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研究要旨：
食物による気道閉塞が原因で死亡する事例は、近年 4,000 例を超え、年々増
加傾向にある。しかしながら、どのような食物が窒息の原因になるか、またど
のようなヒトとヒトの特徴が窒息を招きやすいか、など食物の要因とヒトの要
因についての実態は明らかでない。
そこで本研究は大きく３つ（現状分析、食物の要因分析、ヒトの要因分析）の
点から研究を遂行した。結果の概要は以下の通りである。
1. 調査対象の消防本部及び救命救急センターにおける窒息事故の調査結果
・窒息の原因となった食品の種類は多様であり、その中で炭水化物の食品が
多くを占め、最も多かったのが餅であった。
・食品による窒息の事故は、乳幼児と高齢者におこっており、特に高齢者で
多かった。
・傷病程度では、消防本部では死亡 65 例、重症 227 例であり、救命救急セ
ンターでの転帰では、死亡 378 例、救命 257 例、不明 9 例で、死亡が救命
を上回っていた。
2. 原因食品の物性把握
・窒息事例で最も多かった餅の物性は口に入る時の 50～60℃では軟らかく、
付着性が小さい（伸びやすい）が、餅の温度が（体温に近い 40℃程度）低
下すると硬くなり、付着性も増加する特性が窒息の大きな要因になると推
察された。
・こんにゃく入りゼリーは、室温に比べて冷温で、かたさ応力、付着性、
破断応力のすべての物性評価項目で測定値が増加する傾向にあり、冷やし
て食べる食べ方が窒息の一つの要因になると推察された。
3. 窒息事故のヒト側の要因分析
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・扁平で幅広の咽頭腔の形態や咽頭から喉頭・気管へ続くエアウェイの角
度などのヒト側の加齢による特徴的な変化について窒息の原因となった
食物形態や物性との関連をみる必要性が示唆された。
・咀嚼を要する固形食品が破砕処理の不十分な状態で咽頭進行すると、咽
頭クリアランスが不良で運動の代償が不十分となり、窒息のリスクが高ま
ることが推察された。
今回の研究結果から、窒息の原因となる食品は多岐にわたることが把握でき
た。また、同一食品においても窒息のリスクは食品の形や物性・温度などが大
きく影響する可能性が高いことも判明した。さらにヒト側の要因としてリスク
が高い年齢があり、咽頭腔の形態特徴や嚥下機能などリスク要因を考慮するこ
との必要性が示唆された。
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Ａ

研究目的

な研究が行われていない上、窒息事故

食品の摂取に伴う小児の窒息事故

の原因となった他の食品についても、

については、独立行政法人国民生活セ

どのような食品で、どれほどの窒息事

ンターが平成19年７月に「ミニカップ

故が起きているのかという実態に関

タイプのこんにゃく入りゼリーによ

する正確なデータがない状況であり、

る事故防止のために―消費者への警

基礎的データを収集することが必要

告と行政・業界への要望―」を発表し、

である。

その中で、内閣府、厚生労働省、農林

本研究の大きな目的は、全国各地の救

水産省に対して行政的対応を求める

急救命センターや消防局等関係機関

等、社会問題となったところである。

の協力により、窒息事故（原因食品や

しかし、ミニカップ入りゼリーによ

基礎疾患の有無等）を調査し、疫学的

る窒息事故の原因については、科学的

に、食品の性質や温度差がどの程度事
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故に寄与したかを明らかにすること

比較した。二つ目は窒息を意識した嚥

にある。また、窒息事故の原因となる

下機能時の咽頭・喉頭における食塊の

食品に対するリスクについて食品の

動きを解析した。

物性特徴やヒト側の要因を分析し、食

食品の種類や物性にのみ偏りがち

品衛生法等による規制の可否を判断

な窒息の原因を、ヒト側、食品側の両

するための基礎的データとする。

面から原因分析を行い、窒息事例の現
状把握と、窒息のリスクファクターの

Ｂ

研究方法

解明を試みた。

本研究は大きく３つ（現状分析、食

１．窒息事故の現状把握調査

物の要因分析、ヒトの要因分析）の点

①消防本部及び②救命救急センタ
ーを対象として実施した。

から研究を遂行した。
第１は窒息事故の現状把握である。

①消防本部への調査は、消防庁の協

食品による窒息事故の現状を明らか

力により東京消防庁及び各政令市消

にするために、消防本部及び救命救急

防局 18 ヶ所を対象とし、メールによ

センターを対象として平成 18 年一年

り調査票を配信し、回答を得た。

間の事故例を収集し分析した。

②救命救急センターは、全国 47 都

第２は窒息事故の原因食品の物性

道府県において平成 19 年 11 月現在登

把握である。窒息の原因となりやすい

録されている 204 ヶ所を対象として、

食品の物性に対する従来のテクスチ

質問紙を郵送配布・回収した質問内容

ャー解析について、食物摂取時の食物

は、発生日時、年齢、性別、原因物質

環境（冷やして食べる、熱くして食べ

（食品）、窒息時の状況、バイスタン

る）を考慮して、同一食品の温度によ

ダー（家族など）による応急処置の有

る物性の変化について解析を行った。

無、基礎疾患の有無の共通 7 項目の他、

第３は窒息事故のヒト側の要因の

①では傷病程度、呼吸停止状態の有無

把握である。食品によりヒトが窒息す

（ＣＰＡ含む）の有無、救急隊による

る場は咽頭から喉頭である。そこで一

救急救命処置の有無の 3 項目を加えた

つは咽頭・喉頭領域の解剖学的特徴に

全 10 項目、②では転帰、基礎疾患の

ついて、三次元造形装置を用いてエア

有無の 2 項目を加えた、全 9 項目であ

ウェイの造形模型の精度と作成方法

る。また事故事例のあった期間を①で

について検討し、形態の加齢について

は平成 18 年 1 月 1 日から 12 月 31 日
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までの 1 年間とし、②では平成 19 年 1

