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[Class Name] 呼吸窮迫症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱p/o 1.. 肺胞虚脱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞虚脱状態$異常状態%原因a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺サーファクタントの不⾜[RH]
▼原因 <<肺胞虚脱状態$異常状態%原因
肺胞虚脱・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺胞虚脱状態$異常状態%結果

a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・多呼吸[RH]
▼結果 <<肺胞虚脱状態$異常状態%結果
肺胞虚脱・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺胞虚脱状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<肺胞虚脱状態$異常状態%結果

a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・呻吟[RH]
▼結果 <<肺胞虚脱状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・⾼炭酸ガス⾎症[RH]
▼結果 <<肺胞虚脱状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・アシドーシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・肺サーファクタントの不⾜p/o 1.. 肺サーファクタントの不⾜[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺サーファクタントの不⾜状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]

構成要素 <<
呼吸窮迫症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]
原因a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・多呼吸p/o 1.. 多呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多呼吸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・呻吟p/o 1.. 呻吟[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呻吟状態$異常状態%原因a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・⾼炭酸ガス⾎症p/o 1.. ⾼炭酸ガス⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼炭酸ガス⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・アシドーシスp/o 1.. アシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アシドーシス状態$異常状態%原因a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]

呼吸窮迫症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱p/o 1.. 肺胞虚脱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞虚脱状態$異常状態%原因a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺サーファクタントの不⾜[RH]
▼原因 <<肺胞虚脱状態$異常状態%原因
肺胞虚脱・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺胞虚脱状態$異常状態%結果

a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・多呼吸[RH]
▼結果 <<肺胞虚脱状態$異常状態%結果
肺胞虚脱・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺胞虚脱状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<肺胞虚脱状態$異常状態%結果

a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・呻吟[RH]
▼結果 <<肺胞虚脱状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・⾼炭酸ガス⾎症[RH]
▼結果 <<肺胞虚脱状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・アシドーシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・肺サーファクタントの不⾜p/o 1.. 肺サーファクタントの不⾜[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺サーファクタントの不⾜状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]

構成要素 <<
呼吸窮迫症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]
原因a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・多呼吸p/o 1.. 多呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多呼吸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・呻吟p/o 1.. 呻吟[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呻吟状態$異常状態%原因a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・⾼炭酸ガス⾎症p/o 1.. ⾼炭酸ガス⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼炭酸ガス⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸窮迫症候群・アシドーシスp/o 1.. アシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アシドーシス状態$異常状態%原因a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]

呼吸窮迫症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アシドーシス状態$異常状態%原因

a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アシドーシス状態$異常状態%原因

a/o 1.. 呼吸窮迫症候群・肺胞虚脱[RH]
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[Class Name] 新⽣児⼀過性多呼吸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性多呼吸・新⽣児における⼀時的な呼吸障害p/o 1.. 新⽣児における⼀時的な呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児における⼀時的な呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性多呼吸・肺⽔の吸収遅延[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性多呼吸・肺⽔の吸収遅延p/o 1.. 肺⽔の吸収遅延[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⽔の吸収遅延状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児⼀過性多呼吸・新⽣児における⼀時的な呼吸障害[RH]

新⽣児⼀過性多呼吸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性多呼吸・新⽣児における⼀時的な呼吸障害p/o 1.. 新⽣児における⼀時的な呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児における⼀時的な呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性多呼吸・肺⽔の吸収遅延[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性多呼吸・肺⽔の吸収遅延p/o 1.. 肺⽔の吸収遅延[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⽔の吸収遅延状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児⼀過性多呼吸・新⽣児における⼀時的な呼吸障害[RH]

新⽣児⼀過性多呼吸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胎便吸引症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎便吸引症候群・肺内への胎便吸引p/o 1.. 肺内への胎便吸引[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺内への胎便吸引状態$異常状態%原因a/o 1.. 胎便吸引症候群・胎児の低酸素症[RH]
▼結果 <<肺内への胎便吸引状態$異常状態%結果
肺内への胎便吸引・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胎便吸引症候群・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎便吸引症候群・胎児の低酸素症p/o 1.. 胎児の低酸素症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胎児の低酸素症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胎便吸引症候群・肺内への胎便吸引[RH]
構成要素 <<
胎便吸引症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 胎便吸引症候群・肺内への胎便吸引[RH]

胎便吸引症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎便吸引症候群・肺内への胎便吸引p/o 1.. 肺内への胎便吸引[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺内への胎便吸引状態$異常状態%原因a/o 1.. 胎便吸引症候群・胎児の低酸素症[RH]
▼結果 <<肺内への胎便吸引状態$異常状態%結果
肺内への胎便吸引・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胎便吸引症候群・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎便吸引症候群・胎児の低酸素症p/o 1.. 胎児の低酸素症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胎児の低酸素症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胎便吸引症候群・肺内への胎便吸引[RH]
構成要素 <<
胎便吸引症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 胎便吸引症候群・肺内への胎便吸引[RH]

胎便吸引症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児気胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児気胸・肺および⼼臓の圧迫p/o 1.. 肺および⼼臓の圧迫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺および⼼臓の圧迫状態$異常状態%原因
肺および⼼臓の圧迫・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児気胸・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺および⼼臓の圧迫状態$異常状態%結果
肺および⼼臓の圧迫・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児気胸・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺および⼼臓の圧迫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児気胸・チアノーゼ[RH]
構成要素 <<
新⽣児気胸・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児気胸・肺および⼼臓の圧迫[RH]

原因
a/o 1.. 新⽣児気胸・肺および⼼臓の圧迫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児気胸・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児気胸・肺および⼼臓の圧迫[RH]

新⽣児気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児気胸・肺および⼼臓の圧迫p/o 1.. 肺および⼼臓の圧迫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺および⼼臓の圧迫状態$異常状態%原因
肺および⼼臓の圧迫・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児気胸・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺および⼼臓の圧迫状態$異常状態%結果
肺および⼼臓の圧迫・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児気胸・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺および⼼臓の圧迫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児気胸・チアノーゼ[RH]
構成要素 <<
新⽣児気胸・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児気胸・肺および⼼臓の圧迫[RH]

原因
a/o 1.. 新⽣児気胸・肺および⼼臓の圧迫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児気胸・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児気胸・肺および⼼臓の圧迫[RH]

新⽣児気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 周産期に発⽣した気縦隔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期に発⽣した気縦隔・肺および⼼臓の圧迫p/o 1.. 肺および⼼臓の圧迫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺および⼼臓の圧迫状態$異常状態%原因
肺および⼼臓の圧迫・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 周産期に発⽣した気縦隔・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺および⼼臓の圧迫状態$異常状態%結果
肺および⼼臓の圧迫・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 周産期に発⽣した気縦隔・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺および⼼臓の圧迫状態$異常状態%結果a/o 1.. 周産期に発⽣した気縦隔・チアノーゼ[RH]

構成要素 <<
周産期に発⽣した気縦隔・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 周産期に発⽣した気縦隔・肺および⼼臓の圧迫[RH]
原因a/o 1.. 周産期に発⽣した気縦隔・肺および⼼臓の圧迫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期に発⽣した気縦隔・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. 周産期に発⽣した気縦隔・肺および⼼臓の圧迫[RH]

周産期に発⽣した気縦隔 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期に発⽣した気縦隔・肺および⼼臓の圧迫p/o 1.. 肺および⼼臓の圧迫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺および⼼臓の圧迫状態$異常状態%原因
肺および⼼臓の圧迫・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 周産期に発⽣した気縦隔・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺および⼼臓の圧迫状態$異常状態%結果
肺および⼼臓の圧迫・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 周産期に発⽣した気縦隔・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺および⼼臓の圧迫状態$異常状態%結果a/o 1.. 周産期に発⽣した気縦隔・チアノーゼ[RH]

構成要素 <<
周産期に発⽣した気縦隔・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 周産期に発⽣した気縦隔・肺および⼼臓の圧迫[RH]
原因a/o 1.. 周産期に発⽣した気縦隔・肺および⼼臓の圧迫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期に発⽣した気縦隔・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. 周産期に発⽣した気縦隔・肺および⼼臓の圧迫[RH]

周産期に発⽣した気縦隔 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 周産期間質性肺気腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・肺胞換気障害p/o 1.. 肺胞換気障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞換気障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺間質における空気貯留[RH]

▼原因 <<肺胞換気障害状態$異常状態%原因
肺胞換気障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺胞換気障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<肺胞換気障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・⾼炭酸ガス⾎症[RH]
▼結果 <<肺胞換気障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・アシドーシス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・肺間質における空気貯留p/o 1.. 肺間質における空気貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺間質における空気貯留状態$異常状態%結果
a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺胞換気障害[RH]

構成要素 <<
周産期間質性肺気腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺胞換気障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺胞換気障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・⾼炭酸ガス⾎症p/o 1.. ⾼炭酸ガス⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼炭酸ガス⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺胞換気障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・アシドーシスp/o 1.. アシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アシドーシス状態$異常状態%原因
a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺胞換気障害[RH]

周産期間質性肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・肺胞換気障害p/o 1.. 肺胞換気障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞換気障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺間質における空気貯留[RH]

▼原因 <<肺胞換気障害状態$異常状態%原因
肺胞換気障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺胞換気障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<肺胞換気障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・⾼炭酸ガス⾎症[RH]
▼結果 <<肺胞換気障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・アシドーシス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・肺間質における空気貯留p/o 1.. 肺間質における空気貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺間質における空気貯留状態$異常状態%結果
a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺胞換気障害[RH]

構成要素 <<
周産期間質性肺気腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺胞換気障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺胞換気障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・⾼炭酸ガス⾎症p/o 1.. ⾼炭酸ガス⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼炭酸ガス⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺胞換気障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・アシドーシスp/o 1.. アシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アシドーシス状態$異常状態%原因
a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺胞換気障害[RH]

周産期間質性肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児肺出⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] 間質性肺出⾎，肺胞性肺出⾎，混合性肺出⾎
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺出⾎・肺からの出⾎p/o 1.. 肺からの出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺からの出⾎状態$異常状態%原因
肺からの出⾎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺からの出⾎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・多呼吸[RH]
▼結果 <<肺からの出⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・陥没呼吸[RH]
▼結果 <<肺からの出⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・呻吟[RH]
▼結果 <<肺からの出⾎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・気道からの出⾎[RH]
構成要素 <<
新⽣児肺出⾎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・肺からの出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺出⾎・多呼吸p/o 1.. 多呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多呼吸状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・肺からの出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺出⾎・陥没呼吸p/o 1.. 陥没呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<陥没呼吸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・肺からの出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺出⾎・呻吟p/o 1.. 呻吟[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呻吟状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・肺からの出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺出⾎・気道からの出⾎p/o 1.. 気道からの出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気道からの出⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・肺からの出⾎[RH]

新⽣児肺出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺出⾎・肺からの出⾎p/o 1.. 肺からの出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺からの出⾎状態$異常状態%原因
肺からの出⾎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺からの出⾎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・多呼吸[RH]
▼結果 <<肺からの出⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・陥没呼吸[RH]
▼結果 <<肺からの出⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・呻吟[RH]
▼結果 <<肺からの出⾎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・気道からの出⾎[RH]
構成要素 <<
新⽣児肺出⾎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・肺からの出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺出⾎・多呼吸p/o 1.. 多呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多呼吸状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・肺からの出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺出⾎・陥没呼吸p/o 1.. 陥没呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<陥没呼吸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・肺からの出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺出⾎・呻吟p/o 1.. 呻吟[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呻吟状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・肺からの出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺出⾎・気道からの出⾎p/o 1.. 気道からの出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気道からの出⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児肺出⾎・肺からの出⾎[RH]

新⽣児肺出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 間質性肺出⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児肺出⾎
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
間質性肺出⾎・肺の間質からの出⾎p/o 1.. 肺の間質からの出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

間質性肺出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
間質性肺出⾎・肺の間質からの出⾎p/o 1.. 肺の間質からの出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

間質性肺出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺胞性肺出⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児肺出⾎
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞性肺出⾎・肺胞からの出⾎p/o 1.. 肺胞からの出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺胞からの出⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞性肺出⾎・徐脈[RH]
▼結果 <<肺胞からの出⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞性肺出⾎・無呼吸[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞性肺出⾎・徐脈p/o 1.. 徐脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<徐脈状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞性肺出⾎・肺胞からの出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞性肺出⾎・無呼吸p/o 1.. 無呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無呼吸状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞性肺出⾎・肺胞からの出⾎[RH]

肺胞性肺出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞性肺出⾎・肺胞からの出⾎p/o 1.. 肺胞からの出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺胞からの出⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞性肺出⾎・徐脈[RH]
▼結果 <<肺胞からの出⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞性肺出⾎・無呼吸[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞性肺出⾎・徐脈p/o 1.. 徐脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<徐脈状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞性肺出⾎・肺胞からの出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞性肺出⾎・無呼吸p/o 1.. 無呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無呼吸状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞性肺出⾎・肺胞からの出⾎[RH]

肺胞性肺出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 混合性肺出⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児肺出⾎
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性肺出⾎・肺胞と間質からの出⾎p/o 1.. 肺胞と間質からの出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

混合性肺出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性肺出⾎・肺胞と間質からの出⾎p/o 1.. 肺胞と間質からの出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

混合性肺出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児慢性肺疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (7)] 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型，新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型，新⽣児慢性肺疾患Ⅲ型，

新⽣児慢性肺疾患Ⅲ´型，新⽣児慢性肺疾患Ⅳ型，新⽣児慢性肺疾患Ⅴ型，
新⽣児慢性肺疾患Ⅵ型

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患・肺組織の異形成p/o 1.. 肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺組織の異形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・肺組織の感染による損傷[RH]
▼結果 <<肺組織の異形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<肺組織の異形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・⾼炭酸ガス⾎症[RH]
▼結果 <<肺組織の異形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・呼吸窮迫症状[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患・肺組織の感染による損傷p/o 1.. 肺組織の感染による損傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺組織の感染による損傷状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・肺組織の異形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・肺組織の異形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患・⾼炭酸ガス⾎症p/o 1.. ⾼炭酸ガス⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼炭酸ガス⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・肺組織の異形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患・呼吸窮迫症状p/o 1.. 呼吸窮迫症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸窮迫症状状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・肺組織の異形成[RH]

新⽣児慢性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患・肺組織の異形成p/o 1.. 肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺組織の異形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・肺組織の感染による損傷[RH]
▼結果 <<肺組織の異形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<肺組織の異形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・⾼炭酸ガス⾎症[RH]
▼結果 <<肺組織の異形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・呼吸窮迫症状[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患・肺組織の感染による損傷p/o 1.. 肺組織の感染による損傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺組織の感染による損傷状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・肺組織の異形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・肺組織の異形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患・⾼炭酸ガス⾎症p/o 1.. ⾼炭酸ガス⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼炭酸ガス⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・肺組織の異形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患・呼吸窮迫症状p/o 1.. 呼吸窮迫症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸窮迫症状状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患・肺組織の異形成[RH]

新⽣児慢性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児慢性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成状態$異常状態%原因
新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成状態$異常状態%結果
新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成[RH]

原因
a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成[RH]

新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成状態$異常状態%原因
新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成状態$異常状態%結果
新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成[RH]

原因
a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型における肺組織の異形成[RH]

新⽣児慢性肺疾患Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児慢性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型における肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型における肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型における肺組織の異形成状態$異常状態%原因
新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型における肺組織の異形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型における肺組織の異形成[RH]

新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型における肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型における肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型における肺組織の異形成状態$異常状態%原因
新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型における肺組織の異形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型における肺組織の異形成[RH]

新⽣児慢性肺疾患Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児慢性肺疾患Ⅲ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児慢性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅲ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅲ型における肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅲ型における肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

新⽣児慢性肺疾患Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅲ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅲ型における肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅲ型における肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

新⽣児慢性肺疾患Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児慢性肺疾患Ⅲ´型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児慢性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅲ´型・新⽣児慢性肺疾患Ⅲ´型における肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅲ´型における肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

新⽣児慢性肺疾患Ⅲ´型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅲ´型・新⽣児慢性肺疾患Ⅲ´型における肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅲ´型における肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

新⽣児慢性肺疾患Ⅲ´型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児慢性肺疾患Ⅳ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児慢性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅳ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅳ型における肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅳ型における肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

新⽣児慢性肺疾患Ⅳ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅳ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅳ型における肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅳ型における肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

新⽣児慢性肺疾患Ⅳ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児慢性肺疾患Ⅴ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児慢性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅴ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅴ型における肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅴ型における肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

新⽣児慢性肺疾患Ⅴ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅴ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅴ型における肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅴ型における肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

新⽣児慢性肺疾患Ⅴ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児慢性肺疾患Ⅵ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児慢性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅵ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅰ〜Ⅴ型に分類されない肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ〜Ⅴ型に分類されない肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

新⽣児慢性肺疾患Ⅵ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児慢性肺疾患Ⅵ型・新⽣児慢性肺疾患Ⅰ〜Ⅴ型に分類されない肺組織の異形成p/o 1.. 新⽣児慢性肺疾患Ⅰ〜Ⅴ型に分類されない肺組織の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

新⽣児慢性肺疾患Ⅵ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性横隔膜弛緩症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性横隔膜弛緩症・横隔膜の挙上p/o 1.. 横隔膜の挙上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜の挙上状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性横隔膜弛緩症・⼀側の横隔膜筋層の⽋損[RH]

▼結果 <<横隔膜の挙上状態$異常状態%結果
横隔膜の挙上・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性横隔膜弛緩症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性横隔膜弛緩症・⼀側の横隔膜筋層の⽋損p/o 1.. ⼀側の横隔膜筋層の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼀側の横隔膜筋層の⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性横隔膜弛緩症・横隔膜の挙上[RH]

構成要素 <<
先天性横隔膜弛緩症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 先天性横隔膜弛緩症・横隔膜の挙上[RH]

先天性横隔膜弛緩症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性横隔膜弛緩症・横隔膜の挙上p/o 1.. 横隔膜の挙上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜の挙上状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性横隔膜弛緩症・⼀側の横隔膜筋層の⽋損[RH]

▼結果 <<横隔膜の挙上状態$異常状態%結果
横隔膜の挙上・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性横隔膜弛緩症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性横隔膜弛緩症・⼀側の横隔膜筋層の⽋損p/o 1.. ⼀側の横隔膜筋層の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼀側の横隔膜筋層の⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性横隔膜弛緩症・横隔膜の挙上[RH]

構成要素 <<
先天性横隔膜弛緩症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 先天性横隔膜弛緩症・横隔膜の挙上[RH]

先天性横隔膜弛緩症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] ⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・動脈管と卵円孔を介する右-左シャントp/o 1.. 動脈管と卵円孔を介する右-左シャント[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<動脈管と卵円孔を介する右-左シャント状態$異常状態%原因
動脈管と卵円孔を介する右-左シャント・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<動脈管と卵円孔を介する右-左シャント状態$異常状態%結果
動脈管と卵円孔を介する右-左シャント・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖[RH]
▼原因 <<動脈管と卵円孔を介する右-左シャント状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⾎管抵抗増⼤[RH]

構成要素 <<
新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・動脈管と卵円孔を介する右-左シャント[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・動脈管と卵円孔を介する右-左シャント[RH]

新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・動脈管と卵円孔を介する右-左シャントp/o 1.. 動脈管と卵円孔を介する右-左シャント[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<動脈管と卵円孔を介する右-左シャント状態$異常状態%原因
動脈管と卵円孔を介する右-左シャント・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<動脈管と卵円孔を介する右-左シャント状態$異常状態%結果
動脈管と卵円孔を介する右-左シャント・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖[RH]
▼原因 <<動脈管と卵円孔を介する右-左シャント状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⾎管抵抗増⼤[RH]

構成要素 <<
新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・動脈管と卵円孔を介する右-左シャント[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・動脈管と卵円孔を介する右-左シャント[RH]

新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症$構成要素
⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・動脈管と卵円孔を介する右-左シャントp/o 1.. 動脈管と卵円孔を介する右-左シャント[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<動脈管と卵円孔を介する右-左シャント状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・肺⾎管抵抗増⼤[RH]
▼原因 <<動脈管と卵円孔を介する右-左シャント状態$異常状態%原因
動脈管と卵円孔を介する右-左シャント・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・肺⾎管抵抗増⼤p/o 1.. 肺⾎管抵抗増⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⾎管抵抗増⼤状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・動脈管と卵円孔を介する右-左シャント[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症$構成要素%結果
a/o 1.. ⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・動脈管と卵円孔を介する右-左シャント[RH]

⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症$構成要素
⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・動脈管と卵円孔を介する右-左シャントp/o 1.. 動脈管と卵円孔を介する右-左シャント[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<動脈管と卵円孔を介する右-左シャント状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・肺⾎管抵抗増⼤[RH]
▼原因 <<動脈管と卵円孔を介する右-左シャント状態$異常状態%原因
動脈管と卵円孔を介する右-左シャント・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・肺⾎管抵抗増⼤p/o 1.. 肺⾎管抵抗増⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⾎管抵抗増⼤状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・動脈管と卵円孔を介する右-左シャント[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症$構成要素%結果
a/o 1.. ⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症・動脈管と卵円孔を介する右-左シャント[RH]

⼆次性新⽣児遷延性肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 未熟児動脈管開存症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 症候性未熟児動脈管開存症，⾮症候性未熟児動脈管開存症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
未熟児動脈管開存症・動脈管を介する左-右シャントp/o 1.. 動脈管を介する左-右シャント[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

未熟児動脈管開存症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
未熟児動脈管開存症・動脈管を介する左-右シャントp/o 1.. 動脈管を介する左-右シャント[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

未熟児動脈管開存症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 症候性未熟児動脈管開存症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 未熟児動脈管開存症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
症候性未熟児動脈管開存症・症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャントp/o 1.. 症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャント[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャント状態$異常状態%結果
症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャント・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 症候性未熟児動脈管開存症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
症候性未熟児動脈管開存症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 症候性未熟児動脈管開存症・症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャント[RH]

症候性未熟児動脈管開存症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
症候性未熟児動脈管開存症・症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャントp/o 1.. 症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャント[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャント状態$異常状態%結果
症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャント・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 症候性未熟児動脈管開存症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
症候性未熟児動脈管開存症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 症候性未熟児動脈管開存症・症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャント[RH]

症候性未熟児動脈管開存症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾮症候性未熟児動脈管開存症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 未熟児動脈管開存症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮症候性未熟児動脈管開存症・⾮症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャントp/o 1.. ⾮症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャント[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾮症候性未熟児動脈管開存症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮症候性未熟児動脈管開存症・⾮症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャントp/o 1.. ⾮症候性未熟児動脈管開存症における動脈管を介する左-右シャント[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾮症候性未熟児動脈管開存症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼀過性⼼筋虚⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎p/o 1.. ⼼筋虚⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼筋虚⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・低酸素⾎症[RH]
▼原因 <<⼼筋虚⾎状態$異常状態%原因
⼼筋虚⾎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼼筋虚⾎状態$異常状態%結果
⼼筋虚⾎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼼筋虚⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼電図における陰性Ｔ波[RH]
▼結果 <<⼼筋虚⾎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼電図における異常Ｑ波[RH]
▼結果 <<⼼筋虚⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・CPK上昇[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性⼼筋虚⾎・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<低酸素⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎[RH]
構成要素 <<
⼀過性⼼筋虚⾎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎[RH]
原因

a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性⼼筋虚⾎・⼼電図における陰性Ｔ波p/o 1.. ⼼電図における陰性Ｔ波[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼電図における陰性Ｔ波状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性⼼筋虚⾎・⼼電図における異常Ｑ波p/o 1.. ⼼電図における異常Ｑ波[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼電図における異常Ｑ波状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性⼼筋虚⾎・CPK上昇p/o 1.. CPK上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CPK上昇状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎[RH]

⼀過性⼼筋虚⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎p/o 1.. ⼼筋虚⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼筋虚⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・低酸素⾎症[RH]
▼原因 <<⼼筋虚⾎状態$異常状態%原因
⼼筋虚⾎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼼筋虚⾎状態$異常状態%結果
⼼筋虚⾎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼼筋虚⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼電図における陰性Ｔ波[RH]
▼結果 <<⼼筋虚⾎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼電図における異常Ｑ波[RH]
▼結果 <<⼼筋虚⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・CPK上昇[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性⼼筋虚⾎・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<低酸素⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎[RH]
構成要素 <<
⼀過性⼼筋虚⾎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎[RH]
原因

a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性⼼筋虚⾎・⼼電図における陰性Ｔ波p/o 1.. ⼼電図における陰性Ｔ波[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼電図における陰性Ｔ波状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性⼼筋虚⾎・⼼電図における異常Ｑ波p/o 1.. ⼼電図における異常Ｑ波[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼電図における異常Ｑ波状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性⼼筋虚⾎・CPK上昇p/o 1.. CPK上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CPK上昇状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼀過性⼼筋虚⾎・⼼筋虚⾎[RH]

⼀過性⼼筋虚⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 完全⼤⾎管転位症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
完全⼤⾎管転位症・動脈管開存p/o 1.. 動脈管開存[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<動脈管開存状態$異常状態%原因
a/o 1.. 完全⼤⾎管転位症・右室から⼤動脈が，左室から肺動脈が出ている[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
完全⼤⾎管転位症・右室から⼤動脈が，左室から肺動脈が出ているp/o 1.. 右室から⼤動脈が，左室から肺動脈が出ている[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<右室から⼤動脈が，左室から肺動脈が出ている状態$異常状態%結果
a/o 1.. 完全⼤⾎管転位症・動脈管開存[RH]

完全⼤⾎管転位症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
完全⼤⾎管転位症・動脈管開存p/o 1.. 動脈管開存[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<動脈管開存状態$異常状態%原因
a/o 1.. 完全⼤⾎管転位症・右室から⼤動脈が，左室から肺動脈が出ている[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
完全⼤⾎管転位症・右室から⼤動脈が，左室から肺動脈が出ているp/o 1.. 右室から⼤動脈が，左室から肺動脈が出ている[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<右室から⼤動脈が，左室から肺動脈が出ている状態$異常状態%結果
a/o 1.. 完全⼤⾎管転位症・動脈管開存[RH]

完全⼤⾎管転位症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 総動脈幹症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
総動脈幹症・両⼼室から1本の⼤⾎管が出ているp/o 1.. 両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている状態$異常状態%原因
両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 総動脈幹症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている状態$異常状態%結果
両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 総動脈幹症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
総動脈幹症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 総動脈幹症・両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている[RH]
原因

a/o 1.. 総動脈幹症・両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている[RH]

総動脈幹症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
総動脈幹症・両⼼室から1本の⼤⾎管が出ているp/o 1.. 両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている状態$異常状態%原因
両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 総動脈幹症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている状態$異常状態%結果
両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 総動脈幹症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
総動脈幹症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 総動脈幹症・両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている[RH]
原因

a/o 1.. 総動脈幹症・両⼼室から1本の⼤⾎管が出ている[RH]

