催した。研修会は、

についても解説された。
PK/PD 理論について、薬物療法を考慮するう

新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大予防

えでは、薬物動態を考えるだけでなく、薬力学を

のため、ZOOM 配信による WEB 研修会形式で

併せて考慮することで、より安全で薬効を発揮で

実施した。内容は、
「TDM を基礎から学ぼう !」

きる薬物療法の考え方であることが解説された。

というテーマで、TDM 初学者を対象とした各会

併せて抗 MRSA 薬の抗菌薬の PK/PD を考慮し

員施設のボトムアップを目的とした、基礎的な内

た投与方法や、目標値について解説された。

容を中心とした教育的な位置づけの研修会とし

また、新しい考え方としてリハビリテーション
（以下リハ）の効果を低下させる薬物有害事象の

た。
前半は「抗菌薬に関する情報提供」との演題名

ある薬剤について、抗てんかん薬を実例として、

で、MeijiSeika ファルマ株式会社にご講演いただ

TDM 対象の薬剤であれば適切な投与量設計に

いた。

よって薬物有害事象の発現を抑えることにより、

後半は「今さら聞けない ? 中小病院の薬剤師に

リハの効果を最大限発揮することが可能となり、

必要な TDM の基礎の基礎」との演題名で、総合

患者の ADL 向上に貢献できる可能性があること

川崎臨港病院 薬剤部

が解説された。

樋島

学が特別講演をお

こなった。
当研修会の司会を川崎幸病院

橋本理恵子委員

が担当した。

研修内容
特別講演
「今さら聞けない

? 中小病院の薬剤師に必要な
TDM の基礎の基礎」
医療法人社団
総合川崎臨港病院

薬剤部

和光会
樋島

学

TDM を実施すべき薬剤の概要や、TDM を理
解するうえで基本となる薬物動態について、分布
容積とクリアランスについて概説。TDM の知識
は薬物動態解析を行ううえで必要な知識である
が、TDM を実施しない薬剤でも、副作用や効果
判定など薬剤管理指導を行う上でも有用な知識で
あることが解説された。
病棟では医師からの問い合わせに迅速に対応す
る場面も考えられるため、簡易的に投与設計を実
施できる手法や、薬物動態解析の様々な公式を、
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≪研修会風景≫

参加者概要

最後に

当研修会は、演者と参加者との双方向のコミュ

今回の TDM 研修会は、中小規模の病院薬剤師

ニケーションを図ることを目的として、ZOOM

を意識し、初学者や TDM に苦手意識を持つ先生

の投票システムを有効活用させていただいた。こ

方にも実務で取り組んでいただきたいという思い

れによって参加者の先生方の TDM に対する理解

で開催した研修会であった。結果的に県内外あわ

度を演者が把握することが可能となり、参加者の

せて 136 名もの先生方に出席していただいた。

理解度に合わせた解説が可能となった。
参加者は当研修会のターゲットとなる参加者の
イメージにマッチした、薬剤師経験年数の少ない
TDM に苦手意識を持つ先生方に、多数参加いた
だけたことが確認された。

TDM の重要性や病棟薬剤業務への活用方法、
患者 ADL 向上の可能性について理解を深める研
修会を開催することができた。
今回の研修会でご協力いただいた先生方、ご出
席いただいた先生方、誠にありがとうございまし
た。

≪投票結果

一部抜粋≫
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映画に登場する薬物あれこれ
─やたらと薬剤が登場する最近の映画─

厚木市立病院

part 40
精神科医

西村

浩

「痛くない死に方」
（2021 年日本映画）主人公は在宅訪問診療を専門とする医師、主として末期の悪性
疾患患者を在宅で看取る支援をしているようです。肺癌末期とのことで訪問診療を引き受けた高齢男性、
MS コンチン、オプソ、デカドロン、モルヒネの経口投与および坐薬など耳慣れた薬剤が続々と登場します。
この映画、何回もチェーンストークス（死戦期）呼吸の場面が登場しますが、まさに真に迫る演技に驚き
ました。なんと在宅訪問診療専門医である原作者が医療監修にあたり、カメオ出演していました。このた
めもあり、あの演技に至ったのでしょう。何度もうなずく場面がありました。
“Remember me”
「43 年後のアイ・ラヴ・ユー」（2019 年スペイン・米国・フランス合作映画）冒頭か
らアムロジピン、クレストール、リピトール、イブプロフェン、ロキソプロフェン、ジクロフェナク、マ
クサルト、イクセロンなどと降圧薬、脂質異常症治療薬、鎮痛薬、抗認知症薬の名前がずらりと登場。80
歳くらいの男性同士の会話ですが、ついには「万一に備えて」と「ブルーピル」を手渡します、これはお
そらくバイアグラの後発品ですね。アルツハイマー病で施設に入所中の昔の恋人（舞台女優）に再会する
ため、同じくアルツハイマー病を装って施設に入所しようと企む元演劇評論家が主人公の映画でした。
“The notebook”「君に読む物語」（2004 年米国映画）を思い出しますね。
「おらおらでひとりいぐも」
（2020 年日本映画）75 歳の未亡人桃子さんが主人公、東北で育ち、現在は
首都圏にて独居生活を送っています。冒頭いきなり polypharmacy の登場です、降圧剤に胃粘膜保護剤な
どなど多数の錠剤を一人で服用しています。かかりつけ医を受診すれば、3 時間待ちの 3 分以下診療、わ
ずかでも主治医が理解できない症状を訴えると「それは国立病院ですね」とにべもありません。この開業
医、最後に再登場します、お楽しみに。またこの映画では「モーラステープの独力での貼り方」テクニッ
クが披露されます。常日頃からの「独居のかたはどうやって湿布を貼っているのだろうか？」という大き
な謎が解けました。独力の軟膏塗布テクニックも知りたいところです。
“The wolf`s call”
「ウルフズ・コール」（2019 年仏映画）フランス海軍潜水艦を舞台にしたサスペンス
映画。出港前に「抗うつ薬飲んでないだろうな？」との会話が飛び出しますが、その後、「尿検査で大麻
が検出された」と告げられるシーンが登場します。これは救急医療現場で用いられているトライエージ
DOA「薬物中毒検出キット」「意識障害があり、精神作用物質による急性中毒またはその依存症が疑われ
る患者の尿中乱用薬物検出のため使用する」優れものの検査によるものに違いありません。つまり、麻酔
薬フェンシクリジン類である PCP、御存知ベンゾジアゼピン系 BZO、コカイン系麻薬 COC、覚醒剤
AMP、大麻 THC、モルヒネ系麻薬 OPI、バルビツレート酸 BAR および三環系抗うつ薬 TCA、そしてそ
れらの主要代謝産物を尿で検出できます。意識がある場合は同意が必要ですが、意識障害のある場合は導
尿した尿でただちに検査します。映画自体は緊張感溢れる素晴らしい出来でした。高速フーリエ変換も登
場しますよ！
“Hors normes”
“The specials”「スペシャルズ！ 政府が潰そうとした自閉症ケア施設を守った男たち
の実話」
（2019 年フランス映画）重度の知的障害を合併した自閉症者たち、自傷行為や衝動行為などのた
めに他の医療機関や障がい者施設から入院や入所を断られた 40 名もの患者さんを引き受け、学歴や資格
や経験を持たず、社会的活動とは無縁だった若者たちを組織し、人種や宗教などを越えてそのケアに当たっ
ている様子が描かれます。そうした重症のかたたちを、乗馬、アイススケートや体操などをまさに１対１
で対応しながら体験させる姿には驚かされます。なにしろ施設の責任者には、弁護士、裁判官そして医者
などからも「おたくの施設で引き受けてくれ」という電話が引きも切らずの忙しさ、さらに精神科病棟入
院中の患者さんを外出させ、こうした activity への参加まで引き受けています。ヘッドギアをつけた重症
の患者さんは色とりどりの数種類の錠剤を常用しています、おそらく抗てんかん薬を主とした向精神薬で
しょう。
「以前入院した精神病院では大量の薬を投与されて動けなくされた」と家族が語る場面もありま
したが、向精神薬なしでの対応には１対１以上の多くの人手が必要になると痛切に感じました。厚生省か
らの役人が立ち入り調査を含め、利用者の家族への聞き取り調査などのすえ、「無資格者による障がい者
収容」について不適格との結論に至りますが、果たしてこの施設はどうなるのか？日本でもこうした施設
の初期は「ねむの木学園」のように民間人の善意によるスタートが多いと思います。経済的運営の困難さ
がひしひしと伝わってきました。
西村浩：川崎市立生田小学校、同生田中学校および神奈川県立厚木高校卒、早稲田大学政治経済学部経済学科をへて 1986 年弘前大
学医学部卒、米国留学をへて 2005 年 4 月より厚木市立病院精神科部長
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精神科専門薬剤師への道…㊲

