
 「橋本みさお」のトリセツ （上） 
 
 表紙を見ただけでハラハラします。いいの？ 末期だなんて。 
 『ケアの統一 ~末期 ALS「橋本みさお」のトリセツ~』 
 ALS は告知を受けたときから死を思う不治
の「難病」といわれますが、患者さん本人が

ケアに携わる方たちと共同で作成した手引き

書に、「末期 ALS のトリセツ」とうたってい
るのです。 
橋本さんは一人暮らしです。同居犬ポンち

ゃんがいますが、介護はしません。介護は主

に学生を育て、卒業したらまた新しい学生を

迎える。そのために「ケアの統一」が必要な

のです。45ページにわたるトリセツは、まこ
とに細やかに書かれています。清潔であるこ

とを徹底しています。介護者とともに暮らす

生き方を選んでいる橋本さんの哲学が息づい

ています。抜粋して、2回に分けて紹介させて
いただきます。 

 
心構え 
１． 挨拶をしましょう。 
   訪問したら、操さんに顔を見せて挨拶してください。 
   ＊来客時など取り込み中は、タイミングを見計らって。 
 
２． プライバシーを尊重する。 

 手紙、はがきなどは了解を得てから見てください。 
 バイトで知った事、操さんに関する事をバイト以外の人間に喋らない！ 
 

３． アルバイトとしての身だしなみを整える。 
 髪の長い人はゴムで結ぶ、介護者として爪は短めに切る。 
 動きやすい服装で来ること。（勤務中のスカート着用、ヒールのある靴は 
 ダメ。） 
 手はこまめに洗う。自分の鼻をかんだあとなども忘れずに。 

   勤務開始時間には準備を済ませて挨拶できるように。 
   風邪をひいている場合はマスク！みさおさんにも他のヘルパーにもうつ 
   さない！ 



   もちろん、体調崩さないように日頃から心がける！！ 
 
４． 音に気をつける。 

 マンションなので、地声が大きい人はボリュームに気をつける。 
 時間、場所を考えて声の大きさをかえるなど気を配る。 

   静かに歩く、ドアの閉め方も注意。 
 
５． 部屋をキレイに保ちましょう 
   操さんが健康的な生活を送るためにも呼吸器や食事関係のものを特に清 
   潔にしておく。 
   使ったものは元の場所へ！人が沢山出入りする家なので場所が分からな 
   くなります。 
   来客も多々あるので、リビング・和室は常に整理整頓！ 
   来客の方が使うであろう、洗面所やトイレもピカピカに磨く！ 
   お風呂もカビが発生しやすいのでこまめに洗う！ 
 
６、わからないことはその日のうちに解決させる！ 
   ケアや仕事に関して、わからないことがあったらそのままにせず、操さん、 
   日勤さん、訪問看護さん、先輩にどんどん聞く！ わからないから、やら 
      ない、そのままはダメ！！ 
 
７、携帯電話の使用について 
   基本的に勤務中の携帯電話の使用は禁止。外出中も同様。電車の時刻や時 
     間の確認など必要な時のみ。 
 
ｘみさおさんのケア 
～ケアをするに当たって～ 
 ※必ずみさおさんの指示または合意が取れた上で行う。 
 ※常にみさおさんの様子や状態をチェックしながら行う。 
 ※医療行為に当たるものも多く行うため、すべてみさおさんに確認を取りなが 
    ら行う。 
 
～吸引を行うに当たって～ 
 ※常にみさおさんの表情を確認しながら行う。 
 ※カテーテルとセッシは特に清潔に扱わなくてはならないため、自分の体や布

団等に触れないように注意する。 
 ※セッシは気管カニューレ内の吸引時にのみ使用し、その他の場合は清潔な手 
    で行う。 
 ※手が清潔であること。 
 



気管カニューレ内の吸引 

① みさおさんに「気管」と言われるか、こちらから「気管しますか」と聞き、
合意が取れたことを確認する。 

② 吸引器のホースを用意する。 
③ 気管のつぼのふたを開けて、ホースと気管用カテーテルを接続する。 
④ ホースを左手で持ち、左手親指でカテーテルを折って塞ぐ。 
⑤ 吸引器の電源を入れる。 
⑥ 右手でペンを持つようにセッシを握る。 
⑦ セッシでカテーテルを持ち上げ、左手親指を外してつぼ内の消毒液→注射用
水を吸引する。このときカテーテルの先端から 10㎝位のところを持つ。 