になるかについて検討を行った。

月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間と

３．窒息事故のヒト側の要因

した。調査は平成 20 年 2 月に実施し

窒息の場であるエアウェイの三次

た。消防本部は 12 か所から回答され

元描出画像描出精度で、軟組織である

た 724 例を分析した。救命救急センタ

咽頭部についてはコンビーム CT の

ー（病院）は 75 か所から回答された

P-mode が他の三次元描出画像に比べ

603 例について分析を行った。

精度が優れており、これまでほとんど

２．原因食品の物性把握

なされていなかったエアウェイの詳

高齢者の窒息事故の原因食品とし

細な造形模型が作成可能となった。こ

て「雑煮の餅」が多いことから、市販

のシステムを使用して、幼児、成人、

の切り餅および、市販されている高齢

高齢者についてエアウェイの造形模

者向け「餅」を用いて、雑煮として提

型を作製して形態的な特徴について

供する調理条件を用いて餅の物性に

検討した。

及ぼす温度の影響について分析した。

さらに 3 次元画像上で窒息と関連深い

テクスチャー特性の測定条件は、厚生

咽頭最狭部の形態および面積・容積に

労働省が提示している高齢者用食品

ついての検出方法について検討を行

の測定方法に準じた検討を行った。

った。

一方、小児と老人の両方に窒息事故

ヒトの嚥下機能面の研究は、健康成

の報告があるミニカップタイプのこ

人に嚥下様式は50% w/vバリウム液

んにゃく入りゼリーについては、厚生

10mlの命令嚥下（液体命令嚥下）と，

労働省が提示している高齢者用食品

バリウム含有コンビーフ8gを咀嚼さ

の測定方法に加えて、ヒトの口腔での

せた嚥下（CB咀嚼嚥下）、バリウム含

食物処理を考え、解剖学的な口蓋の形

有コンビーフ8gを咀嚼せずに丸飲み

態（ドーム形）を模した容器と舌を模

（CB命令嚥下）の3種を設定した。

したプランジャーによる物性測定シ

30フレーム毎秒で録画されたVF動

ステムの小児用及び高齢者用にて測

画は、パーソナルコンピュータ(iMac,

定を行った。特に冷温で食べることが

Apple)を用いビデオ編集ソフトウエ

多いことから室温と比較した。温度に

アー（iMovie, Apple）を応用して繰

よる物性変化について検討して、冷温

り返しスロー再生、静止再生、リバー

での摂取がリスクを増加させる要因

ス再生などを行い解析した。
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Ｃ

76.0％、10 歳未満が、12.0％を占めて

結果
１．窒息の現状調査結果

いた。

回収できた消防本部が対象として

傷病程度では、死亡 65 例、重症 227

いる人口を平成 20 年 3 月の将来人口

例であった。

推計で見ると約 2,850 万人であり、こ

原因食品の食材または献立名で記

れは全人口の約 22％に相当している。

載のあった 541 例のうち食品成分表に

例数として 700 例以上の例数が回収で

よって分類できたのは、432 例であっ

きたことから、この資料の分析は意義

た。「穀類」が最も多く 211 例で、そ

があると考えられ、概要を把握するこ

のうち「もち」が 77 例、いわゆる「米

とができると思われる。また、救命救

飯（おにぎりを含む）」61 例、「パン」

急センターの事例も 600 例あり、消防

47 例、
「粥」11 例であった。次いで「菓

本部の例数と比較しても少なくなく、

子類」62 例「魚介類」37 例、
「果実類」

資料の分析は意義があると考えられ、

33 例、「肉類」32 例、「いも及びでん

これら 2 つの調査方法によって窒息の

粉類」16 例（内しらたき 4 例、こんに

現状についての概要を把握すること

ゃく 2 例）あった。「菓子類」のうち

ができたと思われる。

「あめ」22 例「団子」8 例で「ゼリー」

食品による窒息の事故は、乳幼児と

4 例、
「カップ入りゼリー」は 8 例であ

高齢者におこっており、特に高齢者で

った。年齢がわかっているもので「も

多かった。これは人口動態統計と同じ

ち」
「カップ入りゼリー」をみると、
「も

傾向にあった。原因食品は多岐にわた

ち」では、「1～4 歳」1 例、「45～64

っており、「もち」だけでなく、ご飯

歳」6 例、「65～79 歳」27 例、「80 歳

類など穀類で事故を起こす可能性が

以上」31 例の合計 65 例、
「カップ入り

高いことが示唆されたことから、引き

ゼリー」は、「1～4 歳」2 例「65～79

続き詳細な分析をすすめる必要性が

歳」2 例、
「80 歳以上」3 例で、いずれ

あろう。

も高齢者が乳幼児よりも多かった。家

① 消防本部の回答の概要

族などの処置の有無については、「あ

性別は男性 50.3％、女性 49.7％で、

り」323 例、「なし」381 例であった。

年齢がわかっている 595 例の年齢分布

救命救急隊による処置は、「あり」

は 0 歳から 105 歳（平均 68.4 歳）で

446 例、
「なし」244 例であった。基礎

あり、割合では 65 歳以上が全体の

疾患については、「あり」270 例、「な
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し」198 例、「不明」205 例であった。

類」のうち「団子」15 例「あめ」６例

基礎疾患の有無と年齢をみると 10 歳

で「カップ入りゼリー」は 3 例であっ

未満において基礎疾患ありは 5 例で、

た。年齢がわかっているもので「もち」

年齢が 65 歳以上では、基礎疾患あり

「カップ入りゼリー」を見ると、「も

がなしを上回っていた。

ち」では「45～64 歳」6 例、「65～79

②：救急救命センター（病院）の回答

歳」44 例、「80 歳以上」41 例、「カッ

の概要

プ入りゼリー」は、
「5～9 歳」1 例「65

性別は、男性 50.9％、女性 49.1％

～79 歳」2 例で、いずれも高齢者が乳

であった。年齢がわかっている 602 例

幼児よりも多かった。家族などの処置

の年齢は 0 歳から 105 歳（平均 74.7

の有無については、
「あり」263 例、
「な

歳）であり、年齢分布は 65 歳以上が

し」203 例であった。基礎疾患につい

全体の 82.4％、10 歳未満が 4.3％を占

ては、「あり」417 例、「なし」73 例、

めていた。

「不明」77 例であった。基礎疾患の有
無と年齢をみると、10 歳未満でも基礎

転帰では、死亡 378 例、
救命 257 例、
不明 9 例で、死亡が救命を上回ってい

疾患ありが 7 例あり、65～79 歳では、

た。

「あり」が「なし」の約 6.5 倍、80
歳以上では同様に 7 倍であった。

原因食品をみると、調査①と同様に
食材または献立名で報告され、複数の

今回の結果から年齢や基礎疾患を

食材があがっているものも少なくな

考慮した食品摂取に伴うリスクの周

かった。記載のあったのは 486 例でそ

知の必要性が緊急の課題であること

のうち食品成分表によって分類でき

が示唆された。

たのは、371 例であった。食品成分表

２．原因食品の物性把握の結果

の分類では、「穀類」が最も多く 190

窒息事例で最も多かった餅は、温度

例で、そのうち「もち」が 91 例であ

が高いほど軟らかくなる傾向が見ら

った。「パン」43 例、いわゆる「米飯

れ、一般の市販の切り餅において顕著

（おにぎりを含む）」28 例、「粥」11

であった。高齢者向けに開発された餅

例であった。次いで「菓子類」44 例「肉

の温度の影響は少なかった。付着エネ

類」28 例、「果実類」27 例「魚介類」

ルギーに対する温度による影響も硬

25 例「いも及びでん粉類」19 例（内

さと同様の傾向を示した。凝集性につ

「こんにゃく」8 例）と続いた。
「菓子

いては 3 試料ともに温度の影響は小さ
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かった。実際に食べる状態を想定する