保健所の機能
COVID-19 禍で多忙を極める日本全国の保健

らの相談を受け、検査や治療が必要な場合はほと

所、なぜ保健所の所長は医師でなければならない

んどの場合、保健所から自分あてに紹介状を作成

のか？医学部の講義で教わったところによれば、

して対応しておりました。一度は精神障害が疑わ

太平洋戦争中、戦地に送る軍医を量産するために、

れるという通報のもと往診をしたこともあります

なんと 3 年で医学教育を終えるという「医専」制

が、「侵入禁止」などという大きな看板をいくつ

度により、大量の軍医を生み出したものの、310

も掲げた御宅で、近所の住民に対する被害妄想に

万人もの犠牲者を出しての敗戦。戦地から続々帰

基づく行為のようでした。

国する軍医たちの就職先として「保健所所長は医

また保健所から措置入院に関する措置鑑定を依

師でなければならない」としたとか。もちろん、

頼されることもあり、物好きな筆者は 12 件を引

その後に栄養失調状態の改善、結核予防、寄生虫

き受けました。うち 2 件は殺人事件絡みでした。

駆除、高血圧への啓蒙活動など多岐にわたる活動

当時勤務していた大学病院の総合医局受付に「今

に関わり、日本国民の平均寿命の驚異的な伸びに

から保健所へ出張、2 時間位で戻ります」と話す

貢献することになります。保健所所長の先生たち

と「西村先生は犬も診るんですか？」と尋ねられ

もそれぞれ専門があり、各保健所にもそれぞれ特

ました！「保健所」と聞くと受付嬢としては「狂

徴があるようです。この事態下では感染症に強い

犬病の予防接種」を思い浮かべるようでした。

先生は幸いですが、そうでない分野が専門の先生
は勉強が大変だと思います。

さて、警察の取り調べ室での措置鑑定、狭い部
屋、窓には格子、小さな部屋の割には大きな鏡が

千葉県の精神病院に非常勤医師として 6 年間勤

あります。窓際に患者さんが手錠をしたまま座っ

務していた際、その地域の保健所での精神保健相

ており、机を挟んでこちら側には 2 名の精神保健

談を担当していました。毎月保健所に出向き、精

指定医が座ります。「なに書いてんだよ？」「措置

神医学的問題を抱える方々やその家族の方たちか

鑑定用の診断書です」「なにが、鑑定だよ！」と
その患者さんに飛び掛かられそうになりました。
しかし腰縄が窓枠に結び付けられており、机を越
えてこちら側に来ることはできませんでした。そ
の瞬間、「ビービービー！」とブザーが鳴り、何
人もの警察官が飛び込んできました。狭い取調室
は一気に密な状態となりました。隣室からマジッ
クミラーで観察していた警察官がブザーを鳴らし
て動員したようでした。「悪口を言いふらされて
いる」という妄想から傷害事件を起こしたものの、
病識の欠如から「悪いのは自分ではない！」
「悪
い噂を流す奴が悪いのに、どうして俺を逮捕する
んだ！」とどうやら前日から留置場でも大暴れし
たらしく、大勢の警察官が待機していたのです。
「先生に逆らうな！」とさすがに手は上げないも
のの、物凄い剣幕で詰め寄ります。精神保健指定
医としては「病識の欠如」が明確になったので、
「も
う十分です」といきりたつ警察官をなだめ要措置
入院の診断書を作成しました。また別の事件では、
担当の警察官から「殺人課に 10 年いるけどこん

女学校を卒業して進学したばかりのころの母の写真です。

なすごいのは初めてだ」と現場の凄惨なポラロイ
神病薬誌
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ド写真を見せられたこともあります。こうしたこ