総動脈幹症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ファロー四徴症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ファロー四徴症・肺動脈狭窄p/o 1.. 肺動脈狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ファロー四徴症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ファロー四徴症・肺動脈狭窄p/o 1.. 肺動脈狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ファロー四徴症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 三尖弁閉鎖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
三尖弁閉鎖症・肺静脈⾎と体静脈⾎の混合p/o 1.. 肺静脈⾎と体静脈⾎の混合[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺静脈⾎と体静脈⾎の混合状態$異常状態%原因

a/o 1.. 三尖弁閉鎖症・右房から左房へ⾎液流⼊[RH]
▼原因 <<肺静脈⾎と体静脈⾎の混合状態$異常状態%原因
肺静脈⾎と体静脈⾎の混合・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 三尖弁閉鎖症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺静脈⾎と体静脈⾎の混合状態$異常状態%結果a/o 1.. 三尖弁閉鎖症・チアノーゼ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
三尖弁閉鎖症・右房から左房へ⾎液流⼊p/o 1.. 右房から左房へ⾎液流⼊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<右房から左房へ⾎液流⼊状態$異常状態%結果a/o 1.. 三尖弁閉鎖症・肺静脈⾎と体静脈⾎の混合[RH]
構成要素 <<
三尖弁閉鎖症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 三尖弁閉鎖症・肺静脈⾎と体静脈⾎の混合[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
三尖弁閉鎖症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. 三尖弁閉鎖症・肺静脈⾎と体静脈⾎の混合[RH]

三尖弁閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
三尖弁閉鎖症・肺静脈⾎と体静脈⾎の混合p/o 1.. 肺静脈⾎と体静脈⾎の混合[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺静脈⾎と体静脈⾎の混合状態$異常状態%原因

a/o 1.. 三尖弁閉鎖症・右房から左房へ⾎液流⼊[RH]
▼原因 <<肺静脈⾎と体静脈⾎の混合状態$異常状態%原因
肺静脈⾎と体静脈⾎の混合・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 三尖弁閉鎖症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺静脈⾎と体静脈⾎の混合状態$異常状態%結果a/o 1.. 三尖弁閉鎖症・チアノーゼ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
三尖弁閉鎖症・右房から左房へ⾎液流⼊p/o 1.. 右房から左房へ⾎液流⼊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<右房から左房へ⾎液流⼊状態$異常状態%結果a/o 1.. 三尖弁閉鎖症・肺静脈⾎と体静脈⾎の混合[RH]
構成要素 <<
三尖弁閉鎖症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 三尖弁閉鎖症・肺静脈⾎と体静脈⾎の混合[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
三尖弁閉鎖症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. 三尖弁閉鎖症・肺静脈⾎と体静脈⾎の混合[RH]

三尖弁閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 総肺静脈還流異常症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
総肺静脈還流異常症・すべての肺静脈が左房との交通がなく、体循環系へ還流する奇形p/o 1.. すべての肺静脈が左房との交通がなく、体循環系へ還流する奇形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<すべての肺静脈が左房との交通がなく、体循環系へ還流する奇形状態$異常状態%結果a/o 1.. 総肺静脈還流異常症・チアノーゼ[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
総肺静脈還流異常症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因

a/o 1.. 総肺静脈還流異常症・すべての肺静脈が左房との交通がなく、体循環系へ還流する奇形[RH]

総肺静脈還流異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
総肺静脈還流異常症・すべての肺静脈が左房との交通がなく、体循環系へ還流する奇形p/o 1.. すべての肺静脈が左房との交通がなく、体循環系へ還流する奇形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<すべての肺静脈が左房との交通がなく、体循環系へ還流する奇形状態$異常状態%結果a/o 1.. 総肺静脈還流異常症・チアノーゼ[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
総肺静脈還流異常症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因

a/o 1.. 総肺静脈還流異常症・すべての肺静脈が左房との交通がなく、体循環系へ還流する奇形[RH]

総肺静脈還流異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 卵円孔開存症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
卵円孔開存症・卵円孔開存p/o 1.. 卵円孔開存[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

卵円孔開存症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
卵円孔開存症・卵円孔開存p/o 1.. 卵円孔開存[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

卵円孔開存症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⻩疸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (6)] 早産に関連する新⽣児⻩疸，⺟乳性⻩疸，核⻩疸，新⽣児特発性⻩疸，

新⽣児⽣理的⻩疸，新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⻩疸・⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. ⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⻩疸・⻩疸[RH]
▼原因 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 溶⾎[RH]
▼原因 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
⾼ビリルビン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 暫定連鎖
▼結果 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 早発⻩疸[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⻩疸・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻩疸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⻩疸・⾼ビリルビン⾎症[RH]

新⽣児⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⻩疸・⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. ⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⻩疸・⻩疸[RH]
▼原因 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 溶⾎[RH]
▼原因 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
⾼ビリルビン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 暫定連鎖
▼結果 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 早発⻩疸[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⻩疸・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻩疸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⻩疸・⾼ビリルビン⾎症[RH]

新⽣児⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 早産に関連する新⽣児⻩疸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⻩疸
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
早産に関連する新⽣児⻩疸・早産に関連する⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. 早産に関連する⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<早産に関連する⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 早産に関連する新⽣児⻩疸・肝の未熟性[RH]
▼原因 <<早産に関連する⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
早産に関連する⾼ビリルビン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 早産に関連する新⽣児⻩疸・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
早産に関連する新⽣児⻩疸・肝の未熟性p/o 1.. 肝の未熟性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝の未熟性状態$異常状態%結果a/o 1.. 早産に関連する新⽣児⻩疸・早産に関連する⾼ビリルビン⾎症[RH]

構成要素 <<
早産に関連する新⽣児⻩疸・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 早産に関連する新⽣児⻩疸・早産に関連する⾼ビリルビン⾎症[RH]

早産に関連する新⽣児⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
早産に関連する新⽣児⻩疸・早産に関連する⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. 早産に関連する⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<早産に関連する⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 早産に関連する新⽣児⻩疸・肝の未熟性[RH]
▼原因 <<早産に関連する⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
早産に関連する⾼ビリルビン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 早産に関連する新⽣児⻩疸・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
早産に関連する新⽣児⻩疸・肝の未熟性p/o 1.. 肝の未熟性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝の未熟性状態$異常状態%結果a/o 1.. 早産に関連する新⽣児⻩疸・早産に関連する⾼ビリルビン⾎症[RH]

構成要素 <<
早産に関連する新⽣児⻩疸・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 早産に関連する新⽣児⻩疸・早産に関連する⾼ビリルビン⾎症[RH]

早産に関連する新⽣児⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⺟乳性⻩疸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⻩疸
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⺟乳性⻩疸・⺟乳性⻩疸の⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. ⺟乳性⻩疸の⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⺟乳性⻩疸の⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⺟乳性⻩疸・⺟乳摂取[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⺟乳性⻩疸・⺟乳摂取p/o 1.. ⺟乳摂取[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟乳摂取状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⺟乳性⻩疸・⺟乳性⻩疸の⾼ビリルビン⾎症[RH]

⺟乳性⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⺟乳性⻩疸・⺟乳性⻩疸の⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. ⺟乳性⻩疸の⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⺟乳性⻩疸の⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⺟乳性⻩疸・⺟乳摂取[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⺟乳性⻩疸・⺟乳摂取p/o 1.. ⺟乳摂取[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟乳摂取状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⺟乳性⻩疸・⺟乳性⻩疸の⾼ビリルビン⾎症[RH]

⺟乳性⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 核⻩疸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⻩疸
[Sub Classes (4)] 核⻩疸Ⅰ期，核⻩疸Ⅱ期，核⻩疸Ⅲ期，核⻩疸Ⅳ期
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
核⻩疸・中枢神経細胞障害p/o 1.. 中枢神経細胞障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢神経細胞障害状態$異常状態%原因
中枢神経細胞障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 核⻩疸・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<中枢神経細胞障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 核⻩疸・⾃発運動減少[RH]
▼結果 <<中枢神経細胞障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 核⻩疸・哺乳⼒減退[RH]

構成要素 <<
核⻩疸・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 核⻩疸・中枢神経細胞障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
核⻩疸・⾃発運動減少p/o 1.. ⾃発運動減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾃発運動減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 核⻩疸・中枢神経細胞障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
核⻩疸・哺乳⼒減退p/o 1.. 哺乳⼒減退[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳⼒減退状態$異常状態%原因

a/o 1.. 核⻩疸・中枢神経細胞障害[RH]

核⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
核⻩疸・中枢神経細胞障害p/o 1.. 中枢神経細胞障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢神経細胞障害状態$異常状態%原因
中枢神経細胞障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 核⻩疸・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<中枢神経細胞障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 核⻩疸・⾃発運動減少[RH]
▼結果 <<中枢神経細胞障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 核⻩疸・哺乳⼒減退[RH]

構成要素 <<
核⻩疸・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 核⻩疸・中枢神経細胞障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
核⻩疸・⾃発運動減少p/o 1.. ⾃発運動減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾃発運動減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 核⻩疸・中枢神経細胞障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
核⻩疸・哺乳⼒減退p/o 1.. 哺乳⼒減退[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳⼒減退状態$異常状態%原因

a/o 1.. 核⻩疸・中枢神経細胞障害[RH]

核⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 核⻩疸Ⅰ期
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⻩疸 / 核⻩疸
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

核⻩疸Ⅰ期 因果構造物（＝因果連鎖）核⻩疸Ⅰ期 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 核⻩疸Ⅱ期
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⻩疸 / 核⻩疸
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

核⻩疸Ⅱ期 因果構造物（＝因果連鎖）核⻩疸Ⅱ期 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 核⻩疸Ⅲ期
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⻩疸 / 核⻩疸
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

核⻩疸Ⅲ期 因果構造物（＝因果連鎖）核⻩疸Ⅲ期 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 核⻩疸Ⅳ期
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⻩疸 / 核⻩疸
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

核⻩疸Ⅳ期 因果構造物（＝因果連鎖）核⻩疸Ⅳ期 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児特発性⻩疸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⻩疸
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児特発性⻩疸・特発性⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. 特発性⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特発性⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児特発性⻩疸・肝の未熟性[RH]
▼原因 <<特発性⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児特発性⻩疸・多⾎症[RH]
▼原因 <<特発性⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児特発性⻩疸・腸肝循環の亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児特発性⻩疸・肝の未熟性p/o 1.. 肝の未熟性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝の未熟性状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児特発性⻩疸・特発性⾼ビリルビン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児特発性⻩疸・多⾎症p/o 1.. 多⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<多⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児特発性⻩疸・特発性⾼ビリルビン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児特発性⻩疸・腸肝循環の亢進p/o 1.. 腸肝循環の亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<腸肝循環の亢進状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児特発性⻩疸・特発性⾼ビリルビン⾎症[RH]

新⽣児特発性⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児特発性⻩疸・特発性⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. 特発性⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特発性⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児特発性⻩疸・肝の未熟性[RH]
▼原因 <<特発性⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児特発性⻩疸・多⾎症[RH]
▼原因 <<特発性⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児特発性⻩疸・腸肝循環の亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児特発性⻩疸・肝の未熟性p/o 1.. 肝の未熟性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝の未熟性状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児特発性⻩疸・特発性⾼ビリルビン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児特発性⻩疸・多⾎症p/o 1.. 多⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<多⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児特発性⻩疸・特発性⾼ビリルビン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児特発性⻩疸・腸肝循環の亢進p/o 1.. 腸肝循環の亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<腸肝循環の亢進状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児特発性⻩疸・特発性⾼ビリルビン⾎症[RH]

新⽣児特発性⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⽣理的⻩疸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⻩疸
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⽣理的⻩疸・⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. ⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⽣理的⻩疸・腸肝循環の亢進[RH]

▼原因 <<⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⽣理的⻩疸・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⽣理的⻩疸・腸肝循環の亢進p/o 1.. 腸肝循環の亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<腸肝循環の亢進状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児⽣理的⻩疸・⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症[RH]

構成要素 <<
新⽣児⽣理的⻩疸・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児⽣理的⻩疸・⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症[RH]

新⽣児⽣理的⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⽣理的⻩疸・⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. ⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⽣理的⻩疸・腸肝循環の亢進[RH]

▼原因 <<⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⽣理的⻩疸・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⽣理的⻩疸・腸肝循環の亢進p/o 1.. 腸肝循環の亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<腸肝循環の亢進状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児⽣理的⻩疸・⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症[RH]

構成要素 <<
新⽣児⽣理的⻩疸・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児⽣理的⻩疸・⽣理的範囲内での⾼ビリルビン⾎症[RH]

新⽣児⽣理的⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⻩疸
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<新⽣児⻩疸$構成要素
新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. ⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・溶⾎[RH]
▼原因 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
⾼ビリルビン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・早発⻩疸[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・溶⾎p/o 1.. 溶⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<溶⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・⾼ビリルビン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・⾼ビリルビン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・早発⻩疸p/o 1.. 早発⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<早発⻩疸状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・⾼ビリルビン⾎症[RH]

新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<新⽣児⻩疸$構成要素
新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. ⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・溶⾎[RH]
▼原因 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
⾼ビリルビン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・早発⻩疸[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・溶⾎p/o 1.. 溶⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<溶⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・⾼ビリルビン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・⾼ビリルビン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・早発⻩疸p/o 1.. 早発⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<早発⻩疸状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸・⾼ビリルビン⾎症[RH]

新⽣児⾎液型不適合性溶⾎性⻩疸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性トキソプラズマ感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染p/o 1.. トキソプラズマ感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・⺟体の妊娠中のトキソプラズマ感染[RH]

▼結果 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・脈絡網膜炎[RH]
▼結果 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・精神運動発達遅滞[RH]
▼結果 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・脳内⽯灰化[RH]
▼結果 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・⽔頭症[RH]
▼結果 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・肝脾腫[RH]
▼結果 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・⼦宮内発育遅延[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・⺟体の妊娠中のトキソプラズマ感染p/o 1.. ⺟体の妊娠中のトキソプラズマ感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟体の妊娠中のトキソプラズマ感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・脈絡網膜炎p/o 1.. 脈絡網膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脈絡網膜炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・精神運動発達遅滞p/o 1.. 精神運動発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神運動発達遅滞状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・脳内⽯灰化p/o 1.. 脳内⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脳内⽯灰化状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・⽔頭症p/o 1.. ⽔頭症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔頭症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・⼦宮内発育遅延p/o 1.. ⼦宮内発育遅延[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼦宮内発育遅延状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]

先天性トキソプラズマ感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染p/o 1.. トキソプラズマ感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・⺟体の妊娠中のトキソプラズマ感染[RH]

▼結果 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・脈絡網膜炎[RH]
▼結果 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・精神運動発達遅滞[RH]
▼結果 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・脳内⽯灰化[RH]
▼結果 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・⽔頭症[RH]
▼結果 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・肝脾腫[RH]
▼結果 <<トキソプラズマ感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・⼦宮内発育遅延[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・⺟体の妊娠中のトキソプラズマ感染p/o 1.. ⺟体の妊娠中のトキソプラズマ感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟体の妊娠中のトキソプラズマ感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・脈絡網膜炎p/o 1.. 脈絡網膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脈絡網膜炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・精神運動発達遅滞p/o 1.. 精神運動発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神運動発達遅滞状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・脳内⽯灰化p/o 1.. 脳内⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脳内⽯灰化状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・⽔頭症p/o 1.. ⽔頭症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔頭症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ感染症・⼦宮内発育遅延p/o 1.. ⼦宮内発育遅延[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼦宮内発育遅延状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性トキソプラズマ感染症・トキソプラズマ感染[RH]

先天性トキソプラズマ感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性梅毒
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 早発梅毒，遅発梅毒
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染しているp/o 1.. 胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%原因
胎児期より梅毒トレポネーマに感染している・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性梅毒・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝脾腫[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 梅毒性カタル性⿐汁分泌[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ節腫脹[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 梅毒性天疱瘡[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻軟⾻炎[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. Hutchinson⻭[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 実質性⾓膜炎[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 内⽿性難聴[RH]

構成要素 <<
先天性梅毒・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 先天性梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

先天性梅毒 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染しているp/o 1.. 胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%原因
胎児期より梅毒トレポネーマに感染している・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性梅毒・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝脾腫[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 梅毒性カタル性⿐汁分泌[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ節腫脹[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 梅毒性天疱瘡[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻軟⾻炎[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. Hutchinson⻭[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 実質性⾓膜炎[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 内⽿性難聴[RH]

構成要素 <<
先天性梅毒・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 先天性梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

先天性梅毒 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 早発梅毒
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性梅毒
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<先天性梅毒$構成要素
早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染しているp/o 1.. 胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 早発梅毒・肝脾腫[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 早発梅毒・梅毒性カタル性⿐汁分泌[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 早発梅毒・リンパ節腫脹[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 早発梅毒・梅毒性天疱瘡[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 早発梅毒・⾻軟⾻炎[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 早発梅毒・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
早発梅毒・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
早発梅毒・梅毒性カタル性⿐汁分泌p/o 1.. 梅毒性カタル性⿐汁分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<梅毒性カタル性⿐汁分泌状態$異常状態%原因
a/o 1.. 早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
早発梅毒・リンパ節腫脹p/o 1.. リンパ節腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ節腫脹状態$異常状態%原因

a/o 1.. 早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
早発梅毒・梅毒性天疱瘡p/o 1.. 梅毒性天疱瘡[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<梅毒性天疱瘡状態$異常状態%原因

a/o 1.. 早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
早発梅毒・⾻軟⾻炎p/o 1.. ⾻軟⾻炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻軟⾻炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
早発梅毒・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

早発梅毒 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性梅毒$構成要素
早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染しているp/o 1.. 胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 早発梅毒・肝脾腫[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 早発梅毒・梅毒性カタル性⿐汁分泌[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 早発梅毒・リンパ節腫脹[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 早発梅毒・梅毒性天疱瘡[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 早発梅毒・⾻軟⾻炎[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 早発梅毒・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
早発梅毒・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
早発梅毒・梅毒性カタル性⿐汁分泌p/o 1.. 梅毒性カタル性⿐汁分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<梅毒性カタル性⿐汁分泌状態$異常状態%原因
a/o 1.. 早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
早発梅毒・リンパ節腫脹p/o 1.. リンパ節腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ節腫脹状態$異常状態%原因

a/o 1.. 早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
早発梅毒・梅毒性天疱瘡p/o 1.. 梅毒性天疱瘡[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<梅毒性天疱瘡状態$異常状態%原因

a/o 1.. 早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
早発梅毒・⾻軟⾻炎p/o 1.. ⾻軟⾻炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻軟⾻炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
早発梅毒・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 早発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

早発梅毒 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遅発梅毒
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性梅毒
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<先天性梅毒$構成要素
遅発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染しているp/o 1.. 胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 遅発梅毒・Hutchinson⻭[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 遅発梅毒・実質性⾓膜炎[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 遅発梅毒・内⽿性難聴[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遅発梅毒・Hutchinson⻭p/o 1.. Hutchinson⻭[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Hutchinson⻭状態$異常状態%原因a/o 1.. 遅発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遅発梅毒・実質性⾓膜炎p/o 1.. 実質性⾓膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<実質性⾓膜炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 遅発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遅発梅毒・内⽿性難聴p/o 1.. 内⽿性難聴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内⽿性難聴状態$異常状態%原因a/o 1.. 遅発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

遅発梅毒 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性梅毒$構成要素
遅発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染しているp/o 1.. 胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 遅発梅毒・Hutchinson⻭[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 遅発梅毒・実質性⾓膜炎[RH]
▼結果 <<胎児期より梅毒トレポネーマに感染している状態$異常状態%結果a/o 1.. 遅発梅毒・内⽿性難聴[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遅発梅毒・Hutchinson⻭p/o 1.. Hutchinson⻭[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Hutchinson⻭状態$異常状態%原因a/o 1.. 遅発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遅発梅毒・実質性⾓膜炎p/o 1.. 実質性⾓膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<実質性⾓膜炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 遅発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遅発梅毒・内⽿性難聴p/o 1.. 内⽿性難聴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内⽿性難聴状態$異常状態%原因a/o 1.. 遅発梅毒・胎児期より梅毒トレポネーマに感染している[RH]

遅発梅毒 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⾵疹症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染p/o 1.. 胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・⺟体が妊娠初期に⾵疹に感染[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・低出⽣体重児[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・肝脾腫[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・先天性⽩内障[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・先天性緑内障[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・先天性⼼疾患[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・感⾳性難聴[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・網膜症[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・⾻端発育障害[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果
胎児期の⾵疹ウイルス感染・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・⺟体が妊娠初期に⾵疹に感染p/o 1.. ⺟体が妊娠初期に⾵疹に感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟体が妊娠初期に⾵疹に感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・低出⽣体重児p/o 1.. 低出⽣体重児[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低出⽣体重児状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・先天性⽩内障p/o 1.. 先天性⽩内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性⽩内障状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・先天性緑内障p/o 1.. 先天性緑内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性緑内障状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・先天性⼼疾患p/o 1.. 先天性⼼疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性⼼疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・感⾳性難聴p/o 1.. 感⾳性難聴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感⾳性難聴状態$異常状態%原因

先天性⾵疹症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染p/o 1.. 胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・⺟体が妊娠初期に⾵疹に感染[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・低出⽣体重児[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・肝脾腫[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・先天性⽩内障[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・先天性緑内障[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・先天性⼼疾患[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・感⾳性難聴[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・網膜症[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・⾻端発育障害[RH]
▼結果 <<胎児期の⾵疹ウイルス感染状態$異常状態%結果
胎児期の⾵疹ウイルス感染・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・⺟体が妊娠初期に⾵疹に感染p/o 1.. ⺟体が妊娠初期に⾵疹に感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟体が妊娠初期に⾵疹に感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・低出⽣体重児p/o 1.. 低出⽣体重児[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低出⽣体重児状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・先天性⽩内障p/o 1.. 先天性⽩内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性⽩内障状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・先天性緑内障p/o 1.. 先天性緑内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性緑内障状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・先天性⼼疾患p/o 1.. 先天性⼼疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性⼼疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・感⾳性難聴p/o 1.. 感⾳性難聴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感⾳性難聴状態$異常状態%原因

先天性⾵疹症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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先天性⾵疹症候群・感⾳性難聴p/o 1.. 感⾳性難聴[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感⾳性難聴状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・網膜症p/o 1.. 網膜症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<網膜症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・⾻端発育障害p/o 1.. ⾻端発育障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻端発育障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]
構成要素 <<
先天性⾵疹症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]

先天性⾵疹症候群・感⾳性難聴p/o 1.. 感⾳性難聴[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感⾳性難聴状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・網膜症p/o 1.. 網膜症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<網膜症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾵疹症候群・⾻端発育障害p/o 1.. ⾻端発育障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻端発育障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]
構成要素 <<
先天性⾵疹症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 先天性⾵疹症候群・胎児期の⾵疹ウイルス感染[RH]
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[Class Name] 先天性サイトメガロウイルス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性サイトメガロウイルス感染症・胎児のサイトメガロウイルス感染p/o 1.. 胎児のサイトメガロウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児のサイトメガロウイルス感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性サイトメガロウイルス感染症・⺟体のサイトメガロウイルス感染[RH]
▼結果 <<胎児のサイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果
胎児のサイトメガロウイルス感染・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性サイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性サイトメガロウイルス感染症・⺟体のサイトメガロウイルス感染p/o 1.. ⺟体のサイトメガロウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟体のサイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性サイトメガロウイルス感染症・胎児のサイトメガロウイルス感染[RH]

構成要素 <<
先天性サイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 先天性サイトメガロウイルス感染症・胎児のサイトメガロウイルス感染[RH]

先天性サイトメガロウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性サイトメガロウイルス感染症・胎児のサイトメガロウイルス感染p/o 1.. 胎児のサイトメガロウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児のサイトメガロウイルス感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性サイトメガロウイルス感染症・⺟体のサイトメガロウイルス感染[RH]
▼結果 <<胎児のサイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果
胎児のサイトメガロウイルス感染・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性サイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性サイトメガロウイルス感染症・⺟体のサイトメガロウイルス感染p/o 1.. ⺟体のサイトメガロウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟体のサイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性サイトメガロウイルス感染症・胎児のサイトメガロウイルス感染[RH]

構成要素 <<
先天性サイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 先天性サイトメガロウイルス感染症・胎児のサイトメガロウイルス感染[RH]

先天性サイトメガロウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児単純ヘルペス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症，先天性ヘルペスウイルス感染症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染p/o 1.. 単純ヘルペスウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児単純ヘルペス感染症・⺟体の性器ヘルペス[RH]
▼原因 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%原因
単純ヘルペスウイルス感染・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 暫定連鎖
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻩疸[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肝脾腫[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽔疱[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 痙攣[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 発熱[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 低体温[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果
単純ヘルペスウイルス感染・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 暫定連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児単純ヘルペス感染症・⺟体の性器ヘルペスp/o 1.. ⺟体の性器ヘルペス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体の性器ヘルペス状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]

新⽣児単純ヘルペス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染p/o 1.. 単純ヘルペスウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児単純ヘルペス感染症・⺟体の性器ヘルペス[RH]
▼原因 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%原因
単純ヘルペスウイルス感染・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 暫定連鎖
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻩疸[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肝脾腫[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽔疱[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 痙攣[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 発熱[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 低体温[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果
単純ヘルペスウイルス感染・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 暫定連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児単純ヘルペス感染症・⺟体の性器ヘルペスp/o 1.. ⺟体の性器ヘルペス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体の性器ヘルペス状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]

新⽣児単純ヘルペス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 新⽣児単純ヘルペス感染症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<新⽣児単純ヘルペス感染症$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染p/o 1.. 単純ヘルペスウイルス感染[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%原因
単純ヘルペスウイルス感染・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・⻩疸[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・肝脾腫[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・⽔疱[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・痙攣[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・発熱[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・低体温[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果
単純ヘルペスウイルス感染・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]
原因a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻩疸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・⽔疱p/o 1.. ⽔疱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔疱状態$異常状態%原因a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・低体温p/o 1.. 低体温[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低体温状態$異常状態%原因

産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<新⽣児単純ヘルペス感染症$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染p/o 1.. 単純ヘルペスウイルス感染[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%原因
単純ヘルペスウイルス感染・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・⻩疸[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・肝脾腫[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・⽔疱[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・痙攣[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・発熱[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・低体温[RH]
▼結果 <<単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果
単純ヘルペスウイルス感染・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]
原因a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻩疸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・⽔疱p/o 1.. ⽔疱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔疱状態$異常状態%原因a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・低体温p/o 1.. 低体温[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低体温状態$異常状態%原因

産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・低体温p/o 1.. 低体温[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低体温状態$異常状態%原因

a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]

産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・低体温p/o 1.. 低体温[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低体温状態$異常状態%原因

a/o 1.. 産道感染による新⽣児単純ヘルペス感染症・単純ヘルペスウイルス感染[RH]
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[Class Name] 先天性ヘルペスウイルス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 新⽣児単純ヘルペス感染症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染p/o 1.. 胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・単純ヘルペスウイルスの経胎盤感染[RH]