あり、窒息のリスク要因として大きい

と、50～60℃の状態は器から口に入れ

と推察された。同システムで幼児と成

た直後といえるので、軟らかく、付着

人、老人を比較したところ窒息のリス

性が小さい（伸びやすい）。しかし、

ク部位である中咽頭部の長さと幅が

口の中では、外気温や体温などの影響

幼児は成人に比較してかなり短く、老

で、餅の温度が低下し（40℃程度）、

人は喉頭下垂のために長くなってい

硬くなり、付着性も増加することがこ

る状態が視覚的に直接比較可能であ

の結果から予測される。

り、窒息の原因となっている食品の形

一方、ミニカップタイプのこんにゃ

態とヒト側のリスクとしてのエアウ

く入りゼリーについても室温に比べ

ェイの形態を関連させて検討するの

て冷温ではかたさ応力、付着性、破断

に有用であることが示唆された。

応力のすべての物性評価項目で測定

窒息のリスクを想定して食品を噛

値が増加する傾向にあった。冷温によ

まずに嚥下する食べ方を含めた嚥下

りかたさ応力のみならず付着性も変

造影検査の咽頭・喉頭部の動きの解析

化することは、咀嚼機能の未熟な小児

からは、コンビーフの命令嚥下の施行

や咀嚼機能の低下をきたした高齢者

で PRT（嚥下反射から食塊後端が食道

にとって、窒息の原因となる一つの要

入口部を通過するまで）は液体命令嚥

因であると考えられた。

下より有意に時間が延長し、食道入口

３．窒息事故のヒト側の要因分析の

部最大前後径はコンビーフ咀嚼嚥下、

結果

および液体命令嚥下よりも長かった。

窒息事故のヒト側の要因分析では、

また、下咽頭通過時間と舌骨挙上時間

三次元造形システムにより作られた

は各群の間で有意差を認めなかった。

模型を用いることにより、咽頭腔のエ

PRT ならびに食道入口部最大前後径は

アウェイの最狭部位の位置や同部位

咽頭クリアランスの指標になると考

の断面、最狭部位の三次元形態の特徴

えられる。そして、下咽頭通過時間と

などについての視覚的に容易に評価

舌骨挙上時間は咽頭期嚥下運動に伴

可能であることが示唆された。扁平で

う構造物の運動の指標にあたる。した

幅広の咽頭腔の特徴的な形態や咽頭

がって、咀嚼を要する固形物が破砕処

から喉頭・気管へ続くエアウェイの角

理の不十分な状態で咽頭進行すると、

度などは年齢によって異なる特徴が

そのような固形物では咽頭クリアラ

-7-

ンスが不良で構造物運動の代償が不

篤事例が集中したことなどが考えら

十分となり、窒息のリスクが高まるこ

れた。

とが推察された。

食品による窒息の事故は、乳幼児と
高齢者におこっており、人口動態統計

Ｄ

と同様に高齢者に多かった。原因食品

考察
１．窒息の現状調査

は、多岐にわたっていたが、摂食頻度

回収できた消防本部が対象として

が高いものは、事故を起こし易い傾向

いる人口のカバー率から推定して、こ

があることが示唆された。今後詳細な

の資料の分析は意義があり概要を把

分析をすすめなければならない。

握することができると思われた。救命

食品による窒息事故のリスクにつ

救急センターの事例数は 600 例余あり、 いて広く周知し、予防につとめること
消防本部の例数と比較しても少なく

が重要であると考えられた。

なく、同様に資料の分析は意義があり、

２．原因食品の物性把握

概要を把握することができると思わ

原因食品の物性の検討で、切り餅は

れた。

硬さと付着エネルギーの温度による

人口動態統計における「家庭内におけ

影響が大きかった。実際に食べる状態

る主な不慮の事故の種類別にみた年

を想定すると、50～60℃の状態は器か

齢別死亡数・構成割合」の「その他の

ら口に入れた直後といえるので、軟ら

不慮の窒息」での「気道閉鎖を生じた

かく、付着性が小さい（伸びやすい）。

食物の誤嚥」において、平成 18 年に

しかし、口の中では、外気温や体温な

2492 例が報告されており、その転帰の

どの影響で、餅の温度が低下し（40℃

状況から、死にいたらなくともかなり

程度）、硬くなり、付着性も増加する

の食品による窒息事故が起こってい

ことがこの結果から予測される。また、

ることが推察される。調査①の消防本

この状態は咽頭・喉頭部に張り付きや

部のデータに比べると、②の救命救急

すい状態ともいえる。今後は伸びやす

センターにおいては死亡例が多かっ

さの検証と、食塊になった状態の物性

たが、消防隊などの処置によって死に

についても検証する必要性がある。

至らなかった事例や、搬送時の判断で、
一般病院への搬送の適用ならない、重

こんにゃく入りゼリーの物性につ
いての分析では、小児、高齢者の口腔
の形態を基準として、口蓋の形態を模

-8-

してドーム形にした容器と舌を模し

る固形物が破砕処理の不十分な状態

て底部には丸みをつけられているプ

で咽頭進行すると、そのような固形物

ランジャーによる分析システムでは

では咽頭クリアランスが不良で構造

被検食品が変形して容器とプランジ

物運動の代償が不十分となり、窒息の

ャーの間をすり抜けてしまい測定が

リスクが高まることが推察された。

不可能であった。こんにゃく入りゼリ

また、窒息の病態に関して、咽頭腔

ーが粉砕されずに、摂取された時の形

および喉頭に食塊が詰まる状況を考

態を変形するだけで咽頭に移送され

えると、窒息に対する防御機構として、

ることも多いことを示唆しているも

さらに咳嗽による喀出や呼気による

のと考えられた。

吐出をはじめとする呼吸機能は重要
である。今後は嚥下動態に伴う呼吸状

また、こんにゃく入りゼリーのテク

態の検討が必要と考えられる。

スチャーは、室温に比べて冷温ではか
たさ、付着性で測定値が増加する傾向

これらの今回の研究成果は、今後さ

にあり、冷やして食べることで窒息の

らに窒息の原因となる食品の把握と

リスクが増加するものと推察された。

物性特徴などの原因分析の基本とな

３．窒息事故のヒト側の要因

る資料として充分に活用できるもの

三次元造形システムを用いた立体

と考えられる。今回の研究の充分な解

造形模型の評価から、幼児と成人、老

析は今後の課題であるが、ヒト側の要

人の比較において、窒息のリスク部位

因を考慮したリスクの高い食品の情

である中咽頭部の粘膜表面の凹凸に

報提供や、それらの食品を食べる場合

加え、長さや幅が幼児は成人に比較し

には、摂取食品ごとの温度のリスクや

てかなり短く、老人は喉頭下垂のため

狭い咽頭を通過しやすいように充分

に長い状態が視覚的に直接比較可能

に咀嚼して食品を粉砕するとともに

となった。本システムを使用して窒息

唾液と充分に混和することなど、窒息

の原因食品の形態とヒト側のリスク

予防の情報提供が可能と思われる。

としてのエアウェイの形態を関連さ
せた窒息のヒト側の要因の検討が今
後は不可欠となろう。
嚥下造影による嚥下（窒息）状態の
解明に関する研究からは、咀嚼を要す

-9-

厚生労働科学研究費補助金
分担研究報告書
食品による窒息の現状把握と原因分析研究
食品による窒息の現状把握
分担研究者

堀口逸子

分担研究者

市川光太郎
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北九州市立八幡病院

研究要旨：食品による窒息事故の現状を明らかにするために、消防局及び救命救
急センターを対象として、消防局は平成 18 年、救命救急センターは平成 19 年の 1
年間の事故例を収集し分析した。症例は、乳幼児と高齢者に多く、これは人口動態
統計（死亡）と同じ傾向にあった。また、基礎疾患をもつものも多かった。原因と
なる食品は多岐にわたっていたが、特に穀類にみられた。年間、多くの事故例があ
ることが推察でき、今後、食品による窒息事故のリスクについて広く周知し、予防
につとめることが重要であると考えられた。

