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<最近の心理社会的状況〉

』

最近期

最近

最折

ﾗイフタイムオ

＊最近の診断とは、以前のエピソードや経過とは関係なく，近い過去に現れた症状を基本に下される診断であ

る。＊ライフタイム診断とはこの他の情報を考慮したものである。

主症状（ＣＰＳ50/ＢＰＲＳ）

(すべての症状のタイプを含む）

１ ．２．

３． ４

機能障害尺度(MentalFunctiorilmpairmentScaIe,ＭＦｌＳ(Guy､１９７ｓより)）

過去２週間の間で,主症状があなたの思考，感情，行動などにどのくらい支障を及ぼしましたかｃ

0＝蓋通，澗神臓雷ではない

１＝澗神隙簡との晩界．文阻を感じたのは5％以下〈１日に30分以下）

2＝経度の楠神瞳宙．支隙を感じたのは'0％以下（１日に60分以下）

3=中等度の職神隙誓.支障在感じたのは11-24％（１日に1-3時間）

4＝やや重い精神障害、支障を感じたのは25-49％〈１日に4-7詩間）

5＝かなり重い請神障雷、支簡を感じたのは50-75％（１日に０－１１時間）

Ｇ＝極度に胴い頼神隠害．ほとんどの鯖間支岡を感じたく１日１２時間以上）

能力障害指数（Ｄｉｓａｂｉｌｉｔｙｌｎｄｅｘ（Rosse｢＆Kind､１gBo.より)）

毎日の仕事や生活を送る際，過去２週間でどんな困難がありましたか。

■

■
0＝日々の生活の中での制限はない。

1＝やや制限があるができる。大抵のことは充全にできるが．ブレッシ1ツーのもとではやや制限がある。

2＝帳度の制限があるができる。ほとんどの用耶，墓本的な什瀬や我剛上の友人関係はこなせる。

3＝かなりの制限があるができる。ごく[11純な用叩や仕叩ができ，簡雌な会閑．ブレッシi'一のないレジャーなどに

は参加できる。

4＝家事，趣味，教育的活動など建設的な活動はできない。函えば，身の回りのこと，挨拶や要求はできる。

5＝かなり個人的にサポートしないと身の回りのことはできない。何度も窟った勝のみそれに応える。

6＝かなり強い社会的刺激や要求にのみ反応する。爪木的な身の回りのことができれい。

例）食叩，澗付え，お風呂

7＝社会的''1ﾘ激への反応1J,なし。

９＝死亡（死亡I|）



３０２叶録

精神症状による苦痛・苦悩の程度

過去２週間であなたの精神状態はどのくらい落ち込みましたか。

０＝全くなし１＝少し２＝昔通３＝かなり深刻に

過去２週間の一般的健康状態

具体的な問題

日数

□

□
０＝特になし

1＝軽い問題が時々ある

2＝中等度の問題がしばしばある

３＝深刻な問題がよくある

注意：一般的健康状態に対する処方薬は．治撤に関する次のセクションの薬のところに記入すること『

籾神障害に関連した援助者や家族のストレス（主となる援助とのインタビュー）

過去２週間で患者さんの精神障害に関連したストレスが家庭のなかでどのくらい感じられましたか。

□例を挙げてください。

０＝全くなし１＝少し２＝中等度３＝深刻 ４ ＝ か な り 深 刻

ストレスの例を具体的に



過去６カ月における攻撃的な行為（患者，援助者，ケースマネジャー，記録からの情報）

頻度場面

<健康状態〉

において以下の問題が全く感じられなかった日数を計算してください｡過去３カ月（182日）において以下の問題が全く感じられｉ

ｌ・すべての精神症状からくる機能障害

２．精神病性の症状（幻覚・妄想）のみからくる機能障害

３．陰性・欠陥症状からくる機能障害

４．気分障害

(･I11《),噸Wi版３〔)剛

Ａ）うつ

日）畷

不安障害もしくは強迫障害からくる機能障害

能力障害

渓助者のストレス
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■

過去６カ月で司法施設内の病院にいた日数（１枚目の住居のところを参照）

甥面：０＝なし

１＝明らかに挑発されたとき

２－やや挑発されたとき

３＝全く挑発されなかったとき

頻度：０＝なし

１＝時々ある（１－１０回）

