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１ アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
「大阪教育大学アドミッション・ポリシー」
１．基本理念・目標
大阪教育大学は，我が国の先導的な教員養成大学として，教育の充実と文化の発展に貢献し，とりわけ教育界における有為な人材の育成
をとおして，地域と世界の人々の福祉に寄与する大学であることを使命としています。この使命を達成するため，大阪教育大学では人と真
摯に向き合う姿勢を基に，学生一人ひとりの個性を尊重した教育を推進していきます。
教育学部にあっては，グローバルな視野と豊かな教養を身に付け，専門的知識・技能及び優れた教育指導力を持った学校教員を養成する
とともに，チーム学校を含む学校教育や地域教育活動を取り巻く分野（教育心理科学，健康安全科学，理数情報，グローバル教育，芸術表
現，スポーツ科学）の専門性を有しつつ，教育的視点から学校，家庭，地域，社会と連携・協働することで，グローバル時代における多様
な教育課題の解決を図ることができる人材の養成をめざします。
大学院教育学研究科にあっては，教育科学の最新知識や研究成果の探求，教科教育・教科内容に関する高度な知識や研究手法の修得をと
おして，教育現場で主導的な役割を担える教員の育成をめざしています。また，現代社会の多様な課題に対応できる探求能力を養い，様々
な職業分野で課題解決能力を持って主導的立場を担える人材の育成をめざしています。
大学院連合教職実践研究科にあっては，教育委員会や学校現場との密接な連携の下での教員養成や現職教員教育を通じて，教員志望学生
や現職教員学生に学校現場での課題に即応できる実践的知識・技能を拡充させるための視点と方法を獲得させ，もって学校における高度の
専門的な能力及び優れた資質を有する専門職としての人材の育成をめざしています。
なお，本学では教育学部及び大学院において外国人留学生の受入れを積極的に進めています。
２．求める学生像
（教育学部）
・子どもの未来への使命感と教職への意欲や強い関心を持つ人
・教員として教育現場を担える十分な基礎学力と旺盛な探求心を持つ人
・幅広く専門分野を学ぶことにより広い視野や柔軟な思考力の修得をめざす人
・現代社会への幅広い関心と自らの課題意識を持って積極的に社会参画をめざす人
（大学院教育学研究科）
・教職に関する高度な知識の修得と学校教育の今日的課題の探求に意欲を持つ人
・自らの教職経験をもとに専門的な教職能力の向上や開発に意欲を持つ現職教員
・高度な先端知識の修得と複雑かつ多様な課題の解決能力の修得に意欲のある人
・現職経験をもとに自らの職能向上や研究能力の修得に意欲のある社会人
（大学院連合教職実践研究科）
・学校や地域の指導的・中核的な教員として高度で優れた実践力の獲得をめざす現職教員
・新しい学校づくりの担い手として自ら学び続けることで実践的指導力の獲得をめざす人
（外国人留学生）
上記の学部若しくは大学院の求める学生像に加えて，次のような人を求めています。
・一定の日本語能力と大学教育を受けるに必要な基礎学力を持つ人
・日本の文化や社会についての理解や経験を活かして国際的に活躍することをめざす人
３．入学者選抜の基本方針
本学では，各募集区分の基本理念・目標等にふさわしい学生を受け入れるために，次の入学者選抜を実施します。
学部においては，一般入学試験（前期日程・後期日程）
，学部推薦入学試験，学部私費外国人留学生入学試験，第３年次編入学試験の多様
な入学者選抜を実施します。
大学院においては，大学院入学試験を実施します。
特別支援教育特別専攻科においては，特別支援教育特別専攻科入学試験を実施します。
「特別支援教育特別専攻科アドミッション・ポリシー」
１．基本理念・目標
特別支援教育特別専攻科では，特別支援教育の充実に資するために，主に現職教員を対象に，発達障がい教育および聴覚障がい教育をは
じめ充実した専門教育を行い，実践的な指導力のある教員を養成します。特別支援教育の現場では，子どもたちの障がいの多様化，重度化，
重複化が進んでいます。本専攻科では，子どもたちの能力や個性に応じた高度な教育的支援が実践できる教員育成をめざします。さらに，
学校安全や危機対応についての知識や能力を養います。
２．求める学生像
・特別支援教育教員をめざすために必要な基礎学力があり，十分な教育実践力を身につけようとする意欲にあふれる人
・特別支援教育の教職に就くことを強く希望し，その意志を持ち続けることのできる人
・障がいのある子どもたちの成長にかかわることにやりがいと使命を感じることができる人
・人とコミュニケーションを図る優れた能力や個性を備えている人
・これまでの生活体験をとおして，学校や教育への親しみや関心を強く抱いている人