Ａ

目的

品によって起きているのか、その現状把

食品による窒息事故があとをたたない。 握を目的として質問紙調査を実施したの
毎年のように年末年始には、高齢者のも

で報告する。

ちによる窒息事故のニュースが報道され
る。一方、国民生活センターから、幼児

Ｂ

対象と方法

を中心としていた事故として、カップ入

調査は①消防本部及び②救命救急セン

りゼリーによる死亡事故が 1995 年以降

ターを対象として実施した。①消防本部

現在までに 14 件報告されている。食品に

への調査は、消防庁の協力により東京消

よる窒息事故での死亡数は、人口動態統

防庁及び各政令市消防局 18 ヶ所を対象

計において、
「家庭内における主な不慮の

とし、メールにより調査票を配信し、回

事故の種類別にみた年齢別死亡数・構成

答を得た。事故例は、平成 18 年 1 月 1

割合」の「その他の不慮の窒息」での「気

日から 12 月 31 日までの 1 年間のもので

道閉鎖を生じた食物の誤嚥」から判明す

ある。②救命救急センターは、全国 47

るが、死亡しなかった事故数の把握はで

都道府県において平成 19 年 11 月現在登

きていない状況である。

録されている 204 ヶ所を対象として、質

今回、窒息事故が死亡例を含めどの程

問紙を郵送配布・回収した。質問項目は、

度起きているのか、また、どのような食

研究班メンバーと厚生労働省及び消防庁
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担当者とのメールによるディスカッショ
ンによって完成させた。

表１

質問内容は、

年齢分布（消防）

年齢

人数

％

発生日時、年齢、性別、原因物質（食品）、

0歳

6

1.0

窒息時の状況、バイスタンダー（家族な

1～4 歳

58

9.8

ど）による応急処置の有無、基礎疾患の

5～9 歳

9

1.5

有無の 7 項目の他、①では傷病程度、呼

10～14 歳

2

0.3

吸停止状態の有無（ＣＰＡ含む）の有無、

15～29 歳

2

0.3

救急隊による救急救命処置の有無、の 3

30～44 歳

11

1.9

項目を加えた 10 項目、②では転帰、基礎

45～64 歳

54

9.1

疾患の有無の２項目を加えた、9 項目で

65～79 歳

173

29.2

ある。事故例は、平成 19 年 1 月 1 日から

80 歳以上

280

46.8

12 月 31 日までの 1 年間のものである。
①②いずれも調査は平成 20 年 2 月に実
施した。

傷病程度では、死亡 65 例、重症 227
例であった。

分析にはＳＰＳＳ11.0Ｊを用いた。

原因食品をみると、食材または献立名
で報告され、複数の食材があがっている

Ｃ

結果

ものも少なくなかった。記載のあった

調査①：消防

541 例のうち食品成分表によって分類で

回収は、13 ヶ所からあった。しかし、

きたのは、432 例であった。
「穀類」が最

1 ヶ所は件数のみの報告であったため、

も多く 211 例で、そのうち「もち」が 77

分析対象としたのは、12 ヶ所から回収さ

例、いわゆる「米飯（おにぎりを含む）」

れた計 724 例である。

61 例、「パン」47 例、「粥」11 例であっ

性別は、男性 50.3％、女性 49.7％であ
った。

た。次いで「菓子類」62 例「魚介類」37
例、「果実類」33 例、「肉類」32 例、「い

年齢がわかっている 595 例について、

も及びでん粉類」16 例（内しらたき 4 例、

その分布は 0 歳から 105 歳までで、平均

こんにゃく 2 例）あった。
「菓子類」のう

68.4 歳であった。年齢を人口動態統計に

ち「あめ」22 例「団子」8 例で「ゼリー」

そった年齢分布を表１に示す。65 歳以上

4 例、
「カップ入りゼリー」は 8 例であっ

で全体の 76.0％を占めていた。10 歳未満

た。また「その他」として「すし」が 22

は、12.0％を占めていた。

例、「流動食」8 例などがあった。
- 11 -

年齢別にみると、10 歳未満では、菓子

年齢がわかっている 602 例について、

類が最も多くそのうち 20 例が飴であっ

その分布は 0 歳から 105 歳までで、平均

た。次いで魚の骨 10 例、果実類 5 例であ

74.7 歳であった。年齢分布を表１に示す。

った。65 歳以上では、穀類が最も多く次

65 歳以上で全体の 82.4％を占めていた。

いで肉類であった。穀類では、多い順に

10 歳未満は、4.3％を占めていた。また、

もち 58 例、ご飯 28 例、パン 25 例となっ

10～14 歳台はいなかった。

ており、食品成分表での分類はできない

表2

が、寿司も 17 例であった。

年齢分布（救命救急センター）

年齢

人数

％

0歳

8

1.3

「もち」では、「1～4 歳」1 例、「45～64

1～4 歳

15

2.5

歳」6 例、
「65～79 歳」27 例、
「80 歳以上」

5～9 歳

3

0.5

31 例の合計 65 例、「カップ入りゼリー」

10～14 歳

0

0

は、
「1～4 歳」2 例「65～79 歳」2 例、
「80

15～29 歳

5

0.8

歳以上」3 例で、いずれも高齢者が乳幼

30～44 歳

6

1.0

児よりも多かった。

45～64 歳

73

11.5

家族などの処置の有無については、
「あ

65～79 歳

196

31.7

り」323 例、「無し」381 例であった。救

80 歳以上

314

50.7

「もち」
「カップ入りゼリー」をみると、

命救急隊による処置は、「あり」446 例、
「無し」244 例であった。基礎疾患につ

転帰では、死亡 378 例、救命 257 例、

いては、「あり」270 例、「無し」198 例、

不明 9 例で、死亡が救命を上回っていた。

「不明」205 例であった。基礎疾患の有

原因食品をみると、調査①と同様に食

無と年齢をみると 10 歳未満において基

材または献立名で報告され、複数の食材

礎疾患ありは 5 例で、年齢が 65 歳以上で

があがっているものも少なくなかった。

は、基礎疾患ありが無しを上回っていた。

記載のあったのは 486 例でそのうち食品
成分表によって分類できたのは、371 例

調査②：救命救急センター（病院）

であった。食品成分表の分類では、
「穀類」

回収は、75 ヶ所（36.8％）からで、回
収された計 603 例である。

が 91 例であった。
「パン」43 例、いわゆ

性別は、男性 50.9％、女性 49.1％であ
った。

が最も多く 190 例で、そのうち「もち」

る「米飯（おにぎりを含む）」28 例、
「粥」
11 例であった。次いで「菓子類」44 例「肉
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類」28 例、「果実類」27 例「魚介類」25