２＝しばしばある（１０回－１

３＝よくある（揮週一）

大声をあげる

言語的・非言語的脅し

徒手による暴力行為

凶器の使用

不適切な性行為

強姦

他（例…器物葉損，放火，動物虐待）

具体的に

過去１２カ月の刑事犯罪

０＝違法行為なし。

１＝違法行為はあったが警察への通報なし。

２＝警察に通報された違法行為はあったが特に進展なし。

３＝筈察に通報された違法行為があり取調べを受けるが裁判沙汰にはならなかった。

４＝誉察に通報された違法行為があり裁判では有罪判決を受けなかった。

５＝警察に通報された違法行為があり，有罪判決を受けるが懲役はまぬがれた。

６=警察に通報された違法行為があり，懲役刑となった。



３０４ｆ１Ｉ･鮎

危機管理のためのトリアージ（CrisisＴ｢iageRatingScale(BengelsdorfetaL1gB4)）

A危険度(過去6カ月）自傷口他害□
０＝自傷，他害企図の危険はなし。攻撃的および衝動的行動歴は過去１２カ月なし。

１＝自閣，他書企図はあるようだが，行動をコントロールする意思が明らかにある。

２＝自傷，他害企図をほのめかしたり，自傷をほのめかす行為をしたことはある。衝動コント

ロールには問題がある。

３＝自傷，他害企図を口にしたり，その幻覚がある。しかし暴力的もしくは衝動的な行動はな

い。

４＝自傷，他害企図を□にしたり，その幻覚がある。過去に自殺未遂歴あり？不意に衝動的

もしくは暴力的になる。

にB・サポートシステム

０＝関係のよい家族，友人，もしくは協力が得られる人々がいる。

１＝関係のよい家族，友人，しかし必要なサポートを与える力があるか疑問。

２＝サポートシステムは存在し利用できるが，それを伽かすことが困難であることが多い。

３＝サポートシステムを勤かすことは可能なときもあるが，効果に制限がある。

４＝家族，友人．協力者がいない。機関が必要な親密なサポートを与える必要がある。

０．過去６カ月の治癒のすべての側面において協力する能力

０＝積極的に治療する憩思があり協力もできる。

１＝助けを得たいと思っているが，迷いもあり動機は強くない。

２＝受動的であるが，介入を受け入れている。

３＝本人のまわりでどれだけの努力がされているか、興味も理解もほとんどない。

４＝協力は不可能で．介入を堅く拒否する。

■



ｍg/ｂａｙ

く過去６カ月の治療〉

ゴール達成度

０＝すべてのゴール達成もしくは75％以上達成

１＝50-74％のゴール達成

２＝25-49％のゴール達成

３＝1-24％のゴール達成

４＝ゴール達成のための努力なし

■

デポ剤の用壷もしくは頻度）

mgl(day

薬物療法（現在処方されているすべての薬の１日の用迅，

’．

□薬物療法の適正

(現在過去の症状，用量，効果，副作用を考願して薬物凍法の適正を考える）

０＝薬物療法なし

１＝適切な選択と用量

２＝不適切な選択と用量の可能性あり－必要な薬物が処方されていない可能性

３＝明らかに不適切な選択と用量明らかに必要な薬物が処方されていない

□過去６カ月に服薬した非処方薬

(アルコール，鎮静剤，麻薬，興奮剤，幻覚剤などの精神に影響を及ぼす物貢やカフエイン．

ニコチンなどの過度な摂取一援助者，ケースマネジャー．患者からの情報）

０＝タバコ，アルコール，マリファナ，興茄剤，鎮静剤，幻覚剤，アヘンなどの物質使用なし

ｌ＝文化的に認められた範囲での物質使用はあり。

２＝健康や社会問題に影響を及ぼす可能性のある範囲での物質使用はあるが，最近の精神機能

の障害に影響を及ぼしているとは考えられない。

３＝桁神機能の障害に明らかに影響を及ぼしている物質使用がある－ヘビースモーキング，

過度なカフェインの摂取（１日にコーヒー５杯以上）などの潜在的に害を与えるものも考

胴する。

すべての薬の副作用

０＝副作用なし

１＝軽い副作用あり

２＝中等度の副作用あり

３＝深刻な副作用あり

ｍｇ/ｄａｙ
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３０６「､l鋤