⑧ カテーテルをセッシで挟んだままセッシを左手に持ちかえる。 
⑨ みさおさんの呼吸のリズムに合わせて、「外します」と声をかけてから吐く
タイミングでコネクタを外す。 

⑩ セッシを右手に持ちかえて吸引を行う。このとき、カテーテルはカニューレ
に対してまっすぐ約 12 ㎝入れ、みさおさんに響かないように丁寧に回しな
がら引いて吸引する。 

⑪ カテーテルをセッシで挟んだままセッシを左手に持ちかえて、コネクタをつ
ける。 

⑫ アルコール綿を取り、左手親指でカテーテルを折って塞ぎながらカテーテル
をふく。 

⑬ セッシを右手に持ちかえて、注射用水→つぼ内の消毒液を吸引する。 
⑭ カテーテルをホースから外してつぼ内に収納し、セッシをセッシ立てに戻す。
このとき、片手で外せない場合は一度セッシをセッシ立てに戻してから両手

で行い、再びセッシを持って収納する方法もある。 
⑮ みさおさんの表情を確認し、他にも吸引が必要な場合は確認をしてこのまま
行う。このとき、視線が合ったら他にも吸引を行う合図であることが多い。 

⑯ 吸引器の電源を切って、ホースを片付ける。 
⑰ 呼吸器の内圧を確認する。 
⑱ 唾液を拭き取り、ティッシュを交換する。 
 

鼻腔内の吸引 

① みさおさんに「鼻を吸引」と言われるか、こちらから「鼻吸引しますか」と
聞き、合意が取れたことを確認する。 

② 吸引器のホースを用意する。 
③ 口腔のつぼのふたを開けて、ホースと口腔用カテーテルを接続する。 
④ ホースを左手で持ち、左手親指でカテーテルを折って塞ぐ。 
⑤ 吸引器の電源を入れる。 
⑥ 右手でカテーテルを持ち、左手親指を外してつぼ内の消毒液→浄水を吸引す



る。 
⑦ 左手親指でカテーテルを折って塞ぎながらティッシュでカテーテルを拭く。 
⑧ 「鼻入れます」と声をかけ、左手親指でカテーテルを折って塞ぎながらゆっ
くりと右鼻腔内の形に合わせて入れる。このとき、特にみさおさんの表情に

注意する。 
⑨ 奥まで入れてから左手親指を外して吸引する。吸引中は静止している。 
⑩ 吸引し終わりそうになったら（音が出て無くなり始めたら）ゆっくりと引き
抜く。 

⑪ 左手親指でカテーテルを折って塞ぎながらアル綿でカテーテルを拭く。 
⑫ 浄水→つぼ内の消毒液を吸引する。 
⑬ カテーテルをホースから外し、つぼに収納する。 
⑭ みさおさんの表情を確認し、他にも吸引が必要な場合は確認をしてこのまま
行う。このとき、視線が合ったら他にも吸引を行う合図であることが多い。 

⑮ 唾液を拭き取り、ティッシュを交換する。 
 

口腔内の吸引 

① みさおさんに「口を吸引」と言われるか、こちらから「口吸引しますか」と
聞き、合意が取れたことを確認する。←唾液が濃くティッシュで拭ききれな

い等 
② 吸引器のホースを用意する。 
③ 口腔のつぼのふたを開けて、ホースと口腔用カテーテルを接続する。 
④ ホースを左手で持ち、左手親指でカテーテルを折って塞ぐ。 
⑤ 吸引器の電源を入れる。 
⑥ 右手でカテーテルを持ち、左手親指を外してつぼ内の消毒液→浄水を吸引す
る。 

⑦ ティッシュでカテーテルを拭く。 
⑧ 「口入れます」と声をかけ、左手親指でカテーテルを折って塞ぎながらゆっ
くりと右頬側の口腔内に入れる。 

⑨ 左手親指を外してカテーテルを回しながら吸引する。 
⑩ 左手親指でカテーテルを折って塞ぎながらティッシュでカテーテルを拭く。 
⑪ 浄水→つぼ内の消毒液を吸引する。 
⑫ カテーテルをホースから外し、つぼに収納する。 
⑬ みさおさんの表情を確認し、他にも吸引が必要な場合は確認をしてこのまま
行う。このとき、視線が合ったら他にも吸引を行う合図であることが多い。 