Ｄ

考察

例「いも及びでん粉類」19 例（内「こん

回収できた消防本部が対象としている

にゃく」8 例）と続いた。
「菓子類」のう

人口を平成 20 年 3 月の将来人口推計で見

ち「団子」15 例「あめ」６例で「カップ

ると約２850 万人であり、これは全人口

入りゼリー」は 3 例であった。

の約 22％に相当している。カバー率から

また「その他」として、「すし」が 19

して、この資料の分析は意義があると考
えられ、概要を把握することができると

例、「流動食」13 例などがあった。
年齢別にみると、10 歳未満では、菓子

思われた。救命救急センターの事例数を

類 8 例が最も多く、そのうち飴が 5 例で

見ると、600 例あり、消防本部の例数と

あった。次いでミルクなどの乳類であっ

比較しても少なくなく、資料の分析は意

た。65 歳以上では、穀類が最も多く、次

義があると考えられ、概要を把握するこ

いで菓子類、果実類と続いた。穀類では、

とができると思われた。

もち 85 例、パン 31 例、ご飯 25 例などと

人口動態統計における「家庭内におけ

なっており、菓子類 28 例では、団子 15

る主な不慮の事故の種類別にみた年齢別

例であった。

死亡数・構成割合」の「その他の不慮の

「もち」は、年齢別では「45～64 歳」

窒息」での「気道閉鎖を生じた食物の誤

6 例、
「65～79 歳」44 例、
「80 歳以上」41

嚥」において平成 18 年に 2492 例が報告

例で、
「カップ入りゼリー」は「5～9 歳」

されており、その転帰の状況から、死に

1 例「65～79 歳」2 例で高齢者が乳幼児

いたらなくともかなりの食品による窒息

よりも多かった。

事故が起こっていることが推察される。

家族などの処置の有無は、「あり」263

調査①の消防本部のデータに比べると、

例、「無し」203 例、無回答 31 例であっ

②の救命救急センターにおいては死亡例

た。基礎疾患は、
「あり」417 例、
「無し」

が多かった。これは、消防隊などの処置

73 例、
「不明」77 例、無回答 31 例であっ

によって死に至らなかった事例や、搬送

た。基礎疾患の有無と年齢をみると、10

時の判断で、一般病院への搬送の適用が

歳未満で基礎疾患が「あり」が 7 例、65

考えられない、重篤事例が集中したこと

～79 歳では、
「あり」が「無し」の約 6.5

などが考えられた。

倍、80 歳以上では同様に約 7 倍であった。

食品による窒息の事故は、乳幼児と高
齢者におこっており、特に高齢者で多か
った。これは人口動態統計と同じ傾向に
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あった。原因食品は、多岐にわたってい

２．実用新案登録
なし

たが、摂食頻度が高いものは、事故を起
こし易い傾向があることが示唆された。
今後詳細な分析をすすめなければならな

別表参照
消防本部質問票

い。
食品による窒息事故のリスクについて
広く周知し、予防につとめることが重要

消防本部集計結果表
救急救命センター依頼文
救急救命センター質問票

であると考えられた。
謝辞：最後に、お忙しいなか調査にご協

救急救命センター集計結果表

力いただきました消防本部及び救命救急
センターのかたがたに深く御礼申し上げ
ます。
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ᐔᚑ 19 ᐕᐲෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㧔ෘ↢ഭ⑼ቇ․⎇ⓥᬺ㧕
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⓸ᕷ߇⊒↢ߒⴕ┙⁛ޔߪߦࠄߐޔᴺੱ࿖᳃↢ᵴࡦ࠲߇ห 7 ߦࡒޟ
࠾ࠞ࠶ࡊ࠲ࠗࡊߩߎࠎߦ߾ߊࠅߦࠃࠆ㒐ᱛߩߚߦᶖ⾌⠪߳ߩ
⼊๔ߣⴕᬺ⇇߳ߩⷐᦸ̆ࠍ✲⚻ߩߤߥࠆߔ⊒ࠍޠฃߌޔᐔᚑ 19 ᐕᐲෘ↢
ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㧔ෘ↢ഭ⑼ቇ․⎇ⓥᬺ㧕
ޟ㘩ຠߦࠃࠆ⓸ᕷߩ⁁ᛠ
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ߎߣߣߥࠅ߹ߒߚޕ
 ੱญേᘒ⛔⸘⺞ᩏߦࠃࠆߣޔ᳇㐽Ⴇࠍ↢ߓߚ㘩‛ߩ⺋ྚ߇ේ࿃ߢᱫߔࠆ
ߪޔㄭᐕ 4,000 ࠍ߃ߡផ⒖ߒߡ߹ߔ߇ߩߘޔේ࿃㘩ຠߩౝ⸶ߥߤߪ
ಽ߆ߞߡ߅ࠅ߹ߖࠎޕ
ߘߎߢ⾆ޔᢇᕆᢇࡦ࠲ߦ߅߆ࠇ߹ߒߡߪޔㆊ 1 ᐕ㑆㧔ᐔᚑ 19 ᐕ 1 
㨪12 㧕ߦࠊߚࠆ㘩ຠߦࠃࠆ⓸ᕷߩౝ⸶ߩઙᢙޔ߮ߩ
⚦㧔⊒↢ᣣޔᐕ㦂ޔォᏫޔේ࿃‛⾰⓸ޔᕷᤨߩ⁁ᴫޔ࠳ࡦ࠲ࠬࠗࡃޔၮ␆∔
ᖚߩή╬㧕ߦߟߡޔᐔᚑ 20 ᐕ 2  15 ᣣ㧔㊄㧕߹ߢߦหኽߩኽ╴ߦߡା
ߚߛߌ߹ߔࠃ߁ࠃࠈߒߊ߅㗿ߚߒ߹ߔޕ㩷
ߥ߅ޔ᭽ᑼߦߟߡߪ⚕ࠍ↪ᗧߒߡ߅ࠅ߹ߔ߇ࠇߘޔએᄖߩ᭽ᑼߢ߽߆߹
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࡞ࠍߚߛߌࠇ߫ޔᷝઃࡈࠔࠗ࡞ߦߡ߅ㅍࠅߚߒ߹ߔޕ߆ߏਇߥὐ߇
ࠅ߹ߒߚࠄߏޔ㆙ᘦߥߊޔਅ⸥ㅪ⛊వߦ߅วࠊߖߊߛߐޕ
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ಽᜂ⎇ⓥႎ๔ᦠ
㘩ຠߦࠃࠆ⓸ᕷߩ⁁ᛠីߣේ࿃ಽᨆ
ේ࿃㘩ຠߩಽᨆߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
㘿ߩ‛ᕈߦ߷ߔ᷷ᐲߩᓇ㗀