▼原因 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%原因
胎児からの単純ヘルペスウイルス感染・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・脈絡網膜炎[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・⽔疱[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・早産児[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・⾓結膜炎[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・⼩眼球[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・⽔無脳症[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・⼩頭症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・単純ヘルペスウイルスの経胎盤感染p/o 1.. 単純ヘルペスウイルスの経胎盤感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<単純ヘルペスウイルスの経胎盤感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]

構成要素 <<
先天性ヘルペスウイルス感染症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・脈絡網膜炎p/o 1.. 脈絡網膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脈絡網膜炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・⽔疱p/o 1.. ⽔疱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔疱状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・早産児p/o 1.. 早産児[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<早産児状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・⾓結膜炎p/o 1.. ⾓結膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓結膜炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・⼩眼球p/o 1.. ⼩眼球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩眼球状態$異常状態%原因

先天性ヘルペスウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染p/o 1.. 胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・単純ヘルペスウイルスの経胎盤感染[RH]

▼原因 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%原因
胎児からの単純ヘルペスウイルス感染・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・脈絡網膜炎[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・⽔疱[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・早産児[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・⾓結膜炎[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・⼩眼球[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・⽔無脳症[RH]
▼結果 <<胎児からの単純ヘルペスウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・⼩頭症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・単純ヘルペスウイルスの経胎盤感染p/o 1.. 単純ヘルペスウイルスの経胎盤感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<単純ヘルペスウイルスの経胎盤感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]

構成要素 <<
先天性ヘルペスウイルス感染症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・脈絡網膜炎p/o 1.. 脈絡網膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脈絡網膜炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・⽔疱p/o 1.. ⽔疱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔疱状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・早産児p/o 1.. 早産児[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<早産児状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・⾓結膜炎p/o 1.. ⾓結膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓結膜炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・⼩眼球p/o 1.. ⼩眼球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩眼球状態$異常状態%原因

先天性ヘルペスウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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先天性ヘルペスウイルス感染症・⼩眼球p/o 1.. ⼩眼球[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩眼球状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・⽔無脳症p/o 1.. ⽔無脳症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔無脳症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・⼩頭症p/o 1.. ⼩頭症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩頭症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]

先天性ヘルペスウイルス感染症・⼩眼球p/o 1.. ⼩眼球[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩眼球状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・⽔無脳症p/o 1.. ⽔無脳症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔無脳症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性ヘルペスウイルス感染症・⼩頭症p/o 1.. ⼩頭症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩頭症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性ヘルペスウイルス感染症・胎児からの単純ヘルペスウイルス感染[RH]



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 62 ]

[Class Name] 先天性パルボウイルスB19感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性パルボウイルスB19感染症・胎児のパルボウイルスB19感染p/o 1.. 胎児のパルボウイルスB19感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児のパルボウイルスB19感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性パルボウイルスB19感染症・⺟体の妊娠中のパルボウイルスB19感染[RH]

▼結果 <<胎児のパルボウイルスB19感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性パルボウイルスB19感染症・胎児⽔腫[RH]

▼結果 <<胎児のパルボウイルスB19感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性パルボウイルスB19感染症・胎児貧⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性パルボウイルスB19感染症・⺟体の妊娠中のパルボウイルスB19感染p/o 1.. ⺟体の妊娠中のパルボウイルスB19感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体の妊娠中のパルボウイルスB19感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性パルボウイルスB19感染症・胎児のパルボウイルスB19感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性パルボウイルスB19感染症・胎児⽔腫p/o 1.. 胎児⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児⽔腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性パルボウイルスB19感染症・胎児のパルボウイルスB19感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性パルボウイルスB19感染症・胎児貧⾎p/o 1.. 胎児貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児貧⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性パルボウイルスB19感染症・胎児のパルボウイルスB19感染[RH]

先天性パルボウイルスB19感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性パルボウイルスB19感染症・胎児のパルボウイルスB19感染p/o 1.. 胎児のパルボウイルスB19感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児のパルボウイルスB19感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性パルボウイルスB19感染症・⺟体の妊娠中のパルボウイルスB19感染[RH]

▼結果 <<胎児のパルボウイルスB19感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性パルボウイルスB19感染症・胎児⽔腫[RH]

▼結果 <<胎児のパルボウイルスB19感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性パルボウイルスB19感染症・胎児貧⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性パルボウイルスB19感染症・⺟体の妊娠中のパルボウイルスB19感染p/o 1.. ⺟体の妊娠中のパルボウイルスB19感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体の妊娠中のパルボウイルスB19感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性パルボウイルスB19感染症・胎児のパルボウイルスB19感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性パルボウイルスB19感染症・胎児⽔腫p/o 1.. 胎児⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児⽔腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性パルボウイルスB19感染症・胎児のパルボウイルスB19感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性パルボウイルスB19感染症・胎児貧⾎p/o 1.. 胎児貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児貧⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性パルボウイルスB19感染症・胎児のパルボウイルスB19感染[RH]

先天性パルボウイルスB19感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⽔痘症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染p/o 1.. 胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・⺟体の妊娠初期の⽔痘・帯状疱疹ウイルス初感染[RH]
▼結果 <<胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・脈絡網膜炎[RH]
▼結果 <<胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・⼩眼球[RH]
▼結果 <<胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・四肢低形成[RH]
▼結果 <<胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・瘢痕性⽪膚病変[RH]
▼結果 <<胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・⽩内障[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・⺟体の妊娠初期の⽔痘・帯状疱疹ウイルス初感染p/o 1.. ⺟体の妊娠初期の⽔痘・帯状疱疹ウイルス初感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体の妊娠初期の⽔痘・帯状疱疹ウイルス初感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・脈絡網膜炎p/o 1.. 脈絡網膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脈絡網膜炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・⼩眼球p/o 1.. ⼩眼球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩眼球状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・四肢低形成p/o 1.. 四肢低形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<四肢低形成状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・瘢痕性⽪膚病変p/o 1.. 瘢痕性⽪膚病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<瘢痕性⽪膚病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・⽩内障p/o 1.. ⽩内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩内障状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

先天性⽔痘症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染p/o 1.. 胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・⺟体の妊娠初期の⽔痘・帯状疱疹ウイルス初感染[RH]
▼結果 <<胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・脈絡網膜炎[RH]
▼結果 <<胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・⼩眼球[RH]
▼結果 <<胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・四肢低形成[RH]
▼結果 <<胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・瘢痕性⽪膚病変[RH]
▼結果 <<胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・⽩内障[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・⺟体の妊娠初期の⽔痘・帯状疱疹ウイルス初感染p/o 1.. ⺟体の妊娠初期の⽔痘・帯状疱疹ウイルス初感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体の妊娠初期の⽔痘・帯状疱疹ウイルス初感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・脈絡網膜炎p/o 1.. 脈絡網膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脈絡網膜炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・⼩眼球p/o 1.. ⼩眼球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩眼球状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・四肢低形成p/o 1.. 四肢低形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<四肢低形成状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・瘢痕性⽪膚病変p/o 1.. 瘢痕性⽪膚病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<瘢痕性⽪膚病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽔痘症候群・⽩内障p/o 1.. ⽩内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩内障状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⽔痘症候群・胎児の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

先天性⽔痘症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⽔痘
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⽔痘・出⽣直前直後の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染p/o 1.. 出⽣直前直後の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<出⽣直前直後の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児⽔痘・⺟体の出⽣前5⽇〜出⽣後2⽇における⽔痘感染[RH]
▼結果 <<出⽣直前直後の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⽔痘・⽔痘症状の重症化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⽔痘・⺟体の出⽣前5⽇〜出⽣後2⽇における⽔痘感染p/o 1.. ⺟体の出⽣前5⽇〜出⽣後2⽇における⽔痘感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟体の出⽣前5⽇〜出⽣後2⽇における⽔痘感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⽔痘・出⽣直前直後の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⽔痘・⽔痘症状の重症化p/o 1.. ⽔痘症状の重症化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔痘症状の重症化状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児⽔痘・出⽣直前直後の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

新⽣児⽔痘 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⽔痘・出⽣直前直後の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染p/o 1.. 出⽣直前直後の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<出⽣直前直後の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児⽔痘・⺟体の出⽣前5⽇〜出⽣後2⽇における⽔痘感染[RH]
▼結果 <<出⽣直前直後の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⽔痘・⽔痘症状の重症化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⽔痘・⺟体の出⽣前5⽇〜出⽣後2⽇における⽔痘感染p/o 1.. ⺟体の出⽣前5⽇〜出⽣後2⽇における⽔痘感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟体の出⽣前5⽇〜出⽣後2⽇における⽔痘感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⽔痘・出⽣直前直後の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⽔痘・⽔痘症状の重症化p/o 1.. ⽔痘症状の重症化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔痘症状の重症化状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児⽔痘・出⽣直前直後の⽔痘・帯状疱疹ウイルス感染[RH]

新⽣児⽔痘 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・産道感染によるサイトメガロウイルス感染症p/o 1.. 産道感染によるサイトメガロウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<産道感染によるサイトメガロウイルス感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・⺟体のサイトメガロウイルス感染[RH]

▼結果 <<産道感染によるサイトメガロウイルス感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・間質性肺炎[RH]

▼結果 <<産道感染によるサイトメガロウイルス感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・肝機能障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・⺟体のサイトメガロウイルス感染p/o 1.. ⺟体のサイトメガロウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体のサイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・産道感染によるサイトメガロウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・産道感染によるサイトメガロウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・産道感染によるサイトメガロウイルス感染症[RH]

産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・産道感染によるサイトメガロウイルス感染症p/o 1.. 産道感染によるサイトメガロウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<産道感染によるサイトメガロウイルス感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・⺟体のサイトメガロウイルス感染[RH]

▼結果 <<産道感染によるサイトメガロウイルス感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・間質性肺炎[RH]

▼結果 <<産道感染によるサイトメガロウイルス感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・肝機能障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・⺟体のサイトメガロウイルス感染p/o 1.. ⺟体のサイトメガロウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体のサイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・産道感染によるサイトメガロウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・産道感染によるサイトメガロウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・産道感染によるサイトメガロウイルス感染症[RH]

産道感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児HIV感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児HIV感染症・新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染p/o 1.. 新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・⺟体のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

▼結果 <<新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・ＨＩＶの抗体スクリーニング検査法陽性[RH]

▼結果 <<新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・ＨＩＶ病原検査陽性[RH]

▼結果 <<新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・⾎清免疫グロブリン⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児HIV感染症・⺟体のヒト免疫不全ウイルス感染p/o 1.. ⺟体のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体のヒト免疫不全ウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児HIV感染症・ＨＩＶの抗体スクリーニング検査法陽性p/o 1.. ＨＩＶの抗体スクリーニング検査法陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＨＩＶの抗体スクリーニング検査法陽性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児HIV感染症・ＨＩＶ病原検査陽性p/o 1.. ＨＩＶ病原検査陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＨＩＶ病原検査陽性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児HIV感染症・⾎清免疫グロブリン⾼値p/o 1.. ⾎清免疫グロブリン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清免疫グロブリン⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

新⽣児HIV感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児HIV感染症・新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染p/o 1.. 新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・⺟体のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

▼結果 <<新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・ＨＩＶの抗体スクリーニング検査法陽性[RH]

▼結果 <<新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・ＨＩＶ病原検査陽性[RH]

▼結果 <<新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・⾎清免疫グロブリン⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児HIV感染症・⺟体のヒト免疫不全ウイルス感染p/o 1.. ⺟体のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体のヒト免疫不全ウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児HIV感染症・ＨＩＶの抗体スクリーニング検査法陽性p/o 1.. ＨＩＶの抗体スクリーニング検査法陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＨＩＶの抗体スクリーニング検査法陽性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児HIV感染症・ＨＩＶ病原検査陽性p/o 1.. ＨＩＶ病原検査陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＨＩＶ病原検査陽性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児HIV感染症・⾎清免疫グロブリン⾼値p/o 1.. ⾎清免疫グロブリン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清免疫グロブリン⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児HIV感染症・新⽣児のヒト免疫不全ウイルス感染[RH]

新⽣児HIV感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症p/o 1.. 新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・⺟体の妊娠中のB型肝炎ウイルス感染[RH]
▼結果 <<新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・⻩疸[RH]
▼結果 <<新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・肝機能障害[RH]
▼結果 <<新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・HBs抗原陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・⺟体の妊娠中のB型肝炎ウイルス感染p/o 1.. ⺟体の妊娠中のB型肝炎ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟体の妊娠中のB型肝炎ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻩疸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・HBs抗原陽性p/o 1.. HBs抗原陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<HBs抗原陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症[RH]

新⽣児B型肝炎ウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症p/o 1.. 新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・⺟体の妊娠中のB型肝炎ウイルス感染[RH]
▼結果 <<新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・⻩疸[RH]
▼結果 <<新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・肝機能障害[RH]
▼結果 <<新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・HBs抗原陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・⺟体の妊娠中のB型肝炎ウイルス感染p/o 1.. ⺟体の妊娠中のB型肝炎ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟体の妊娠中のB型肝炎ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻩疸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・HBs抗原陽性p/o 1.. HBs抗原陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<HBs抗原陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児B型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のB型肝炎ウイルス感染症[RH]

新⽣児B型肝炎ウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症p/o 1.. 新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・⺟体のC型肝炎ウイルス感染[RH]
▼結果 <<新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・⻩疸[RH]
▼結果 <<新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・肝機能障害[RH]
▼結果 <<新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・⾎清HCV抗体陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・⺟体のC型肝炎ウイルス感染p/o 1.. ⺟体のC型肝炎ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体のC型肝炎ウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻩疸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・⾎清HCV抗体陽性p/o 1.. ⾎清HCV抗体陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清HCV抗体陽性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症[RH]

新⽣児C型肝炎ウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症p/o 1.. 新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・⺟体のC型肝炎ウイルス感染[RH]
▼結果 <<新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・⻩疸[RH]
▼結果 <<新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・肝機能障害[RH]
▼結果 <<新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・⾎清HCV抗体陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・⺟体のC型肝炎ウイルス感染p/o 1.. ⺟体のC型肝炎ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体のC型肝炎ウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻩疸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・⾎清HCV抗体陽性p/o 1.. ⾎清HCV抗体陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清HCV抗体陽性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児C型肝炎ウイルス感染症・新⽣児のC型肝炎ウイルス感染症[RH]

新⽣児C型肝炎ウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症・新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症・新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症p/o 1.. 新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症・⺟体の成⼈型T細胞性⽩⾎病ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症・⺟体の成⼈型T細胞性⽩⾎病ウイルス感染p/o 1.. ⺟体の成⼈型T細胞性⽩⾎病ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟体の成⼈型T細胞性⽩⾎病ウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症・新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症[RH]

新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症・新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症p/o 1.. 新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症・⺟体の成⼈型T細胞性⽩⾎病ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症・⺟体の成⼈型T細胞性⽩⾎病ウイルス感染p/o 1.. ⺟体の成⼈型T細胞性⽩⾎病ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟体の成⼈型T細胞性⽩⾎病ウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症・新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症[RH]

新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症・新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症・新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症 因新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症・新⽣児成⼈Ｔ細胞⽩⾎病ウイルス感染症 因
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[Class Name] 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・新⽣児サイトメガロウイルス感染症p/o 1.. 新⽣児サイトメガロウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児サイトメガロウイルス感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・⺟乳中のサイトメガロウイルスの存在[RH]
▼原因 <<新⽣児サイトメガロウイルス感染症状態$異常状態%原因
新⽣児サイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児サイトメガロウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・肝炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・⺟乳中のサイトメガロウイルスの存在p/o 1.. ⺟乳中のサイトメガロウイルスの存在[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟乳中のサイトメガロウイルスの存在状態$異常状態%結果a/o 1.. 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・新⽣児サイトメガロウイルス感染症[RH]

構成要素 <<
経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・新⽣児サイトメガロウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・肝炎p/o 1.. 肝炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・新⽣児サイトメガロウイルス感染症[RH]

経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・新⽣児サイトメガロウイルス感染症p/o 1.. 新⽣児サイトメガロウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児サイトメガロウイルス感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・⺟乳中のサイトメガロウイルスの存在[RH]
▼原因 <<新⽣児サイトメガロウイルス感染症状態$異常状態%原因
新⽣児サイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児サイトメガロウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・肝炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・⺟乳中のサイトメガロウイルスの存在p/o 1.. ⺟乳中のサイトメガロウイルスの存在[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⺟乳中のサイトメガロウイルスの存在状態$異常状態%結果a/o 1.. 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・新⽣児サイトメガロウイルス感染症[RH]

構成要素 <<
経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・新⽣児サイトメガロウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・肝炎p/o 1.. 肝炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症・新⽣児サイトメガロウイルス感染症[RH]

経⺟乳感染による新⽣児サイトメガロウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 72 ]

[Class Name] 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症p/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・⺟体のB群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]
▼結果 <<新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・徐脈[RH]
▼結果 <<新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・無呼吸[RH]
▼結果 <<新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・発熱[RH]
▼結果 <<新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・低体温[RH]
▼結果 <<新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・not doing well[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・⺟体のB群溶⾎性連鎖球菌感染症p/o 1.. ⺟体のB群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体のB群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・徐脈p/o 1.. 徐脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<徐脈状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・無呼吸p/o 1.. 無呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無呼吸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・低体温p/o 1.. 低体温[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低体温状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・not doing wellp/o 1.. not doing well[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<not doing well状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]

新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症p/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・⺟体のB群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]
▼結果 <<新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・徐脈[RH]
▼結果 <<新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・無呼吸[RH]
▼結果 <<新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・発熱[RH]
▼結果 <<新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・低体温[RH]
▼結果 <<新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・not doing well[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・⺟体のB群溶⾎性連鎖球菌感染症p/o 1.. ⺟体のB群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体のB群溶⾎性連鎖球菌感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・徐脈p/o 1.. 徐脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<徐脈状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・無呼吸p/o 1.. 無呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無呼吸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・低体温p/o 1.. 低体温[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低体温状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・not doing wellp/o 1.. not doing well[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<not doing well状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症[RH]

新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症 因果構造物新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症・新⽣児B群溶⾎性連鎖球菌感染症 因果構造物
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[Class Name] 新⽣児TSS様発疹症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症p/o 1.. サイトカイン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・TSST-1がスーパー抗原としてＴ細胞を活性化[RH]
▼原因 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%原因
サイトカイン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・発熱[RH]
▼結果 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・発疹[RH]
▼結果 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・CRP弱陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児TSS様発疹症・TSST-1がスーパー抗原としてＴ細胞を活性化p/o 1.. TSST-1がスーパー抗原としてＴ細胞を活性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<TSST-1がスーパー抗原としてＴ細胞を活性化状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症[RH]

構成要素 <<
新⽣児TSS様発疹症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児TSS様発疹症・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児TSS様発疹症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児TSS様発疹症・発疹p/o 1.. 発疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発疹状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児TSS様発疹症・CRP弱陽性p/o 1.. CRP弱陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CRP弱陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症[RH]

新⽣児TSS様発疹症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症p/o 1.. サイトカイン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・TSST-1がスーパー抗原としてＴ細胞を活性化[RH]
▼原因 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%原因
サイトカイン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・発熱[RH]
▼結果 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・発疹[RH]
▼結果 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・CRP弱陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児TSS様発疹症・TSST-1がスーパー抗原としてＴ細胞を活性化p/o 1.. TSST-1がスーパー抗原としてＴ細胞を活性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<TSST-1がスーパー抗原としてＴ細胞を活性化状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症[RH]

構成要素 <<
新⽣児TSS様発疹症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児TSS様発疹症・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児TSS様発疹症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児TSS様発疹症・発疹p/o 1.. 発疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発疹状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児TSS様発疹症・CRP弱陽性p/o 1.. CRP弱陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CRP弱陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児TSS様発疹症・サイトカイン⾎症[RH]

新⽣児TSS様発疹症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 鵞⼝瘡
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鵞⼝瘡・⼝腔内のCandida albicans感染p/o 1.. ⼝腔内のCandida albicans感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼝腔内のCandida albicans感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 鵞⼝瘡・⼝腔粘膜に乳カス様の⽩苔[RH]
▼原因 <<⼝腔内のCandida albicans感染状態$異常状態%原因
⼝腔内のCandida albicans感染・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 鵞⼝瘡・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼝腔内のCandida albicans感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鵞⼝瘡・⼝腔粘膜に乳カス様の⽩苔[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鵞⼝瘡・⼝腔粘膜に乳カス様の⽩苔p/o 1.. ⼝腔粘膜に乳カス様の⽩苔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼝腔粘膜に乳カス様の⽩苔状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鵞⼝瘡・⼝腔内のCandida albicans感染[RH]
▼原因 <<⼝腔粘膜に乳カス様の⽩苔状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鵞⼝瘡・⼝腔内のCandida albicans感染[RH]
構成要素 <<
鵞⼝瘡・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 鵞⼝瘡・⼝腔内のCandida albicans感染[RH]

鵞⼝瘡 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鵞⼝瘡・⼝腔内のCandida albicans感染p/o 1.. ⼝腔内のCandida albicans感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼝腔内のCandida albicans感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 鵞⼝瘡・⼝腔粘膜に乳カス様の⽩苔[RH]
▼原因 <<⼝腔内のCandida albicans感染状態$異常状態%原因
⼝腔内のCandida albicans感染・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 鵞⼝瘡・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼝腔内のCandida albicans感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鵞⼝瘡・⼝腔粘膜に乳カス様の⽩苔[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鵞⼝瘡・⼝腔粘膜に乳カス様の⽩苔p/o 1.. ⼝腔粘膜に乳カス様の⽩苔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼝腔粘膜に乳カス様の⽩苔状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鵞⼝瘡・⼝腔内のCandida albicans感染[RH]
▼原因 <<⼝腔粘膜に乳カス様の⽩苔状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鵞⼝瘡・⼝腔内のCandida albicans感染[RH]
構成要素 <<
鵞⼝瘡・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 鵞⼝瘡・⼝腔内のCandida albicans感染[RH]

鵞⼝瘡 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳児寄⽣菌性紅斑
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児寄⽣菌性紅斑・おむつ部位の表在性Candida albicans感染p/o 1.. おむつ部位の表在性Candida albicans感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<おむつ部位の表在性Candida albicans感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児寄⽣菌性紅斑・紅斑[RH]
▼結果 <<おむつ部位の表在性Candida albicans感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳児寄⽣菌性紅斑・紅斑周囲の粃糠疹[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児寄⽣菌性紅斑・紅斑p/o 1.. 紅斑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<紅斑状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児寄⽣菌性紅斑・おむつ部位の表在性Candida albicans感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児寄⽣菌性紅斑・紅斑周囲の粃糠疹p/o 1.. 紅斑周囲の粃糠疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<紅斑周囲の粃糠疹状態$異常状態%原因

a/o 1.. 乳児寄⽣菌性紅斑・おむつ部位の表在性Candida albicans感染[RH]

乳児寄⽣菌性紅斑 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児寄⽣菌性紅斑・おむつ部位の表在性Candida albicans感染p/o 1.. おむつ部位の表在性Candida albicans感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<おむつ部位の表在性Candida albicans感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児寄⽣菌性紅斑・紅斑[RH]
▼結果 <<おむつ部位の表在性Candida albicans感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳児寄⽣菌性紅斑・紅斑周囲の粃糠疹[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児寄⽣菌性紅斑・紅斑p/o 1.. 紅斑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<紅斑状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児寄⽣菌性紅斑・おむつ部位の表在性Candida albicans感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児寄⽣菌性紅斑・紅斑周囲の粃糠疹p/o 1.. 紅斑周囲の粃糠疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<紅斑周囲の粃糠疹状態$異常状態%原因

a/o 1.. 乳児寄⽣菌性紅斑・おむつ部位の表在性Candida albicans感染[RH]

乳児寄⽣菌性紅斑 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⽪膚カンジダ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽪膚カンジダ症・胎児期よりCandida albicans感染p/o 1.. 胎児期よりCandida albicans感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児期よりCandida albicans感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⽪膚カンジダ症・⺟体のCandida albicans感染[RH]

▼結果 <<胎児期よりCandida albicans感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⽪膚カンジダ症・発疹[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽪膚カンジダ症・⺟体のCandida albicans感染p/o 1.. ⺟体のCandida albicans感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体のCandida albicans感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⽪膚カンジダ症・胎児期よりCandida albicans感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽪膚カンジダ症・発疹p/o 1.. 発疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発疹状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⽪膚カンジダ症・胎児期よりCandida albicans感染[RH]

先天性⽪膚カンジダ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽪膚カンジダ症・胎児期よりCandida albicans感染p/o 1.. 胎児期よりCandida albicans感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児期よりCandida albicans感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⽪膚カンジダ症・⺟体のCandida albicans感染[RH]

▼結果 <<胎児期よりCandida albicans感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⽪膚カンジダ症・発疹[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽪膚カンジダ症・⺟体のCandida albicans感染p/o 1.. ⺟体のCandida albicans感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体のCandida albicans感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⽪膚カンジダ症・胎児期よりCandida albicans感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⽪膚カンジダ症・発疹p/o 1.. 発疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発疹状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⽪膚カンジダ症・胎児期よりCandida albicans感染[RH]

先天性⽪膚カンジダ症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児クラミジア感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア感染症・新⽣児のChlamydia trachomatis感染p/o 1.. 新⽣児のChlamydia trachomatis感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児のChlamydia trachomatis感染状態$異常状態%原因
新⽣児のChlamydia trachomatis感染・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児クラミジア感染症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児のChlamydia trachomatis感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児クラミジア感染症・新⽣児眼炎[RH]
▼結果 <<新⽣児のChlamydia trachomatis感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児クラミジア感染症・新⽣児肺炎[RH]

構成要素 <<
新⽣児クラミジア感染症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児クラミジア感染症・新⽣児のChlamydia trachomatis感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア感染症・新⽣児眼炎p/o 1.. 新⽣児眼炎

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児眼炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児クラミジア感染症・新⽣児のChlamydia trachomatis感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア感染症・新⽣児肺炎p/o 1.. 新⽣児肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児クラミジア感染症・新⽣児のChlamydia trachomatis感染[RH]

新⽣児クラミジア感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア感染症・新⽣児のChlamydia trachomatis感染p/o 1.. 新⽣児のChlamydia trachomatis感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児のChlamydia trachomatis感染状態$異常状態%原因
新⽣児のChlamydia trachomatis感染・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児クラミジア感染症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児のChlamydia trachomatis感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児クラミジア感染症・新⽣児眼炎[RH]
▼結果 <<新⽣児のChlamydia trachomatis感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児クラミジア感染症・新⽣児肺炎[RH]

構成要素 <<
新⽣児クラミジア感染症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児クラミジア感染症・新⽣児のChlamydia trachomatis感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア感染症・新⽣児眼炎p/o 1.. 新⽣児眼炎