 

ガーゼ下の吸引 

① みさおさんに「ガーゼ下」と言われるか、こちらから「ガーゼ下吸引します

か」と聞き、合意が取れたことを確認する。 



② 吸引器のホースを用意する。 
③ 口腔のつぼのふたを開けて、ホースと口腔用カテーテルを接続する。 
④ ホースを左手で持ち、左手親指でカテーテルを折って塞ぐ。 
⑤ 吸引器の電源を入れる。 
⑥ 右手でカテーテルを持ち、左手親指を外してつぼ内の消毒液→浄水を吸引す 
    る。 
⑦ 左手親指でカテーテルを折って塞ぎながらアルコール綿でカテーテルを拭 
    く。 
⑧ 「ガーゼ下吸引します」と声をかけ、Yガーゼをめくり、カテーテルを回し 
    ながらカニューレの周辺のたんを吸引する 
⑨ 左手親指でカテーテルを折って塞ぎながらアルコール綿でカテーテルを拭 
   く。 
⑪ 浄水→つぼ内の消毒液を吸引する。 
⑫ カテーテルをホースから外し、つぼに収納する。 
⑬ みさおさんの表情を確認し、他にも吸引が必要な場合は確認をしてこのまま 
    行う。このとき、視線が合ったら他にも吸引を行う合図であることが多い。 
 

低圧持続吸引器 ‐唾液の吸引。ＰＣ使用時に使用する。 

本体、ペットボトル  
 
① メラチューブに巻いてあるガーゼを取る。 
② 電源を入れる。 
③ メラチューブの先端を口の右頬側に入れて、洗濯ばさみで口元のタオルのと 
    ころにはさんでおく。 
※片付け 
① 口からメラチューブを抜き、口鼻用の浄水を吸う。 
② チューブ内の水分がペットボトルまで流れるのを待ってから電源を切る。 
③ メラチューブの先端を清潔に保つためにガーゼを巻いて、チューブをフック 
    にかける。 
④ 夜勤者は 1日 1回ペットボトルの水を変える。 
※注意 
・長時間同じ場所で吸引していると唇が荒れてしまうため、場所を変えて行う。 
・低圧なので、ペットボトルから口のチューブが上下にうねっていると流れなく 

メラ唾液持続

吸引チューブ 
 



  なるため、なるべくまっすぐに置く。 
・吸引できなくなったら、一度浄水を吸って確認してみる。 
・使用すると唾液を拭き取らずに済むが、みさおさんの様子チェックはいつも通 
  り行う。 
・本体に液体が流れると故障してしまうので、本体はペットボトルや頭より上に 
  設置しているが、本体につながるチューブに液体が流れていないか確認する。 
 

カフ ‐気管カニューレ先端にはカニューレを気管内に固定させるためのカフ

と呼ばれる風船のようなものがある。カフの空気は少しずつ抜けるため、定期的

に空気を入れてカニューレが抜けないようにする必要がある。 

     
 
① みさおさんに「カフ」と言われるか、こちらから「カフ入れますか」と聞き、
合意が取れたことを確認する。 

② カフ用のシリンジ（６ml）を 1.5ml分引く。 
③ 三方活栓のネジ（画像黄色部分）が緩んでいるとカフの空気が抜けるため、
きちんと締まっているか確認する。 

④ ネジを右手中指で押さえ、シリンジを右手の平、三方活栓を左手に持つ。 
⑤ シリンジを三方活栓の奥までぐっと刺す。 
⑥ みさおさんの呼吸のリズムに合わせて「入れます」と声をかけてから、横に
なっている三方活栓(緑の部分)を垂直に回し空気を入れ、すぐに三方活栓を
横に戻す。 

⑦ シリンジを抜く。 
⑧ みさおさんの表情を確認し、吸引が必要な場合は吸引を行う。 
 
※カフの空気は三方活栓を垂直にすると抜けるため、三方活栓の操作はシリンジ 
  挿入時に一瞬だけ行う。 
※就寝時は２時間半毎に 1.5ml、カフに空気を入れる。向きの前は 1.5ml  
※カニューレ交換後などは三方活栓がきちんとはまっていない場合があるため 
 要確認。 
 