ಽᜂ⎇ⓥ⠪ ᄢ߭ࠈ ᣣᧄᅚሶᄢቇኅቇㇱ㘩‛ቇ⑼

⎇ⓥⷐᣦ㧦㜞㦂⠪ߩ⓸ᕷߩⷐ࿃㘩ຠߣ⠨߃ࠄࠇࠆޟ㔀ᾚߩ㘿ޔߡߟߦޠ
‛ᕈ㕙߆ࠄⷐ࿃ࠍᬌ⸛ߔࠆߚޔᏒ⽼ߩಾࠅ㘿ߣޔ㜞㦂⠪ߦ㐿⊒ߐࠇߚ㧞⒳
ߩ㘿ࠍ↪․ࡖ࠴ࠬࠢ࠹ޔᕈߦਈ߃ࠆ᷷ᐲߩᓇ㗀ߦߟߡᬌ⸛ߒߚߕޕ
ࠇߩ㘿߽᷷ᐲ߇㜞߶ߤエࠄ߆ߊߥࠆะ߇ࠄࠇߚ߇ޔಾࠅ㘿ߦ߅ߡ㗼
⪺ߢߞߚޕ㜞㦂⠪ะߌߦ㐿⊒ߐࠇߚ㧭߅ࠃ߮㧮␠㘿ߩ᷷ᐲߦࠃࠆᓇ㗀
ߪዋߥ߆ߞߚޕઃ⌕ᕈߦߟߡ߽ޔಾࠅ㘿ߪ᷷ᐲߩᓇ㗀߇㗼⪺ߦࠄࠇߚޕ

㧭 ⋡⊛

ࠍ↪ߡ㘿ߩ‛ᕈߦ߷ߔ᷷ᐲߩᓇ㗀ߦ

㜞㦂⠪ߩ⓸ᕷߩⷐ࿃㘩ຠߣߒߡ

ߟߡᬌ⸛ࠍⴕߞߚޕ

ޟ㔀ᾚߩ㘿߇ޠߍࠄࠇࠆߎߣ߇ᄙޕ
ߎߣߦߪ ޔฦߢޔ㔀ᾚߩ㘿ߦࠃࠆ


㧮 ᣇᴺ

⓸ᕷߩႎ߇ߺࠄࠇࠆޔߒ߆ߒޕ㜞

⹜ᢱߪ߽ߜ☨ࠍ↪ߚ৻⥸⊛ߥಾࠅ㘿

㦂⠪ߦߣߞߡޔᱜߦ㘩ߴࠆ㘿ߪᄢ߈ߥ

㧔㧿␠㧕߅ࠃ߮ޔ㜞㦂⠪ะߌߣߒߡ㐿

ᭉߒߺߩ৻ߟߢࠆߚޔ㜞㦂⠪ߦో

⊒ߐࠇߚ㧭␠㘿ޔ㧮␠㘿ߩ  ⒳㘃ߣ

ߦ㘩ߴߡ߽ࠄ߃ࠆ㘿ߩ㐿⊒߽ડᬺߦࠃࠅ

ߒߚޕ

ⴕࠊࠇߡࠆޔߢߎߘޕᏒ⽼ߩಾࠅ㘿߅

᷹ቯ᧦ઙߣߒߡޔಾ㘿߅ࠃ߮㧮␠㘿

ࠃ߮ޔᏒ⽼ߐࠇߡࠆ㜞㦂⠪ะߌޟ㘿ޠ

ߪ ޕEO ߩ⋥ᣇߦᚑᒻޔ㧭␠

ࠍ↪ߡޔ㔀ᾚߣߒߡឭଏߔࠆ⺞ℂ᧦ઙ

ߪෘߐ 㧚EO ߩᩇ⁁㧔⋥ᓘ 㧚EO㧕
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ߦᚑᒻߒߩ͠ޔ߽ࠇߕޔᴣ㛛᳓ਛߢ