症状や副作用を軽減するための物質使用

０＝症状や副作用を軽減するための物質使用はなし。

ｉ＝効果はともかく，症状や副作用を軽減する物質使用の可龍性あり。

２＝効果はともかく，症状や副作用を軽減する物質使用が明らかにある。

摂取している薬とその用量

１．

２

３

４．

５．

■



ケアにかかったコストと便益

(すべての治療と経済的効果を明確にする）

患者が受けたすぺての治擦を記入する

地域の危機介入サービス

入院（１ページ目の住居を参照）

在宅でのプログラム（同上）

地域の醐床的マネジメントプログラム

(多琉秘）

一アセスメント戦略

一薬物戦略・診察

一薬物戦略・他の専門家との時間

一心理教育的雌路

一般期香へのストレスマネジメント

一当碩者への脇知行鋤縦法

一特別な峨略

一その他（具体的に）

合計

態者・暖助者へのソーシャルケースワーク

(ケースマネジメント）

司法抽般

ﾘ八ビリを目的とした心理社会的デイトリー

ﾄメント（作業猟法やデイケアは除外）

デイケア（主にレクリエーション）

患者・鰻助者のその他のカウンセリング（他

の心理士，牧師や牒術師等すべて明確に）

他の生化学的・心理社会的テスト

(例…ＣＴスキャン，神経心理検査など）

他の介入費用

薬の費用

治撤に関する援助者・家族のコスト

メンタルヘルスケアと治猟のおよその費用

収入

有給

無給の仕碩の市凋価値

年金・生活保溌などの収入

メモ

(移動・華備時間も含める）

具体的に

具体的に

具体的に

具体的に

具体的に

具体的に

具体的に

CllRjq織版３０７

過去１２カ月

時間

日

日

日

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

日

日

日

時間
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あとがき

編播らが，イアン．Ｒ・Ｈ・ファルーン先』|;が提|IﾊするＯｐｌｉｍａｌＴ１℃a(ｍｅｎＩＰｒ()ject

(ｏＴＩｊ）に参ljlIしてから１１'･１０年が緑つ°２()０３年５１１には，研究班のiIl1NMが''1心となっ

て立ちｋげたＮＰ()法人みなとネソト２１がⅡ本桁仲神維'､f:会よ')柵神恢恢奨励世を'受

賞した。その受賞理''1には，ＯＴＰがエビデンスに雄づいた科学的介入〃法であり，そ

れを地域の｢'１で実鵬する活肋をI祁価するとされている。一方，ささがわプロジェクト

は，柵神科ｿ,jj院をH1鋤し，機能を新した「ささがわヴィレッジ」をﾉ|前門の｣ﾙとして，

長期人院から退院した人々 を地域生活の''1で支えている，わがlIilでは砿めて'|ﾘi新な脱施

設化の試みである。いずれもＯＴＰをスタッフや､Li'肘者の共通‘;,瀞として，地城発もし

くは桁神科病院苑の地域梢神科咲旅棉祉を強ﾉJに推進しているプログラムであると''1典

している。

ＯＴＰに出会った縫紳については他でも記したので省略するが，１９９５年に細村のひと

')水野雅文がイタリア留学から帰国後，我々は慶鯉表塾大学|ﾀﾐ学部瀞神神経科に数人の

研究グループをウ:ち上げ．仲間が勤務する火ﾙ&病院などでまずは‘典施できることか‘.，地

域中心型の精神科サービスの腿I)Hを紅tみた。その成果の・部を‘W〈:会拙!『した際，フロア

からの「このような，患者にとっては|roptimal』でも論療廿側にはいささか

『exhausted』な（疲れ果てるような）論療方法を，いったいどうやって「imple・

ment.’（笈施にうつす）しようというのか」という示唆に棚む唖''１に応える形で，綿勝

らの試みは次第に拡大していった。ちょうど村ｋ稚昭がIﾘl論学院大学へ赴砿する時期に

もあたり，みなとネット２１の原型にあたるボランティアグループによる地域祈励を始

めた。その意味でみなとネット２１は，地域の!''で，怖神陳秤に縦心した人を支えるシ

ステムのあり〃を.l:犬し提案しようといういわばアドボカシーを｣1馴にした災ﾙ〔研究で