ひざ、足を組む、足を反対 

            
 
 
 

 
 
 

経鼻経管栄養 

 
 
栄養剤等の場合 
① みさおさんに「○○(を流す)」と言われるか、こちらから「何か流しますか」 
  と聞き、合意が取れたことを確認する 
② 流すものは人肌位の温度に温め、クレンメが閉まっていることを確認してか
らイルリガートルに入れる 

③ 滴下筒を指で軽くつぶして、半分位まで栄養剤を溜める。クレンメを少しゆ
るめて、チューブの先まで栄養剤が満たされるようにする←空気が入らないよ

うにするため 
④ 体位(特に朝ごはんを流すときは注意)、マーゲンチューブの位置、表情等を
確認・調整する 

⑤ イルリガートルとマーゲンチューブを接続する。マーゲンチューブのコネク
タを外すときは、チューブを指で塞いで空気が入らないようにする 

⑥ みさおさんに「流します」と一声かけてから、クレンメをゆっくり緩めて、
適切なスピードで流す 

⑦ みさおさんの表情など変化がないか確認する 
⑧ ノートに時間・流したもの・量を記入する 
⑨ 流し終わったらすぐにシリンジで 20mlの白湯を勢いよく流す(フラッシュ) 

トイレ 

体上 
 
枕下 

省略 



⑩ 後片付けは食器と同じ取扱いでよく洗い、水を流す。清潔に取り扱う 
※みそ汁やトマトジュース、果実系のものを流す場合は詰まる可能性が高いため、

クレンメは全開にすること。 
※イルリガートルの先端は清潔に保つ必要があるため、流し台などに置いたりし

ないようにすること。 
※上の２つの写真のボトルとチューブを接続して使用するのだが、接続部がきち

んとはまっていないと漏れてしまったり、正しく流れなかったりするため、毎回

確認すること。 
 
◆みそ汁の準備 
 (1)みそ汁 200ml、ミルク(無脂肪)300ml、昆布茶(１匙)、しじみ(少量)、ひじ

き、ヨード卵(入れない時もあるので要確認)をミキサーに 30秒程かける 
 (2)ボール、ざる、ガーゼの順に重ね、ミキサーにかけたみそ汁をこす。ガー

ゼで絞りすぎないように注意する 
 (3)イルリガートルに入れる 
 ※みそ汁の代わりに、豚汁やポトフ、ロールキャベツを流すこともあるが、そ

のときも同様に行う。こんにゃくや肉のかたまりなど、ミキサーにかけに

くいものは入れないように注意する。また、特にロールキャベツの場合は

イルリガートルでは詰まることがあるため、シリンジで流すこともある。

流す前にみさおさんに確認すること。 
◆スイカの準備 
 (1)みさおさんに量を確認する（西友のカットスイカだったらその半分） 
 (2)皮を切る(縞々の部分は捨てる。薄緑の部分はぽんちゃんのお皿に。) 
 (3)適度な大きさに切って大体の種を取って、水 100ml程度と一緒にミキサー

にかける 
 (4) ボール、ざる、ガーゼの順に重ね、ミキサーにかけたスイカをこす。ガー

ゼで絞りすぎないように注意する 
 (5)計量カップに入れて人肌にあたためてからイルリガートルに入れる 
 ※他の果物のときも同様に行う。 
 
くすりの場合 

陰洗 

着替え 

ガーゼ交換 

清拭 

省略 



手足浴 

顔拭く 

洗髪 

 
外出支援 

外出準備 

着替え 
 上 冬はヒートテックや腹巻を着たりカシミヤを着たり。 
 下 緑のパッド、靴下（グレーの厚い/薄い/ニーハイ、ピンクのふわふわ、メ

ディキュット、着圧など）、レッグウォーマー。土踏まずに貼るカイロな

ど。カイロは靴下の上から！火傷に注意。 
 ズボン→はいてから、タオルを太ももに巻く。 
 スカート→左留めでいいか確認、おむつのように操さんの下に広げる。 
        小さい毛布や膝掛け入れるか確認 
        太ももにタオルを巻いて足をまとめてからスカートを留める 
 