耳にしましたが、「だからこそ、そんなことを言

とから、なかなか引き受ける精神保健指定医がい

われないように我武者羅に勉強した」とある教授

ないらしく、一度引き受けると、「先生の御都合

は口にしたこともあるとか。

の良い曜日に合わせました」と次々に依頼が舞い

筆者の子供時代、なぜか母の巻いた包帯は崩れ

込みました。こうして保健所の指示により、千葉

にくく長持ちしました。現在 90 歳を過ぎた母に

県各地の警察署へ出向きました。国際空港内の警

よれば、「戦時下の女学校では兵士の装備作りな

察署へ出向くときは、あらかじめ自家用車の番号

どの作業に動員され、ほとんど勉強の時間はな

を知らせる必要がありました。少年院に出張した

かった。しかし包帯の巻き方を教わる授業だけは

こともありましたが、少年院は林の奥にあり、ま

あり、卒業時には看護婦免許を与える」と言われ

た高さ 30cm くらいの木の杭のような標識しかな

たとのこと。終戦のどさくさで、包帯の巻き方だ

くカーナビのない時代には見つけるのに苦労しま

けを教わった「看護婦免許」は受け取ることもな

したが、塀もない建物はスポーツの合宿所のよう

かったそうですが、酷い話には言葉を失いますね。

な印象で、
若い男性達の号令が聞こえていました。

しかし、この話を聞いて「道理で包帯の巻き方が

医学教育 6 年のところを 3 年で済ませるとは、ど

上手かったわけだ」と一人納得した次第です。

う理解してよいものやら悩みます。
「あの教授は
医専出だから」という悪口も言われたものだとも
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最近はテレビをつけても、新聞を開いても、毎日目にするのは新型コロナウイルスに関する事ばかりで、
それも感染拡大に伴う緊急事態延長、まん延防止等重点措置も月末まで延長されました。そして新たに北
海道や沖縄も緊急事態宣言が発令されました。また英国株の変異型ウイルスや、感染力がさらに高いイン
ド株が加わって感染者の増加や医療逼迫が心配です。感染防止の頼みの綱であるワクチンも、私ども後期
高齢者にはワクチン接種の予約がなかなか出来ず困りました。５月３日はシステムに不具合が発生したと
か、５月５日は１日電話しても接続することがなく、３回目の５月 10 日には孫にパソコンで予約をして
もらい、やっと７月４日に１回目の接種が出来ることになりましたが、まだ大分先のことなので不安な思
いが続き気が滅入ってしまいます。なかなか花の原稿を書く意欲が湧かず困っていましたが、唯一こんな
気持を癒してくれたのが散歩の折に出会う草木の花々でした。今年は桜の季節も桜の名所には行けず近所
に咲く桜を見るのみでした。人間社会が新型コロナで大変な時も、植物達は時期が来れば美しく花を咲か
せます。家から１キロ圏内の住宅街の路地やマンションそれに工場や公園の周囲をかこう生垣を、散歩の
時に見ますが、本当に多種多様です。今回はこれらの生垣に使われていた樹木で、五月に出会った花を選
んでみました。それはカナメモチとアカバナトキワマンサクです。カナメモチはバラ科、カナメモチ属の
植物で、別名アカメモチともソバノキまたカナメノキとも呼ばれています。カナメモチは東海道以西の温
暖な地にはえる常緑木で、古くから生垣に利用されています。春から初夏に芽ぶく新芽と新葉が赤く色づ
きとても美しい木です。平安時代の書物「蜻蛉日記」や清少納言が著した「枕草子」には「ソバノキ」の
記述があります。
清少納言は、このソバノキの青葉の中から赤い葉が出る美しさを褒めています。またこの木材は非常に
堅く、この材から扇を作るので扇のかなめにちなんでカナメノキと名付けられたと「和漢三才図会」に訳
されているそうです。またソバノキというのは、白い花がソバの花のように群がって咲く様子から名付け
られたといいます。もう一方の生垣はアカバナトキワマンサクです。これはマンサク科トキワマンサク属
に分類される植物です。マンサク科は世界に 26 属約 115 種ほどあるのが知られています。トキワマンサ
クは日本では、1931 年に伊勢神宮の宮域内に野生しているのが分かり、その後 1969 年には熊本県で野生
地が発見された珍しい木ですが、日本で発見される以前 1905 年中国から輸入した花の鉢に着いてきた木
が花を咲かせたのを見て、牧野富太郎博士がトキワマンサクと命名しました。トキワとは「常磐」で常緑
の意味で、名は花の形がマンサクに似ていることと冬でも葉が緑色であることからです。トキワマンサク
は常緑の小高木で卵形の葉を互生し、５月頃枝先に黄色を帯びた緑白色の線形でリボンの様な４弁花を、
しなやかな枝先に集まって咲かせます。写真のアカバナトキワマンサクは中国原産で 1960 年代に中国か
ら入ってきた人気の高い品種です。ベニバナトキワマンサクとも呼ばれ、トキワマンサクの花の色変り品
種で、赤い花を枝先にいっぱい咲かせます。
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Drug Information Q&A

Q

経口の GLP-1 受容体作動薬は、
どんな薬ですか？

A

はじめに

リベルサス®錠に含有される吸収促進剤について４）

2 型糖尿病は、インスリン分泌及び作用の不足

セマグルチドの構造はペプチドをベースとして

による慢性の高血糖を主徴とする代謝疾患であ

おり、分子量が大きいことから、消化管での透過

り、糖尿病患者全体の 90% 以上を占めています 。

性が低く胃の分解酵素により分解されてしまうた

2 型糖尿病治療に使用されるインクレチン関連薬

め、経口投与は不適でした。しかし、吸収促進剤

は、これまでの血糖降下薬の課題であった低血糖

である SNAC（サルカプロザートナトリウム）

や体重増加をきたしにくい特徴があります 。

含有により、1 日 1 回の経口投与が可能となりま

GLP-1 受容体作動薬は DPP-4 阻害薬に比べイン

した。

１）

２）

スリン分泌促進作用が強力であると考えられてい

リベルサス®錠の崩壊は、セマグルチドが主に

ますが、投与方法は皮下注射のみでした。2021

吸収される胃内で起こります。吸収は錠剤表面の

年 2 月に世界初、経口の GLP-1 受容体作動薬と

周辺部に限定されます。SNAC の局所での pH 緩

してリベルサス 錠（セマグルチド）が発売され

衝作用により、セマグルチドの急速な酵素的分解

ましたのでご紹介します。

を防ぎます。吸収促進作用は一時的かつ可逆的で

®

す。吸収のメカニズムとして経細胞吸収によるこ
用法用量について３）４）
リベルサス 錠は 1 日１回 3mg から経口投与を
®

とが示されており、脂質膜を流動化することと、
セマグルチドの自己会合を間接的に弱めモノマー
化を促進することが確認されています（図 1）。

開始する薬剤です。胃腸障害の発現を軽減させる
ため、3mg を 4 週間以上投与した後、維持量の 1
日 1 回 7mg に増量します。7mg を 4 週間以上投