ある。一方病院経営者である佐久間啓は変化を迫られつつある精神科病院の院災とし

て，病院から地域への流れのI|'でも最も先進的な脱施設化をI|指した。ＯＴＩ》との出会

いについてはあさかホスピタル.10周年妃念誌に,灘しいが，迎命と必然が結びついた紬

であろう。ささがわプロジェクトは梢神科病院をある１１を境に閉鎖するという大胆な発

想であったが，周到な準備を重ねたうえでＯＴＰを共通寓濡として当'1噸・職典一・体と

なってやり遂げた。現在では多厳の見学肴を迎え，MiIllIliから全'1:lの桁神科病院へ新た

な刺激を発備している。

ＯＴＰは，診察室で来院苫を件ち，「薬は飲んでいますか｣，「眠れていますか｣，「便



丹１〈」

秘はしませんか｣，「１１:，側は休まずけっていますか」と５分ばかり!;iiiしてITilじ処〃を出し

統けているよりは，確かに「exhausuしかねない諭旅戦略であるかもしれない。かっ

て精神科病院の中では，１ｹ訓Iliは梢神推状・身体症状を符理し，看護師は服薬将理と３食

の支度が而典な役刈であった。（)ＴＰをやI)はじめると，それに比べれば確かにはるか

に忙しい脈11になる。しかしそこでひるまずNHI隙を‘i附しまい地道な関わりを取れるな

かで，しばしば味わう不思縦な悠蒐がある。病状や社会適応が変わったのは「忠脅さ

ん」や「メンバーさん」だけではなく，笈は変わってきた自分にも気づくのである。

｢元気をも',,う」という荷い〃があるが，もらうだけではなく，医療職を志した頃の純

な心が蘇り,Ｉ'|分自身をｴﾝﾊﾜｰしていることに気づくのである｡

考えてみると，精神科病院を中心とする病院111心型粘神科医療の''１にあっては，精神

科医療に郷わる多くの州叩l職は，社会への窓Iiの役削を担ってきたソーシャルワーカー

は別としても．’１１'１噸が地域で体験するⅡ淵生柄の附雌さや不}'llllさはりき感として感じ

ていなかったのが塊災であろう。多くのｉ'i神科恢はその初期教育において．クレペリン

(E､Kraepelin）以来の，「人格荒廃状態」に代表される悲観的予後観を叩き込まれてい

るがゆえに．入院'k活するうえでの小遣いの符剛にはじまり，４苓活の隅々まで審理し自

律性を刺恋したAWiをi'リ|･年と強いられる当‘1階が眼前にいても，一切の疑問を抱かな

くなってしまっていた。１１幣ﾉ鵬活とかけ離れた病仰の非11州的光紫も，予後の悪さを念

頭に入れれば致し〃ないことと無款ﾉJ感に襲われ，！'々年月を積み上げると精神科医の

心身に馴染んできてしまうものなのだろう。

多くの桁神科1ｹ《旅従’1略･にとって，抗柵神洲)j薬がはじめて川呪したときのような薬物

に対しての魔術的期待感はとっくに失せ，たとえ斬莱がI|i｣坊に出1,1っても薬物「不応」

の忠若が存在し，病棟に「沈澱」する心ｈ･がいるのは避けられないことだとどこかで諦

観していたように忠う。股jUlに難物を服錐し淡々と過ぎる１１州の，一兄刺激のない慢性

棟という保換された空|i{|の''１でまれに「院Iﾉ1111燃」を総ﾙﾘ@すると，これもまた

Schimphreniaの特徴と促えさらに服錐杵叩は他化され，１Ｗ&の危険を学んだ状態とし

ての「欠陥状態」・「磯辿状態」という限学的「状態慨」に｢|を奪われてしまっていた。

外米i珍旅しか|ﾉ，多くの|ｲ:|雌を抱えながらも，」UUlに皿院している一兄安定した､ｌ１ｉｌ端

がり跡llIなことでIlj燃しﾉｔの安定した状態に)ﾉ“ないことを紙験すると，「人格荒廃｣，

｢再発準備性がSchi鰯ophl･eniaの特徴」という締ｲ1Ｊが蚊をかすめ，障害に対する積械的

なiIiljきかけという発想はWIilwilI科咲旅の伽城において奔易には定排しなかった。精神科病

院での災川人院という'1F態の一lklを成したのである。

「社会的入院」という言災からは，縦)淵をはじめとする「適切な援助」さえあれば当
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'１崎が退院した11からすぐにも、_虻した′職ﾙを送れる姿を述想させ：,れがちだが、ささ