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児眼炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児クラミジア感染症・新⽣児のChlamydia trachomatis感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア感染症・新⽣児肺炎p/o 1.. 新⽣児肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児クラミジア感染症・新⽣児のChlamydia trachomatis感染[RH]

新⽣児クラミジア感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児クラミジア結膜炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア結膜炎・結膜の炎症p/o 1.. 結膜の炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結膜の炎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・新⽣児の眼にChlamydia trachomatisが感染[RH]
▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・眼瞼結膜充⾎[RH]
▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・眼脂[RH]
▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・眼瞼腫脹[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア結膜炎・新⽣児の眼にChlamydia trachomatisが感染p/o 1.. 新⽣児の眼にChlamydia trachomatisが感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<新⽣児の眼にChlamydia trachomatisが感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・結膜の炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア結膜炎・眼瞼結膜充⾎p/o 1.. 眼瞼結膜充⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼瞼結膜充⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・結膜の炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア結膜炎・眼脂p/o 1.. 眼脂[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・結膜の炎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア結膜炎・眼瞼腫脹p/o 1.. 眼瞼腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼瞼腫脹状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・結膜の炎症[RH]

新⽣児クラミジア結膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア結膜炎・結膜の炎症p/o 1.. 結膜の炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結膜の炎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・新⽣児の眼にChlamydia trachomatisが感染[RH]
▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・眼瞼結膜充⾎[RH]
▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・眼脂[RH]
▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・眼瞼腫脹[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア結膜炎・新⽣児の眼にChlamydia trachomatisが感染p/o 1.. 新⽣児の眼にChlamydia trachomatisが感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<新⽣児の眼にChlamydia trachomatisが感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・結膜の炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア結膜炎・眼瞼結膜充⾎p/o 1.. 眼瞼結膜充⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼瞼結膜充⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・結膜の炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア結膜炎・眼脂p/o 1.. 眼脂[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・結膜の炎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア結膜炎・眼瞼腫脹p/o 1.. 眼瞼腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼瞼腫脹状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児クラミジア結膜炎・結膜の炎症[RH]

新⽣児クラミジア結膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児眼炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 新⽣児クラミジア感染症・新⽣児眼炎
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児眼炎・結膜の炎症p/o 1.. 結膜の炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児眼炎・結膜の炎症[RH]

▼原因 <<結膜の炎症状態$異常状態%原因
結膜の炎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児眼炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児眼炎・眼瞼結膜充⾎[RH]
▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児眼炎・眼脂[RH]
▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児眼炎・眼瞼腫脹[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児眼炎・結膜の炎症p/o 1.. 結膜の炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<結膜の炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児眼炎・結膜の炎症[RH]

構成要素 <<
新⽣児眼炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児眼炎・結膜の炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児眼炎・眼瞼結膜充⾎p/o 1.. 眼瞼結膜充⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼瞼結膜充⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児眼炎・結膜の炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児眼炎・眼脂p/o 1.. 眼脂[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児眼炎・結膜の炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児眼炎・眼瞼腫脹p/o 1.. 眼瞼腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼瞼腫脹状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児眼炎・結膜の炎症[RH]

新⽣児眼炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児眼炎・結膜の炎症p/o 1.. 結膜の炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児眼炎・結膜の炎症[RH]

▼原因 <<結膜の炎症状態$異常状態%原因
結膜の炎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児眼炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児眼炎・眼瞼結膜充⾎[RH]
▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児眼炎・眼脂[RH]
▼結果 <<結膜の炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児眼炎・眼瞼腫脹[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児眼炎・結膜の炎症p/o 1.. 結膜の炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<結膜の炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児眼炎・結膜の炎症[RH]

構成要素 <<
新⽣児眼炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児眼炎・結膜の炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児眼炎・眼瞼結膜充⾎p/o 1.. 眼瞼結膜充⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼瞼結膜充⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児眼炎・結膜の炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児眼炎・眼脂p/o 1.. 眼脂[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児眼炎・結膜の炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児眼炎・眼瞼腫脹p/o 1.. 眼瞼腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼瞼腫脹状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児眼炎・結膜の炎症[RH]

新⽣児眼炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児クラミジア感染症・新⽣児眼炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児眼炎
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

新⽣児クラミジア感染症・新⽣児眼炎 因果構造物（＝因果連鎖）新⽣児クラミジア感染症・新⽣児眼炎 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 85 ]

[Class Name] 新⽣児クラミジア肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア肺炎・新⽣児肺炎p/o 1.. 新⽣児肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児クラミジア肺炎・新⽣児のChlamydia trachomatis感染[RH]

▼結果 <<新⽣児肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児クラミジア肺炎・多呼吸[RH]

▼結果 <<新⽣児肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児クラミジア肺炎・咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア肺炎・新⽣児のChlamydia trachomatis感染p/o 1.. 新⽣児のChlamydia trachomatis感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<新⽣児のChlamydia trachomatis感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児クラミジア肺炎・新⽣児肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア肺炎・多呼吸p/o 1.. 多呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多呼吸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児クラミジア肺炎・新⽣児肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア肺炎・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児クラミジア肺炎・新⽣児肺炎[RH]

新⽣児クラミジア肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア肺炎・新⽣児肺炎p/o 1.. 新⽣児肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児クラミジア肺炎・新⽣児のChlamydia trachomatis感染[RH]

▼結果 <<新⽣児肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児クラミジア肺炎・多呼吸[RH]

▼結果 <<新⽣児肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児クラミジア肺炎・咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア肺炎・新⽣児のChlamydia trachomatis感染p/o 1.. 新⽣児のChlamydia trachomatis感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<新⽣児のChlamydia trachomatis感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児クラミジア肺炎・新⽣児肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア肺炎・多呼吸p/o 1.. 多呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多呼吸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児クラミジア肺炎・新⽣児肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児クラミジア肺炎・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児クラミジア肺炎・新⽣児肺炎[RH]

新⽣児クラミジア肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⾷道閉鎖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (5)] A型⾷道閉鎖，B型⾷道閉鎖，C型⾷道閉鎖，D型⾷道閉鎖，E型⾷道閉鎖
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾷道閉鎖症・⾷道閉鎖p/o 1.. ⾷道閉鎖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道閉鎖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⾷道閉鎖症・⾷道と気管の発⽣異常[RH]

▼結果 <<⾷道閉鎖状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⾷道閉鎖症・⽺⽔過多[RH]

▼結果 <<⾷道閉鎖状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⾷道閉鎖症・突然の嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾷道閉鎖症・⾷道と気管の発⽣異常p/o 1.. ⾷道と気管の発⽣異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⾷道閉鎖症・⾷道閉鎖[RH]

▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 上部⾷道盲端と気管に気管⾷道瘻あり[RH]

▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. D型⾷道閉鎖

▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. E型⾷道閉鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾷道閉鎖症・⽺⽔過多p/o 1.. ⽺⽔過多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽺⽔過多状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⾷道閉鎖症・⾷道閉鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾷道閉鎖症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⾷道閉鎖症・⾷道閉鎖[RH]

先天性⾷道閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾷道閉鎖症・⾷道閉鎖p/o 1.. ⾷道閉鎖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道閉鎖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⾷道閉鎖症・⾷道と気管の発⽣異常[RH]

▼結果 <<⾷道閉鎖状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⾷道閉鎖症・⽺⽔過多[RH]

▼結果 <<⾷道閉鎖状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⾷道閉鎖症・突然の嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾷道閉鎖症・⾷道と気管の発⽣異常p/o 1.. ⾷道と気管の発⽣異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⾷道閉鎖症・⾷道閉鎖[RH]

▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 上部⾷道盲端と気管に気管⾷道瘻あり[RH]

▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. D型⾷道閉鎖

▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. E型⾷道閉鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾷道閉鎖症・⽺⽔過多p/o 1.. ⽺⽔過多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽺⽔過多状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⾷道閉鎖症・⾷道閉鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾷道閉鎖症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⾷道閉鎖症・⾷道閉鎖[RH]

先天性⾷道閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] A型⾷道閉鎖
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性⾷道閉鎖症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
A型⾷道閉鎖・気管⾷道瘻なしp/o 1.. 気管⾷道瘻なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

A型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
A型⾷道閉鎖・気管⾷道瘻なしp/o 1.. 気管⾷道瘻なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

A型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] B型⾷道閉鎖
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性⾷道閉鎖症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B型⾷道閉鎖・上部⾷道盲端と気管に気管⾷道瘻ありp/o 1.. 上部⾷道盲端と気管に気管⾷道瘻あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上部⾷道盲端と気管に気管⾷道瘻あり状態$異常状態%原因a/o 1.. B型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常[RH]

▼構成要素 <<先天性⾷道閉鎖症$構成要素
B型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常p/o 1.. ⾷道と気管の発⽣異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果a/o 1.. B型⾷道閉鎖・上部⾷道盲端と気管に気管⾷道瘻あり[RH]

B型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
B型⾷道閉鎖・上部⾷道盲端と気管に気管⾷道瘻ありp/o 1.. 上部⾷道盲端と気管に気管⾷道瘻あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上部⾷道盲端と気管に気管⾷道瘻あり状態$異常状態%原因a/o 1.. B型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常[RH]

▼構成要素 <<先天性⾷道閉鎖症$構成要素
B型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常p/o 1.. ⾷道と気管の発⽣異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果a/o 1.. B型⾷道閉鎖・上部⾷道盲端と気管に気管⾷道瘻あり[RH]

B型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] C型⾷道閉鎖
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性⾷道閉鎖症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<先天性⾷道閉鎖症$構成要素
C型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常p/o 1.. ⾷道と気管の発⽣異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

C型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性⾷道閉鎖症$構成要素
C型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常p/o 1.. ⾷道と気管の発⽣異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

C型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] D型⾷道閉鎖
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性⾷道閉鎖症
[Sub Classes (1)] D型⾷道閉鎖・D型⾷道閉鎖
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
D型⾷道閉鎖・D型⾷道閉鎖p/o 1.. D型⾷道閉鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<D型⾷道閉鎖状態$異常状態%原因

a/o 1.. D型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常[RH]
▼結果 <<D型⾷道閉鎖状態$異常状態%結果

a/o 1.. D型⾷道閉鎖・胸部X線写真におけるコイルアップサイン[RH]
▼構成要素 <<先天性⾷道閉鎖症$構成要素
D型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常p/o 1.. ⾷道と気管の発⽣異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果a/o 1.. D型⾷道閉鎖・D型⾷道閉鎖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
D型⾷道閉鎖・胸部X線写真におけるコイルアップサインp/o 1.. 胸部X線写真におけるコイルアップサイン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部X線写真におけるコイルアップサイン状態$異常状態%原因
a/o 1.. D型⾷道閉鎖・D型⾷道閉鎖[RH]

D型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
D型⾷道閉鎖・D型⾷道閉鎖p/o 1.. D型⾷道閉鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<D型⾷道閉鎖状態$異常状態%原因

a/o 1.. D型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常[RH]
▼結果 <<D型⾷道閉鎖状態$異常状態%結果

a/o 1.. D型⾷道閉鎖・胸部X線写真におけるコイルアップサイン[RH]
▼構成要素 <<先天性⾷道閉鎖症$構成要素
D型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常p/o 1.. ⾷道と気管の発⽣異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果a/o 1.. D型⾷道閉鎖・D型⾷道閉鎖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
D型⾷道閉鎖・胸部X線写真におけるコイルアップサインp/o 1.. 胸部X線写真におけるコイルアップサイン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部X線写真におけるコイルアップサイン状態$異常状態%原因
a/o 1.. D型⾷道閉鎖・D型⾷道閉鎖[RH]

D型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 92 ]

[Class Name] D型⾷道閉鎖・D型⾷道閉鎖
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性⾷道閉鎖症
 / D型⾷道閉鎖

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

D型⾷道閉鎖・D型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）D型⾷道閉鎖・D型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] E型⾷道閉鎖
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性⾷道閉鎖症
[Sub Classes (1)] E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖p/o 1.. E型⾷道閉鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<E型⾷道閉鎖状態$異常状態%原因a/o 1.. E型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常[RH]
▼結果 <<E型⾷道閉鎖状態$異常状態%結果a/o 1.. E型⾷道閉鎖・乳児期に繰り返す肺炎[RH]
▼結果 <<E型⾷道閉鎖状態$異常状態%結果a/o 1.. E型⾷道閉鎖・乳児期に哺乳時の咳[RH]
▼結果 <<E型⾷道閉鎖状態$異常状態%結果a/o 1.. E型⾷道閉鎖・乳児期に哺乳時のチアノーゼ[RH]

▼構成要素 <<先天性⾷道閉鎖症$構成要素
E型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常p/o 1.. ⾷道と気管の発⽣異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果a/o 1.. E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
E型⾷道閉鎖・乳児期に繰り返す肺炎p/o 1.. 乳児期に繰り返す肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳児期に繰り返す肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
E型⾷道閉鎖・乳児期に哺乳時の咳p/o 1.. 乳児期に哺乳時の咳[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳児期に哺乳時の咳状態$異常状態%原因a/o 1.. E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
E型⾷道閉鎖・乳児期に哺乳時のチアノーゼp/o 1.. 乳児期に哺乳時のチアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳児期に哺乳時のチアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖[RH]

E型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖p/o 1.. E型⾷道閉鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<E型⾷道閉鎖状態$異常状態%原因a/o 1.. E型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常[RH]
▼結果 <<E型⾷道閉鎖状態$異常状態%結果a/o 1.. E型⾷道閉鎖・乳児期に繰り返す肺炎[RH]
▼結果 <<E型⾷道閉鎖状態$異常状態%結果a/o 1.. E型⾷道閉鎖・乳児期に哺乳時の咳[RH]
▼結果 <<E型⾷道閉鎖状態$異常状態%結果a/o 1.. E型⾷道閉鎖・乳児期に哺乳時のチアノーゼ[RH]

▼構成要素 <<先天性⾷道閉鎖症$構成要素
E型⾷道閉鎖・⾷道と気管の発⽣異常p/o 1.. ⾷道と気管の発⽣異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾷道と気管の発⽣異常状態$異常状態%結果a/o 1.. E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
E型⾷道閉鎖・乳児期に繰り返す肺炎p/o 1.. 乳児期に繰り返す肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳児期に繰り返す肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
E型⾷道閉鎖・乳児期に哺乳時の咳p/o 1.. 乳児期に哺乳時の咳[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳児期に哺乳時の咳状態$異常状態%原因a/o 1.. E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
E型⾷道閉鎖・乳児期に哺乳時のチアノーゼp/o 1.. 乳児期に哺乳時のチアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳児期に哺乳時のチアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖[RH]

E型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性⾷道閉鎖症
 / E型⾷道閉鎖

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）E型⾷道閉鎖・E型⾷道閉鎖 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胃⾷道逆流症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・逆流した胃内容物による⾷道のびらんp/o 1.. 逆流した胃内容物による⾷道のびらん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<逆流した胃内容物による⾷道のびらん状態$異常状態%原因a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動[RH]
▼原因 <<逆流した胃内容物による⾷道のびらん状態$異常状態%原因
逆流した胃内容物による⾷道のびらん・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 胃⾷道逆流症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<逆流した胃内容物による⾷道のびらん状態$異常状態%結果
逆流した胃内容物による⾷道のびらん・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胃⾷道逆流症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動p/o 1.. 胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・逆流した胃内容物による⾷道のびらん[RH]

構成要素 <<
胃⾷道逆流症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 胃⾷道逆流症・逆流した胃内容物による⾷道のびらん[RH]
原因

a/o 1.. 胃⾷道逆流症・逆流した胃内容物による⾷道のびらん[RH]

胃⾷道逆流症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・逆流した胃内容物による⾷道のびらんp/o 1.. 逆流した胃内容物による⾷道のびらん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<逆流した胃内容物による⾷道のびらん状態$異常状態%原因a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動[RH]
▼原因 <<逆流した胃内容物による⾷道のびらん状態$異常状態%原因
逆流した胃内容物による⾷道のびらん・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 胃⾷道逆流症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<逆流した胃内容物による⾷道のびらん状態$異常状態%結果
逆流した胃内容物による⾷道のびらん・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胃⾷道逆流症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動p/o 1.. 胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・逆流した胃内容物による⾷道のびらん[RH]

構成要素 <<
胃⾷道逆流症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 胃⾷道逆流症・逆流した胃内容物による⾷道のびらん[RH]
原因

a/o 1.. 胃⾷道逆流症・逆流した胃内容物による⾷道のびらん[RH]

胃⾷道逆流症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾮びらん性胃⾷道逆流症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮びらん性胃⾷道逆流症・胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動p/o 1.. 胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾮びらん性胃⾷道逆流症・下部⾷道括約筋部の⼀過性弛緩[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮びらん性胃⾷道逆流症・下部⾷道括約筋部の⼀過性弛緩p/o 1.. 下部⾷道括約筋部の⼀過性弛緩[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<下部⾷道括約筋部の⼀過性弛緩状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮びらん性胃⾷道逆流症・胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動[RH]

⾮びらん性胃⾷道逆流症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮びらん性胃⾷道逆流症・胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動p/o 1.. 胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾮びらん性胃⾷道逆流症・下部⾷道括約筋部の⼀過性弛緩[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮びらん性胃⾷道逆流症・下部⾷道括約筋部の⼀過性弛緩p/o 1.. 下部⾷道括約筋部の⼀過性弛緩[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<下部⾷道括約筋部の⼀過性弛緩状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮びらん性胃⾷道逆流症・胃内容物が下部⾷道括約筋部を超えて⾷道へ逆⾏性に移動[RH]

⾮びらん性胃⾷道逆流症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胃軸捻転症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃軸捻転症・胃の⼀部または全部が捻転p/o 1.. 胃の⼀部または全部が捻転[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胃の⼀部または全部が捻転状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胃軸捻転症・胃を固定する靭帯の⽋損または伸展[RH]
▼結果 <<胃の⼀部または全部が捻転状態$異常状態%結果
胃の⼀部または全部が捻転・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胃軸捻転症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胃の⼀部または全部が捻転状態$異常状態%結果a/o 1.. 胃軸捻転症・悪⼼[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃軸捻転症・胃を固定する靭帯の⽋損または伸展p/o 1.. 胃を固定する靭帯の⽋損または伸展[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胃を固定する靭帯の⽋損または伸展状態$異常状態%結果a/o 1.. 胃軸捻転症・胃の⼀部または全部が捻転[RH]

構成要素 <<
胃軸捻転症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. 胃軸捻転症・胃の⼀部または全部が捻転[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃軸捻転症・悪⼼p/o 1.. 悪⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪⼼状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胃軸捻転症・胃の⼀部または全部が捻転[RH]

胃軸捻転症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃軸捻転症・胃の⼀部または全部が捻転p/o 1.. 胃の⼀部または全部が捻転[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胃の⼀部または全部が捻転状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胃軸捻転症・胃を固定する靭帯の⽋損または伸展[RH]
▼結果 <<胃の⼀部または全部が捻転状態$異常状態%結果
胃の⼀部または全部が捻転・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胃軸捻転症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胃の⼀部または全部が捻転状態$異常状態%結果a/o 1.. 胃軸捻転症・悪⼼[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃軸捻転症・胃を固定する靭帯の⽋損または伸展p/o 1.. 胃を固定する靭帯の⽋損または伸展[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胃を固定する靭帯の⽋損または伸展状態$異常状態%結果a/o 1.. 胃軸捻転症・胃の⼀部または全部が捻転[RH]

構成要素 <<
胃軸捻転症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. 胃軸捻転症・胃の⼀部または全部が捻転[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃軸捻転症・悪⼼p/o 1.. 悪⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪⼼状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胃軸捻転症・胃の⼀部または全部が捻転[RH]

胃軸捻転症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性腸管閉鎖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 先天性⼤腸閉鎖症，先天性⼩腸閉鎖症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性腸管閉鎖症・先天的に腸管が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に腸管が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天的に腸管が閉鎖している状態$異常状態%結果
先天的に腸管が閉鎖している・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性腸管閉鎖症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天的に腸管が閉鎖している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性腸管閉鎖症・出⽣後24時間経っても胎便排泄がみられない[RH]
構成要素 <<
先天性腸管閉鎖症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 先天性腸管閉鎖症・先天的に腸管が閉鎖している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性腸管閉鎖症・出⽣後24時間経っても胎便排泄がみられないp/o 1.. 出⽣後24時間経っても胎便排泄がみられない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⽣後24時間経っても胎便排泄がみられない状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性腸管閉鎖症・先天的に腸管が閉鎖している[RH]

先天性腸管閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性腸管閉鎖症・先天的に腸管が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に腸管が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天的に腸管が閉鎖している状態$異常状態%結果
先天的に腸管が閉鎖している・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性腸管閉鎖症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天的に腸管が閉鎖している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性腸管閉鎖症・出⽣後24時間経っても胎便排泄がみられない[RH]
構成要素 <<
先天性腸管閉鎖症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 先天性腸管閉鎖症・先天的に腸管が閉鎖している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性腸管閉鎖症・出⽣後24時間経っても胎便排泄がみられないp/o 1.. 出⽣後24時間経っても胎便排泄がみられない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⽣後24時間経っても胎便排泄がみられない状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性腸管閉鎖症・先天的に腸管が閉鎖している[RH]

先天性腸管閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⼤腸閉鎖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性腸管閉鎖症
[Sub Classes (1)] 先天性直腸閉鎖症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼤腸閉鎖症・先天的に⼤腸が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に⼤腸が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天的に⼤腸が閉鎖している状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⼤腸閉鎖症・胆汁性嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼤腸閉鎖症・胆汁性嘔吐p/o 1.. 胆汁性嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胆汁性嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⼤腸閉鎖症・先天的に⼤腸が閉鎖している[RH]

先天性⼤腸閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼤腸閉鎖症・先天的に⼤腸が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に⼤腸が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天的に⼤腸が閉鎖している状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⼤腸閉鎖症・胆汁性嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼤腸閉鎖症・胆汁性嘔吐p/o 1.. 胆汁性嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胆汁性嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⼤腸閉鎖症・先天的に⼤腸が閉鎖している[RH]

先天性⼤腸閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性直腸閉鎖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性腸管閉鎖症
 / 先天性⼤腸閉鎖症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性直腸閉鎖症・先天的に直腸が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に直腸が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

先天性直腸閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性直腸閉鎖症・先天的に直腸が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に直腸が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

先天性直腸閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⼩腸閉鎖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性腸管閉鎖症
[Sub Classes (3)] 先天性⼗⼆指腸閉鎖症，先天性空腸閉鎖症，先天性回腸閉鎖症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼩腸閉鎖症・先天的に⼩腸が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に⼩腸が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

先天性⼩腸閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼩腸閉鎖症・先天的に⼩腸が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に⼩腸が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

先天性⼩腸閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⼗⼆指腸閉鎖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性腸管閉鎖症
 / 先天性⼩腸閉鎖症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼗⼆指腸閉鎖症・先天的に⼗⼆指腸が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に⼗⼆指腸が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天的に⼗⼆指腸が閉鎖している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⼗⼆指腸閉鎖症・腸管発⽣異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼗⼆指腸閉鎖症・腸管発⽣異常p/o 1.. 腸管発⽣異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<腸管発⽣異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⼗⼆指腸閉鎖症・先天的に⼗⼆指腸が閉鎖している[RH]

先天性⼗⼆指腸閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼗⼆指腸閉鎖症・先天的に⼗⼆指腸が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に⼗⼆指腸が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天的に⼗⼆指腸が閉鎖している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⼗⼆指腸閉鎖症・腸管発⽣異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼗⼆指腸閉鎖症・腸管発⽣異常p/o 1.. 腸管発⽣異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<腸管発⽣異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⼗⼆指腸閉鎖症・先天的に⼗⼆指腸が閉鎖している[RH]

先天性⼗⼆指腸閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性空腸閉鎖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性腸管閉鎖症
 / 先天性⼩腸閉鎖症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性空腸閉鎖症・先天的に空腸が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に空腸が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天的に空腸が閉鎖している状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性空腸閉鎖症・腸管の阻⾎性壊死[RH]
▼結果 <<先天的に空腸が閉鎖している状態$異常状態%結果
先天的に空腸が閉鎖している・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性空腸閉鎖症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性空腸閉鎖症・腸管の阻⾎性壊死p/o 1.. 腸管の阻⾎性壊死[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<腸管の阻⾎性壊死状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性空腸閉鎖症・先天的に空腸が閉鎖している[RH]

構成要素 <<先天性腸管閉鎖症$構成要素
先天性空腸閉鎖症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 先天性空腸閉鎖症・先天的に空腸が閉鎖している[RH]

先天性空腸閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性空腸閉鎖症・先天的に空腸が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に空腸が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天的に空腸が閉鎖している状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性空腸閉鎖症・腸管の阻⾎性壊死[RH]
▼結果 <<先天的に空腸が閉鎖している状態$異常状態%結果
先天的に空腸が閉鎖している・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性空腸閉鎖症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性空腸閉鎖症・腸管の阻⾎性壊死p/o 1.. 腸管の阻⾎性壊死[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<腸管の阻⾎性壊死状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性空腸閉鎖症・先天的に空腸が閉鎖している[RH]

構成要素 <<先天性腸管閉鎖症$構成要素
先天性空腸閉鎖症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 先天性空腸閉鎖症・先天的に空腸が閉鎖している[RH]

先天性空腸閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性回腸閉鎖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性腸管閉鎖症
 / 先天性⼩腸閉鎖症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性回腸閉鎖症・先天的に回腸が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に回腸が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天的に回腸が閉鎖している状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性回腸閉鎖症・腸管の阻⾎性壊死[RH]
▼結果 <<先天的に回腸が閉鎖している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性回腸閉鎖症・胆汁性嘔吐[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性回腸閉鎖症・腸管の阻⾎性壊死p/o 1.. 腸管の阻⾎性壊死[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<腸管の阻⾎性壊死状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性回腸閉鎖症・先天的に回腸が閉鎖している[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性回腸閉鎖症・胆汁性嘔吐p/o 1.. 胆汁性嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胆汁性嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性回腸閉鎖症・先天的に回腸が閉鎖している[RH]

先天性回腸閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性回腸閉鎖症・先天的に回腸が閉鎖しているp/o 1.. 先天的に回腸が閉鎖している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天的に回腸が閉鎖している状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性回腸閉鎖症・腸管の阻⾎性壊死[RH]
▼結果 <<先天的に回腸が閉鎖している状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性回腸閉鎖症・胆汁性嘔吐[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性回腸閉鎖症・腸管の阻⾎性壊死p/o 1.. 腸管の阻⾎性壊死[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<腸管の阻⾎性壊死状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性回腸閉鎖症・先天的に回腸が閉鎖している[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性回腸閉鎖症・胆汁性嘔吐p/o 1.. 胆汁性嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胆汁性嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性回腸閉鎖症・先天的に回腸が閉鎖している[RH]