リベルサス®錠服用時の注意事項４）

与して、効果不十分な場合には、1 日 1 回 14mg

リベルサス®錠の吸収は胃の内容物により低下

に増量することができます。ただし、14mg 投与

することから、1 日の最初の飲食前の空腹時に服

する際は、
吸収に影響を及ぼす可能性があるため、

用します。セマグルチドの吸収に影響を及ぼす可

7mg 錠 2 錠を投与することはできません。また、

能性があるため、コップ約半分の水（約 120ml

1 日 3mg の治療により十分な血糖コントロール

以 下 ） と と も に 3mg 錠、7mg 錠、14mg 錠 を 1

が得られる患者は、4 週以降も 1 日 3mg の投与

錠服用します。服用後少なくとも 30 分は、飲食、

継続が可能です。肝機能障害、腎機能障害の有無

他の薬剤の経口摂取をしてはいけません。また、

による用量調節は必要ありません。

分割・粉砕、かみ砕いての服用はしてはいけませ
ん。
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血糖コントロール改善効果についての
臨床試験（PIONEER9）４）

現割合が高い傾向でした。
頻度が高い副作用として悪心、下痢、食欲減退、
頭痛、糖尿病網膜症、便秘、嘔吐、腹部不快感、

リベルサス 錠は国内外 10 に及ぶ一連の臨床試
®

験プログラム（PIONEER1 ～ 10）を通じて、2

腹痛、消化不良、上腹部痛、腹部膨満、胃食道逆
流性疾患、リパーゼ増加などが報告されています。

型糖尿病患者における 1 日 1 回 1 錠投与による有
効性が示されました。単剤での血糖コントロール
効果を示した PIONEER9 の一部を示します。

おわりに

日本人 2 型糖尿病患者 243 例を対象として、リベ

今回ご紹介したリベルサス® 錠は世界初、唯一

ルサス® （3、7、14mg）とプラセボ及びリラグル

の経口 GLP-1 受容体作動薬です。服用にあたっ

チド 0.9mg の単独療法での血糖コントロール改

てはいくつかの制限があり、正しい服用方法が遵

善効果を比べた試験になります。

守されないと十分な効果が発揮できない薬剤のた

26 週において、HbA1c のベースラインからの

め、薬剤師の服薬指導が重要であると考えます。

変化量
（平均±標準偏差）は、3mg 群で -1.1 ± 0.8%、
7mg 群 で -1.7 ± 0.8%、14mg 群 で -1.7 ± 0.8%、
リラグルチド 0.9mg 群で -1.4 ± 1.1% 及びプラセ
ボ群で -0.2 ± 0.7% でした。リベルサス 錠 7mg 群、
®

１）International Diabetes Federation：Diabetes
Atlas Third Edition, 2006
２）Potts JE, et al：The effect of glucagon-like

14mg 群はリラグルチド 0.9mg 群より HbA1c の

peptide 1 receptor agonists on weight loss in

ベースラインからの変化量は高い結果となりまし

type 2 diabetes: A systematic review and

た。

mixed treatment comparison meta-analysis.
PLoS One,10: e0126769, 2015

有害事象について４）

３）リベルサス®錠添付文書
４）リベルサス®錠インタビューフォーム

臨床試験の結果、重大な副作用として低血糖、
急性膵炎などが報告されています。低血糖はイン

（文責：日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部 宮内秀典）

スリン製剤又はスルホニルウレア剤と併用時に発

図1

SNAC の効果について

経口投与されたセマグルチドの吸収は SNAC により
促進される
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SNAC は多量体を形成したセマグルチドを単量体へ
と変化させるとともに、pH を局所的に上昇させ、タ
ンパク質分解酵素による分解からセマグルチドを促
進する

Q

新型コロナウイルスワクチンについて
教えてください

A

二重膜に包まれており、筋肉注射により筋肉細胞

はじめに

の細胞質に取り込まれスパイク蛋白に翻訳され

新型コロナウイルス感染症の発生から異例の速

る。RNA 自身に Toll like Receptor7 などを介し

さでワクチン開発が進み、予防手段としてワクチ

たアジュバント効果が期待されるため、これまで

ンに大きな期待が寄せられている。本稿では新型

のワクチンと異なりアジュバントが含まれていな

コロナウイルスワクチンの特徴、副反応や注意点

い。開発にかかる期間が従来のワクチンより大幅

などについて概説する。

に短縮できるのが大きな利点であるが、mRNA
は温度変化に弱く極めて壊れやすいため、超低温
での保存が必要となる。保管・配送時の温度管理

新型コロナウイルスワクチン１）, ２）

はワクチンの品質を保つ上で非常に重要である。

表 1 に主な新型コロナウイルスワクチンの情報

一方、アストラゼネカ社やジョンソン & ジョン

を示す（2021 年 4 月 30 日現在）。ファイザー社

ソン社のワクチンは、新型コロナウイルスの表面

やモデルナ社のワクチンは、新型コロナウイルス

にあるスパイクタンパク質の遺伝子情報を、弱毒

のスパイクタンパク質をコードするメッセン

化したアデノウイルスを使って体内に入れること

ジャー RNA（mRNA）を使用している。mRNA

で、新型コロナウイルスに対する免疫が誘導され

とポリエチレングリコール（PEG）複合体が脂質

る仕組み（アデノウイルスベクターワクチン）で

表 1．新型コロナワクチン（2021 年 4 月 30 日現在）
企業

ファイザー社

武田／モデルナ社

アストラゼネカ社

国内承認

2021/2/14

―
（2021/3/5 申請）

種類

mRNA ワクチン

mRNA ワクチン

―
（2021/2/5 申請）
アデノウイルス
ベクターワクチン
筋肉注射
2回
28 日
0.5ml

投与方法
投与回数
間隔
1 回投与量
保存温度

希釈

備考

筋肉注射
2回
21 日
0.3ml
－ 75 ± 15℃：6 か月
－ 20 ± 5℃：14 日
※ 1 回に限り再度－ 90 ～
－ 60℃に戻し保存可能
2 ～ 8℃：5 日
1 バイアルを生理食塩液
1.8mL にて希釈
・超低温冷凍庫で保存
・解凍後は 5 日以内に使用
・希釈後、室温で 6 時間