がわプロジェクトでも'されているように呪ﾐは決して簡単ではない。就労を僻てｎら

の生活を自己決定により営むことは，佃人にとって雄本的な欲求であり弊ぴでもある。

ヒトの)li鮒機能の驚くべき可咽性は、ｌｆｌり1人暁により低下した社会的機能を、遮りﾉな'1号物

心Ji跡|:会的論旅により必ずや機能|,,I樋させることだろう。だからこそ，′ｗｉ支援はまこ

とに結櫛であるが．巡り』な!liIl激まで排除してかえって障害を間定化してしまうようなや

り方は無反省に繰り返すべきではない。「地域」の時代を迎えるにあたって，統合火凋

唯をはじめとする精神'1鴨ｌｆは脳機能の陳'ilfであるという科学的な,ｿ:脚点をいま．哩碓渦

し，合哩的な支援や論旅を探索することが急務である。統合型地域#,ｗ１ＩＩ科諭旅プログラ

ム（ＯＴＰ）は、その一助となることを確信するものである。

本番は慶膳義塾大学の社会精神Iﾀﾐ,､御J'f究烹とＮＰＯ法人みなとネット２，，，ｳﾐ療法人

安械保挺側あさかホスヒタルの統合的企l1Iiiによった。臨床と研究に明け綱しるうちに，

いつしか本に１１:を分拙執縦してくれた多くの仲間を得ることができたことは，細附..,にと

って望外の喜びである。

」を年にわたり常にご指導を'1》わり，水11':に惟燃のお言葉をいただいた腿雌淀納入ﾂ4教

投血';Ij'''1雌光′':、（)Ｔｌ，を皿じていつも析たな視点と強い励ましを!ｊ,えてくださるイア

ン．Ｒ・’’・フアルーン光ﾉ'§，細雌をごlⅡ､１１くださった星ｲ'｢11F,,'f近藤進俄氏に心より感

謝申しｋげます,、

2004年４ｊ･lI1iIl

編勝ち
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凱椛什一髄(五十音順）

安西里実

伊藤貞子

稲井友理子

大谷典子

小田健一

金田知子

小林啓之

小林端

佐久間啓

高橋佳代

茅野分

富田敦子

成田恵卸子

根本隆洋

橋本家服

広瀬会里

藤田信明

松本弘子

三浦勇太

水野雅文

村上雅昭

矢鴫敬史郎

山瀧涼子

山下千代

龍庸之助

渡遥衡一郎

渡過ムツ子

渡濃凝信

地域/１．i‘弦擬センターアイ・キャン（梢神保健補祉士）

あさかホスピタル（梼理栄養士）

み冷とネソト２１（梢神保健剛祉l:）

ウェル,仰IIIIn磯ステーシ，ン（ｎ,薩師）

!'〔j;蝋(Iﾉ<半''１川総合綱院梢神科【賑師）

側lIWwA祉ﾉぐ湖公ｗｌ(祉学部+l:会福祉学科（精神保健拙祉上）

11〔求武樋野病院（医師）

懇鱒絢ﾉ､IWI捕院（IEI;師）

あさ力，ホスピクル（Ikhli）

み＊とネノト２１（蝋ﾘＩＩＩｉ）

職唯淀熟ﾉ､§‘，神ﾐ.，締|;精神神維科（医側li）

l雄I了秘念州院（|ﾂ誠I|i）

あさかホスヒクル（作戦砲､|･）

腿蝋剛↓ﾉ､:.､iｷﾙﾐ１１j::部州''1伸維利（|ｸﾐﾙｉｉ）

ｊｕＩＩ'1.ｉｌ唯慨･ヒンターフ､ィ・キャン（職山

愛知Iい:術,,雌火学ｲ．｝股'､樹il；（ｲ1碓帥）

惣盤‘)Ｉ剤ﾉ､l{:|ｿ,V脱ぐⅨnlli）

!！〔'１(葱忠剥ｳ､{;|ﾉ､§'‘i:．|りく'､i:．A|;耐畔ｲ;’（係仙,wli・rii蝿,li）

w｢willLルタルクリニソク，腿唯.惟叫りく’,i』:Ⅸ‘'紬I州lilIlIiIlI緋:｝（lう軸,|i）

腿雌施細ぐ､鋤彬部hIiillIillI紙｛:Ｉ（l馴I）