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２ 専攻及び募集人員
特別支援教育専攻 ３０人
３ 修業年限
１年
４ 出願資格
幼稚園，小学校，中学校，高等学校の教諭の普通免許状のいずれかを有する者（令和２年３月３１日までに取得見込み
の者を含む。）であって，次の（１）から（６）のいずれかに該当するもの
（１）大学を卒業した者（令和２年３月３１日までに卒業見込みの者を含む。)
（２）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者（令和２年３月３
１日までに授与される見込みの者を含む。）
（３）外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者（令和２年３月３１日までに修了見込みの者を含む。）
（４）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又は関係機関の認証
を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）におい
て，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国にお
いて履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であ
って文部科学大臣の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を
授与された者（令和２年３月３１日までに修了見込みの者を含む。）
（５）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者（令和２年３月３１日までに修了見込
みの者を含む。）
（６）文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号参照）
注） 上記（６）に該当する者は，次に掲げる者等です。
① 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）による幼稚園，小学校，中学校，高等学校の教諭もしくは養護教諭
の専修免許状又は１種免許状を有する者で２２歳に達したもの
② 旧国立養護教諭養成所設置法（昭和４０年法律第１６号）による国立養護教諭養成所を卒業した者で，教育職員免
許法による中学校教諭もしくは養護教諭の専修免許状又は１種免許状を有するもの
③ 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法（昭和３６年法律第８７号）による国立工業教員養成所を卒業
した者で，教育職員免許法による高等学校教諭免許状及び３年以上教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明
責任者の証明を有するもの
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࣭ฟ㢪ᚋ㸪୍᪦ཷ⌮ࡋࡓධᏛ᳨ᐃᩱࡣ㸪㏉㑏࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ḟࡢሙྜࡣ㸪ධᏛ᳨ᐃᩱࡢ㏉㑏ㄳồࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ㸦㏉㑏ಀࡿ㎸ᡭᩘᩱࡣㄳồ⪅ࡢ㈇ᢸ࡞ࡾࡲࡍࠋ㸧࡞࠾㸪
㏉㑏ㄳồࡣճỴ῭☜ㄆ⚊㸦ධᏛ᳨ᐃᩱᨭᡶド᫂᭩㸧ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
㸧ධᏛ᳨ᐃᩱࢆᡶ࠸㎸ࢇࡔࡀ㸪ฟ㢪ࡋ࡞ࡗࡓሙྜ㸪ཪࡣฟ㢪㈨᱁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵฟ㢪᭩㢮ࡀཷ⌮ࡉࢀ࡞ࡗ
ࡓሙྜ
㸧ධᏛ᳨ᐃᩱࢆㄗࡗ࡚㔜ᡶ࠸㎸ࢇࡔሙྜ
  ୖグ 㸧ཬࡧ 㸧ヱᙜࡍࡿሙྜࡣ㸪ධヨㄢࡲ࡛࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㟁ヰ㸮㸵㸰㸫㸷㸵㸶㸫㸱㸱㸰㸱㸦ཷ㛫㸸ᖹ᪥㸷㸸㸮㸮㹼㸯㸵㸸㸮㸮㸧 㹄㸿㹖㸮㸵㸰㸫㸷㸵㸶㸫㸱㸱㸰㸵
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なお，入学検定料返還の時期は，返還請求の時期にかかわらず，令和２年度特別支援教育特別専攻科の入試関連日程
終了後，２月下旬に一括して返還手続きを行います。
・東日本大震災（平成２３年３月１１日）及び熊本地震（平成２８年４月１４日）により被災した志願者を対象に入
学検定料の免除を行う場合があります。詳細は以下の本学ウェブページを参照してください。
https://osaka-kyoiku.ac.jp/admission/nyushi/kenteiryou_menjyo.html
（３） 出願期間