回路 
 出かけるときは操さんに遠いところから、帰ってきたら操さんに近いところか

ら！ 順番に覚えた方が覚えやすく、漏れも無い。 
・加湿器…加湿器のコンセントを抜いて電源ランプが消えたことを確認 
      「管外します」と声をかけ呼吸器側の黄色ホースを外し、加湿器の

透明ホースを呼吸器につなげる。黄色ホースは加湿器につなげてお

く。 
・ウォータートラップ…透明ホースの水をウォータートラップに落として、水を 
           捨てる。 
            「外します」と声かけて、コネクタを外してから加湿

器側の透明ホースとトラップを外し、呼気弁下の黄色

ホースを外して透明ホースを繋げる。呼吸器→透明ホ

ース→呼気弁となる。 
・人工鼻…吸引器横にあるから１つ出して袋を開けて用意。 
      「外します」と声かけてコネクタと黄色ホースを外し、人工鼻をつ 
      ける。 
      落ち着いてつける。慣れない間は落ち着くためにアンビュー用意し

たり。 
      つけたらコネクタすぐに戻す。終わったらマジックテープで管をま

とめる。 

省略 



車椅子 
車椅子を倉庫から出す。 
座面下に吸引器（吸引しやすいように前向きに置く）、未開封保湿ティッシュ、 
吸引バッグのせる。 
ロホに空気を入れるか、場所などの確認  
背中にしくものなど確認（ポンチョやコート、ダウン、右肩の下にムートン置 
くなど） 
 

移乗 
舌をかまないように、ガーゼ噛む 
手を仲良しバンドでまとめる。肘の上までしっかりバンドを上げる。 
「コンセント外します」で呼吸器のコンセントを抜いて呼吸器上にまとめて、 
呼吸器を丸椅子に置いておく。 
ベッドをフラットにして、操さんが遠いなら右側に寄せる。 
腰を持つ人はしっかりと腕を入れる。なるべく操さんの体を自分に体に近づ

けて、抱え込むようにする。落とさないように！ 
     

 

外出中 

車椅子の押し方 
両手でハンドルを握って押すが、道がガタガタしている場合はそれに振動して

操さんの頭が揺れて頸椎を痛めてしまうので、片手で頭を軽く抑える。  
坂道を下るときは後ろ向き！前向きで坂を下ると車椅子から身体がずり落ち

てしまう。坂が緩やかな時や坂が長い時は操さんにどっち向きで降りるか確認

して臨機応変に！ 
左の黒いレバーがベッド(背面)、右がチルト（座面）の調整。 

介護タクシーの場合 
 運転手側に操さんの頭がくるように乗せてもらう。 
 車内は揺れるので、ベッドを下げるか聞いて少し下げる。 
 一人は読み取り、もう一人は揺れが酷く、頭が不安定な時に頭を軽くおさえる 
 などする。 
電車の場合 
ホームや電車内ではブレーキをかける！線路への転落・事故防止！ 
電車内に入ったら、車椅子は通路の真ん中辺りにとめる。どちらかに偏ってと

めてしまうと人が出入りしにくく、車椅子を移動させなくてはいけなくなるの

で。 
また、電車やエレベーターを待つときは点字ブロックの上で待つことがないよ

うにする。視覚障害者の方とぶつかる可能性や直ぐによけられないこともある

ので。 



乗車・・・ 
車椅子押す人：前輪を上げ、前輪が電車に入ったことを確認してから下ろす。

後輪を乗せる。 
車椅子押さない人：電車に先に入りスペースを確保する。車椅子スペースを利

用する場合、健常者が居たら移動して貰うよう声をかける。車椅子を乗せると

き頭が動くので、必要なら頭を抑えて頚椎守る！ 
 
降車・・・ 
車椅子は後ろ向きで下ろす。ドアの開く方を予め確認しておくと良い。 

新幹線の場合 
品川駅まで行く時は、切符は「乗り換え切符」を買い、大門乗り換えで京急品

川までを買う。切符は改札に通さずに、駅員さんに見せて通る。 
 
エレベーター 
 みさおさんの前に歩いている人が先に入って、エレベーターの左側に入る。車 
 椅子は右斜めに入れるようにする。車椅子がエレベーターに入ったことを確認 
 して扉を閉める。車椅子の後ろにかかっているものが扉の間に挟まれないよう 
 に注意する。車椅子を押している人が車椅子が入ったことを確認し、「大丈夫 
 です」などと声をかけると良い。 
エレベーターは操さんとヘルパーのみ乗るのが望ましいので、後ろで待ってい