筋肉注射
2回
28 日
0.5ml
－ 20 ± 5℃：6 か月
2 ～ 8℃：30 日
※ 6 か月の有効期間中 2 ～ 8℃：6 か月
に限る
不要

ジョンソン &
ジョンソン社
―
（治験実施）
アデノウイルス
ベクターワクチン
筋肉注射
1回
0.5ml
2 ～ 8℃：3 か月

不要

不要

・低温冷凍庫で保存
（一度針をさしたも
（一度針をさしたもの の以降）
以降）
2 ～ 8℃で 48 時間
2 ～ 25℃で 6 時間
解凍後の再凍結は不可

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き（2.1 版）より一部改変
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あり、
従来のワクチンと同様の温度管理（2 ～ 8℃）

96.8％）および 2 回目接種 17,376 例（87.7%）の

でよい。

健康観察日誌から、1 回目接種後の発熱（37.5℃

新型コロナウイルスワクチンに関しては、異な

以上）は 3.3％であったが、2 回目は 38.0％と高

るワクチン間との干渉や安全性に関する情報が不

率であった。接種部位の疼痛は 90％を超える被

足しており、
他の予防接種を同時に行わないこと、

接種者が自覚し、接種翌日が最も頻度が高かった。

また、
前後に他の予防接種を行う場合においては、

1 回目に比べ、2 回目接種では接種翌日に頭痛

原則として 13 日以上の間隔をおく必要がある。

（50%）、全身倦怠感（70%）を自覚した。副反応
の発現頻度は若年者・女性が高かった。健康観察
日誌の自由記載副反応から、腋窩リンパ節腫大を

ワクチン接種後の副反応

含む反応性リンパ節腫脹が 2％強にみられた。

先行接種が行われた医療従事者を対象に、ワク

反応性リンパ節腫脹は、がんのリンパ節転移と

チン接種者の最終接種 4 週後までの安全性を調査

誤認される可能性がある。新型コロナウイルスワ

する前向き観察研究が実施された 。接種後 8 日

クチンを接種した患者の腋窩リンパ節腫脹の管理

目以降に回収した 1 回目接種 19,173 例（全体の

に関する推奨事項として、米国のブレストイメー

３）

表 2．ブライトン分類におけるアナフィラキシーの症例定義
レベル
必須基準
レベル 1
レベル 2

2-1
2-2
2-3

レベル 3
レベル 4
レベル 5
臓器
皮膚 / 粘膜症状

循環器症状

呼吸器症状

消化器症状

臨床検査

基準
突発性の発症
徴候および症状の急速な進行
2 つ以上の多臓器の症状
1 つ以上のメジャー皮膚症状および 1 つ以上のメジャー循環器症状（または / および 1
つ以上のメジャー呼吸器症状）
1 つ以上のメジャー循環器症状および 1 つ以上のメジャー呼吸器症状
1 つ以上のメジャー循環器症状（または 1 つ以上のメジャー呼吸器症状）および 1 つ以
上の異なる器官（循環器および呼吸器は除く）で 1 つ以上のマイナー症状
1 つ以上のメジャー皮膚症状および 1 つ以上のマイナー循環器症状（または / および 1
つ以上のマイナー呼吸器症状）
1 つ以上のマイナー循環器症状（または呼吸器症状）および 2 つ以上の異なる器官 / 分
類から 1 つ以上のマイナー症状
十分な情報が得られておらず、症例定義に合致すると判断できない
アナフィラキシーではない（診断の必須条件を満たさないことが確認されている）
メジャー症状
マイナー症状
□全身性蕁麻疹 もしくは 全身性紅斑
□発疹を伴わない全身性掻痒感
□血管浮腫（遺伝性のものを除く）
、局所もし □全身がちくちくと痛む感覚
くは全身性
□有痛性眼充血
□発疹を伴う全身性掻痒感
□接種局所の蕁麻疹
□測定された血圧低下
□末梢性循環の減少（以下の 2 つ以上）
□非代償性ショックの臨床的な診断（以下の 3 ・頻脈
つ以上）
・血圧低下を伴わない毛細血管再充満
・頻脈
時間（3 秒より長い）
・毛細血管再充満時間（3 秒より長い）
・意識レベルの低下
・中枢性脈拍微弱
・意識レベル低下もしくは意識消失
□両側性の喘鳴（気管支痙攣）
□持続性乾性咳嗽
□上気道性喘鳴
□嗄声
□上気道腫脹（口唇、舌、喉、口蓋垂、喉頭） □咽喉閉塞感
□呼吸窮迫（以下の 2 つ以上）
□くしゃみ、鼻水
・頻呼吸
□喘鳴もしくは上気道性喘鳴を伴わな
・補助的な呼吸筋の使用増加（胸鎖乳突筋、肋 い呼吸困難
間筋など）
・陥没呼吸
・チアノーゼ
・喉音発生
―
□下痢
□腹痛
□悪心
□嘔吐
―
□通常の上限以上の肥満細胞トリプ
ターゼ上昇
薬剤疫学 Jpn J Pharmacoepidemiol, 202 Dec 2015：57 より作成
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４年目に向けて～病院と共に～
医療法人徳洲会