令和元年１２月１２日（木）～１２月１７日（火）（必着）
なお，出願期間後に着いたものは，１２月１３日（金）までの消印がある書留速達郵便に限り受理します。
（４） 出願方法

入学志願者は，前頁に示す書類等を取り揃え，
〒５８２－８５８２ 大阪府柏原市旭ヶ丘４－６９８－１ 大阪教育大学入試課へ，この要項に添付されている封筒に入
れて，出願期間中に届くよう書留速達郵便で送ってください。持参の場合は入試課の窓口へ提出してください。
注１）現に在職中の方は，入学及び修学に支障を来さないよう勤務先で手続きを行ってください。
注２）出願書類受理後は，記載事項の変更は認めません。また，記載事項が事実と相違していることが判明した場合は，
合格又は入学許可を取り消すことがあります。
注３）受理した出願書類は，いかなる理由があっても一切返還しません。
障がい又は病気その他の理由で，受験上の配慮を希望する方は，令和元年１１月１８日（月）までに入試課へご相談
ください。
電話 ０７２－９７８－３３２３ ＦＡＸ０７２－９７８－３３２７（受付時間：平日９：００～１７：００）
電子メール nyushika@bur.osaka-kyoiku.ac.jp
本学は障がい学生修学支援ルームを設置しています。なお，本ルームは入学後に修学上の配慮を希望する方の事前相談に
も応じています。
〈問い合わせ先〉障がい学生修学支援ルーム
電話・FAX ０７２－９７８－３４７９（受付時間：平日９：００～１７：００）
電子メール sienroom@bur.osaka-kyoiku.ac.jp
６ 入学者選抜方法
入学者の選抜は，小論文，面接，研究計画書及び成績証明書を総合して行います。
(１) 小論文…理解力・理論構成力・表現力をみるために，論文形式で筆答
(２) 面 接…専門分野に関する知識，研究計画書に記載の内容等について実施
小論文及び面接の実施場所等については，学力検査当日に入学試験場に掲示します。
(３) 配 点
試験科目等