ߩᓇ㗀ߪዊߐ߆ߞߚ߇ޔ㧮␠ߩ㘿߇᷷

 ಽ㑆ടᾲࠍⴕޔ㔀ᾚߩ㘿ߩ⁁ᘒߣߒ

ᐲߦᐞಽჇടߒߚޕ
ߘߎߢߣߐ⎬ޔઃ⌕ࠛࡀ࡞ࠡߩ᷷ᐲ

ߚ ޕ⒳ߩ㘿ࠍౝㇱ᷷ᐲ߇ᚲቯ᷷ᐲ㧔͠ޔ
͠͠ޔ͠ޔ㧕ߦߥࠆࠃ߁ߦ⺞ࠍ

ߦࠃࠆᓇ㗀ࠍߺࠆߚޔ࿑㧠ߦ᷷ᐲߦࠃ

ⴕ․ࡖ࠴ࠬࠢ࠹ޔᕈߩ᷹ቯࠍⴕߞߚޕ

ࠆᄌൻࠍ࿑␜ߒߚߣߎࠈޔ㧮␠ߪᦨ߽

 ࠹ࠢࠬ࠴ࡖ․ᕈߩ᷹ቯ᧦ઙߪޔෘ↢

エࠄ߆ߊޔઃ⌕ᕈ߽ዋߥߎߣ߇ࠄ߆

ഭ⋭߇ឭ␜ߒߡࠆ㜞㦂⠪↪㘩ຠߩ᷹

ߣߥߞߚ߽ᦨޕ᷷ᐲߦࠃࠆᓇ㗀߇ᄢ߈߆

ቯᣇᴺߦḰߓߚ․ࡖ࠴ࠬࠢ࠹ޕᕈ㧔⎬

ߞߚ߽ߩ߇ಾ㘿ߢࠆޕታ㓙ߦ㘩ߴࠆ⁁

ߐ *Cޔಝ㓸ᕈ %Qޔઃ⌕ࠛࡀ࡞ࠡ'C㧕ߩ

ᘒࠍᗐቯߔࠆߣޔ㨪͠ߩ⁁ᘒߪེ߆

᷹ቯߦߪ࠽ࠝޔ㧔ࢃጊ㔚㧦㜞ಽ⸃

ࠄญߦࠇߚ⋥ᓟߣ߃ࠆߩߢޔエࠄ߆

⢻ဳࠝ࠽4'㧕ࠍ↪ߒޔቯㅦ 

ߊޔઃ⌕ᕈ߇ዊߐ㧔િ߮߿ߔ㧕߆ߒޕ

࿁❗⹜㛎ࠍⴕߞߚޕ

ߒޔญߩਛߢߪޔᄖ᳇᷷߿᷷ߥߤߩᓇ



㗀ߢޔ㘿ߩ᷷ᐲ߇ૐਅߒ㧔͠⒟ᐲ㧕⎬ޔ

㧯 ⚿ᨐ߅ࠃ߮⠨ኤ

ߊߥࠅޔઃ⌕ᕈ߽Ⴧടߔࠆߎߣ߇ߎߩ⚿

৻⥸⊛ߥಾࠅ㘿߅ࠃ߮ޔ㧭␠ޔ㧮␠

ᨐ߆ࠄ੍᷹ߐࠇࠆ⁁ߩߎޔߚ߹ޕᘒߪ༄

ߩ㘿ߩ⎬ߐߣ᷷ᐲߩ㑐ଥࠍ࿑㧝ߦ␜ߒ

ߦᒛࠅઃ߈߿ߔ⁁ᘒߣ߽߃ࠆޕᓟ

ߚޕ

ߪિ߮߿ߔߐߩᬌ⸽ߣޔ㘩႙ߦߥߞߚ⁁

߹ߚޔઃ⌕ࠛࡀ࡞ࠡߣ᷷ᐲߩ㑐ଥࠍ

ᘒߩ‛ᕈߦߟߡ߽ᬌ⸽ߔࠆᔅⷐᕈ߇

࿑㧞ߦޔಝ㓸ᕈߣ᷷ᐲߩ㑐ଥࠍ࿑㧟ߦ␜

ࠆߣ߃ࠆޕ

ߒߚߩࠇߕޕ㘿߽᷷ᐲ߇㜞߶ߤエࠄ



߆ߊߥࠆะ߇ࠄࠇߚ߇ޔಾࠅ㘿ߦ߅

㧰 ෳ⠨ᢥ₂

ߡ㗼⪺ߢߞߚޕ㜞㦂⠪ะߌߦ㐿⊒ߐ

ߥߒ

ࠇߚ㧭߅ࠃ߮㧮␠㘿ߩ᷷ᐲߩᓇ㗀ߪ



ዋߥ߆ߞߚޕઃ⌕ࠛࡀ࡞ࠡߦኻߔࠆ᷷

㧱 ⎇ⓥ⊒

ᐲߦࠃࠆᓇ㗀߽⎬ߐߣห᭽ߩะࠍ␜ߒ

 ⺰ᢥ⊒

ߚޕಝ㓸ᕈߦߟߡߪ  ⹜ᢱߣ߽ߦ᷷ᐲ

ߥߒ

― 21 ―

 ቇળ⊒
Ḱਛ

ෳᾖ
࿑  ⎬ߐߣ᷷ᐲߩᄌൻ
࿑  ઃ⌕ࠛࡀ࡞ࠡߣ᷷ᐲߩ㑐ଥ
࿑  ಝ㓸ᕈߣ᷷ᐲߩ㑐ଥ
࿑  ⎬ߐߣઃ⌕ࠛࡀ࡞ࠡߩ᷷ᐲߦࠃ
ࠆᄌൻ

― 22 ―



⎬䈘 (㬍104N/m2)
⎬䈘䇭䋨㬍㪈㪇䌞㪋㪥㪆㫄䌞㪉䋩

12

㪈㪇

B ಾ㘿
㪏

㪍

B

J

㪋

䌁␠

J

B

J

J
B

㪉

䌂␠

H

H

30

40

㪇

H

H

50

60

᷷ᐲ(㷄)

࿑㧝

⎬ߐߣ᷷ᐲߩ㑐ଥ

ઃ⌕ઃ
䉣
䊈
䉩
䊷(㬍
103J/m3)
⌕
䉣䊦
䊈䊦
䉩䊷
䇭䋨㬍㪈㪇䌞㪊㪡㪆㫄䌞㪊䋩

5

㪋

B

㪊

B
B

㪉

ಾ㘿

B
䌁␠

㪈

J

J

H

䌂␠

J

J

H

H

H

40

50

60

㪇

30

᷷ᐲ(㷄)

࿑㧞

ઃ⌕ࠛࡀ࡞ࠡߣ᷷ᐲߩ㑐ଥ
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㪈
㪇㪅㪐
㪇㪅㪏

ಾ㘿

ಝ㓸ᕈ
ಝ㓸ᕈ

㪇㪅㪎

B

B

B

J

H

B

㪇㪅㪍

J

J

H

㪇㪅㪌

J

H

㪇㪅㪋

B␠

H

䌁␠

㪇㪅㪊
㪇㪅㪉
㪇㪅㪈
㪇

30

40

50

60

᷷ᐲ(㷄)
࿑㧟

ಝ㓸ᕈߣ᷷ᐲߩ㑐ଥ

㪈㪇
30
㷄

㪐

⎬䈘 䋨㬍㪈㪇㪋㪥㪆㫄㪉䋩

㪏
㪎
㪍
J 40㷄

㪋
J

㪊

J 30
J 50㷄 㷄

50㷄

60
㷄

㪉
㪈

40㷄

䌁␠

㪌

30㷄
40㷄
HH
50㷄HH60㷄

㪇

㪇㪅㪌

ಾ㘿

60
㷄
B␠

㪈㪅㪇

㪈㪅㪌

㪉㪅㪇

㪉㪅㪌

㪊㪅㪇

㪊㪅㪌

ઃ⌕䉣䊈䊦䉩䊷 䋨㬍㪈㪇㪊㪡㪆㫄㪊䋩

࿑㧠 ⎬ߐߣઃ⌕ࠛࡀ࡞ࠡߩ᷷ᐲߦࠃࠆᄌൻ
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ෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄
ಽᜂ⎇ⓥႎ๔ᦠ
㘩ຠߦࠃࠆ⓸ᕷߩ⁁ᛠីߣේ࿃ಽᨆ
᷷ᐲᄌൻ߇ߎࠎߦ߾ߊࠅߩ‛ᕈߦ߷ߔᓇ㗀ߩᬌ⸛

ਥછ⎇ⓥ⠪ ะ⟤ᗆ ᤘᄢቇᱤቇㇱญ⣧ⴡ↢ቇᢎቶ
⎇ⓥදജ⠪ ⍹Ꮉஜᄥ㇢ ᤘᄢቇᱤቇㇱญ⣧ⴡ↢ቇᢎቶ
ౝᶏ⟤ ᤘᄢቇᱤቇㇱญ⣧ⴡ↢ቇᢎቶ
ᮮጊ㊀ᐘ ᤘᄢቇᱤቇㇱญ⣧ⴡ↢ቇᢎቶ

⎇ⓥⷐ㧦⓸ᕷࠍߎߒ߁ࠆ㘩ຠߣߒߡ⌕⋡ߐࠇߡࠆߎࠎߦ߾ߊࠅ
ߦߟߡޔෘ↢ഭ⋭߇ឭ␜ߒߡࠆ㜞㦂⠪↪㘩ຠߩ᷹ቯᣇᴺߦḰߓߚ᷹
ቯࠪࠬ࠹ࡓ߅ࠃ߮ࡅ࠻ߩญ⣧ߩᒻᘒࠍၮߦߒߡ⠨᩺ߐࠇߚኈེߣࡊࡦࠫࡖ
ࠍ↪ߡ᷷ᐲᄌൻߦࠃࠆ‛ᕈߩᄌൻࠍ᷹ቯߒߚ⚿ߩߘޕᨐޔෘ↢ഭ⋭ߦ
Ḱߓߚ᷹ቯࠪࠬ࠹ࡓߢߪޔᏱ᷷ߣᲧセߒߡ಄᷷ߢߪޔߐ⎬ޔઃ⌕ࠛࡀ࡞ࠡޔ
⎕ᢿᔕജߩߔߴߡߩ‛ᕈ⹏ଔ㗄⋡ߢ᷹ቯ୯߇Ⴧടߔࠆะߦߞߚޔߚ߹ޕ
ࡅ࠻ߩญ⣧ߩᒻᘒࠍၮߦߒߚࠪࠬ࠹ࡓߢߪⵍޔᬌ㘩ຠ߇ᄌᒻߒߡኈེߣࡊ
ࡦࠫࡖߩ㑆ࠍߔࠅᛮߌߡ᷷ᐲߩᄌൻߦࠃࠄߕ᷹ቯਇ⢻ߢߞߚߩࠄࠇߎޕ
⚿ᨐࠃࠅ߇ߐ⎬ޔᄢ߈ߊᄌᒻ߇ኈᤃߥ㘩ຠߢࠆߎࠎߦ߾ߊࠅࠍ಄
߿ߒߡ㘩ߔࠆߎߣ߇⓸ᕷࠍᒁ߈ߎߔⷐ࿃ߩ৻ߟߢࠆน⢻ᕈ߇␜ໂߐ
ࠇߚޕ