先天性回腸閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 腸回転異常症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腸回転異常症・腸の位置異常p/o 1.. 腸の位置異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腸の位置異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 腸回転異常症・胎⽣期における腸の不完全な回転および固定[RH]
▼結果 <<腸の位置異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 腸回転異常症・胆汁性嘔吐[RH]
▼結果 <<腸の位置異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 腸回転異常症・哺乳不良[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腸回転異常症・胎⽣期における腸の不完全な回転および固定p/o 1.. 胎⽣期における腸の不完全な回転および固定[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胎⽣期における腸の不完全な回転および固定状態$異常状態%結果a/o 1.. 腸回転異常症・腸の位置異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腸回転異常症・胆汁性嘔吐p/o 1.. 胆汁性嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胆汁性嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 腸回転異常症・腸の位置異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腸回転異常症・哺乳不良p/o 1.. 哺乳不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 腸回転異常症・腸の位置異常[RH]

腸回転異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腸回転異常症・腸の位置異常p/o 1.. 腸の位置異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腸の位置異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 腸回転異常症・胎⽣期における腸の不完全な回転および固定[RH]
▼結果 <<腸の位置異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 腸回転異常症・胆汁性嘔吐[RH]
▼結果 <<腸の位置異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 腸回転異常症・哺乳不良[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腸回転異常症・胎⽣期における腸の不完全な回転および固定p/o 1.. 胎⽣期における腸の不完全な回転および固定[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胎⽣期における腸の不完全な回転および固定状態$異常状態%結果a/o 1.. 腸回転異常症・腸の位置異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腸回転異常症・胆汁性嘔吐p/o 1.. 胆汁性嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胆汁性嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 腸回転異常症・腸の位置異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腸回転異常症・哺乳不良p/o 1.. 哺乳不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 腸回転異常症・腸の位置異常[RH]

腸回転異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ヒルシュスプルング病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (5)] 短域無神経節症，直腸S状結腸無神経節症，⻑域無神経節症，

全結腸無神経節症，⼩腸⼤腸無神経節症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒルシュスプルング病・腸管の蠕動運動が不良p/o 1.. 腸管の蠕動運動が不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<腸管の蠕動運動が不良状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒルシュスプルング病・胆汁性嘔吐[RH]
▼結果 <<腸管の蠕動運動が不良状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒルシュスプルング病・排便障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒルシュスプルング病・胆汁性嘔吐p/o 1.. 胆汁性嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胆汁性嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒルシュスプルング病・腸管の蠕動運動が不良[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒルシュスプルング病・排便障害p/o 1.. 排便障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<排便障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒルシュスプルング病・腸管の蠕動運動が不良[RH]

ヒルシュスプルング病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒルシュスプルング病・腸管の蠕動運動が不良p/o 1.. 腸管の蠕動運動が不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<腸管の蠕動運動が不良状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒルシュスプルング病・胆汁性嘔吐[RH]
▼結果 <<腸管の蠕動運動が不良状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒルシュスプルング病・排便障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒルシュスプルング病・胆汁性嘔吐p/o 1.. 胆汁性嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胆汁性嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒルシュスプルング病・腸管の蠕動運動が不良[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒルシュスプルング病・排便障害p/o 1.. 排便障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<排便障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒルシュスプルング病・腸管の蠕動運動が不良[RH]

ヒルシュスプルング病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 短域無神経節症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ヒルシュスプルング病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
短域無神経節症・腸管の無神経節部位が直腸下部より肛⾨までp/o 1.. 腸管の無神経節部位が直腸下部より肛⾨まで[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

短域無神経節症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
短域無神経節症・腸管の無神経節部位が直腸下部より肛⾨までp/o 1.. 腸管の無神経節部位が直腸下部より肛⾨まで[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

短域無神経節症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 直腸S状結腸無神経節症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ヒルシュスプルング病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
直腸S状結腸無神経節症・腸管の無神経節部位が上部直腸またはS状結腸以下p/o 1.. 腸管の無神経節部位が上部直腸またはS状結腸以下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

直腸S状結腸無神経節症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
直腸S状結腸無神経節症・腸管の無神経節部位が上部直腸またはS状結腸以下p/o 1.. 腸管の無神経節部位が上部直腸またはS状結腸以下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

直腸S状結腸無神経節症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⻑域無神経節症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ヒルシュスプルング病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑域無神経節症・腸管の無神経節部位がS状結腸より⼝側の結腸の⼀部までp/o 1.. 腸管の無神経節部位がS状結腸より⼝側の結腸の⼀部まで[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⻑域無神経節症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑域無神経節症・腸管の無神経節部位がS状結腸より⼝側の結腸の⼀部までp/o 1.. 腸管の無神経節部位がS状結腸より⼝側の結腸の⼀部まで[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⻑域無神経節症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 全結腸無神経節症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ヒルシュスプルング病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全結腸無神経節症・腸管の無神経節部位が全結腸並びに回盲部より⼝側30cmまでp/o 1.. 腸管の無神経節部位が全結腸並びに回盲部より⼝側30cmまで[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

全結腸無神経節症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全結腸無神経節症・腸管の無神経節部位が全結腸並びに回盲部より⼝側30cmまでp/o 1.. 腸管の無神経節部位が全結腸並びに回盲部より⼝側30cmまで[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

全結腸無神経節症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩腸⼤腸無神経節症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ヒルシュスプルング病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩腸⼤腸無神経節症・腸管の無神経節部位が全結腸並びに回腸，空腸まで及ぶp/o 1.. 腸管の無神経節部位が全結腸並びに回腸，空腸まで及ぶ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⼩腸⼤腸無神経節症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩腸⼤腸無神経節症・腸管の無神経節部位が全結腸並びに回腸，空腸まで及ぶp/o 1.. 腸管の無神経節部位が全結腸並びに回腸，空腸まで及ぶ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⼩腸⼤腸無神経節症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胎便栓症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎便栓症候群・回腸末端部の胎便による腸閉塞状態p/o 1.. 回腸末端部の胎便による腸閉塞状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<回腸末端部の胎便による腸閉塞状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胎便栓症候群・粘調な胎便[RH]

▼原因 <<回腸末端部の胎便による腸閉塞状態状態$異常状態%原因
回腸末端部の胎便による腸閉塞状態・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 胎便栓症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<回腸末端部の胎便による腸閉塞状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胎便栓症候群・腹部膨満[RH]
▼結果 <<回腸末端部の胎便による腸閉塞状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胎便栓症候群・胆汁性嘔吐[RH]
▼結果 <<回腸末端部の胎便による腸閉塞状態状態$異常状態%結果
回腸末端部の胎便による腸閉塞状態・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胎便栓症候群・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎便栓症候群・粘調な胎便p/o 1.. 粘調な胎便[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<粘調な胎便状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胎便栓症候群・回腸末端部の胎便による腸閉塞状態[RH]

構成要素 <<
胎便栓症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 胎便栓症候群・回腸末端部の胎便による腸閉塞状態[RH]

原因
a/o 1.. 胎便栓症候群・回腸末端部の胎便による腸閉塞状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎便栓症候群・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胎便栓症候群・回腸末端部の胎便による腸閉塞状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎便栓症候群・胆汁性嘔吐p/o 1.. 胆汁性嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胆汁性嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胎便栓症候群・回腸末端部の胎便による腸閉塞状態[RH]

胎便栓症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎便栓症候群・回腸末端部の胎便による腸閉塞状態p/o 1.. 回腸末端部の胎便による腸閉塞状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<回腸末端部の胎便による腸閉塞状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胎便栓症候群・粘調な胎便[RH]

▼原因 <<回腸末端部の胎便による腸閉塞状態状態$異常状態%原因
回腸末端部の胎便による腸閉塞状態・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 胎便栓症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<回腸末端部の胎便による腸閉塞状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胎便栓症候群・腹部膨満[RH]
▼結果 <<回腸末端部の胎便による腸閉塞状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胎便栓症候群・胆汁性嘔吐[RH]
▼結果 <<回腸末端部の胎便による腸閉塞状態状態$異常状態%結果
回腸末端部の胎便による腸閉塞状態・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胎便栓症候群・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎便栓症候群・粘調な胎便p/o 1.. 粘調な胎便[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<粘調な胎便状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胎便栓症候群・回腸末端部の胎便による腸閉塞状態[RH]

構成要素 <<
胎便栓症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 胎便栓症候群・回腸末端部の胎便による腸閉塞状態[RH]

原因
a/o 1.. 胎便栓症候群・回腸末端部の胎便による腸閉塞状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎便栓症候群・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胎便栓症候群・回腸末端部の胎便による腸閉塞状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎便栓症候群・胆汁性嘔吐p/o 1.. 胆汁性嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胆汁性嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胎便栓症候群・回腸末端部の胎便による腸閉塞状態[RH]

胎便栓症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] メコニウムイレウス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メコニウムイレウス・胎便による腸閉塞p/o 1.. 胎便による腸閉塞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胎便による腸閉塞状態$異常状態%原因

a/o 1.. メコニウムイレウス・粘調な胎便[RH]
▼原因 <<胎便による腸閉塞状態$異常状態%原因
胎便による腸閉塞・暫定連鎖(原因)a/o 1.. メコニウムイレウス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胎便による腸閉塞状態$異常状態%結果

a/o 1.. メコニウムイレウス・腹部膨満[RH]
▼結果 <<胎便による腸閉塞状態$異常状態%結果
胎便による腸閉塞・暫定連鎖(結果)a/o 1.. メコニウムイレウス・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メコニウムイレウス・粘調な胎便p/o 1.. 粘調な胎便[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<粘調な胎便状態$異常状態%結果
a/o 1.. メコニウムイレウス・胎便による腸閉塞[RH]

構成要素 <<
メコニウムイレウス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. メコニウムイレウス・胎便による腸閉塞[RH]
原因

a/o 1.. メコニウムイレウス・胎便による腸閉塞[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メコニウムイレウス・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因
a/o 1.. メコニウムイレウス・胎便による腸閉塞[RH]

メコニウムイレウス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メコニウムイレウス・胎便による腸閉塞p/o 1.. 胎便による腸閉塞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胎便による腸閉塞状態$異常状態%原因

a/o 1.. メコニウムイレウス・粘調な胎便[RH]
▼原因 <<胎便による腸閉塞状態$異常状態%原因
胎便による腸閉塞・暫定連鎖(原因)a/o 1.. メコニウムイレウス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胎便による腸閉塞状態$異常状態%結果

a/o 1.. メコニウムイレウス・腹部膨満[RH]
▼結果 <<胎便による腸閉塞状態$異常状態%結果
胎便による腸閉塞・暫定連鎖(結果)a/o 1.. メコニウムイレウス・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メコニウムイレウス・粘調な胎便p/o 1.. 粘調な胎便[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<粘調な胎便状態$異常状態%結果
a/o 1.. メコニウムイレウス・胎便による腸閉塞[RH]

構成要素 <<
メコニウムイレウス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. メコニウムイレウス・胎便による腸閉塞[RH]
原因

a/o 1.. メコニウムイレウス・胎便による腸閉塞[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メコニウムイレウス・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因
a/o 1.. メコニウムイレウス・胎便による腸閉塞[RH]

メコニウムイレウス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 腹壁破裂
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腹壁破裂・腹部内臓が腹壁の⽋損孔を通って直接腹腔外へ脱出した状態p/o 1.. 腹部内臓が腹壁の⽋損孔を通って直接腹腔外へ脱出した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

腹壁破裂 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腹壁破裂・腹部内臓が腹壁の⽋損孔を通って直接腹腔外へ脱出した状態p/o 1.. 腹部内臓が腹壁の⽋損孔を通って直接腹腔外へ脱出した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

腹壁破裂 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 臍帯ヘルニア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
臍帯ヘルニア・腹部内臓が拡⼤した臍輪を通って臍帯内に脱出した状態p/o 1.. 腹部内臓が拡⼤した臍輪を通って臍帯内に脱出した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹部内臓が拡⼤した臍輪を通って臍帯内に脱出した状態状態$異常状態%原因
腹部内臓が拡⼤した臍輪を通って臍帯内に脱出した状態・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 臍帯ヘルニア・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
臍帯ヘルニア・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 臍帯ヘルニア・腹部内臓が拡⼤した臍輪を通って臍帯内に脱出した状態[RH]

臍帯ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
臍帯ヘルニア・腹部内臓が拡⼤した臍輪を通って臍帯内に脱出した状態p/o 1.. 腹部内臓が拡⼤した臍輪を通って臍帯内に脱出した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹部内臓が拡⼤した臍輪を通って臍帯内に脱出した状態状態$異常状態%原因
腹部内臓が拡⼤した臍輪を通って臍帯内に脱出した状態・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 臍帯ヘルニア・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
臍帯ヘルニア・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 臍帯ヘルニア・腹部内臓が拡⼤した臍輪を通って臍帯内に脱出した状態[RH]

臍帯ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 鎖肛
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] ⾼位型鎖肛，中間位型鎖肛，低位型鎖肛
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎖肛・先天的に肛⾨が閉鎖している状態p/o 1.. 先天的に肛⾨が閉鎖している状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天的に肛⾨が閉鎖している状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 鎖肛・胎⽣期の肛⾨と泌尿器系の分離過程での異常[RH]

▼結果 <<先天的に肛⾨が閉鎖している状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 鎖肛・腹部膨満[RH]

▼結果 <<先天的に肛⾨が閉鎖している状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 鎖肛・突然の嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎖肛・胎⽣期の肛⾨と泌尿器系の分離過程での異常p/o 1.. 胎⽣期の肛⾨と泌尿器系の分離過程での異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胎⽣期の肛⾨と泌尿器系の分離過程での異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 鎖肛・先天的に肛⾨が閉鎖している状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎖肛・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鎖肛・先天的に肛⾨が閉鎖している状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎖肛・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鎖肛・先天的に肛⾨が閉鎖している状態[RH]

鎖肛 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎖肛・先天的に肛⾨が閉鎖している状態p/o 1.. 先天的に肛⾨が閉鎖している状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天的に肛⾨が閉鎖している状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 鎖肛・胎⽣期の肛⾨と泌尿器系の分離過程での異常[RH]

▼結果 <<先天的に肛⾨が閉鎖している状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 鎖肛・腹部膨満[RH]

▼結果 <<先天的に肛⾨が閉鎖している状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 鎖肛・突然の嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎖肛・胎⽣期の肛⾨と泌尿器系の分離過程での異常p/o 1.. 胎⽣期の肛⾨と泌尿器系の分離過程での異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胎⽣期の肛⾨と泌尿器系の分離過程での異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 鎖肛・先天的に肛⾨が閉鎖している状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎖肛・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鎖肛・先天的に肛⾨が閉鎖している状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎖肛・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鎖肛・先天的に肛⾨が閉鎖している状態[RH]

鎖肛 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼位型鎖肛
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 鎖肛
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼位型鎖肛・直腸盲端の位置が倒⽴位撮影にて恥⾻直腸筋の上縁より上p/o 1.. 直腸盲端の位置が倒⽴位撮影にて恥⾻直腸筋の上縁より上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾼位型鎖肛 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼位型鎖肛・直腸盲端の位置が倒⽴位撮影にて恥⾻直腸筋の上縁より上p/o 1.. 直腸盲端の位置が倒⽴位撮影にて恥⾻直腸筋の上縁より上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾼位型鎖肛 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中間位型鎖肛
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 鎖肛
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中間位型鎖肛・直腸盲端の位置が倒⽴位撮影にて恥⾻直腸筋の上縁と下縁の間p/o 1.. 直腸盲端の位置が倒⽴位撮影にて恥⾻直腸筋の上縁と下縁の間[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

中間位型鎖肛 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中間位型鎖肛・直腸盲端の位置が倒⽴位撮影にて恥⾻直腸筋の上縁と下縁の間p/o 1.. 直腸盲端の位置が倒⽴位撮影にて恥⾻直腸筋の上縁と下縁の間[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

中間位型鎖肛 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 低位型鎖肛
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 鎖肛
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

低位型鎖肛 因果構造物（＝因果連鎖）低位型鎖肛 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性横隔膜ヘルニア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性横隔膜ヘルニア・患側肺の低形成p/o 1.. 患側肺の低形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<患側肺の低形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性横隔膜ヘルニア・横隔膜の⽋損孔から腹部臓器が胸腔内に脱出した状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性横隔膜ヘルニア・横隔膜の⽋損孔から腹部臓器が胸腔内に脱出した状態p/o 1.. 横隔膜の⽋損孔から腹部臓器が胸腔内に脱出した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜の⽋損孔から腹部臓器が胸腔内に脱出した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性横隔膜ヘルニア・患側肺の低形成[RH]

先天性横隔膜ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性横隔膜ヘルニア・患側肺の低形成p/o 1.. 患側肺の低形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<患側肺の低形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性横隔膜ヘルニア・横隔膜の⽋損孔から腹部臓器が胸腔内に脱出した状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性横隔膜ヘルニア・横隔膜の⽋損孔から腹部臓器が胸腔内に脱出した状態p/o 1.. 横隔膜の⽋損孔から腹部臓器が胸腔内に脱出した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜の⽋損孔から腹部臓器が胸腔内に脱出した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性横隔膜ヘルニア・患側肺の低形成[RH]

先天性横隔膜ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児壊死性腸炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児壊死性腸炎・消化管の虚⾎性壊死p/o 1.. 消化管の虚⾎性壊死[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<消化管の虚⾎性壊死状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児壊死性腸炎・消化管の未熟性[RH]
▼結果 <<消化管の虚⾎性壊死状態$異常状態%結果
消化管の虚⾎性壊死・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児壊死性腸炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<消化管の虚⾎性壊死状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児壊死性腸炎・⾎便[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児壊死性腸炎・消化管の未熟性p/o 1.. 消化管の未熟性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<消化管の未熟性状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児壊死性腸炎・消化管の虚⾎性壊死[RH]
構成要素 <<
新⽣児壊死性腸炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. 新⽣児壊死性腸炎・消化管の虚⾎性壊死[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児壊死性腸炎・⾎便p/o 1.. ⾎便[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎便状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児壊死性腸炎・消化管の虚⾎性壊死[RH]

新⽣児壊死性腸炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児壊死性腸炎・消化管の虚⾎性壊死p/o 1.. 消化管の虚⾎性壊死[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<消化管の虚⾎性壊死状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児壊死性腸炎・消化管の未熟性[RH]
▼結果 <<消化管の虚⾎性壊死状態$異常状態%結果
消化管の虚⾎性壊死・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児壊死性腸炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<消化管の虚⾎性壊死状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児壊死性腸炎・⾎便[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児壊死性腸炎・消化管の未熟性p/o 1.. 消化管の未熟性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<消化管の未熟性状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児壊死性腸炎・消化管の虚⾎性壊死[RH]
構成要素 <<
新⽣児壊死性腸炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. 新⽣児壊死性腸炎・消化管の虚⾎性壊死[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児壊死性腸炎・⾎便p/o 1.. ⾎便[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎便状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児壊死性腸炎・消化管の虚⾎性壊死[RH]

新⽣児壊死性腸炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性限局性腸管穿孔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性限局性腸管穿孔・限局性の腸管穿孔p/o 1.. 限局性の腸管穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<限局性の腸管穿孔状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特発性限局性腸管穿孔・腹部膨満[RH]
▼結果 <<限局性の腸管穿孔状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特発性限局性腸管穿孔・腹⽔貯留[RH]
▼結果 <<限局性の腸管穿孔状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性限局性腸管穿孔・気腹[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性限局性腸管穿孔・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性限局性腸管穿孔・限局性の腸管穿孔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性限局性腸管穿孔・腹⽔貯留p/o 1.. 腹⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹⽔貯留状態$異常状態%原因

a/o 1.. 特発性限局性腸管穿孔・限局性の腸管穿孔[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性限局性腸管穿孔・気腹p/o 1.. 気腹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気腹状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性限局性腸管穿孔・限局性の腸管穿孔[RH]

特発性限局性腸管穿孔 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性限局性腸管穿孔・限局性の腸管穿孔p/o 1.. 限局性の腸管穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<限局性の腸管穿孔状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特発性限局性腸管穿孔・腹部膨満[RH]
▼結果 <<限局性の腸管穿孔状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特発性限局性腸管穿孔・腹⽔貯留[RH]
▼結果 <<限局性の腸管穿孔状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性限局性腸管穿孔・気腹[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性限局性腸管穿孔・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性限局性腸管穿孔・限局性の腸管穿孔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性限局性腸管穿孔・腹⽔貯留p/o 1.. 腹⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹⽔貯留状態$異常状態%原因

a/o 1.. 特発性限局性腸管穿孔・限局性の腸管穿孔[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性限局性腸管穿孔・気腹p/o 1.. 気腹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気腹状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性限局性腸管穿孔・限局性の腸管穿孔[RH]

特発性限局性腸管穿孔 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児ビタミンK⽋乏症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児ビタミンK⽋乏症・出⾎p/o 1.. 出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児ビタミンK⽋乏症・ビタミンK依存性⾎液凝固因⼦の減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児ビタミンK⽋乏症・ビタミンK依存性⾎液凝固因⼦の減少p/o 1.. ビタミンK依存性⾎液凝固因⼦の減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ビタミンK依存性⾎液凝固因⼦の減少状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児ビタミンK⽋乏症・出⾎[RH]

新⽣児ビタミンK⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児ビタミンK⽋乏症・出⾎p/o 1.. 出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児ビタミンK⽋乏症・ビタミンK依存性⾎液凝固因⼦の減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児ビタミンK⽋乏症・ビタミンK依存性⾎液凝固因⼦の減少p/o 1.. ビタミンK依存性⾎液凝固因⼦の減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ビタミンK依存性⾎液凝固因⼦の減少状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児ビタミンK⽋乏症・出⾎[RH]

新⽣児ビタミンK⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⾎⼩板減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] ⼀過性新⽣児⾎⼩板減少症，新⽣児免疫性⾎⼩板減少症，

新⽣児⾮免疫性⾎⼩板減少症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⾎⼩板減少症・新⽣児の⾎⼩板減少p/o 1.. 新⽣児の⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<新⽣児の⾎⼩板減少状態$異常状態%結果
新⽣児の⾎⼩板減少・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児⾎⼩板減少症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児⾎⼩板減少症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. 新⽣児⾎⼩板減少症・新⽣児の⾎⼩板減少[RH]

新⽣児⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⾎⼩板減少症・新⽣児の⾎⼩板減少p/o 1.. 新⽣児の⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<新⽣児の⾎⼩板減少状態$異常状態%結果
新⽣児の⾎⼩板減少・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児⾎⼩板減少症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児⾎⼩板減少症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. 新⽣児⾎⼩板減少症・新⽣児の⾎⼩板減少[RH]

新⽣児⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼀過性新⽣児⾎⼩板減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⾎⼩板減少症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性新⽣児⾎⼩板減少症・⾎⼩板減少は⼀過性p/o 1.. ⾎⼩板減少は⼀過性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⼀過性新⽣児⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性新⽣児⾎⼩板減少症・⾎⼩板減少は⼀過性p/o 1.. ⾎⼩板減少は⼀過性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⼀過性新⽣児⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児免疫性⾎⼩板減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⾎⼩板減少症
[Sub Classes (1)] 新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症
[Graph (85%)] 

新⽣児免疫性⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）新⽣児免疫性⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⾎⼩板減少症
 / 新⽣児免疫性⾎⼩板減少症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・同種免疫性の⾎⼩板減少p/o 1.. 同種免疫性の⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<同種免疫性の⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
同種免疫性の⾎⼩板減少・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<同種免疫性の⾎⼩板減少状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・出⾎傾向[RH]

構成要素 <<新⽣児⾎⼩板減少症$構成要素
新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・同種免疫性の⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・出⾎傾向p/o 1.. 出⾎傾向[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<出⾎傾向状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・同種免疫性の⾎⼩板減少[RH]

新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・同種免疫性の⾎⼩板減少p/o 1.. 同種免疫性の⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<同種免疫性の⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
同種免疫性の⾎⼩板減少・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<同種免疫性の⾎⼩板減少状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・出⾎傾向[RH]

構成要素 <<新⽣児⾎⼩板減少症$構成要素
新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・同種免疫性の⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・出⾎傾向p/o 1.. 出⾎傾向[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<出⾎傾向状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症・同種免疫性の⾎⼩板減少[RH]

新⽣児同種免疫性⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⾮免疫性⾎⼩板減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 新⽣児⾎⼩板減少症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⾮免疫性⾎⼩板減少症・⾮免疫性の⾎⼩板減少p/o 1.. ⾮免疫性の⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

新⽣児⾮免疫性⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⾮免疫性⾎⼩板減少症・⾮免疫性の⾎⼩板減少p/o 1.. ⾮免疫性の⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

新⽣児⾮免疫性⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児多⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児多⾎症・新⽣児の多⾎p/o 1.. 新⽣児の多⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<新⽣児の多⾎状態$異常状態%結果
新⽣児の多⾎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児多⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児多⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 新⽣児多⾎症・新⽣児の多⾎[RH]

新⽣児多⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児多⾎症・新⽣児の多⾎p/o 1.. 新⽣児の多⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<新⽣児の多⾎状態$異常状態%結果
新⽣児の多⾎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児多⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児多⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 新⽣児多⾎症・新⽣児の多⾎[RH]

新⽣児多⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児過粘度症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児過粘度症候群・⾚⾎球量の増加p/o 1.. ⾚⾎球量の増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

新⽣児過粘度症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児過粘度症候群・⾚⾎球量の増加p/o 1.. ⾚⾎球量の増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

新⽣児過粘度症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 未熟児貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 早期未熟児貧⾎，後期未熟児貧⾎
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
未熟児貧⾎・無呼吸p/o 1.. 無呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<無呼吸状態$異常状態%原因a/o 1.. 未熟児貧⾎・未熟児の貧⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
未熟児貧⾎・未熟児の貧⾎p/o 1.. 未熟児の貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<未熟児の貧⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 未熟児貧⾎・無呼吸[RH]

未熟児貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
未熟児貧⾎・無呼吸p/o 1.. 無呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<無呼吸状態$異常状態%原因a/o 1.. 未熟児貧⾎・未熟児の貧⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
未熟児貧⾎・未熟児の貧⾎p/o 1.. 未熟児の貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<未熟児の貧⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 未熟児貧⾎・無呼吸[RH]

未熟児貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 早期未熟児貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 未熟児貧⾎
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
早期未熟児貧⾎・早期の未熟児の貧⾎p/o 1.. 早期の未熟児の貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<早期の未熟児の貧⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 早期未熟児貧⾎・エリスロポエチンの産⽣低下[RH]

▼原因 <<早期の未熟児の貧⾎状態$異常状態%原因
早期の未熟児の貧⾎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 早期未熟児貧⾎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<早期の未熟児の貧⾎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 早期未熟児貧⾎・ヘモグロビン値の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
早期未熟児貧⾎・エリスロポエチンの産⽣低下p/o 1.. エリスロポエチンの産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<エリスロポエチンの産⽣低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 早期未熟児貧⾎・早期の未熟児の貧⾎[RH]