配 点

小 論 文

１００

面

接

１００

研究計画書

１００

合

計

３００

７ 学力検査等期日及び時間
令和２年２月２日（日）
小 論 文
１０：００～１１：３０

面

接

１３：００～１７：００

８ 入学試験場
大阪教育大学柏原キャンパス 〒５８２－８５８２ 大阪府柏原市旭ヶ丘４－６９８－１
【近鉄大阪線「大阪教育大前駅」（「鶴橋駅」から約３０分）下車 南東へ約１ｋｍ
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ͤୖࡾᑓ⏝࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮㸦㸱ᇶࡾ⥅ࡂ㸧㸪㏵୰㝵ẁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࠚ
ཷ㦂⚊㏉㏦㸦௧㸰ᖺ㸯᭶㸵᪥㸦ⅆ㸧Ⓨ㏦ணᐃ㸧ྠᑒࡢヨ㦂ሙෆᅗཬࡧὀព㡯ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸷 ྜ᱁⪅ࡢⓎ⾲
ྜ᱁⪅ࡢⓎ⾲ࡣ㸪௧㸰ᖺ㸰᭶㸯㸲᪥㸦㔠㸧㸷㸸㸮㸮᯽ཎ࢟ࣕࣥࣃࢫ࠾࠸࡚㸪ཷ㦂␒ྕࢆᥖ㍕ࡋ࡚⾜࠸ࡲࡍࠋ
ྜ᱁⪅ࡣ㸪ྜ᱁㏻▱᭩ཬࡧධᏛᡭ⥆㛵ಀ᭩㢮ࢆู㏵㸪≉ᐃᑒ⟄㒑౽≀㸦᪥ᮏ㒑౽ࣞࢱ࣮ࣃࢵࢡࣉࣛࢫ㸦ᡭΏࡋ㓄㐩㸧㸧
࡛㒑㏦ࡋࡲࡍࡢ࡛㸪ྜ᱁⪅ࡣᚲࡎཷࡅྲྀࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ௧㸰ᖺ㸰᭶㸯㸷᪥㸦Ỉ㸧ࡲ࡛ධᏛᡭ⥆㛵ಀ᭩㢮ࡀᒆ࡞࠸ሙྜ
ࡣධヨㄢ㸦㟁ヰ 㸮㸵㸰㸫㸷㸵㸶㸫㸱㸱㸰㸱 ཷ㛫㸸ᖹ᪥㸷㸸㸮㸮㹼㸯㸵㸸㸮㸮㸧ࡲ࡛࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏᏛ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ KWWSVRVDNDN\RLNXDFMSDGPLVVLRQQ\XVKLJRXNDNXBKDSS\RXKWPO ࠾࠸࡚ࡶ㸪ྠ᪥
ᥖ㍕ࡋࡲࡍࡀ㸪ᚲࡎྜ᱁㏻▱᭩࡛☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋྜ᱁⪅ࡢⓎ⾲ࡘ࠸࡚㸪㟁ヰ➼ࡼࡿ↷ࡣ㸪୍ษᛂࡌࡲࡏࢇࠋ
 ࡞࠾㸪Ꮫ࿘㎶࡛ࡢྜ᱁㟁ሗ➼ࡢ່ㄏ࣭ཷ➼ࡣ㜰ᩍ⫱Ꮫࡣ୍ษ㛵ಀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸯㸮ධᏛᡭ⥆➼
㸦㸯㸧 ධᏛᡭ⥆ᮇ㝈
௧㸰ᖺ㸱᭶㸳᪥㸦ᮌ㸧ᚲ╔࡛㒑㏦ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ὀ㸯㸧ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡀ࠶ࡗ࡚㸪㒑㏦࡛ධᏛᡭ⥆ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣ㸪๓┦ㄯࡢ࠺࠼㸪௧㸰ᖺ㸱᭶㸴᪥㸦㔠㸧
ᣢཧ㸦᮶Ꮫ㸧ࡼࡿධᏛᡭ⥆ࢆㄆࡵࡲࡍࠋ࡞࠾㸪ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣྜ᱁⪅ู㏵㏻▱ࡋࡲࡍࠋධᏛᡭ⥆ᮇ㝈ࡲ࡛ධ
Ꮫᡭ⥆ࢆࡋ࡞࠸⪅ࡣ㸪ධᏛ㎡㏥⪅ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸ࡲࡍࠋ
ὀ㸰㸧ᮏᏛཷ㦂⚊ࡣ㸪ධᏛᡭ⥆ࡢ㝿ᚲせ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ษಖ⟶ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ὀ㸱㸧ᮏᏛධᏛᡭ⥆ࢆࡋࡓᚋ㸪≉ู࡞ࡼࡾᮏᏛࡢධᏛࢆ㎡㏥ࡍࡿሙྜࡣ㸪ධᏛ㎡㏥㢪ࡼࡾ㸪๓㟁ヰ
㐃⤡ࡢୖ㸪ධᏛᡭ⥆㛵ಀ᭩㢮グ㍕ࡢᮇ᪥ࡲ࡛᯽ཎ࢟ࣕࣥࣃࢫෆࡢධヨㄢ࡛ධᏛ㎡㏥ᡭ⥆ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᡤ
ᐃࡢᮇ㝈௨㝆ࡢධᏛ㎡㏥ࡣ୍ษ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ධᏛᡭ⥆ࢆࡋ࡞ࡗࡓሙྜࡣ㸪≉ධᏛ㎡㏥ࡢᡭ⥆ࡁࢆࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸦㸰㸧 ධᏛᩱཬࡧධᏛㅖ㈝⏝
 ධᏛᩱ 㸳㸶㸪㸲㸮㸮
௧㸰ᖺ㸱᭶㸰᪥㸦᭶㸧ࡲ࡛㔠⼥ᶵ㛵ࡽࡾ㎸ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡞࠾㸪ධᏛᡭ⥆ᚋ㸪᪤⣡ࡋࡓධᏛᩱࡣ㸪࠸࡞ࡿ⌮⏤ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㏉㑏ࡋࡲࡏࢇࠋ㸦ධᏛ㎡㏥ࡢሙྜࡶྠᵝࠋ㸧
 ධᏛㅖ㈝⏝
㜰ᩍ⫱Ꮫᰯ 㸲㸮㸪㸮㸮㸮
ὀ㸯㸧
ࠕ㜰ᩍ⫱Ꮫᰯࠖࡣ㸪ᩍ⫱◊✲άື㸪Ꮫ⾜㸪ㄢእάື㸪⚟ཌ⏕㸪ዡᏛ㔠⤥ཬࡧᑵ⫋
ࡢᨭ࡞ᵝࠎ࡞Ꮫ⏕ᨭᴗࢆ⾜࠺ࡶ㸪ᅾᏛ⏕ࢆྵࡴ༞ᴗ⏕㸪ಟ⏕ࡢྠ❆άືࡢᨭ
ࢆ⾜࠺⤌⧊࡛ࡍࠋ
ὀ㸰㸧ධᏛࡢࡳࡢ㈝⏝࡛ࡍࠋ
ὀ㸱㸧ୖググ㍕ࡢ㔠㢠ࡣ㸪ኚ᭦ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ධᏛᡭ⥆㛵ಀ᭩㢮ࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸱㸧 ࡑࡢධᏛᚲせ࡞㈝⏝