大和徳洲会病院

薬剤部

友松

郁美

当院がリニューアルオープンしてから４年目に入りました。オープニングスタッフとして就
職し、私の薬剤師歴も４年目を迎えることとなりました。41 床から始まり、稼働していない
無人の病棟もあったところから、今では 248 床とすべての病棟が開棟しました。地域に根付く
中規模病院として機能しています。開院当初から私を入れて 4 人の同期と共に、切磋琢磨し、
今でも支えあえる仲間と仕事ができていることを感謝しています。
さて、薬剤師として 3 年間病院で学んできました。現場にでれば薬剤師として意見を求めら
れ、新人であるということは通用しません。国家試験を合格しても分からないことがいっぱい
あり、先輩に教えていただいたり、自分で調べたりなど知識の上塗りの毎日です。最初は返答
に窮してしまうことも多く、医師や看護師とのコミュニケーションをとる際は、不安や戸惑い
も大きかったこともいい思い出です。今は主に病棟につくことが多く、患者へ服薬指導や容態
の確認など、病院に就職を決めた際に一番やりたかったチーム医療の一員としての仕事ができ
ていると思います。
病棟は去年秋頃から短期間固定で担当しており、外科が主体の病棟に配属となりました。や
はり外科となると手術目的の方が多く、持参薬の内容確認、術前の服薬状況や、術後の疼痛管
理が主な介入になります。術後の飲食再開に応じて術後中止していた内服薬の確認も必要とな
ります。疼痛では点滴、定時内服、頓服を使用して看護師とも連携しながらコントロールに努
めています。病棟が担当となることで、その科についての知識の習得はもちろんのこと、入院
から退院までの過程を見守っていけることは担当制ではなかった時とは違った良い点もありま
した。また病棟の看護師に「薬剤師さん」ではなく、「○○さん」と名前で呼ばれることは受
け入れてもらえる気がして密かに喜びがありました。ここまで思い返してみると、最初は病棟
へ上がった際、他のスタッフに受け入れてもらえるのか、患者の指導は誰を行けばいいのかな
ど、病棟に行くのにも緊張していた私も亀の歩みではありますが、少しずつ成長できているの
だなと思いました。
この 3 年の間でもう一つ私は任されたことがあり、それは感染制御です。週に１回の ICT
ラウンドや広域抗菌薬使用患者の確認、長期投与患者の確認などを主に行っています。もとも
と興味のあった分野であり、経験年数の少ない私にも仕事を任せてもらえることは嬉しくもあ
り、やりがいを持っています。抗生剤の適正使用が重要視されている昨今ではありますが、私
自身の知識量も少なく、当院での適正使用に関してはまだまだ改善の余地がありそうです。い
ずれは AST を創設していけたらいいなと思っています。
こうして病院と共に歩み続けてきましたが、病院も私自身もまだまだ成長できるのではない
かと思っています。この文章が掲載される頃にはリニューアル後、初の実習生が来てくれてい
ることでしょう。病院薬剤師の良さを少しでも伝えることができればいいなと思っています。
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実務実習指導を通じて今思うこと
大和市立病院

薬剤科

三田

恭平

私が大和市立病院に勤めて 12 年という月日が経ちました。現在は病棟薬剤業務や薬剤師外
来といったさまざまな臨床業務のほか、後輩育成や学生指導など教育に携わる仕事にも従事さ
せていただいております。この十数年を振り返っただけでも薬剤師業務が大きく変わりつつあ
ることを実感します。それと同時に、私がさまざまな臨床経験を積むことができる環境があっ
たのは、かつての 100 点業務から近年においては病棟業務実施加算へと診療報酬改定を経て、
薬剤師諸先輩方が築かれた礎によるものであることを常々感じています。
私は現在、実務実習での学生指導も担当させていただいています。実習の中では薬学生に疑
義照会や処方提案などを体験させていきますが、その際に薬剤師の行動に伴う「責任」という
ものについて議論をする場面があります。当然ながら、このこと自体は実習の中においては、
とても重要なものだと考えています。一方で、このような議論が始まると一部の薬学生の表情
が少し曇ってしまうことがあります。薬学生の「私もやりたい」と思う気持ちを削がないよう
に、いかにこの「責任」というものを伝えていくかということに少し頭を悩ませることがあり
ます。実際、臨床の現場でやってこられている多くの薬剤師の先生方は、この責任ある仕事が
「楽しい」に変わっていった瞬間がそれぞれにあったのだと思います。私自身も、毎日充実し
た薬剤師としての日々を「楽しく」やってこられており、そのための転機となる場面もいくつ
かありました。薬学生には、これと同じ感覚を少しでも味わってもらえないかと試行錯誤を重
ねています。
大和市立病院は 403 床を有する大和市の地域医療を担う基幹病院です。私が薬剤師になって
数年が経ったその当時、当院では、がん性疼痛に用いられる麻薬は院内調剤を行っていました。
投薬窓口で患者さんの痛みの様子などを細かく聞き取りを行うと、痛みに対するオピオイドの
ベース用量が明らかに不足しているとか、便秘が続いているのに下剤が全く処方されていない
などということが多くありました。そこで、当院ではオピオイド薬の使用患者に対して診察前
に薬剤師面談を行い、痛みや副作用の評価を行った上で医師に対して処方提案を行う薬剤師外
来を開始しました。
私はこの薬剤師外来をメンバーの一員として担当させてもらう機会をいただき、勇気を出し
て挑戦することにしました。毎回、患者面談が終了する度に先輩薬剤師にところへ走って行き、
やっとの思いで処方提案用紙に医師への提案を書き込みました。そして、自分の処方提案の通
りに患者に処方がされました。次回の診察日、痛みは軽減したのか？オーバードーズになって
いないだろうか？といった緊張の中で患者と再び会いました。次第に、自身の介入が患者のた
めになったと思える瞬間を感じることもできました。この薬剤師外来に参加できたことで、薬
剤師としての行動が患者の QOL を直接改善していくことに気持ち良さと重い責任を感じるこ
とができました。それまでは頭の中だけで理解していたことを、初めて身をもって体感するこ
とができた瞬間だったと思います。さらに、この「重い責任」のおかげで、その後も患者のた
めに自己研鑽を積んでいくのだというモチベーションを持ち続けることができています。この
時経験できたことは、現在の私にとっては原点というべきものなっていると思います。薬剤師
外来に奮闘していたある日、先輩薬剤師が「楽しい？」と私に尋ねてこられた際、
「楽しいです」
と即答できたことを鮮明に覚えています。
近年、病院薬剤師を希望する薬学生が少ない状況を耳にしますが、病院に勤めてきた薬剤師
としては、一人でも多くの薬学生が病院の薬剤師に将来は目を向けて欲しいと思ってしまいま
す。実習の最終日に笑顔で挨拶をしてくれる実習生を見送る際に、こんなことを考えてしまい
ます。私がかつて経験させていただいた「楽しい」瞬間を少しでも伝えられただろうか？
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薬と私、薬剤師となった私
社会医療法人三栄会