構成要素 <<
早期未熟児貧⾎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 早期未熟児貧⾎・早期の未熟児の貧⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
早期未熟児貧⾎・ヘモグロビン値の低下p/o 1.. ヘモグロビン値の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン値の低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 早期未熟児貧⾎・早期の未熟児の貧⾎[RH]

早期未熟児貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
早期未熟児貧⾎・早期の未熟児の貧⾎p/o 1.. 早期の未熟児の貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<早期の未熟児の貧⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 早期未熟児貧⾎・エリスロポエチンの産⽣低下[RH]

▼原因 <<早期の未熟児の貧⾎状態$異常状態%原因
早期の未熟児の貧⾎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 早期未熟児貧⾎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<早期の未熟児の貧⾎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 早期未熟児貧⾎・ヘモグロビン値の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
早期未熟児貧⾎・エリスロポエチンの産⽣低下p/o 1.. エリスロポエチンの産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<エリスロポエチンの産⽣低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 早期未熟児貧⾎・早期の未熟児の貧⾎[RH]

構成要素 <<
早期未熟児貧⾎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 早期未熟児貧⾎・早期の未熟児の貧⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
早期未熟児貧⾎・ヘモグロビン値の低下p/o 1.. ヘモグロビン値の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン値の低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 早期未熟児貧⾎・早期の未熟児の貧⾎[RH]

早期未熟児貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 後期未熟児貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 未熟児貧⾎
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後期未熟児貧⾎・後期の未熟児の貧⾎p/o 1.. 後期の未熟児の貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<後期の未熟児の貧⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 後期未熟児貧⾎・鉄⽋乏[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後期未熟児貧⾎・鉄⽋乏p/o 1.. 鉄⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<鉄⽋乏状態$異常状態%結果a/o 1.. 後期未熟児貧⾎・後期の未熟児の貧⾎[RH]

後期未熟児貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後期未熟児貧⾎・後期の未熟児の貧⾎p/o 1.. 後期の未熟児の貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<後期の未熟児の貧⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 後期未熟児貧⾎・鉄⽋乏[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後期未熟児貧⾎・鉄⽋乏p/o 1.. 鉄⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<鉄⽋乏状態$異常状態%結果a/o 1.. 後期未熟児貧⾎・後期の未熟児の貧⾎[RH]

後期未熟児貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児寒冷傷害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下p/o 1.. 深部体温の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<深部体温の低下状態$異常状態%原因
深部体温の低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<深部体温の低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<深部体温の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・徐脈[RH]
▼結果 <<深部体温の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<深部体温の低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・活動性の低下[RH]
▼結果 <<深部体温の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・哺乳⼒低下[RH]

構成要素 <<
新⽣児寒冷傷害・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児寒冷傷害・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児寒冷傷害・徐脈p/o 1.. 徐脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<徐脈状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児寒冷傷害・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児寒冷傷害・活動性の低下p/o 1.. 活動性の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<活動性の低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児寒冷傷害・哺乳⼒低下p/o 1.. 哺乳⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下[RH]

新⽣児寒冷傷害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下p/o 1.. 深部体温の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<深部体温の低下状態$異常状態%原因
深部体温の低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<深部体温の低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<深部体温の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・徐脈[RH]
▼結果 <<深部体温の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<深部体温の低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・活動性の低下[RH]
▼結果 <<深部体温の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・哺乳⼒低下[RH]

構成要素 <<
新⽣児寒冷傷害・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児寒冷傷害・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児寒冷傷害・徐脈p/o 1.. 徐脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<徐脈状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児寒冷傷害・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児寒冷傷害・活動性の低下p/o 1.. 活動性の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<活動性の低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児寒冷傷害・哺乳⼒低下p/o 1.. 哺乳⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児寒冷傷害・深部体温の低下[RH]

新⽣児寒冷傷害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 未熟児網膜症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
未熟児網膜症・網膜の無⾎管領域と有⾎管領域の境界部に⾎管増殖性病変を⽣じるp/o 1.. 網膜の無⾎管領域と有⾎管領域の境界部に⾎管増殖性病変を⽣じる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<網膜の無⾎管領域と有⾎管領域の境界部に⾎管増殖性病変を⽣じる状態$異常状態%原因
網膜の無⾎管領域と有⾎管領域の境界部に⾎管増殖性病変を⽣じる・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 未熟児網膜症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
未熟児網膜症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 未熟児網膜症・網膜の無⾎管領域と有⾎管領域の境界部に⾎管増殖性病変を⽣じる[RH]

未熟児網膜症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
未熟児網膜症・網膜の無⾎管領域と有⾎管領域の境界部に⾎管増殖性病変を⽣じるp/o 1.. 網膜の無⾎管領域と有⾎管領域の境界部に⾎管増殖性病変を⽣じる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<網膜の無⾎管領域と有⾎管領域の境界部に⾎管増殖性病変を⽣じる状態$異常状態%原因
網膜の無⾎管領域と有⾎管領域の境界部に⾎管増殖性病変を⽣じる・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 未熟児網膜症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
未熟児網膜症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 未熟児網膜症・網膜の無⾎管領域と有⾎管領域の境界部に⾎管増殖性病変を⽣じる[RH]

未熟児網膜症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳幼児突然死症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳幼児突然死症候群・乳幼児が突然に死亡した症候群p/o 1.. 乳幼児が突然に死亡した症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳幼児が突然に死亡した症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳幼児突然死症候群・⼈⼯栄養[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳幼児突然死症候群・⼈⼯栄養p/o 1.. ⼈⼯栄養[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼈⼯栄養状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳幼児突然死症候群・乳幼児が突然に死亡した症候群[RH]

乳幼児突然死症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳幼児突然死症候群・乳幼児が突然に死亡した症候群p/o 1.. 乳幼児が突然に死亡した症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳幼児が突然に死亡した症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳幼児突然死症候群・⼈⼯栄養[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳幼児突然死症候群・⼈⼯栄養p/o 1.. ⼈⼯栄養[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼈⼯栄養状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳幼児突然死症候群・乳幼児が突然に死亡した症候群[RH]

乳幼児突然死症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳幼児突発性緊急事態
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

乳幼児突発性緊急事態 因果構造物（＝因果連鎖）乳幼児突発性緊急事態 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アペール症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アペール症候群・尖頭症p/o 1.. 尖頭症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尖頭症状態$異常状態%原因a/o 1.. アペール症候群・冠状縫合の早期⾻癒合[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アペール症候群・冠状縫合の早期⾻癒合p/o 1.. 冠状縫合の早期⾻癒合[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<冠状縫合の早期⾻癒合状態$異常状態%結果
a/o 1.. アペール症候群・尖頭症[RH]

アペール症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アペール症候群・尖頭症p/o 1.. 尖頭症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尖頭症状態$異常状態%原因a/o 1.. アペール症候群・冠状縫合の早期⾻癒合[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アペール症候群・冠状縫合の早期⾻癒合p/o 1.. 冠状縫合の早期⾻癒合[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<冠状縫合の早期⾻癒合状態$異常状態%結果
a/o 1.. アペール症候群・尖頭症[RH]

アペール症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] エーラース・ダンロス症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エーラース・ダンロス症候群・⽪膚の過伸展p/o 1.. ⽪膚の過伸展[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚の過伸展状態$異常状態%原因a/o 1.. エーラース・ダンロス症候群・コラーゲンの異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エーラース・ダンロス症候群・コラーゲンの異常p/o 1.. コラーゲンの異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<コラーゲンの異常状態$異常状態%結果a/o 1.. エーラース・ダンロス症候群・⽪膚の過伸展[RH]

エーラース・ダンロス症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エーラース・ダンロス症候群・⽪膚の過伸展p/o 1.. ⽪膚の過伸展[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚の過伸展状態$異常状態%原因a/o 1.. エーラース・ダンロス症候群・コラーゲンの異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エーラース・ダンロス症候群・コラーゲンの異常p/o 1.. コラーゲンの異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<コラーゲンの異常状態$異常状態%結果a/o 1.. エーラース・ダンロス症候群・⽪膚の過伸展[RH]

エーラース・ダンロス症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ハンチントン病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ハンチントン病・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ハンチントン病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ハンチントン病・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ハンチントン病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] マルファン症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルファン症候群・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

マルファン症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルファン症候群・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

マルファン症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] トリーチャ・コリンズ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トリーチャ・コリンズ症候群・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

トリーチャ・コリンズ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トリーチャ・コリンズ症候群・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

トリーチャ・コリンズ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性出⾎性末梢⾎管拡張症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性出⾎性末梢⾎管拡張症・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

遺伝性出⾎性末梢⾎管拡張症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性出⾎性末梢⾎管拡張症・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

遺伝性出⾎性末梢⾎管拡張症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性⾼コレステロール⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾼コレステロール⾎症・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

家族性⾼コレステロール⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾼コレステロール⾎症・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

家族性⾼コレステロール⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性⼤腸ポリポーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⼤腸ポリポーシス・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

家族性⼤腸ポリポーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⼤腸ポリポーシス・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

家族性⼤腸ポリポーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 筋緊張性ジストロフィー
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋緊張性ジストロフィー・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

筋緊張性ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋緊張性ジストロフィー・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

筋緊張性ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 結節性硬化症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性硬化症・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結節性硬化症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性硬化症・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結節性硬化症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] サラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (5)] アルファサラセミア，ベータサラセミア，クーリー貧⾎，中間型サラセミア，

デルタ・ベータサラセミア
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・⾎管外溶⾎p/o 1.. ⾎管外溶⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎管外溶⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. サラセミア・ヘモグロビンの構造異常[RH]
▼結果 <<⾎管外溶⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. サラセミア・ヘモジデローシス[RH]
▼結果 <<⾎管外溶⾎状態$異常状態%結果

a/o 1.. サラセミア・脾腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・ヘモグロビンの構造異常p/o 1.. ヘモグロビンの構造異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビンの構造異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. サラセミア・⾎管外溶⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・ヘモジデローシスp/o 1.. ヘモジデローシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモジデローシス状態$異常状態%原因

a/o 1.. サラセミア・⾎管外溶⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. サラセミア・⾎管外溶⾎[RH]

サラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・⾎管外溶⾎p/o 1.. ⾎管外溶⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎管外溶⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. サラセミア・ヘモグロビンの構造異常[RH]
▼結果 <<⾎管外溶⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. サラセミア・ヘモジデローシス[RH]
▼結果 <<⾎管外溶⾎状態$異常状態%結果

a/o 1.. サラセミア・脾腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・ヘモグロビンの構造異常p/o 1.. ヘモグロビンの構造異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビンの構造異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. サラセミア・⾎管外溶⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・ヘモジデローシスp/o 1.. ヘモジデローシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモジデローシス状態$異常状態%原因

a/o 1.. サラセミア・⾎管外溶⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. サラセミア・⾎管外溶⾎[RH]

サラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アルファサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / サラセミア
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルファサラセミア・ヘモグロビンのα鎖産⽣低下p/o 1.. ヘモグロビンのα鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビンのα鎖産⽣低下状態$異常状態%原因
ヘモグロビンのα鎖産⽣低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. アルファサラセミア・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンのα鎖産⽣低下状態$異常状態%結果
ヘモグロビンのα鎖産⽣低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. アルファサラセミア・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
アルファサラセミア・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. アルファサラセミア・ヘモグロビンのα鎖産⽣低下[RH]
原因a/o 1.. アルファサラセミア・ヘモグロビンのα鎖産⽣低下[RH]

アルファサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルファサラセミア・ヘモグロビンのα鎖産⽣低下p/o 1.. ヘモグロビンのα鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビンのα鎖産⽣低下状態$異常状態%原因
ヘモグロビンのα鎖産⽣低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. アルファサラセミア・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンのα鎖産⽣低下状態$異常状態%結果
ヘモグロビンのα鎖産⽣低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. アルファサラセミア・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
アルファサラセミア・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. アルファサラセミア・ヘモグロビンのα鎖産⽣低下[RH]
原因a/o 1.. アルファサラセミア・ヘモグロビンのα鎖産⽣低下[RH]

アルファサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 152 ]

[Class Name] ベータサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / サラセミア
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベータサラセミア・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下p/o 1.. ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下状態$異常状態%原因
ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ベータサラセミア・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下状態$異常状態%結果
ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ベータサラセミア・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ベータサラセミア・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ベータサラセミア・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]
原因a/o 1.. ベータサラセミア・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]

ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベータサラセミア・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下p/o 1.. ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下状態$異常状態%原因
ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ベータサラセミア・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下状態$異常状態%結果
ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ベータサラセミア・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ベータサラセミア・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ベータサラセミア・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]
原因a/o 1.. ベータサラセミア・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]

ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] クーリー貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / サラセミア
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クーリー貧⾎・ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下p/o 1.. ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下状態$異常状態%原因
ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. クーリー貧⾎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下状態$異常状態%結果
ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. クーリー貧⾎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. クーリー貧⾎・髄外造⾎[RH]
構成要素 <<
クーリー貧⾎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. クーリー貧⾎・ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下[RH]

原因
a/o 1.. クーリー貧⾎・ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クーリー貧⾎・髄外造⾎p/o 1.. 髄外造⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<髄外造⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. クーリー貧⾎・ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下[RH]

クーリー貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クーリー貧⾎・ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下p/o 1.. ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下状態$異常状態%原因
ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. クーリー貧⾎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下状態$異常状態%結果
ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. クーリー貧⾎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. クーリー貧⾎・髄外造⾎[RH]
構成要素 <<
クーリー貧⾎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. クーリー貧⾎・ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下[RH]

原因
a/o 1.. クーリー貧⾎・ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クーリー貧⾎・髄外造⾎p/o 1.. 髄外造⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<髄外造⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. クーリー貧⾎・ヘモグロビンのβ鎖の産⽣低下[RH]

クーリー貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中間型サラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / サラセミア
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中間型サラセミア・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下p/o 1.. ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下状態$異常状態%原因
ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 中間型サラセミア・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 中間型サラセミア・溶⾎性貧⾎[RH]

構成要素 <<
中間型サラセミア・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 中間型サラセミア・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中間型サラセミア・溶⾎性貧⾎p/o 1.. 溶⾎性貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中間型サラセミア・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]

中間型サラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中間型サラセミア・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下p/o 1.. ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下状態$異常状態%原因
ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 中間型サラセミア・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 中間型サラセミア・溶⾎性貧⾎[RH]

構成要素 <<
中間型サラセミア・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 中間型サラセミア・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中間型サラセミア・溶⾎性貧⾎p/o 1.. 溶⾎性貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中間型サラセミア・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]

中間型サラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] デルタ・ベータサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / サラセミア
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下p/o 1.. ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下状態$異常状態%原因
ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下状態$異常状態%結果
ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下[RH]

原因a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下[RH]

デルタ・ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下p/o 1.. ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下状態$異常状態%原因
ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下状態$異常状態%結果
ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下[RH]

原因a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・ヘモグロビンのβ鎖とδ鎖の産⽣低下[RH]

デルタ・ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 周期性四肢⿇痺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] 低カリウム⾎性周期性四肢⿇痺，⾼カリウム⾎性周期性四肢⿇痺，

正常カリウム⾎性周期性四肢⿇痺
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周期性四肢⿇痺・周期的に起こる発作性の弛緩性⿇痺p/o 1.. 周期的に起こる発作性の弛緩性⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<周期的に起こる発作性の弛緩性⿇痺状態$異常状態%結果
周期的に起こる発作性の弛緩性⿇痺・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 周期性四肢⿇痺・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
周期性四肢⿇痺・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 周期性四肢⿇痺・周期的に起こる発作性の弛緩性⿇痺[RH]

周期性四肢⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周期性四肢⿇痺・周期的に起こる発作性の弛緩性⿇痺p/o 1.. 周期的に起こる発作性の弛緩性⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<周期的に起こる発作性の弛緩性⿇痺状態$異常状態%結果
周期的に起こる発作性の弛緩性⿇痺・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 周期性四肢⿇痺・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
周期性四肢⿇痺・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 周期性四肢⿇痺・周期的に起こる発作性の弛緩性⿇痺[RH]

周期性四肢⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 低カリウム⾎性周期性四肢⿇痺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 周期性四肢⿇痺
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低カリウム⾎性周期性四肢⿇痺・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

低カリウム⾎性周期性四肢⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
低カリウム⾎性周期性四肢⿇痺・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

低カリウム⾎性周期性四肢⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼カリウム⾎性周期性四肢⿇痺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 周期性四肢⿇痺
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

⾼カリウム⾎性周期性四肢⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）⾼カリウム⾎性周期性四肢⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 正常カリウム⾎性周期性四肢⿇痺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 周期性四肢⿇痺
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

正常カリウム⾎性周期性四肢⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）正常カリウム⾎性周期性四肢⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 160 ]

[Class Name] トムセン病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トムセン病・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

トムセン病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トムセン病・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

トムセン病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 網膜芽細胞腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
網膜芽細胞腫・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

網膜芽細胞腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
網膜芽細胞腫・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

網膜芽細胞腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ベルナール・スーリエ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベルナール・スーリエ症候群・⾎⼩板粘着障害p/o 1.. ⾎⼩板粘着障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎⼩板粘着障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ベルナール・スーリエ症候群・⽪膚出⾎[RH]
▼結果 <<⾎⼩板粘着障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ベルナール・スーリエ症候群・粘膜出⾎[RH]
▼結果 <<⾎⼩板粘着障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ベルナール・スーリエ症候群・出⾎時間延⻑[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベルナール・スーリエ症候群・⽪膚出⾎p/o 1.. ⽪膚出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚出⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ベルナール・スーリエ症候群・⾎⼩板粘着障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベルナール・スーリエ症候群・粘膜出⾎p/o 1.. 粘膜出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粘膜出⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ベルナール・スーリエ症候群・⾎⼩板粘着障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベルナール・スーリエ症候群・出⾎時間延⻑p/o 1.. 出⾎時間延⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<出⾎時間延⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. ベルナール・スーリエ症候群・⾎⼩板粘着障害[RH]

ベルナール・スーリエ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベルナール・スーリエ症候群・⾎⼩板粘着障害p/o 1.. ⾎⼩板粘着障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎⼩板粘着障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ベルナール・スーリエ症候群・⽪膚出⾎[RH]
▼結果 <<⾎⼩板粘着障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ベルナール・スーリエ症候群・粘膜出⾎[RH]
▼結果 <<⾎⼩板粘着障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ベルナール・スーリエ症候群・出⾎時間延⻑[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベルナール・スーリエ症候群・⽪膚出⾎p/o 1.. ⽪膚出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚出⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ベルナール・スーリエ症候群・⾎⼩板粘着障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベルナール・スーリエ症候群・粘膜出⾎p/o 1.. 粘膜出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粘膜出⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ベルナール・スーリエ症候群・⾎⼩板粘着障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベルナール・スーリエ症候群・出⾎時間延⻑p/o 1.. 出⾎時間延⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<出⾎時間延⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. ベルナール・スーリエ症候群・⾎⼩板粘着障害[RH]

ベルナール・スーリエ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⺟性フェニルケトン尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⺟性フェニルケトン尿症・胎児の⾼フェニルケトン⾎症p/o 1.. 胎児の⾼フェニルケトン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児の⾼フェニルケトン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⺟性フェニルケトン尿症・⺟体のフェニルケトン尿症[RH]
▼結果 <<胎児の⾼フェニルケトン⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⺟性フェニルケトン尿症・中枢神経障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⺟性フェニルケトン尿症・⺟体のフェニルケトン尿症p/o 1.. ⺟体のフェニルケトン尿症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体のフェニルケトン尿症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⺟性フェニルケトン尿症・胎児の⾼フェニルケトン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⺟性フェニルケトン尿症・中枢神経障害p/o 1.. 中枢神経障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢神経障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⺟性フェニルケトン尿症・胎児の⾼フェニルケトン⾎症[RH]

⺟性フェニルケトン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⺟性フェニルケトン尿症・胎児の⾼フェニルケトン⾎症p/o 1.. 胎児の⾼フェニルケトン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児の⾼フェニルケトン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⺟性フェニルケトン尿症・⺟体のフェニルケトン尿症[RH]
▼結果 <<胎児の⾼フェニルケトン⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⺟性フェニルケトン尿症・中枢神経障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⺟性フェニルケトン尿症・⺟体のフェニルケトン尿症p/o 1.. ⺟体のフェニルケトン尿症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⺟体のフェニルケトン尿症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⺟性フェニルケトン尿症・胎児の⾼フェニルケトン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⺟性フェニルケトン尿症・中枢神経障害p/o 1.. 中枢神経障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢神経障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⺟性フェニルケトン尿症・胎児の⾼フェニルケトン⾎症[RH]

⺟性フェニルケトン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症の⾼フェニルアラニン⾎症p/o 1.. ⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症の⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症の⾼フェニルアラニン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・フェニルアラニン⽔酸化酵素活性低下[RH]
▼結果 <<⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症の⾼フェニルアラニン⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・⾎中フェニルアラニン値20mg/dl以下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・フェニルアラニン⽔酸化酵素活性低下p/o 1.. フェニルアラニン⽔酸化酵素活性低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<フェニルアラニン⽔酸化酵素活性低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症の⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・⾎中フェニルアラニン値20mg/dl以下p/o 1.. ⾎中フェニルアラニン値20mg/dl以下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中フェニルアラニン値20mg/dl以下状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症の⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症の⾼フェニルアラニン⾎症p/o 1.. ⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症の⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症の⾼フェニルアラニン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・フェニルアラニン⽔酸化酵素活性低下[RH]
▼結果 <<⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症の⾼フェニルアラニン⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・⾎中フェニルアラニン値20mg/dl以下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・フェニルアラニン⽔酸化酵素活性低下p/o 1.. フェニルアラニン⽔酸化酵素活性低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<フェニルアラニン⽔酸化酵素活性低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症の⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・⾎中フェニルアラニン値20mg/dl以下p/o 1.. ⾎中フェニルアラニン値20mg/dl以下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中フェニルアラニン値20mg/dl以下状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症・⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症の⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

⾮PKU⾼フェニルアラニン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] テトラヒドロビオプテリン⽋乏症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
テトラヒドロビオプテリン⽋乏症・⾼フェニルアラニン⾎症p/o 1.. ⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼フェニルアラニン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. テトラヒドロビオプテリン⽋乏症・テトラヒドロビオプテリンの⽋乏[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
テトラヒドロビオプテリン⽋乏症・テトラヒドロビオプテリンの⽋乏p/o 1.. テトラヒドロビオプテリンの⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<テトラヒドロビオプテリンの⽋乏状態$異常状態%結果

a/o 1.. テトラヒドロビオプテリン⽋乏症・⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

テトラヒドロビオプテリン⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
テトラヒドロビオプテリン⽋乏症・⾼フェニルアラニン⾎症p/o 1.. ⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼フェニルアラニン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. テトラヒドロビオプテリン⽋乏症・テトラヒドロビオプテリンの⽋乏[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
テトラヒドロビオプテリン⽋乏症・テトラヒドロビオプテリンの⽋乏p/o 1.. テトラヒドロビオプテリンの⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<テトラヒドロビオプテリンの⽋乏状態$異常状態%結果

a/o 1.. テトラヒドロビオプテリン⽋乏症・⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

テトラヒドロビオプテリン⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼チロシン⾎症Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] ⾼チロシン⾎症Ⅰ型急性型，⾼チロシン⾎症Ⅰ型慢性型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅰ型・⾼チロシン⾎症p/o 1.. ⾼チロシン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・フマリルアセト酢酸分解酵素⽋損[RH]
▼結果 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・肝細胞障害[RH]
▼結果 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果
⾼チロシン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・腎尿細管障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅰ型・フマリルアセト酢酸分解酵素⽋損p/o 1.. フマリルアセト酢酸分解酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<フマリルアセト酢酸分解酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・⾼チロシン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅰ型・肝細胞障害p/o 1.. 肝細胞障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝細胞障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・⾼チロシン⾎症[RH]

構成要素 <<
⾼チロシン⾎症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・⾼チロシン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅰ型・腎尿細管障害p/o 1.. 腎尿細管障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎尿細管障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・⾼チロシン⾎症[RH]

⾼チロシン⾎症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅰ型・⾼チロシン⾎症p/o 1.. ⾼チロシン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・フマリルアセト酢酸分解酵素⽋損[RH]
▼結果 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・肝細胞障害[RH]
▼結果 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果
⾼チロシン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・腎尿細管障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅰ型・フマリルアセト酢酸分解酵素⽋損p/o 1.. フマリルアセト酢酸分解酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<フマリルアセト酢酸分解酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・⾼チロシン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅰ型・肝細胞障害p/o 1.. 肝細胞障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝細胞障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・⾼チロシン⾎症[RH]

構成要素 <<
⾼チロシン⾎症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・⾼チロシン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅰ型・腎尿細管障害p/o 1.. 腎尿細管障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎尿細管障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型・⾼チロシン⾎症[RH]

⾼チロシン⾎症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼チロシン⾎症Ⅰ型急性型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾼チロシン⾎症Ⅰ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅰ型急性型・⾼チロシン⾎症Ⅰ型急性型の⾼チロシン⾎症p/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型急性型の⾼チロシン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾼チロシン⾎症Ⅰ型急性型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅰ型急性型・⾼チロシン⾎症Ⅰ型急性型の⾼チロシン⾎症p/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型急性型の⾼チロシン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾼チロシン⾎症Ⅰ型急性型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼チロシン⾎症Ⅰ型慢性型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾼チロシン⾎症Ⅰ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅰ型慢性型・⾼チロシン⾎症Ⅰ型慢性型の⾼チロシン⾎症p/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型慢性型の⾼チロシン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾼チロシン⾎症Ⅰ型慢性型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅰ型慢性型・⾼チロシン⾎症Ⅰ型慢性型の⾼チロシン⾎症p/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅰ型慢性型の⾼チロシン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾼チロシン⾎症Ⅰ型慢性型 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 169 ]

[Class Name] ⾼チロシン⾎症Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅱ型・⾼チロシン⾎症p/o 1.. ⾼チロシン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅱ型・チロシンアミノ基転移酵素⽋損[RH]
▼結果 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果
⾼チロシン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅱ型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅱ型・チロシンアミノ基転移酵素⽋損p/o 1.. チロシンアミノ基転移酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<チロシンアミノ基転移酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅱ型・⾼チロシン⾎症[RH]
構成要素 <<
⾼チロシン⾎症Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅱ型・⾼チロシン⾎症[RH]

⾼チロシン⾎症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅱ型・⾼チロシン⾎症p/o 1.. ⾼チロシン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅱ型・チロシンアミノ基転移酵素⽋損[RH]
▼結果 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果
⾼チロシン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅱ型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅱ型・チロシンアミノ基転移酵素⽋損p/o 1.. チロシンアミノ基転移酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<チロシンアミノ基転移酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅱ型・⾼チロシン⾎症[RH]
構成要素 <<
⾼チロシン⾎症Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅱ型・⾼チロシン⾎症[RH]