 ᤵᴗᩱ㸦๓ᮇศ㸧㸯㸱㸴㸪㸷㸳㸮㸦ᖺ㢠㸰㸵㸱㸪㸷㸮㸮㸧
ᮏᏛ࡛ࡣᤵᴗᩱࡢࠕཱྀᗙ᭰ไᗘࠖ㸦ཱྀᗙᘬⴠࡋ㸧ࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾ㸪ධᏛᚋ㸪Ꮫ⏕ྡ⩏ࡢ㡸㔠ཱྀᗙࡽ㸪๓ᮇศࡣ㸲
᭶㸪ᚋᮇศࡣ㸯㸮᭶ᤵᴗᩱࢆᘬࡁⴠࡋࡲࡍࠋ
ὀ㸯㸧ୖググ㍕ࡢ㔠㢠ࡣ㸪ᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘධᏛ⪅ࡢ㔠㢠࡛࠶ࡾ㸪௧㸰ᖺᗘධᏛ⪅ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ኚ᭦ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ࡞࠾㸪ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣྜ᱁⪅ู㏵㏻▱ࡋࡲࡍࠋ
ὀ㸰㸧ࡇࡢ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ௦ࡸᐇ⩦➼ࡢ⤒㈝㸪ㄢእάື➼ࡢ⤒㈝ࡣู㏵ᚲせ࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸦㸲㸧 ධᏛᩱཬࡧᤵᴗᩱච㝖ไᗘ➼
ධᏛᩱཬࡧᤵᴗᩱࡢච㝖㺃ᚩ⊰ணไᗘࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋヲ⣽ࡣ௨ୗࡢᮏᏛ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ධᏛᩱච㝖➼ࡘ࠸࡚ KWWSVRVDNDN\RLNXDFMSFDPSXVJDNXVHLQ\XPHQKWPO
ᤵᴗᩱච㝖➼ࡘ࠸࡚ KWWSVRVDNDN\RLNXDFMSFDPSXVJDNXVHLM\XPHQKWPO
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㸦㸳㸧 ዡᏛ㔠

 Ꮫᴗᡂ⦼ࡀඃ⚽࡛㸪⤒῭ⓗ⌮⏤ࡼࡾᏛ㈨ࡢᨭᘚࡀᅔ㞴࡞᪉ࡣ㸪ࠓ᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࠔཪࡣࠓ୍⯡ዡᏛ㔠ࠔࡢไᗘࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ୍⯡ዡᏛ㔠ࡣ㸪ࡁࡃศࡅ࡚ᆅ᪉බඹᅋయࡢዡᏛ㔠Ẹ㛫⫱ⱥᅋయࡢዡᏛ㔠ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦ཧ⪃㸧ᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘධᏛ⪅ ᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓዡᏛ㔠ࡢ㈚᭶㢠
ዡᏛ㔠ࡢ✀㢮
⮬Ꮿ㏻Ꮫ
⮬Ꮿእ㏻Ꮫ
➨୍✀ዡᏛ㔠
㸦↓Ꮚ㸧
➨✀ዡᏛ㔠
㸦᭷Ꮚ㸧

20,000 ࣭30,000 ࣭45,000 

20,000 ࣭30,000 ࣭40,000 ࣭
45,000 ࣭51,000 

20,000 ࣭30,000 ࣭40,000 ࣭50,000 ࣭60,000 ࣭70,000 ࣭
80,000 ࣭90,000 ࣭100,000 ࣭110,000 ࣭120,000 ࡢ࠸ࡎࢀࡼࡾ㑅ᢥ

ὀ㸧⏦ㄳࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࡣ㸪ྜ᱁⪅㏦ࡍࡿධᏛᡭ⥆㛵ಀ᭩㢮ࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
Ꮫ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ㸦KWWSVRVDNDN\RLNXDFMSFDPSXVJDNXVHLV\RXJDNXKWPO㸧࡛ࡶෆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸺ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸼  Ꮫ⏕ᨭㄢዡᏛཌ⏕ಀ  㸦㟁ヰ 㸧

㸯㸯ࡑࡢ
㸦㸯㸧ಟᏛሙᡤ
᯽ཎ࢟ࣕࣥࣃࢫ

㸦㸰㸧ྲྀᚓྍ⬟චチ
≉ูᨭᏛᰯᩍㅍ㸯✀චチ≧
࣭⫈ぬ㞀ࡀ࠸ศ㔝ಟࡢሙྜ㸸
ࠕ⫈ぬ㞀ᐖ⪅㛵ࡍࡿᩍ⫱࣭ࠖࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅㛵ࡍࡿᩍ⫱࣭ࠖࠕ⫥య⮬⏤⪅㛵ࡍࡿᩍ⫱ࠖࡢ㡿ᇦ
࣭Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸ศ㔝ಟࡢሙྜ㸸
ࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅㛵ࡍࡿᩍ⫱࣭ࠖࠕ⫥య⮬⏤⪅㛵ࡍࡿᩍ⫱࣭ࠖࠕᙅ⪅㛵ࡍࡿᩍ⫱ࠖࡢ㡿ᇦ