中央林間病院

薬剤科

佐藤

淑江

幼少期はわんぱく少女でした。ただ消化器系が弱く、トイレから出られないことも多く遅刻
や欠席も多かったです。もちろん病院受診もしていましたが、対症療法でしたので同症状を繰
り返していました。
漢方薬を勧められ、それが自分には合っていたのか、少しずつ病院受診回数が減り、遠出も
苦ではなくなりました。これは、初めて漢方薬という薬に興味を持った出来事でした。
遠出をしたある日の夜、初めて蕁麻疹が出ました。病院受診するも改善せず、肌着やシーツ
が肌に触れるだけで痒みというより痛みで眠れず、処方された塗り薬を母に塗ってもらう日々。
内服薬をもらっても変わりなく、「根気よくやっていこう」と言われるばかり。今となっては、
小児だったから薬も限られていたのだろうと思えますが、当時は変わらない状況に対し、学校
生活と病院受診の両立が難しいという理由で受診を辞めてしまいました。
年頃になって、外見を気にするようになり服装にも興味が出てきました。そこで数年振りに
受診再開。年齢が上がったこともありますが、新しい抗アレルギー薬が出ていて、薬剤選択の
幅が広がりました。また食事や入浴方法などの生活指導も受けました。おかげで少しずつ膨隆
疹が減っていき、症状なく過ごせる日々が増えていきました。これは、薬剤指導を行う薬剤師
という職業に興味をもち、目指すきっかけになりました。
実際に自分が薬剤師になり、薬の使用には年齢・体重・肝腎機能・既往歴、様々な因子を考
慮しなければならないことを知りました。奥が深い仕事だと思うとともに、まだまだ自分の知
識の少なさを感じました。何からやれば良いのか…。
まずは、添付文書や書籍を用いて 1 日 1 剤ずつ勉強する事から始めました。それと同時に神
奈川県病院薬剤師会主催の合同研修会に参加。これは、短い時間で病態とその治療薬を勉強出
来てお勧めです。
つぎに漢方薬についてどのように勉強していいか分からず、大学の中医学講座受講に行きま
した。保険診療での漢方薬とは異なりますが、その違いも勉強出来て面白かったです。
さらに、院内感染対策講習会、緩和ケア研修会、臨床実地修練にも参加しました。他病院の
異なる職種の方と話す機会も多く、沢山の刺激を受け視野も広がりました。
特に印象に残っているのは、栄養サポートチーム（NST）専門療法士の認定資格取得のた
めの、臨床実地修練です。病棟回診とカンファレンス、それに院内勉強会にも参加させていた
だきました。限られた設備・人員の中で早期退院に向け栄養面からアプローチしていきます。
検査等で現在の状態を把握し、リハビリ・食事・薬等で栄養状態改善を図っていきます。毎週、
実際に病棟まで行きスタッフや患者さんとやり取りし、連携の取り方や指導方法さらには医師
への提案方法など、どれも参考になる貴重な体験でした。
働き始めた頃、「薬剤師の佐藤です。」と名乗ることが気恥ずかしかったのですが、沢山の経
験のおかげで、堂々と名乗れるようになってきました。まだまだ伸び代が残っていますので、
この先も堂々と名乗れるように研磨していこうと思います。
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実務実習～今日までを振り返って
南大和病院

薬剤部

渡邉

由規

ついこの間、国家試験が終わり、就職のため地元を離れ神奈川に引っ越してきたと思ったら
いつの間にか丸三年が経っていました。今回「くすりの広場」への寄稿の機会をいただき、何
を書こうか悩んだ末、自分の実務実習～今日までを振り返ってみたいと思います。
実習前は就職に対して明確なビジョンはなく、なんとなく病院の方が学べるのかなぐらいの
認識でした。そしていざ病院実習が始まるとその病院の薬剤師さんがチーム医療の一員として
医師、看護師等の他職種の方々と話し合いながら患者さん一人一人と向き合いより良い医療と
は何かを日々追及している姿を見て自分もこうなりたいと強く思い病院薬剤師を志しました。
そして薬剤師として就職したての当時、実務実習、国家試験と数々の山を乗り越えてきたの
だから自分は何でもできると慢心のような自信に満ち溢れていました。しかし、実際に働いて
みると調剤ではミスを連発し、医師、看護師からの問い合わせにも全く対応できませんでした。
自分の慢心、無力さを感じた瞬間でした。患者さんの持参薬を当院薬で代用する場合は何を提
案するべきなのか、薬剤 A と薬剤 B は同一ルートで投与してよいのか、フィルターは使える
のか、内服を注射薬に切り替える際の換算方法等多岐にわたる問い合わせに対し一つ一つ調べ
ながら答えるのに必死でした。今になって思い返してみると薬学生に毛が生えた程度の知識し
かない自分を頼ってくれた先生方や看護師さん、いつも支えて助けてくれた先輩方、そして患
者さんには感謝しかありません。
２年目、３年目になってくると徐々に調剤から病棟業務へとシフトしていきました。特に３
年目では外科病棟を担当し患者さん一人一人の訴えや服薬状況などを把握しその患者さんに対
して何ができ、何をするべきなのかを考え行動に移し、時には医師、看護師、栄養士、リハビ
リスタッフと意見交換をします。大変なこともありますがかなりやりがいのある仕事であり病
院薬剤師の醍醐味ともいえます。その中でも周術期の薬剤管理として術前に止めていなければ
ならない薬をチェックし実際に止まっているかを患者さんから聞き取り確認する作業はかなり
神経をすり減らしました。外来を受診する際に服用しているすべての薬を正直に申告している
とは限らず特にサプリメントについては話していないケースも稀にありました。入院時の初回
面談で初めてそれを発見した際「もし見落としていたらどうなっていたのだろう」と考え、血
の気がサーっと引いた感覚は今でもはっきり覚えています。
そして現在４年目を迎えて病棟業務に加え、専門分野への研鑽を強化しさらなるステップ
アップを目指しています。私は現在糖尿病チームに所属しています。チームの活動としては糖
尿病新聞の作成、透析予防指導加算に基づいた指導を行っています。透析予防指導に関しては
まだまだ手探りな部分もありますが患者さんが前向きに正しく治療を進めるために自分が薬剤
師としてできることを考え実行していきたいです。
さらに４年目を迎えたことでもう一つ目指しているものがありそれは実務実習指導薬剤師で
す。指導薬剤師の資格を得るにはまだ二年の実務経験が足りませんが、自分自身が病院薬剤師
を具体的に志したのは実務実習がきっかけであり、実際に働いてみて薬剤師が直接命を救った
り、病気を治すことはなくても治療を円滑に進めるためには薬剤師は欠かせない存在であると
考えています。当院に実習に来る学生には病院薬剤師の魅力が少しでも伝わるように努力して
いきたいと思います。
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俳句と服薬指導
医療法人社団