㧭⋡⊛

ࠆޕญ⣧ຜ㗡ㇱ߳ߩૐ᷷ߩ᷷ᐲೝỗ

࿖᳃↢ᵴࡦ࠲ߩ⊒ߦࠃࠅ⓸

ߪྚޔਅ㓚ኂ⠪ߩྚਅࠍ⺃⊒ߔࠆ

ᕷࠍߎߔ㘩ຠߣߒߡ࠶ࠞ࠾ࡒޔ

⸠✵ᴺߣߒߡࡂࡆ࠹࡚ࠪࡦಽ

ࡊ࠲ࠗࡊߩߎࠎߦ߾ߊࠅ߇

㊁ߢ↪ࠄࠇߡ߅ࠅࠅߊ߾ߦࠎߎޔ

⌕⋡ߐࠇߡࠆߊ߾ߦࠎߎޔߚ߹ޕ

ߩૐ᷷ᤨߩ‛ᕈߩ․ᓽࠍಽᨆ

ࠅߦߟߡߪࠃࠞࡔ↥↢ޔ

ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣ⠨߃ߚߡߒߘޕ᷷ᐲᄌ

ࠅૐ᷷ߦߡ㘩ߔࠆߎߣ߇ផᅑߐࠇߡ

ൻ߇‛ᕈߦ߷ߔᓇ㗀ࠍಽᨆߔࠆߎ
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ߣߢ⓸ޔᕷ߇ߎࠆ㘩ຠߩࠬ

OOUGE ࠬࡦࠕࠢޔ㧑ߣߒߚޕ

ࠢⷐ࿃ߩ৻ߟߦ៨ขᤨߩ㘩ຠߩ᷷ᐲ



ࠍᗐቯߒߩࠅߊ߾ߦࠎߎޔ᷷

㧯⚿ᨐߣ⠨ኤ

ᐲߦࠃࠆ‛ᕈᄌൻࠍࠄ߆ߦߔࠆߎ

 㘩‛ࠍಣℂߔࠆญ⣧ߩᒻᘒࠍ⠨ᘦ

ߣࠍ⋡⊛ߦᧄ⎇ⓥࠍⴕߞߚޕ

ߒߚ‛ᕈ᷹ቯࠍ⋡ᜰߒߡ⠨᩺ߐࠇߚ



ዊఽ↪㧝㧕㜞㦂⠪↪㧞㧕ߩ᷹ቯࠪࠬ࠹ࡓ

㧮ᣇᴺ

ߦ߅ߡߪޔ᷹ቯᤨߦ⹜ᢱߢࠆ

Ꮢ⽼ຠࠃࠅήὑߦ⾼ߒߚࡒ࠾

ࠍᜬߒߡ߅ߊߎߣ߇࿎㔍ߢࠅޔ

ࠞ࠶ࡊ࠲ࠗࡊߩߎࠎߦ߾ߊࠅ

᷹ቯਇน⢻ߢߞߚ㧔࿑ 㧕
ޕหࠪࠬ࠹

㧞⒳㘃㧔એਅ ߊ߾ߦࠎߎޔ#ߎࠎ

ࡓߢ⠨᩺ߐࠇߚࡊࡦࠫࡖߣኈེ

ߦ߾ߊ $㧕߅ࠃ߮ߎࠎߦ߾ߊࠍ↪ߒ

ߪޔዊఽޔ㜞㦂⠪ߩญ⣧ߩᒻᘒࠍၮḰ

ߡߥࡒ࠾ࠞ࠶ࡊ࠲ࠗࡊߩ

ߣߒߡޔญ⬄ߩᒻᘒࠍᮨߒߡ࠼ࡓᒻ

㧝⒳㘃㧔એਅ⥸৻ޔຠ㧕ࠍኻ⽎ߣߒߚޕ

ߦߒߚኈེߣ⥠ࠍᮨߒߡࡊࡦࠫࡖ

ฦࠍቶ᷷㧔͠㧕߅ࠃ߮಄᷷

ߩᐩㇱߦߪਣߺࠍߟߌࠄࠇߡࠆޕ

ᐶ㧔͠㧕ߦߡ৻ᣣએሽߒߚᓟޔ

ญ⣧ౝߦขࠅㄟ߹ࠇߚ㘩‛ࠍ⥠߇ญ

⹜ᢱෘߐ 㧑ߩߣ߈ߩ߆ߚߐޔઃ⌕ᕈߦ⬄ ޔߒઃߌߥ߇ࠄ࿕ᒻ㘩ຠࠍߟ߱
⎕ᢿᔕജࠍ᷹ቯߒߡߟߦࠇߙࠇߘޔ

ߔേ߈ߣ⥠⢛ߩ㘩‛ࠍྚਅߩญ⣧

ᬌ⸛ࠍⴕߞߚ․ࡖ࠴ࠬࠢ࠹ޕᕈߩ᷹

ᦼߩേ߈ߣߒߡญ⬄ߦߒઃߌߥ߇

ቯ᧦ઙߪޔෘ↢ഭ⋭߇ឭ␜ߒߡࠆ

ࠄຜ㗡ߦ㘩႙ࠍ⒖ㅍߔࠆേ߈ࠍౣ

㜞㦂⠪↪㘩ຠߩ᷹ቯᣇᴺߦḰߓߚ߹ޕ

ߢ߈ࠆࠃ߁⠨᩺ߐࠇߡࠆ㧝㧕㧞㧕ޕ࿁

ߚߩ࠻ࡅޔญ⣧ᒻᘒࠍၮ␆ߣߒߡ㐿⊒

ߩⵍᬌ㘩ຠߢࠆߎࠎߦ߾ߊࠅ

ߐࠇߚ᷹ቯࠪࠬ࠹ࡓߦࠃࠆ᷹ቯ߽ⴕ

ߪޔૐ᷷ᤨ߽ቶ᷷ᤨ߽ߣ߽ߦ࿑ 

ߞߚޕ

ߩࠃ߁ߦࡊࡦࠫࡖߢ‛ᕈ᷹ቯߩ

᷹ቯߪࠝࡔ࠲㧔4'ޔጊ㔚

ߚߦ㘩ຠࠍߔߣ㘩ຠ߇ᄌᒻߒߡ

␠㧕ࠍ↪⹜ ޔᢱߚࠅ  ࿁એ

ኈེߩო㕙ߣࡊࡦࠫࡖߩ㑆ࠍ

᷹ቯߒߚ⹜ޕᢱߪ⋥ᓘ OOޔ㜞ߐ OO
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