㸦㸱㸧ಶேሗࡘ࠸࡚
ฟ㢪᭩㢮ࡽྲྀᚓࡋࡓಶேሗཬࡧධᏛヨ㦂ࡢᐇࡼࡾྲྀᚓࡋࡓಶேሗࡣ㸪ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே➼ࡢಖ᭷ࡍࡿಶேሗ
ࡢಖㆤ㛵ࡍࡿἲᚊࠖཬࡧࠕᅜ❧Ꮫἲே㜰ᩍ⫱Ꮫಖ᭷ಶேሗ㛤♧➼ྲྀᢅつ⛬ࠖᇶ࡙ࡁ㸪㐺ษ⟶⌮ࡋ㸪௨ୗࡢ┠
ⓗ⏝ࡋࡲࡍࠋ
㸯㸬ධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤ㸪ྜ᱁Ⓨ⾲㸪ධᏛᡭ⥆ᴗົ➼⏝ࡋࡲࡍࠋ
㸰㸬ධᏛ⪅ࡢಶேሗࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍົ㛵ಀ㸦Ꮫ⡠㸪ಟᏛᣦᑟ➼㸧
㸪Ꮫ⏕ᨭ㛵ಀ㸦ᗣ⟶⌮㸪ᑵ⫋ᨭ㸪ᤵᴗᩱච㝖㸪
ዡᏛ㔠⏦ㄳ㸪ᅗ᭩㤋⏝➼㸧
㸪Ꮫ⏕࢝࢘ࣥࢺ㛵ಀ㸦Ꮫෆ࣓࣮ࣝ㸪ࣃࢯࢥࣥ⏝➼㸧ཬࡧᤵᴗᩱᚩ㛵ࡍࡿᴗົ
⏝ࡋࡲࡍࠋ
㸱㸬ධᏛ⪅㑅ᢤ⏝࠸ࡓヨ㦂ᡂ⦼ࡣ㸪ᚋࡢධᏛ⪅㑅ᢤ㈨ࡍࡿࡓࡵࡢศᯒ㈨ᩱࡋ࡚⏝ࡋࡲࡍࠋ
࡞࠾㸪௨ୖࡢᴗົࡢ୍㒊ࡲࡓࡣࡍ࡚ࢆእ㒊ጤクࡋ㸪ᚲせ࡞ಶேሗࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡣ㸪ጤクඛࡢ㛫࡛㐺ษ࡞
ྲྀᢅ㛵ࡍࡿዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡲࡍࠋ

-6-

㯞ࡋࢇ㸦ࡣࡋ㸧ࡢண㜵ࡘ࠸࡚ࠓ࠾▱ࡽࡏࠔ
ཌ⏕ປാ┬ࡣ㸪2007 ᖺ㧗ᰯ࣭Ꮫࢆ୰ᚰࡋࡓᏛᰯ➼࡛ࡢ㯞ࡋࢇ㸦ࡣࡋ㸧ὶ⾜ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇࡽ㸪㯞ࡋࢇண㜵
ࢆᏛᰯಖୖࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡋ࡚⨨࡙ࡅ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬༠ຊࡢୖ㸪㯞ࡋࢇࡢὶ⾜ࢆ࡞ࡃࡍࡓࡵ㸪ண㜵᭷ຠ࡞࣡ࢡࢳ
ࣥࡢ㸰ᅇ᥋✀ࢆᙉࡃ່ዡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀᇶ࡙ࡁ㸪ᮏᏛධᏛヨ㦂ྜ᱁⪅ࡣ㸪ධᏛᡭ⥆ࡁ᭩㢮ࡋ࡚࠙㯞ࡋࢇ㸦ࡣࡋ㸧
㛵ࡍࡿ☜ㄆ᭩ࠚࡢᥦฟࡀᚲせ࡛ࡍࠋྜ᱁⪅ࡢᖺ㱋㛵ಀ࡞ࡃ㸪ဨࡀᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ᮏᏛᡤᐃࡢ࠙㯞ࡋࢇ㸦ࡣࡋ㸧㛵ࡍࡿ☜ㄆ᭩ࠚࡣ㸪ධᏛᡭ⥆㛵ಀ᭩㢮➼୍⥴㏦ࡉࢀࡲࡍࠋ࠾ᡭඖᒆ࠸࡚
ࡽධᏛᡭ⥆ࡁࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡀ▷࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋୗグࡢࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺࢆཧ⪃㸪᪩ࡵࡈ‽ഛࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ヲ⣽ࡀ࡛᫂࠶ࡿ