⾼チロシン⾎症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼チロシン⾎症Ⅲ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅲ型・⾼チロシン⾎症p/o 1.. ⾼チロシン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅲ型・4-ヒドロキシフェニルピルビン酸酸化酵素⽋損[RH]
▼結果 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅲ型・痙攣[RH]
▼結果 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅲ型・精神発達遅滞[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅲ型・4-ヒドロキシフェニルピルビン酸酸化酵素⽋損p/o 1.. 4-ヒドロキシフェニルピルビン酸酸化酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<4-ヒドロキシフェニルピルビン酸酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅲ型・⾼チロシン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅲ型・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅲ型・⾼チロシン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅲ型・精神発達遅滞p/o 1.. 精神発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神発達遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅲ型・⾼チロシン⾎症[RH]

⾼チロシン⾎症Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅲ型・⾼チロシン⾎症p/o 1.. ⾼チロシン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅲ型・4-ヒドロキシフェニルピルビン酸酸化酵素⽋損[RH]
▼結果 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅲ型・痙攣[RH]
▼結果 <<⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅲ型・精神発達遅滞[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅲ型・4-ヒドロキシフェニルピルビン酸酸化酵素⽋損p/o 1.. 4-ヒドロキシフェニルピルビン酸酸化酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<4-ヒドロキシフェニルピルビン酸酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅲ型・⾼チロシン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅲ型・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅲ型・⾼チロシン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼チロシン⾎症Ⅲ型・精神発達遅滞p/o 1.. 精神発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神発達遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼チロシン⾎症Ⅲ型・⾼チロシン⾎症[RH]

⾼チロシン⾎症Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症・新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症の⾼チロシン⾎症p/o 1.. 新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症の⾼チロシン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症の⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果
新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症の⾼チロシン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. 新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症・新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症の⾼チロシン⾎症[RH]

新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症・新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症の⾼チロシン⾎症p/o 1.. 新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症の⾼チロシン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症の⾼チロシン⾎症状態$異常状態%結果
新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症の⾼チロシン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. 新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症・新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症の⾼チロシン⾎症[RH]

新⽣児⼀過性⾼チロシン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽩⽪症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] 眼⽪膚⽩⽪症，限局性⽩⽪症，眼型⽩⽪症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⽪症・メラニン⾊素合成障害p/o 1.. メラニン⾊素合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⽪症・⾊素脱出[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⽪症・⾊素脱出p/o 1.. ⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾊素脱出状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽩⽪症・メラニン⾊素合成障害[RH]

⽩⽪症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⽪症・メラニン⾊素合成障害p/o 1.. メラニン⾊素合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⽪症・⾊素脱出[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⽪症・⾊素脱出p/o 1.. ⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾊素脱出状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽩⽪症・メラニン⾊素合成障害[RH]

⽩⽪症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 眼⽪膚⽩⽪症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⽩⽪症
[Sub Classes (2)] 眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型，眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症・眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害p/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・⽑髪が⽩い[RH]

▼結果 <<眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・⽪膚が⽩い[RH]

▼結果 <<眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・虹彩の⾊素脱出[RH]
▼結果 <<眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・眼底の⾊素脱出[RH]
▼結果 <<眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果
眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症・⽑髪が⽩いp/o 1.. ⽑髪が⽩い[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽑髪が⽩い状態$異常状態%原因
a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症・⽪膚が⽩いp/o 1.. ⽪膚が⽩い[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚が⽩い状態$異常状態%原因a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症・虹彩の⾊素脱出p/o 1.. 虹彩の⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<虹彩の⾊素脱出状態$異常状態%原因
a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症・眼底の⾊素脱出p/o 1.. 眼底の⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼底の⾊素脱出状態$異常状態%原因a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

構成要素 <<
眼⽪膚⽩⽪症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

眼⽪膚⽩⽪症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症・眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害p/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・⽑髪が⽩い[RH]

▼結果 <<眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・⽪膚が⽩い[RH]

▼結果 <<眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・虹彩の⾊素脱出[RH]
▼結果 <<眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・眼底の⾊素脱出[RH]
▼結果 <<眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果
眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症・⽑髪が⽩いp/o 1.. ⽑髪が⽩い[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽑髪が⽩い状態$異常状態%原因
a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症・⽪膚が⽩いp/o 1.. ⽪膚が⽩い[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚が⽩い状態$異常状態%原因a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症・虹彩の⾊素脱出p/o 1.. 虹彩の⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<虹彩の⾊素脱出状態$異常状態%原因
a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症・眼底の⾊素脱出p/o 1.. 眼底の⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼底の⾊素脱出状態$異常状態%原因a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

構成要素 <<
眼⽪膚⽩⽪症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症・眼⽪膚⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

眼⽪膚⽩⽪症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⽩⽪症 / 眼⽪膚⽩⽪症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型・眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型のメラニン⾊素合成障害p/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型のメラニン⾊素合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型・チロシナーゼ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型・チロシナーゼ⽋損p/o 1.. チロシナーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<チロシナーゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型・眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型のメラニン⾊素合成障害[RH]

眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型・眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型のメラニン⾊素合成障害p/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型のメラニン⾊素合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型・チロシナーゼ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型・チロシナーゼ⽋損p/o 1.. チロシナーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<チロシナーゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型・眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型のメラニン⾊素合成障害[RH]

眼⽪膚⽩⽪症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⽩⽪症 / 眼⽪膚⽩⽪症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型・眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型のメラニン⾊素合成障害p/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型のメラニン⾊素合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型・メラノゾームへのチロシンの転送障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型・メラノゾームへのチロシンの転送障害p/o 1.. メラノゾームへのチロシンの転送障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メラノゾームへのチロシンの転送障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型・眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型のメラニン⾊素合成障害[RH]

眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型・眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型のメラニン⾊素合成障害p/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型のメラニン⾊素合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型・メラノゾームへのチロシンの転送障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型・メラノゾームへのチロシンの転送障害p/o 1.. メラノゾームへのチロシンの転送障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メラノゾームへのチロシンの転送障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型・眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型のメラニン⾊素合成障害[RH]

眼⽪膚⽩⽪症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 限局性⽩⽪症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⽩⽪症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
限局性⽩⽪症・限局性⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害p/o 1.. 限局性⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<限局性⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 限局性⽩⽪症・⽪膚の部分的な⾊素脱出[RH]

▼結果 <<限局性⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 限局性⽩⽪症・⽑髪の部分的な⾊素脱出[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
限局性⽩⽪症・⽪膚の部分的な⾊素脱出p/o 1.. ⽪膚の部分的な⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚の部分的な⾊素脱出状態$異常状態%原因
a/o 1.. 限局性⽩⽪症・限局性⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
限局性⽩⽪症・⽑髪の部分的な⾊素脱出p/o 1.. ⽑髪の部分的な⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽑髪の部分的な⾊素脱出状態$異常状態%原因
a/o 1.. 限局性⽩⽪症・限局性⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

限局性⽩⽪症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
限局性⽩⽪症・限局性⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害p/o 1.. 限局性⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<限局性⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 限局性⽩⽪症・⽪膚の部分的な⾊素脱出[RH]

▼結果 <<限局性⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 限局性⽩⽪症・⽑髪の部分的な⾊素脱出[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
限局性⽩⽪症・⽪膚の部分的な⾊素脱出p/o 1.. ⽪膚の部分的な⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚の部分的な⾊素脱出状態$異常状態%原因
a/o 1.. 限局性⽩⽪症・限局性⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
限局性⽩⽪症・⽑髪の部分的な⾊素脱出p/o 1.. ⽑髪の部分的な⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽑髪の部分的な⾊素脱出状態$異常状態%原因
a/o 1.. 限局性⽩⽪症・限局性⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

限局性⽩⽪症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 眼型⽩⽪症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⽩⽪症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼型⽩⽪症・眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害p/o 1.. 眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 眼型⽩⽪症・虹彩の⾊素脱出[RH]
▼結果 <<眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 眼型⽩⽪症・眼底の⾊素脱出[RH]
▼結果 <<眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果
眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 眼型⽩⽪症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼型⽩⽪症・虹彩の⾊素脱出p/o 1.. 虹彩の⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<虹彩の⾊素脱出状態$異常状態%原因a/o 1.. 眼型⽩⽪症・眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼型⽩⽪症・眼底の⾊素脱出p/o 1.. 眼底の⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼底の⾊素脱出状態$異常状態%原因a/o 1.. 眼型⽩⽪症・眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

構成要素 <<
眼型⽩⽪症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 眼型⽩⽪症・眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

眼型⽩⽪症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼型⽩⽪症・眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害p/o 1.. 眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 眼型⽩⽪症・虹彩の⾊素脱出[RH]
▼結果 <<眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 眼型⽩⽪症・眼底の⾊素脱出[RH]
▼結果 <<眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害状態$異常状態%結果
眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 眼型⽩⽪症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼型⽩⽪症・虹彩の⾊素脱出p/o 1.. 虹彩の⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<虹彩の⾊素脱出状態$異常状態%原因a/o 1.. 眼型⽩⽪症・眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
眼型⽩⽪症・眼底の⾊素脱出p/o 1.. 眼底の⾊素脱出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼底の⾊素脱出状態$異常状態%原因a/o 1.. 眼型⽩⽪症・眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

構成要素 <<
眼型⽩⽪症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 眼型⽩⽪症・眼型⽩⽪症のメラニン⾊素合成障害[RH]

眼型⽩⽪症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ヒスチジン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒスチジン⾎症・⾼ヒスチジン⾎症p/o 1.. ⾼ヒスチジン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼ヒスチジン⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ヒスチジン⾎症・ヒスチダーゼ⽋損[RH]
▼結果 <<⾼ヒスチジン⾎症状態$異常状態%結果
⾼ヒスチジン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ヒスチジン⾎症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒスチジン⾎症・ヒスチダーゼ⽋損p/o 1.. ヒスチダーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヒスチダーゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒスチジン⾎症・⾼ヒスチジン⾎症[RH]
構成要素 <<
ヒスチジン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. ヒスチジン⾎症・⾼ヒスチジン⾎症[RH]

ヒスチジン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒスチジン⾎症・⾼ヒスチジン⾎症p/o 1.. ⾼ヒスチジン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼ヒスチジン⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ヒスチジン⾎症・ヒスチダーゼ⽋損[RH]
▼結果 <<⾼ヒスチジン⾎症状態$異常状態%結果
⾼ヒスチジン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ヒスチジン⾎症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒスチジン⾎症・ヒスチダーゼ⽋損p/o 1.. ヒスチダーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヒスチダーゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒスチジン⾎症・⾼ヒスチジン⾎症[RH]
構成要素 <<
ヒスチジン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. ヒスチジン⾎症・⾼ヒスチジン⾎症[RH]

ヒスチジン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] メープルシロップ尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (6)] メープルシロップ尿症古典型，メープルシロップ尿症間⽋型，

メープルシロップ尿症中間型，メープルシロップ尿症チアミン反応型，
ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症，B1依存性メープルシロップ尿症

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症・分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. 分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果a/o 1.. メープルシロップ尿症・中枢神経障害[RH]
▼結果 <<分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果a/o 1.. メープルシロップ尿症・尿中分枝鎖ケト酸増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症・中枢神経障害p/o 1.. 中枢神経障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢神経障害状態$異常状態%原因a/o 1.. メープルシロップ尿症・分枝鎖ケト酸増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症・尿中分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. 尿中分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%原因a/o 1.. メープルシロップ尿症・分枝鎖ケト酸増加[RH]

メープルシロップ尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症・分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. 分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果a/o 1.. メープルシロップ尿症・中枢神経障害[RH]
▼結果 <<分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果a/o 1.. メープルシロップ尿症・尿中分枝鎖ケト酸増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症・中枢神経障害p/o 1.. 中枢神経障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢神経障害状態$異常状態%原因a/o 1.. メープルシロップ尿症・分枝鎖ケト酸増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症・尿中分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. 尿中分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%原因a/o 1.. メープルシロップ尿症・分枝鎖ケト酸増加[RH]

メープルシロップ尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] メープルシロップ尿症古典型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / メープルシロップ尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症古典型・メープルシロップ尿症古典型における分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. メープルシロップ尿症古典型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メープルシロップ尿症古典型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. メープルシロップ尿症古典型・痙攣[RH]

▼結果 <<メープルシロップ尿症古典型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. メープルシロップ尿症古典型・意識障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症古典型・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. メープルシロップ尿症古典型・メープルシロップ尿症古典型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症古典型・意識障害p/o 1.. 意識障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<意識障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. メープルシロップ尿症古典型・メープルシロップ尿症古典型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

メープルシロップ尿症古典型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症古典型・メープルシロップ尿症古典型における分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. メープルシロップ尿症古典型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メープルシロップ尿症古典型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. メープルシロップ尿症古典型・痙攣[RH]

▼結果 <<メープルシロップ尿症古典型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. メープルシロップ尿症古典型・意識障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症古典型・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. メープルシロップ尿症古典型・メープルシロップ尿症古典型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症古典型・意識障害p/o 1.. 意識障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<意識障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. メープルシロップ尿症古典型・メープルシロップ尿症古典型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

メープルシロップ尿症古典型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] メープルシロップ尿症間⽋型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / メープルシロップ尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症間⽋型・メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. メープルシロップ尿症間⽋型・新⽣児期には症状がない[RH]

▼結果 <<メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加・暫定連鎖(結果)a/o 1.. メープルシロップ尿症間⽋型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症間⽋型・新⽣児期には症状がないp/o 1.. 新⽣児期には症状がない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期には症状がない状態$異常状態%原因
a/o 1.. メープルシロップ尿症間⽋型・メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

構成要素 <<
メープルシロップ尿症間⽋型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. メープルシロップ尿症間⽋型・メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

メープルシロップ尿症間⽋型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症間⽋型・メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. メープルシロップ尿症間⽋型・新⽣児期には症状がない[RH]

▼結果 <<メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加・暫定連鎖(結果)a/o 1.. メープルシロップ尿症間⽋型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症間⽋型・新⽣児期には症状がないp/o 1.. 新⽣児期には症状がない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期には症状がない状態$異常状態%原因
a/o 1.. メープルシロップ尿症間⽋型・メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

構成要素 <<
メープルシロップ尿症間⽋型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. メープルシロップ尿症間⽋型・メープルシロップ尿症間⽋型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

メープルシロップ尿症間⽋型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] メープルシロップ尿症中間型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / メープルシロップ尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症中間型・メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. メープルシロップ尿症中間型・徐々に中枢神経障害が進⾏[RH]

▼結果 <<メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加・暫定連鎖(結果)a/o 1.. メープルシロップ尿症中間型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症中間型・徐々に中枢神経障害が進⾏p/o 1.. 徐々に中枢神経障害が進⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<徐々に中枢神経障害が進⾏状態$異常状態%原因
a/o 1.. メープルシロップ尿症中間型・メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

構成要素 <<
メープルシロップ尿症中間型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. メープルシロップ尿症中間型・メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

メープルシロップ尿症中間型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症中間型・メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. メープルシロップ尿症中間型・徐々に中枢神経障害が進⾏[RH]

▼結果 <<メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加・暫定連鎖(結果)a/o 1.. メープルシロップ尿症中間型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症中間型・徐々に中枢神経障害が進⾏p/o 1.. 徐々に中枢神経障害が進⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<徐々に中枢神経障害が進⾏状態$異常状態%原因
a/o 1.. メープルシロップ尿症中間型・メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

構成要素 <<
メープルシロップ尿症中間型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. メープルシロップ尿症中間型・メープルシロップ尿症中間型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

メープルシロップ尿症中間型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] メープルシロップ尿症チアミン反応型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / メープルシロップ尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症チアミン反応型・メープルシロップ尿症チアミン反応型における分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. メープルシロップ尿症チアミン反応型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メープルシロップ尿症チアミン反応型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果a/o 1.. メープルシロップ尿症チアミン反応型・チアミン投与に反応[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症チアミン反応型・チアミン投与に反応p/o 1.. チアミン投与に反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チアミン投与に反応状態$異常状態%原因a/o 1.. メープルシロップ尿症チアミン反応型・メープルシロップ尿症チアミン反応型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

メープルシロップ尿症チアミン反応型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症チアミン反応型・メープルシロップ尿症チアミン反応型における分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. メープルシロップ尿症チアミン反応型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メープルシロップ尿症チアミン反応型における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果a/o 1.. メープルシロップ尿症チアミン反応型・チアミン投与に反応[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メープルシロップ尿症チアミン反応型・チアミン投与に反応p/o 1.. チアミン投与に反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チアミン投与に反応状態$異常状態%原因a/o 1.. メープルシロップ尿症チアミン反応型・メープルシロップ尿症チアミン反応型における分枝鎖ケト酸増加[RH]

メープルシロップ尿症チアミン反応型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / メープルシロップ尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果a/o 1.. ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼乳酸⾎症[RH]
▼結果 <<ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼乳酸⾎症p/o 1.. ⾼乳酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼乳酸⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加[RH]

構成要素 <<
ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加[RH]

ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加p/o 1.. ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果a/o 1.. ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼乳酸⾎症[RH]
▼結果 <<ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加状態$異常状態%結果
ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼乳酸⾎症p/o 1.. ⾼乳酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼乳酸⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加[RH]

構成要素 <<
ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症・ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症における分枝鎖ケト酸増加[RH]

ジヒドロリポ酸脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] B1依存性メープルシロップ尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / メープルシロップ尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B1依存性メープルシロップ尿症・分枝鎖アミノ酸増加p/o 1.. 分枝鎖アミノ酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分枝鎖アミノ酸増加状態$異常状態%原因a/o 1.. B1依存性メープルシロップ尿症・分枝鎖ケト酸脱⽔素酵素⽋損[RH]
▼原因 <<分枝鎖アミノ酸増加状態$異常状態%原因
分枝鎖アミノ酸増加・暫定連鎖(原因)a/o 1.. B1依存性メープルシロップ尿症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<分枝鎖アミノ酸増加状態$異常状態%結果a/o 1.. B1依存性メープルシロップ尿症・知的障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B1依存性メープルシロップ尿症・分枝鎖ケト酸脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. 分枝鎖ケト酸脱⽔素酵素⽋損

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<分枝鎖ケト酸脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. B1依存性メープルシロップ尿症・分枝鎖アミノ酸増加[RH]

構成要素 <<
B1依存性メープルシロップ尿症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. B1依存性メープルシロップ尿症・分枝鎖アミノ酸増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B1依存性メープルシロップ尿症・知的障害p/o 1.. 知的障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<知的障害状態$異常状態%原因a/o 1.. B1依存性メープルシロップ尿症・分枝鎖アミノ酸増加[RH]

B1依存性メープルシロップ尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
B1依存性メープルシロップ尿症・分枝鎖アミノ酸増加p/o 1.. 分枝鎖アミノ酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分枝鎖アミノ酸増加状態$異常状態%原因a/o 1.. B1依存性メープルシロップ尿症・分枝鎖ケト酸脱⽔素酵素⽋損[RH]
▼原因 <<分枝鎖アミノ酸増加状態$異常状態%原因
分枝鎖アミノ酸増加・暫定連鎖(原因)a/o 1.. B1依存性メープルシロップ尿症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<分枝鎖アミノ酸増加状態$異常状態%結果a/o 1.. B1依存性メープルシロップ尿症・知的障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B1依存性メープルシロップ尿症・分枝鎖ケト酸脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. 分枝鎖ケト酸脱⽔素酵素⽋損

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<分枝鎖ケト酸脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. B1依存性メープルシロップ尿症・分枝鎖アミノ酸増加[RH]

構成要素 <<
B1依存性メープルシロップ尿症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. B1依存性メープルシロップ尿症・分枝鎖アミノ酸増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B1依存性メープルシロップ尿症・知的障害p/o 1.. 知的障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<知的障害状態$異常状態%原因a/o 1.. B1依存性メープルシロップ尿症・分枝鎖アミノ酸増加[RH]

B1依存性メープルシロップ尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ホモシスチン尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] ホモシスチン尿症Ⅰ型，ホモシスチン尿症Ⅱ型，ホモシスチン尿症Ⅲ型，

B6依存性ホモシスチン尿症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症・⾎中ホモシステイン増加p/o 1.. ⾎中ホモシステイン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ホモシスチン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症・⾎中ホモシステイン増加p/o 1.. ⾎中ホモシステイン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ホモシスチン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ホモシスチン尿症Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ホモシスチン尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症Ⅰ型・ホモシスチン尿症Ⅰ型における⾎中ホモシステインの増加p/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅰ型における⾎中ホモシステインの増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホモシスチン尿症Ⅰ型における⾎中ホモシステインの増加状態$異常状態%原因a/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅰ型・シスタチオニン合成酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症Ⅰ型・シスタチオニン合成酵素⽋損p/o 1.. シスタチオニン合成酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シスタチオニン合成酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅰ型・ホモシスチン尿症Ⅰ型における⾎中ホモシステインの増加[RH]

ホモシスチン尿症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症Ⅰ型・ホモシスチン尿症Ⅰ型における⾎中ホモシステインの増加p/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅰ型における⾎中ホモシステインの増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホモシスチン尿症Ⅰ型における⾎中ホモシステインの増加状態$異常状態%原因a/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅰ型・シスタチオニン合成酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症Ⅰ型・シスタチオニン合成酵素⽋損p/o 1.. シスタチオニン合成酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シスタチオニン合成酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅰ型・ホモシスチン尿症Ⅰ型における⾎中ホモシステインの増加[RH]

ホモシスチン尿症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ホモシスチン尿症Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ホモシスチン尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症Ⅱ型・ホモシスチン尿症Ⅱ型における⾎中ホモシステインの増加p/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅱ型における⾎中ホモシステインの増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホモシスチン尿症Ⅱ型における⾎中ホモシステインの増加状態$異常状態%原因a/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅱ型・メチルコバラミン⽣成障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症Ⅱ型・メチルコバラミン⽣成障害p/o 1.. メチルコバラミン⽣成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メチルコバラミン⽣成障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅱ型・ホモシスチン尿症Ⅱ型における⾎中ホモシステインの増加[RH]

ホモシスチン尿症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症Ⅱ型・ホモシスチン尿症Ⅱ型における⾎中ホモシステインの増加p/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅱ型における⾎中ホモシステインの増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホモシスチン尿症Ⅱ型における⾎中ホモシステインの増加状態$異常状態%原因a/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅱ型・メチルコバラミン⽣成障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症Ⅱ型・メチルコバラミン⽣成障害p/o 1.. メチルコバラミン⽣成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メチルコバラミン⽣成障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅱ型・ホモシスチン尿症Ⅱ型における⾎中ホモシステインの増加[RH]

ホモシスチン尿症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ホモシスチン尿症Ⅲ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ホモシスチン尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症Ⅲ型・ホモシスチン尿症Ⅲ型における⾎中ホモシステインの増加p/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅲ型における⾎中ホモシステインの増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホモシスチン尿症Ⅲ型における⾎中ホモシステインの増加状態$異常状態%原因a/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅲ型・メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素の⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症Ⅲ型・メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素の⽋損p/o 1.. メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅲ型・ホモシスチン尿症Ⅲ型における⾎中ホモシステインの増加[RH]

ホモシスチン尿症Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症Ⅲ型・ホモシスチン尿症Ⅲ型における⾎中ホモシステインの増加p/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅲ型における⾎中ホモシステインの増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホモシスチン尿症Ⅲ型における⾎中ホモシステインの増加状態$異常状態%原因a/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅲ型・メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素の⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホモシスチン尿症Ⅲ型・メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素の⽋損p/o 1.. メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ホモシスチン尿症Ⅲ型・ホモシスチン尿症Ⅲ型における⾎中ホモシステインの増加[RH]

ホモシスチン尿症Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] B6依存性ホモシスチン尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ホモシスチン尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ホモシスチン尿症$構成要素
B6依存性ホモシスチン尿症・⾎中ホモシステイン増加p/o 1.. ⾎中ホモシステイン増加[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

B6依存性ホモシスチン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ホモシスチン尿症$構成要素
B6依存性ホモシスチン尿症・⾎中ホモシステイン増加p/o 1.. ⾎中ホモシステイン増加[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

B6依存性ホモシスチン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] カルバミルリン酸合成酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・カルバミルリン酸合成酵素⽋損[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・痙攣[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・突然の嘔吐[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果
⾼アンモニア⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・カルバミルリン酸合成酵素⽋損p/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<カルバミルリン酸合成酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]
構成要素 <<
カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

カルバミルリン酸合成酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・カルバミルリン酸合成酵素⽋損[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・痙攣[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・突然の嘔吐[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果
⾼アンモニア⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・カルバミルリン酸合成酵素⽋損p/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<カルバミルリン酸合成酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]
構成要素 <<
カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. カルバミルリン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

カルバミルリン酸合成酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・痙攣[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・突然の嘔吐[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果
⾼アンモニア⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損p/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

構成要素 <<
オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・痙攣[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・突然の嘔吐[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果
⾼アンモニア⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損p/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

構成要素 <<
オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

オルニチントランスカルバミラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シトルリン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シトルリン⾎症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. シトルリン⾎症・アルギノコハク酸合成酵素⽋損[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. シトルリン⾎症・痙攣[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. シトルリン⾎症・突然の嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シトルリン⾎症・アルギノコハク酸合成酵素⽋損p/o 1.. アルギノコハク酸合成酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルギノコハク酸合成酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. シトルリン⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シトルリン⾎症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. シトルリン⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シトルリン⾎症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. シトルリン⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]

シトルリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シトルリン⾎症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. シトルリン⾎症・アルギノコハク酸合成酵素⽋損[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. シトルリン⾎症・痙攣[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. シトルリン⾎症・突然の嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シトルリン⾎症・アルギノコハク酸合成酵素⽋損p/o 1.. アルギノコハク酸合成酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルギノコハク酸合成酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. シトルリン⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シトルリン⾎症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. シトルリン⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シトルリン⾎症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. シトルリン⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]

シトルリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アルギニノコハク酸尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルギニノコハク酸尿症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルギニノコハク酸尿症・アルギノコハク酸分解酵素⽋損[RH]

▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. アルギニノコハク酸尿症・痙攣[RH]

▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. アルギニノコハク酸尿症・突然の嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルギニノコハク酸尿症・アルギノコハク酸分解酵素⽋損p/o 1.. アルギノコハク酸分解酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アルギノコハク酸分解酵素⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. アルギニノコハク酸尿症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルギニノコハク酸尿症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルギニノコハク酸尿症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルギニノコハク酸尿症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルギニノコハク酸尿症・⾼アンモニア⾎症[RH]

アルギニノコハク酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルギニノコハク酸尿症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルギニノコハク酸尿症・アルギノコハク酸分解酵素⽋損[RH]

▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. アルギニノコハク酸尿症・痙攣[RH]

▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. アルギニノコハク酸尿症・突然の嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルギニノコハク酸尿症・アルギノコハク酸分解酵素⽋損p/o 1.. アルギノコハク酸分解酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アルギノコハク酸分解酵素⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. アルギニノコハク酸尿症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルギニノコハク酸尿症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルギニノコハク酸尿症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルギニノコハク酸尿症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルギニノコハク酸尿症・⾼アンモニア⾎症[RH]