る方がいたら、「次でお願いします。すいません。」などと声をかけ、次で行っ

てもらえるようにお願いする。もし、相乗りになった場合は呼吸器や管が引っ

かからないように一人は車椅子の後ろに立つと良い。 
 
昇降機 
 案内の人に従って乗る。ブレーキをかける。 
誰かと話すとき 
 
 

外出後 

帰宅したら、みさおさんの膝の上に乗っているものや、帽子、ストールなどを 
全部とる。 
帽子をとったら髪をとかして、髪を結ぶかはみさおさんに確認する。 

 車椅子の下に乗っている、吸引セットや呼吸器を下ろして、移乗がスムーズに 
 いくようにしておく。 
 腕をしばり、車椅子の肘置きを外す。「ベッド下げます」と一声かけてべッド 
 を下げて、一人がみさおさんの腰と足を持ち、もう一人は呼吸器を外してから、 
 頭と背中を抱えて移乗する。 
・呼吸器のコンセントを入れる。 



・顔拭く 
・何か流すか聞く。 
・陰洗 
・回路交換・・・・etc 
あとは、膝を立てたり、枕の下にタオルいれたり、コールつけたり、いつもの状

態になるようにする。 

主な場所への行き方 

・国会議事堂前 
練馬から西武線で小竹向原乗り換えで行く。池袋で丸ノ内線に乗り換えるとエレ

ベーターがある改札が遠く移動が大変。第一議員会館前の駅につながるエレベー

ターは２１時までなので注意！ 
 
＜ヒヤリハット・緊急時＞ 

マーゲンチューブがつまった！ 

① シリンジでチューブ内のものを引いてみる。 
② 熱めのお湯を流してみる。 
③ ワイヤーをチューブ内に通してみる。 
④ 訪看さんにチューブ交換をお願いする。（医療行為！！） 
 

呼吸器のアラームが止まらない！ 

① どこかチューブが抜けていないか、操さんに近い方からチェック 
 （管が抜けている、内圧のチューブに水が入っているなど） 

② 呼吸器の表示をチェック（何の異常か表示される） 
③ 呼吸器トラブルを IMIの大森さんに伝える。 
 

カニューレが抜けた！ 

① 操さんの喉に入るようにカフの空気を全部抜く。 
② カニューレを切開部に入れる。 
③ カフを入れる。 
 とりあえず入れておかないと切開部閉じるって聞いたけどどうなんでし 
 ょう？ 
その後すぐゆっきーに連絡する！      ※ゆっきー=往診医 

カテーテルが物に当たってしまった！ 

アルコール綿で拭く。 
場合によっては新しいカテーテルに変える。 



呼吸器が壊れた！ 

① 空気が送れていなければアンビュー！ 
② すぐに IMI大森さんに電話！ 
勤務先：03-6261-＊＊＊＊ 携帯：090-7830-＊＊＊＊ 自宅：03-3247-＊＊＊＊ 
IMI緊急：090-3100-＊＊＊＊ 
 

停電した！ 

① 懐中電灯、携帯電話等でとりあえず視界確保！ 
② アルソックのアラームが鳴る場合があるので、いつも玄関を開錠する受話器
の警報音停止ボタンを押す。 

③ 洗面所にあるブレーカーを ONにしてみる。 
 

みさおさんの様子が変だ！ 

① サチレーションや体温を測ってみる。 
② 内圧、換気量、回数等をチェック。 
③ 大人に助けを求める。 
田中さん、山田さん、山田さん、清水さん、ゆっきー 
 

アンビュー 

アンビューは必ず練習だけでなく、直接体験しておく！訪看にもチェックして頂

く。 
飛行機での移動介助に使うだけでなく、緊急時、買い物、会議、お仕事などの外

出時にも使用する可能性あるので、早めにやっておく。 
 
～やり方～ 
１回５秒で行う。 
① アンビューをカニューレにつなぎ左手で支える。 
② 右手で「１．２．３」と数えながら空気を入れる。 
③ 「４」でゆっくりと戻す。 
④ 「５」休む。 
 
１回に送る空気の量は５００位で、内圧は２０以内。空気を送りすぎると肺が破

裂するので注意！！                     
             
                           （次号につづく） 