lりl梢'瞳i今暁人‘榊1公'，細;社会刑祉学科（|ｼﾐ師）

''１１１ﾉ､§‘.沖(‘､i４部（．､j』hﾉ|･）

ﾉくﾙl,ﾘ院（Iｳﾐ師）

1.1術隙''１りり,V|糊IliiIlIfII（Ｆ１《Ⅲ|I）

あさかホスヒタル（|ｳﾐ師）

哩晦椎熟ﾉ､:’,脚蛋'，競部袖仲神経科（医師）

あきかホスピクル（倫護師）

慈鴛'糊ﾉ､1冊荊院（|ｳﾐ１Ｗ）
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細椅略歴

水野雅文（みずの藷ふみ）

１９８６１１.慶噛義然大学僅学部卒業。同大学院修１．．瞳,糊W[i：

イタリア政府給哲留学生．ハドヴフ･ﾉ尽学心刊1学部心ｊＷ群|'純l孜授を経て，現在慶悲義蛎大学畷.職部精神神

紳｛:l･ﾘ,(慨＃帥‘

‘|U剛|;地〃WilIll保仙冊IllL稀縦公麺i’’'水礼金hljlllI1ｳ('.i喰慌1卜，１１水,11i次脳l細畔全i祁脚i，１１本洲堺院・地

ﾙｾI'illl1lりﾐ学会ﾙ縦典など。

。i輔「インテグレイテ.，ドメンタルヘルスケア』（』1$Ｍｌｉｌ<）’|｢典法U拙版．『梢１１|'f:}リハビリテーション・Iフ

ークブンク』（比編著）中央法規出版，補神縦忠”'１１.川ｿt兄．'Ｉ!‘lUlifi旅」（11§硫択）金剛出版、．C《)mprehcn，

ｓＭ,'1,1.《圃狐】1】《､11（（〕ｆＳ〔･hiz<)phl､enim.Ｉくり§細榊ＳＩ〕ril)質〔'1．布ど。

村上雅昭（むらかみよさあき）

197761：腿聴災熟大学医学部卒業〕医学Ⅳ｜:㈱

腿唯炎熱ﾉ<学医学部精神衿織子:|･助丁・ノ<泉病院､今縦部｣＆を雑て．１９９６ｲＩ.より明袖学院ﾉ､こ学社会学部什会補ill

，糊;ＩｌＵｊ紋授，呪仙而}散授。

ＮＩ〕()法ﾉ､みなとネソト２１剛‘1$｣２．１１イミ什公WiIIlIIｳﾐ‘,}唾川I1i．１１イ蛎院・地域輔神Ⅸ．､総会押談Ｌｉ

ｌ柵「インテグレイテソドメンクルヘルスケアＩ〔１１§慌択）Kl1jﾉ!:ﾘﾐ１Ｍ‘出版，ｏｈｌｉ仲f:Iリハビリテーション・ワ

ークブック」（共譜蒋）'11央法規出版，「補仲疾恐il'・期介入の爽際一早期WI神病治療サービスガイドー」（jI嶋脇

訳）金剛出版，『FamiI，IntcrvcntionさinMcnmlllInc鍔」（分孤仙縦）Pra“erなど害

佐久間啓（さくまけい）

ｌ９８２ｆｌ礎鵬筏熟ﾉ§学Ⅸ．､締|;'制き。’111ﾉ､:'W4院修I・コロンビアノ､:‘,i堵公衆伽f１．．Ｗ<･､i､院描院祷ｊＷ評}催I・職

‘､測りI:。公衆衛生学修士。現在，朕M<法人涜州1峡'１Nあさかホスヒタル別１１眼，院災一腿漉淀塾ﾉ<'料ｳ<‘,締il

WIIiill1illl雑ｲ;}､ﾙ附肋諭師。

冊肪lWlliillIf:}病院協会理41f，冊111鰹師公理ｌｌｉ，’1本ﾙliIIlIf:|ｿIii院協公病院排理委仇公委負。

ｉ輔．ｒこれか'､,の↑Ｉｌｊｉｌｌｌ朴飛院について｣、、1.,ｌｉｉｌｌＩｲ:|ﾙ;；{Illに求め'､,れるハードとソフトj，Ｊ新しい戒fl･後兄Ilil雌

についてｉ‘,‘lllIIf:|ｿ,州(の'‘j:ｊ４か,.，」，「1.1,抑人(､二よる|りく旅Jlil境の礎化」（い･↓喝ｵＬい'水WjIIlI#:|荊腕ｌｌＩ,11公剛,&

冊,肌）など。
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