増田厚生会

清川遠寿病院

薬局

根岸

美雪

以前、俳句を趣味にしていた。私はもともと日本文学を専攻していて、大学の卒業後は母校
の研究室で５年間事務職をしていた。薬科大学に入ったのは 28 歳の時である。その、研究室
で働いていた時、教授に誘っていただいて俳句部に入ったのが、句を詠み始めたきっかけだ。
研究室の仕事が終わってから学生と教授と空き教室に集まり、作ってきた句を詠んでお互いに
批評や、感想を言い合う。教授は近代文学の俳句が専門だったので、詠み方の基礎からしっか
り教えていただいた。夏休みにはみんなで長良川に旅行に行ったりした。鵜飼を見学した後、
旅館に帰って句会をする。とても楽しい思い出である。
さて、当院は神奈川県厚木市のとなり、神奈川県清川村にある、精神・神経科の単科病院で
ある。統合失調症、気分障害、うつ病、アルコールやその他の薬物依存など、幅広い分野を取
り扱っている。一般の精神科病棟 3 病棟 (172 床 ) と、主に長期の入院治療を必要とされる患者
様のための精神療養病棟３病棟 (153 床 ) の２種類の病棟がある。私がこの病院に入植したのは
2018 年で、その前は横浜で、肛門科の病院薬剤師として働いていた。
精神科の薬剤師になって、困ったのが患者様とのコミュニケーションだ。統合失調症をはじ
めとする精神障害の主要な症状のひとつに認知機能障害がある。周囲のさまざまな情報や刺激
に対して、必要なものだけに注意を集中することができなかったり、細かなことにこだわって
全体を把握できなかったりする方も多い、一方、精神疾患の治療薬には副作用が多く、ハイリ
スク薬に分類されているものも多い。また、服用を続けるのが症状を悪化させないためには重
要だが、説明してもなかなか理解してもらえない。伝えたいことはたくさんあるのに、理解し
ていただくことが難しいという、新米薬剤師のような悩みを抱えることになった。
色々考えた末にふと思いついたのが、患者様とのコミュニケーションって、俳句の作り方と
似ているんじゃないかな、ということだ。俳句初心者の陥りやすい失敗に、まず１つ、詰め込
みすぎがある。
例えば、渓流での鮎釣りの句を詠みたいとき、渓流・木洩れ日・鮎のいずれも描きたいと詰
め込みすぎると、句の焦点がぼやけてわかりにくくなってしまう。そこで、詠む人の興味の中
心が「鮎」なのか「渓流」なのか絞り込むように指導される。
意外とこれができていなかった。前職の病院では入院期間の平均が 10 日と短かったので、
伝えたいこと、聞きたいことは１回で済ませないと患者さんは退院してしまう。当院では患者
様はもっと長く入院していることが多いので、時間をかけて信頼関係を築けばいい、というこ
とに気づくのに、少し時間がかかった。それからは、患者さんが興味のあるようなことに焦点
をあてながら信頼関係を築いていき、徐々に副作用など、患者様に不利益な事柄も話すように
心がけている。
次に、俳句を作るうえで気を付けなければいけないのは、独りよがりである。これは、俳句
初心者ももちろんだが、プロでも陥ることがある。
かつて、ルビ俳句という技法が作られたことがある。「いよよ孤独 ( ヒトリ ) の天 ( ソラ ) 吹
かる木守の柿ぞ（河東碧梧桐）」の様に、句の言葉以外の表現も、いわば当て字的に使う技法
ある。現代だと「宇宙」と書いて「ソラ」と読んだり、「強敵」と書いて「トモ」と読んだり
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するのに近いかもしれない。句にルビで別の言葉を振ることで、心理表現や作者の詩的な感情
を表現しようと始まったものだが、独りよがりで訳が分からないと当時の文壇からは絶不評で、
提唱者の１人である河東碧梧桐からは弟子たちが離れていき、俳壇を引退する一因にもなった。
これは服薬指導でもいえることだと思う。専門用語を使わず、なるべく易しい言葉で具体的
に説明しよう、とは心がけていても、業務が押していると自分が話したいことだけを並べ立て
て、それで満足してしまいそうになる。これではいけないと思い、なるべく患者さんの話した
いこと、聞きたいことを優先して聞き出すように心がけている。
そんな風に考えながら指導を続けていたら、あまり発語がなく疎通がとりにくいと思ってい
た患者さんから、先日初めて「今度いつ来てくれますか」と聞かれた。すこしはお役に立てた
かと思っている。
清川に

白き浮島

初桜

久しぶりに読んでみた句である。本厚木駅から当院へむかう道すがらは、春は桜、初夏には
茶畑と、一句詠みたくなるような風景がたくさんある。しばらく俳句からは離れてしまってい
たが、コロナが明けたらまた俳句を詠みに出かけたいと思っている。
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編集後記
エクセルのマクロ機能でデータベースを作ってみた。似
た事例をネットで探して、暗号をコピペして、何とか完
成。今の子供達はプログラミングを小学校から学ぶそう
で、このコンセプトが凄い。単にスキルを学ぶのではな
く、その過程で論理的思考を身につけ、課題解決に向けて
やり抜く力を育成するのだそう。教材も面白そう。
Youtubeや誰かのネット記事を見て必死に暗号をコピペす
る私の姿は、笑われてしまうかな？

（H.U.）

神奈川県病院薬剤師会雑誌 第53巻2号
令和3年7月30日発行
編集発行

公益社団法人神奈川県病院薬剤師会
〒235-0007 横浜市磯子区西町14-11
神奈川県総合薬事保健センター406号室
TEL 045-761-3345 FAX 045-761-3347
http：//www.kshp.jp/

発行責任者

金田
喜古

委

員

青野 裕子／井口
小杉 満孝／後藤
竹島 秀司／冨田
藤巻 智則／宮坂
五十嵐 文／島本
米澤 龍

印

刷 （株）横濱大氣堂
〒231-0016 横浜市中区真砂町4-40
TEL 045-641-4161

光正
康博
恵美子／宇野 洋司
洋仁／齊藤 達郎
彰子／野村 恭子
優人／山崎 勇輝
一志／瀬川 亮