ࡇࢀࡲ࡛㸪㯞ࡋࢇࡢண㜵᥋✀ࢆ㸰ᅇཷࡅࡓӐͤ1ӑ
ࡣ࠸

㸯ᅇ┠㸪㸰ᅇ┠ࡶ᥋✀
ࡢド᫂᭩㢮ࡀ࠶ࡿӐͤ2ӑ

ࡣ࠸

ࡣ࠸

ᗂᑡᮇ㯞ࡋࢇ
ࡗࡓࡇࡀ࠶ࡿ

࠸࠸࠼

B ࢆཧ↷

࡛ண㜵᥋✀ࡣ୍ᅇࡶ
ཷࡅ࡚࠸࡞࠸

ண㜵᥋✀ࢆ㸯ᅇࡣཷࡅ࡚࠸ࡿ

࠸࠸࠼

ࡣ࠸

࠸࠸࠼

ࡣ࠸

A ࢆཧ↷

㯞ࡋࢇࡗࡓࡢ

࠸࠸࠼

B ࢆཧ↷

C ࢆཧ↷

D ࢆཧ↷

B ࢆཧ↷

Ӑͤ1ӑ㯞ࡋࢇண㜵᥋✀ࡢ✀㢮
࣭㯞ࡋࢇ༢⊂࣡ࢡࢳࣥ ࣭MMR ࣡ࢡࢳࣥ

Ӑͤ2ӑẕᏊᗣᡭᖒࢆ⣮ኻࡋࡓ᪉ࡣ㸪⟶㎄ࡢᕷᙺᡤ(༊ᙺᡤ)࡛
᥋✀Ṕࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ᥋✀ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓሙྜࡣ᥋✀グ㘓

࣭MR ࣡ࢡࢳࣥ㸦㯞ࡋࢇ㢼ࡋࢇΰྜ࣡ࢡࢳࣥ㸧

ࢆⓎ⾜ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

A㸸㯞ࡋࢇࡢண㜵᥋✀ࢆ㸰ᅇཷࡅࡓࡇࢆド᫂ࡍࡿ᭩㢮㸦ẕᏊᗣᡭᖒࡸ᥋✀῭ド᫂᭩➼ࡢࢥࣆ࣮㸧ࢆࡈ‽ഛࡃࡔࡉ࠸ࠋ
   ణࡋ㸪௨ୗࡢෆᐜࡀグ㍕ࡉࢀࡓࡶࡢ㝈ࡾࡲࡍࠋ
࣭᥋✀ᖺ᭶᪥
࣭⏝࣡ࢡࢳࣥྡ Lot.No.㸦⏝࣡ࢡࢳࣥࡢࣛ࣋ࣝῧ࡛ࡶྍ㸧
࣭་⒪ᶵ㛵ྡࡲࡓࡣ་ᖌྡ
B㸸ධᏛࡲ࡛㯞ࡋࢇࡢᢠయ᳨ᰝࢆཷࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᢠయ᳨ᰝࡢ⤖ᯝࡀฟࡿࡲ࡛㸯㐌㛫⛬せࡋࡲࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᮏᏛ
ࡢᇶ‽್ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣ㸪࣡ࢡࢳࣥࢆ᥋✀ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋୗググ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ᳨ᰝἲ࡛ᚲࡎᐇࡋ㸪ࡇࢀ௨
እࡢ᳨ᰝ᪉ἲࡣㄆࡵࡽࢀࡲࡏࢇࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏᏛ࡛ࡣ㯞ࡋࢇⓎண㜵ࡢࡓࡵ㸪᳨ᰝᶵ㛵ࡢᇶ‽್ࡼࡾ㧗ࡃタᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ



᳨㻌 ᰝ㻌 ἲ㻌

ᮏ㻌 Ꮫ㻌 䛾㻌 ᇶ㻌 ‽㻌 ್㻌

EIA ἲ䇷IgG ᳨ᰝ䠄᥎ዡ䠅㻌

ᢠయ౯㻌 䠖㻌 䠔䠊䠌௨ୖ㻌

NT ἲ᳨ᰝ㻌

ᢠయ౯㻌 䠖㻌 䠐ಸ௨ୖ㻌

PA ἲ᳨ᰝ㻌

ᢠయ౯㻌 䠖㻌 䠍䠎䠔ಸ௨ୖ㻌

C㸸ධᏛࡲ࡛㸰ᅇ┠ࡢ࣡ࢡࢳࣥࢆ᥋✀ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸯ᅇ┠ࡢ࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ࡢド᫂᭩㢮ࡶᚲせ࡞ࡾࡲࡍӐͤ2ӑ
㸦㸯ᅇ┠ࡢド᫂᭩㢮ࡀ࡞ࡅࢀࡤ࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ࡢ㸰ࣨ᭶ᚋᢠయ᳨ᰝࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍ㸧ࠋ



D㸸ධᏛࡲ࡛㸯ᅇ࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢ㸰ࣨ᭶ᚋ㸰ᅇ┠ࡢ࣡ࢡࢳࣥࢆ᥋✀ࡍࡿ㸪ࡲࡓࡣᢠయ᳨ᰝࢆ
࠺ࡅ࡚චࡀ༑ศ⋓ᚓ࡛ࡁࡓ☜ㄆࡀᚲせ࡛ࡍ㸦B ࡢᮏᏛࡢᇶ‽್ࢆཧ↷㸧
ࠋ
ͤᮏᏛ࡛ࡣ MR(㯞ࡋࢇ㢼ࡋࢇΰྜ)࣡ࢡࢳࣥࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

  

࠙㯞ࡋࢇ㸦ࡣࡋ㸧㛵ࡍࡿ☜ㄆ᭩ࠚࡘ࠸࡚ࡣ㸪ධᏛᡭ⥆ࡁ㛵ࡍࡿ๓ࡢ࠾▱ࡽࡏ࡛ࡍࠋ
ධᏛヨ㦂ࡢฟ㢪ࡸཷ㦂ࡣ㛵ಀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࠑၥ࠸ྜࢃࡏඛࠒ 㜰ᩍ⫱Ꮫಖࢭࣥࢱ࣮
 㟁ヰ 㸮㸵㸰㸫㸷㸵㸶㸫㸱㸶㸯㸯㸦ཷ㛫㸸ᖹ᪥㸷㸸㸮㸮㹼㸯㸴㸸㸮㸮㸧

 Ꮫ ᡤ ᅾ ᆅ ␎ ᅗ

ධᏛヨ㦂ሙ㸸᯽ཎ࢟ࣕࣥࣃࢫ
ᡤᅾᆅ ࠛ㸳㸶㸰㸫㸶㸳㸶㸰 㜰ᗓ᯽ཎᕷ᪫ࣨୣ㸲㸫㸴㸷㸶㸫㸯
 ㏻ ㏆㕲㜰⥺ࠕ㜰ᩍ⫱๓㥐ࠖ
㸦
ࠕ㭯ᶫ㥐ࠖࡽ⣙㸱㸮ศ㸧ୗ㌴ ༡ᮾ⣙㸯㹩㹫
ͤୖࡾᑓ⏝࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮㸦㸱ᇶࡾ⥅ࡂ㸧
㸪㏵୰㝵ẁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㜰ᩍ⫱Ꮫ࡛ࡣ㸪ୗグࡢධヨሗཬࡧᏛ⏕⏕άෆࡘ࠸࡚࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ࡛࠾▱ࡽࡏࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓ㸪⅏ᐖ➼ࡼࡾ ࡢែࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡶ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࢆ⏝ࡋ࡚ሗᥦ౪ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
㸦Ꮫෆ࣭ເ㞟せ㡯ࡣ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡽㄳồ࡛ࡁࡲࡍࠋ㸧



࣭ᩍ⫱Ꮫ㒊㸦୍⯡ධヨ㸪᥎⸀ධヨ㸪⚾㈝እᅜே␃Ꮫ⏕㸧
࣭ึ➼ᩍ⫱ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬㸦ኪ㛫㸧➨㸱ᖺḟ⦅ධᏛ
࣭Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉㸦ಟኈㄢ⛬㸧
࣭Ꮫ㝔㐃ྜᩍ⫋ᐇ㊶◊✲⛉㸦ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬㸧
࣭≉ูᨭᩍ⫱≉ูᑓᨷ⛉
࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ
㸦3&࣭ࢫ࣐࣍∧㸧
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࠙㈨ᩱㄳồࡘ࠸࡚ࠚ
Ꮫෆࡸເ㞟せ㡯➼ࡣ㸪ᮏᏛ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡽ㈨ᩱㄳồࡸ3')∧ࢆࢲ࢘ࣥࣟ
࣮ࢻࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛ࡍࠋࡲࡓࢸ࣓࣮ࣞࣝࢧࢺྑࡢ45ࢥ࣮ࢻࡽࢡࢭࢫ
ࡋ㸪ㄳồࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋ

ၥ࠸ྜࢃࡏඛ
㜰ᩍ⫱Ꮫධヨㄢ
ࠛ㸳㸶㸰㸫㸶㸳㸶㸰 㜰ᗓ᯽ཎᕷ᪫ࣨୣ㸲㸫㸴㸷㸶㸫㸯
㟁ヰ㸮㸵㸰㸫㸷㸵㸶㸫㸱㸱㸰㸱㸦ධヨㄢ┤㏻㸧
㸦ཷ㛫㸸ᖹ᪥㸷㸸㸮㸮㹼㸯㸵㸸㸮㸮㸧
㹄㸿㹖㸮㸵㸰㸫㸷㸵㸶㸫㸱㸱㸰㸵
㟁Ꮚ࣓࣮ࣝQ\XVKLND#EXURVDNDN\RLNXDFMS
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㻌
㻌
㻌