アルギニノコハク酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼アルギニン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼アルギニン⾎症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼アルギニン⾎症・アルギナーゼ⽋損[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼アルギニン⾎症・痙攣[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼アルギニン⾎症・突然の嘔吐[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼アルギニン⾎症・アルギナーゼ⽋損p/o 1.. アルギナーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルギナーゼ⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼アルギニン⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼アルギニン⾎症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾼アルギニン⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼アルギニン⾎症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼アルギニン⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]

⾼アルギニン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼アルギニン⾎症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼アルギニン⾎症・アルギナーゼ⽋損[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼アルギニン⾎症・痙攣[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼アルギニン⾎症・突然の嘔吐[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼アルギニン⾎症・アルギナーゼ⽋損p/o 1.. アルギナーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルギナーゼ⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼アルギニン⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼アルギニン⾎症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾼アルギニン⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼アルギニン⾎症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼アルギニン⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]

⾼アルギニン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・痙攣[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・突然の嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損p/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・痙攣[RH]
▼結果 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・突然の嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損p/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]

N-アセチルグルタミン酸合成酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] HHH症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HHH症候群・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. HHH症候群・オルニチン転送酵素障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
HHH症候群・オルニチン転送酵素障害p/o 1.. オルニチン転送酵素障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<オルニチン転送酵素障害状態$異常状態%結果a/o 1.. HHH症候群・⾼アンモニア⾎症[RH]

HHH症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
HHH症候群・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. HHH症候群・オルニチン転送酵素障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
HHH症候群・オルニチン転送酵素障害p/o 1.. オルニチン転送酵素障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<オルニチン転送酵素障害状態$異常状態%結果a/o 1.. HHH症候群・⾼アンモニア⾎症[RH]

HHH症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リジン尿性蛋⽩不耐症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リジン尿性蛋⽩不耐症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. リジン尿性蛋⽩不耐症・リジン，アルギニン，オルニチンの⼩腸粘膜上⽪および尿細管での吸収障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リジン尿性蛋⽩不耐症・リジン，アルギニン，オルニチンの⼩腸粘膜上⽪および尿細管での吸収障害p/o 1.. リジン，アルギニン，オルニチンの⼩腸粘膜上⽪および尿細管での吸収障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<リジン，アルギニン，オルニチンの⼩腸粘膜上⽪および尿細管での吸収障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. リジン尿性蛋⽩不耐症・⾼アンモニア⾎症[RH]

リジン尿性蛋⽩不耐症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リジン尿性蛋⽩不耐症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. リジン尿性蛋⽩不耐症・リジン，アルギニン，オルニチンの⼩腸粘膜上⽪および尿細管での吸収障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リジン尿性蛋⽩不耐症・リジン，アルギニン，オルニチンの⼩腸粘膜上⽪および尿細管での吸収障害p/o 1.. リジン，アルギニン，オルニチンの⼩腸粘膜上⽪および尿細管での吸収障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<リジン，アルギニン，オルニチンの⼩腸粘膜上⽪および尿細管での吸収障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. リジン尿性蛋⽩不耐症・⾼アンモニア⾎症[RH]

リジン尿性蛋⽩不耐症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼グリシン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] ⾼グリシン⾎症・⾼グリシン⾎症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼グリシン⾎症・⾼グリシン⾎症p/o 1.. ⾼グリシン⾎症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼グリシン⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾼グリシン⾎症・グリシン開裂酵素複合体の異常[RH]

▼結果 <<⾼グリシン⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾼グリシン⾎症・精神運動発達遅滞[RH]

▼結果 <<⾼グリシン⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾼グリシン⾎症・痙攣[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼グリシン⾎症・グリシン開裂酵素複合体の異常p/o 1.. グリシン開裂酵素複合体の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グリシン開裂酵素複合体の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾼グリシン⾎症・⾼グリシン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼グリシン⾎症・精神運動発達遅滞p/o 1.. 精神運動発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精神運動発達遅滞状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾼グリシン⾎症・⾼グリシン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼グリシン⾎症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾼グリシン⾎症・⾼グリシン⾎症[RH]

⾼グリシン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼グリシン⾎症・⾼グリシン⾎症p/o 1.. ⾼グリシン⾎症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼グリシン⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾼グリシン⾎症・グリシン開裂酵素複合体の異常[RH]

▼結果 <<⾼グリシン⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾼グリシン⾎症・精神運動発達遅滞[RH]

▼結果 <<⾼グリシン⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾼グリシン⾎症・痙攣[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼グリシン⾎症・グリシン開裂酵素複合体の異常p/o 1.. グリシン開裂酵素複合体の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グリシン開裂酵素複合体の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾼グリシン⾎症・⾼グリシン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼グリシン⾎症・精神運動発達遅滞p/o 1.. 精神運動発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精神運動発達遅滞状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾼グリシン⾎症・⾼グリシン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼グリシン⾎症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾼グリシン⾎症・⾼グリシン⾎症[RH]

⾼グリシン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼グリシン⾎症・⾼グリシン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾼グリシン⾎症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

⾼グリシン⾎症・⾼グリシン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）⾼グリシン⾎症・⾼グリシン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シスチン尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] シスチン尿症Ⅰ型，シスチン尿症⾮Ⅰ型，家族性シスチン尿症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン尿症・尿中シスチン排泄増加p/o 1.. 尿中シスチン排泄増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中シスチン排泄増加状態$異常状態%原因a/o 1.. シスチン尿症・尿細管上⽪および⼩腸上⽪のシスチン転送の遺伝的異常[RH]
▼結果 <<尿中シスチン排泄増加状態$異常状態%結果

a/o 1.. シスチン尿症・シスチン結⽯[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン尿症・尿細管上⽪および⼩腸上⽪のシスチン転送の遺伝的異常p/o 1.. 尿細管上⽪および⼩腸上⽪のシスチン転送の遺伝的異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<尿細管上⽪および⼩腸上⽪のシスチン転送の遺伝的異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. シスチン尿症・尿中シスチン排泄増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン尿症・シスチン結⽯p/o 1.. シスチン結⽯[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シスチン結⽯状態$異常状態%原因

a/o 1.. シスチン尿症・尿中シスチン排泄増加[RH]

シスチン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン尿症・尿中シスチン排泄増加p/o 1.. 尿中シスチン排泄増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中シスチン排泄増加状態$異常状態%原因a/o 1.. シスチン尿症・尿細管上⽪および⼩腸上⽪のシスチン転送の遺伝的異常[RH]
▼結果 <<尿中シスチン排泄増加状態$異常状態%結果

a/o 1.. シスチン尿症・シスチン結⽯[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン尿症・尿細管上⽪および⼩腸上⽪のシスチン転送の遺伝的異常p/o 1.. 尿細管上⽪および⼩腸上⽪のシスチン転送の遺伝的異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<尿細管上⽪および⼩腸上⽪のシスチン転送の遺伝的異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. シスチン尿症・尿中シスチン排泄増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン尿症・シスチン結⽯p/o 1.. シスチン結⽯[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シスチン結⽯状態$異常状態%原因

a/o 1.. シスチン尿症・尿中シスチン排泄増加[RH]

シスチン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シスチン尿症Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / シスチン尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン尿症Ⅰ型・腎尿細管機能障害p/o 1.. 腎尿細管機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎尿細管機能障害状態$異常状態%原因
腎尿細管機能障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. シスチン尿症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
シスチン尿症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. シスチン尿症Ⅰ型・腎尿細管機能障害[RH]

シスチン尿症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン尿症Ⅰ型・腎尿細管機能障害p/o 1.. 腎尿細管機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎尿細管機能障害状態$異常状態%原因
腎尿細管機能障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. シスチン尿症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
シスチン尿症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. シスチン尿症Ⅰ型・腎尿細管機能障害[RH]

シスチン尿症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シスチン尿症⾮Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / シスチン尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン尿症⾮Ⅰ型・腎尿細管機能障害p/o 1.. 腎尿細管機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎尿細管機能障害状態$異常状態%原因
腎尿細管機能障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. シスチン尿症⾮Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<腎尿細管機能障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. シスチン尿症⾮Ⅰ型・ヘテロ接合体でアミノ酸尿[RH]
構成要素 <<
シスチン尿症⾮Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. シスチン尿症⾮Ⅰ型・腎尿細管機能障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン尿症⾮Ⅰ型・ヘテロ接合体でアミノ酸尿p/o 1.. ヘテロ接合体でアミノ酸尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘテロ接合体でアミノ酸尿状態$異常状態%原因a/o 1.. シスチン尿症⾮Ⅰ型・腎尿細管機能障害[RH]

シスチン尿症⾮Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン尿症⾮Ⅰ型・腎尿細管機能障害p/o 1.. 腎尿細管機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎尿細管機能障害状態$異常状態%原因
腎尿細管機能障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. シスチン尿症⾮Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<腎尿細管機能障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. シスチン尿症⾮Ⅰ型・ヘテロ接合体でアミノ酸尿[RH]
構成要素 <<
シスチン尿症⾮Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. シスチン尿症⾮Ⅰ型・腎尿細管機能障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン尿症⾮Ⅰ型・ヘテロ接合体でアミノ酸尿p/o 1.. ヘテロ接合体でアミノ酸尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘテロ接合体でアミノ酸尿状態$異常状態%原因a/o 1.. シスチン尿症⾮Ⅰ型・腎尿細管機能障害[RH]

シスチン尿症⾮Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性シスチン尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / シスチン尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

家族性シスチン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）家族性シスチン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シスタチオニン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスタチオニン⾎症・⾼シスタチオニン⾎症p/o 1.. ⾼シスタチオニン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼シスタチオニン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. シスタチオニン⾎症・シスタチオナーゼ⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスタチオニン⾎症・シスタチオナーゼ⽋損p/o 1.. シスタチオナーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シスタチオナーゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. シスタチオニン⾎症・⾼シスタチオニン⾎症[RH]

シスタチオニン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスタチオニン⾎症・⾼シスタチオニン⾎症p/o 1.. ⾼シスタチオニン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼シスタチオニン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. シスタチオニン⾎症・シスタチオナーゼ⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスタチオニン⾎症・シスタチオナーゼ⽋損p/o 1.. シスタチオナーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シスタチオナーゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. シスタチオニン⾎症・⾼シスタチオニン⾎症[RH]

シスタチオニン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] サルファイトオキシダーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルファイトオキシダーゼ⽋損症・亜硫酸を硫酸に酸化出来ないp/o 1.. 亜硫酸を硫酸に酸化出来ない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<亜硫酸を硫酸に酸化出来ない状態$異常状態%原因
a/o 1.. サルファイトオキシダーゼ⽋損症・サルファイトオキシダーゼ⽋損[RH]

▼原因 <<亜硫酸を硫酸に酸化出来ない状態$異常状態%原因
亜硫酸を硫酸に酸化出来ない・暫定連鎖(原因)a/o 1.. サルファイトオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルファイトオキシダーゼ⽋損症・サルファイトオキシダーゼ⽋損p/o 1.. サルファイトオキシダーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<サルファイトオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. サルファイトオキシダーゼ⽋損症・亜硫酸を硫酸に酸化出来ない[RH]

構成要素 <<
サルファイトオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. サルファイトオキシダーゼ⽋損症・亜硫酸を硫酸に酸化出来ない[RH]

サルファイトオキシダーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルファイトオキシダーゼ⽋損症・亜硫酸を硫酸に酸化出来ないp/o 1.. 亜硫酸を硫酸に酸化出来ない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<亜硫酸を硫酸に酸化出来ない状態$異常状態%原因
a/o 1.. サルファイトオキシダーゼ⽋損症・サルファイトオキシダーゼ⽋損[RH]

▼原因 <<亜硫酸を硫酸に酸化出来ない状態$異常状態%原因
亜硫酸を硫酸に酸化出来ない・暫定連鎖(原因)a/o 1.. サルファイトオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルファイトオキシダーゼ⽋損症・サルファイトオキシダーゼ⽋損p/o 1.. サルファイトオキシダーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<サルファイトオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. サルファイトオキシダーゼ⽋損症・亜硫酸を硫酸に酸化出来ない[RH]

構成要素 <<
サルファイトオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. サルファイトオキシダーゼ⽋損症・亜硫酸を硫酸に酸化出来ない[RH]

サルファイトオキシダーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肝メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損症・⾼メチオニン⾎症p/o 1.. ⾼メチオニン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼メチオニン⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肝メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損症・メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損症・メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損p/o 1.. メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肝メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損症・⾼メチオニン⾎症[RH]

肝メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損症・⾼メチオニン⾎症p/o 1.. ⾼メチオニン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼メチオニン⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肝メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損症・メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損症・メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損p/o 1.. メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肝メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損症・⾼メチオニン⾎症[RH]

肝メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 209 ]

[Class Name] ⾼プロリン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] ⾼プロリン⾎症Ⅱ型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼プロリン⾎症・⾼プロリン⾎症p/o 1.. ⾼プロリン⾎症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾼プロリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼プロリン⾎症・⾼プロリン⾎症p/o 1.. ⾼プロリン⾎症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾼プロリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼プロリン⾎症Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾼プロリン⾎症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼プロリン⾎症Ⅱ型・⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症p/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症状態$異常状態%原因
⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅱ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症状態$異常状態%結果
⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅱ型・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⾼プロリン⾎症Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅱ型・⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症[RH]
原因

a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅱ型・⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症[RH]

⾼プロリン⾎症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼プロリン⾎症Ⅱ型・⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症p/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症状態$異常状態%原因
⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅱ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症状態$異常状態%結果
⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅱ型・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⾼プロリン⾎症Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅱ型・⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症[RH]
原因

a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅱ型・⾼プロリン⾎症Ⅱ型における⾼プロリン⾎症[RH]

⾼プロリン⾎症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼プロリン⾎症Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼プロリン⾎症Ⅰ型・⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症p/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型・⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症[RH]

▼原因 <<⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症状態$異常状態%原因
⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症状態$異常状態%結果
⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼プロリン⾎症Ⅰ型・⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症p/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型・⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症[RH]
構成要素 <<
⾼プロリン⾎症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型・⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症[RH]

原因a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型・⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症[RH]

⾼プロリン⾎症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼プロリン⾎症Ⅰ型・⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症p/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型・⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症[RH]

▼原因 <<⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症状態$異常状態%原因
⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症状態$異常状態%結果
⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼プロリン⾎症Ⅰ型・⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症p/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型・⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症[RH]
構成要素 <<
⾼プロリン⾎症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型・⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症[RH]

原因a/o 1.. ⾼プロリン⾎症Ⅰ型・⾼プロリン⾎症Ⅰ型における⾼プロリン⾎症[RH]

⾼プロリン⾎症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 2塩基性アミノ酸尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
2塩基性アミノ酸尿症・尿中2塩基性アミノ酸排泄増加p/o 1.. 尿中2塩基性アミノ酸排泄増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中2塩基性アミノ酸排泄増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・2塩基性アミノ酸転送障害[RH]

▼結果 <<尿中2塩基性アミノ酸排泄増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中リジン増加[RH]

▼結果 <<尿中2塩基性アミノ酸排泄増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中アルギニン増加[RH]

▼結果 <<尿中2塩基性アミノ酸排泄増加状態$異常状態%結果a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中オルニチン増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
2塩基性アミノ酸尿症・2塩基性アミノ酸転送障害p/o 1.. 2塩基性アミノ酸転送障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<2塩基性アミノ酸転送障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中2塩基性アミノ酸排泄増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
2塩基性アミノ酸尿症・尿中リジン増加p/o 1.. 尿中リジン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中リジン増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中2塩基性アミノ酸排泄増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
2塩基性アミノ酸尿症・尿中アルギニン増加p/o 1.. 尿中アルギニン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中アルギニン増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中2塩基性アミノ酸排泄増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
2塩基性アミノ酸尿症・尿中オルニチン増加p/o 1.. 尿中オルニチン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中オルニチン増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中2塩基性アミノ酸排泄増加[RH]

2塩基性アミノ酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
2塩基性アミノ酸尿症・尿中2塩基性アミノ酸排泄増加p/o 1.. 尿中2塩基性アミノ酸排泄増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中2塩基性アミノ酸排泄増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・2塩基性アミノ酸転送障害[RH]

▼結果 <<尿中2塩基性アミノ酸排泄増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中リジン増加[RH]

▼結果 <<尿中2塩基性アミノ酸排泄増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中アルギニン増加[RH]

▼結果 <<尿中2塩基性アミノ酸排泄増加状態$異常状態%結果a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中オルニチン増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
2塩基性アミノ酸尿症・2塩基性アミノ酸転送障害p/o 1.. 2塩基性アミノ酸転送障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<2塩基性アミノ酸転送障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中2塩基性アミノ酸排泄増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
2塩基性アミノ酸尿症・尿中リジン増加p/o 1.. 尿中リジン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中リジン増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中2塩基性アミノ酸排泄増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
2塩基性アミノ酸尿症・尿中アルギニン増加p/o 1.. 尿中アルギニン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中アルギニン増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中2塩基性アミノ酸排泄増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
2塩基性アミノ酸尿症・尿中オルニチン増加p/o 1.. 尿中オルニチン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中オルニチン増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 2塩基性アミノ酸尿症・尿中2塩基性アミノ酸排泄増加[RH]

2塩基性アミノ酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] イミノグリシン尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イミノグリシン尿症・尿中プロリン増加p/o 1.. 尿中プロリン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中プロリン増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. イミノグリシン尿症・腎尿細管におけるイミノ酸とグリシンの再吸収障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イミノグリシン尿症・腎尿細管におけるイミノ酸とグリシンの再吸収障害p/o 1.. 腎尿細管におけるイミノ酸とグリシンの再吸収障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<腎尿細管におけるイミノ酸とグリシンの再吸収障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. イミノグリシン尿症・尿中プロリン増加[RH]

イミノグリシン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
イミノグリシン尿症・尿中プロリン増加p/o 1.. 尿中プロリン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中プロリン増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. イミノグリシン尿症・腎尿細管におけるイミノ酸とグリシンの再吸収障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イミノグリシン尿症・腎尿細管におけるイミノ酸とグリシンの再吸収障害p/o 1.. 腎尿細管におけるイミノ酸とグリシンの再吸収障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<腎尿細管におけるイミノ酸とグリシンの再吸収障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. イミノグリシン尿症・尿中プロリン増加[RH]

イミノグリシン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ハートナップ病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ハートナップ病・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ハートナップ病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ハートナップ病・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ハートナップ病 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 215 ]

[Class Name] ⻘いおむつ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻘いおむつ症候群・インジゴブルー尿p/o 1.. インジゴブルー尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<インジゴブルー尿状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻘いおむつ症候群・インジカンがインジゴブルーに酸化される[RH]
▼原因 <<インジゴブルー尿状態$異常状態%原因
インジゴブルー尿・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⻘いおむつ症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<インジゴブルー尿状態$異常状態%結果
インジゴブルー尿・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⻘いおむつ症候群・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻘いおむつ症候群・インジカンがインジゴブルーに酸化されるp/o 1.. インジカンがインジゴブルーに酸化される[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<インジカンがインジゴブルーに酸化される状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻘いおむつ症候群・インジゴブルー尿[RH]

構成要素 <<
⻘いおむつ症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ⻘いおむつ症候群・インジゴブルー尿[RH]
原因

a/o 1.. ⻘いおむつ症候群・インジゴブルー尿[RH]

⻘いおむつ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻘いおむつ症候群・インジゴブルー尿p/o 1.. インジゴブルー尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<インジゴブルー尿状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻘いおむつ症候群・インジカンがインジゴブルーに酸化される[RH]
▼原因 <<インジゴブルー尿状態$異常状態%原因
インジゴブルー尿・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⻘いおむつ症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<インジゴブルー尿状態$異常状態%結果
インジゴブルー尿・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⻘いおむつ症候群・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻘いおむつ症候群・インジカンがインジゴブルーに酸化されるp/o 1.. インジカンがインジゴブルーに酸化される[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<インジカンがインジゴブルーに酸化される状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻘いおむつ症候群・インジゴブルー尿[RH]

構成要素 <<
⻘いおむつ症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ⻘いおむつ症候群・インジゴブルー尿[RH]
原因

a/o 1.. ⻘いおむつ症候群・インジゴブルー尿[RH]

⻘いおむつ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] メチオニン吸収不全症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチオニン吸収不全症候群・尿中メチオニン増加p/o 1.. 尿中メチオニン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中メチオニン増加状態$異常状態%原因a/o 1.. メチオニン吸収不全症候群・メチオニン転送系の遺伝的障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチオニン吸収不全症候群・メチオニン転送系の遺伝的障害p/o 1.. メチオニン転送系の遺伝的障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メチオニン転送系の遺伝的障害状態$異常状態%結果a/o 1.. メチオニン吸収不全症候群・尿中メチオニン増加[RH]

メチオニン吸収不全症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチオニン吸収不全症候群・尿中メチオニン増加p/o 1.. 尿中メチオニン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中メチオニン増加状態$異常状態%原因a/o 1.. メチオニン吸収不全症候群・メチオニン転送系の遺伝的障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチオニン吸収不全症候群・メチオニン転送系の遺伝的障害p/o 1.. メチオニン転送系の遺伝的障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メチオニン転送系の遺伝的障害状態$異常状態%結果a/o 1.. メチオニン吸収不全症候群・尿中メチオニン増加[RH]

メチオニン吸収不全症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] メチルマロン酸⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] B12依存性メチルマロン酸⾎症，

B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチルマロン酸⾎症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

メチルマロン酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチルマロン酸⾎症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

メチルマロン酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] B12依存性メチルマロン酸⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / メチルマロン酸⾎症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症p/o 1.. メチルマロン酸⾎症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<メチルマロン酸⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロニルCoAムターゼ⽋損[RH]
▼原因 <<メチルマロン酸⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<メチルマロン酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<メチルマロン酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・ケトアシドーシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロニルCoAムターゼ⽋損p/o 1.. メチルマロニルCoAムターゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メチルマロニルCoAムターゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症[RH]

構成要素 <<
B12依存性メチルマロン酸⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症[RH]

原因
a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B12依存性メチルマロン酸⾎症・ケトアシドーシスp/o 1.. ケトアシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ケトアシドーシス状態$異常状態%原因
a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症[RH]

B12依存性メチルマロン酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症p/o 1.. メチルマロン酸⾎症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<メチルマロン酸⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロニルCoAムターゼ⽋損[RH]
▼原因 <<メチルマロン酸⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<メチルマロン酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<メチルマロン酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・ケトアシドーシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロニルCoAムターゼ⽋損p/o 1.. メチルマロニルCoAムターゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メチルマロニルCoAムターゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症[RH]

構成要素 <<
B12依存性メチルマロン酸⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症[RH]

原因
a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B12依存性メチルマロン酸⾎症・ケトアシドーシスp/o 1.. ケトアシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ケトアシドーシス状態$異常状態%原因
a/o 1.. B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症[RH]

B12依存性メチルマロン酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / メチルマロン酸⾎症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）B12依存性メチルマロン酸⾎症・メチルマロン酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] プロピオン酸⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
プロピオン酸⾎症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

プロピオン酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
プロピオン酸⾎症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

プロピオン酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] イソ吉草酸⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症p/o 1.. イソ吉草酸⾎症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<イソ吉草酸⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソバレリルCoA脱⽔素酵素⽋損[RH]
▼結果 <<イソ吉草酸⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・多呼吸[RH]
▼結果 <<イソ吉草酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]
▼結果 <<イソ吉草酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・ケトアシドーシス[RH]
▼結果 <<イソ吉草酸⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<イソ吉草酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・汗臭い体臭[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソ吉草酸⾎症・イソバレリルCoA脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. イソバレリルCoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<イソバレリルCoA脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソ吉草酸⾎症・多呼吸p/o 1.. 多呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多呼吸状態$異常状態%原因
a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソ吉草酸⾎症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソ吉草酸⾎症・ケトアシドーシスp/o 1.. ケトアシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ケトアシドーシス状態$異常状態%原因

a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症[RH]
構成要素 <<
イソ吉草酸⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソ吉草酸⾎症・汗臭い体臭p/o 1.. 汗臭い体臭[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<汗臭い体臭状態$異常状態%原因a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症[RH]

イソ吉草酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症p/o 1.. イソ吉草酸⾎症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<イソ吉草酸⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソバレリルCoA脱⽔素酵素⽋損[RH]
▼結果 <<イソ吉草酸⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・多呼吸[RH]
▼結果 <<イソ吉草酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・⾼アンモニア⾎症[RH]
▼結果 <<イソ吉草酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・ケトアシドーシス[RH]
▼結果 <<イソ吉草酸⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<イソ吉草酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・汗臭い体臭[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソ吉草酸⾎症・イソバレリルCoA脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. イソバレリルCoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<イソバレリルCoA脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソ吉草酸⾎症・多呼吸p/o 1.. 多呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多呼吸状態$異常状態%原因
a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソ吉草酸⾎症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソ吉草酸⾎症・ケトアシドーシスp/o 1.. ケトアシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ケトアシドーシス状態$異常状態%原因

a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症[RH]
構成要素 <<
イソ吉草酸⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソ吉草酸⾎症・汗臭い体臭p/o 1.. 汗臭い体臭[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<汗臭い体臭状態$異常状態%原因a/o 1.. イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症[RH]

イソ吉草酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / イソ吉草酸⾎症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）イソ吉草酸⾎症・イソ吉草酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 224 ]

[Class Name] 3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・有機酸代謝障害p/o 1.. 有機酸代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機酸代謝障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・ミトコンドリア・アセトアセチルCoAチオラーゼ⽋損[RH]
▼結果 <<有機酸代謝障害状態$異常状態%結果
有機酸代謝障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・ミトコンドリア・アセトアセチルCoAチオラーゼ⽋損p/o 1.. ミトコンドリア・アセトアセチルCoAチオラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ミトコンドリア・アセトアセチルCoAチオラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・有機酸代謝障害[RH]

構成要素 <<
3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・有機酸代謝障害[RH]

3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・有機酸代謝障害p/o 1.. 有機酸代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機酸代謝障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・ミトコンドリア・アセトアセチルCoAチオラーゼ⽋損[RH]
▼結果 <<有機酸代謝障害状態$異常状態%結果
有機酸代謝障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・ミトコンドリア・アセトアセチルCoAチオラーゼ⽋損p/o 1.. ミトコンドリア・アセトアセチルCoAチオラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ミトコンドリア・アセトアセチルCoAチオラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・有機酸代謝障害[RH]

構成要素 <<
3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症・有機酸代謝障害[RH]

3-ケトアシルCoAチオラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] αケトアジピン酸尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
αケトアジピン酸尿症・尿中αケトアジピン酸増加p/o 1.. 尿中αケトアジピン酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中αケトアジピン酸増加状態$異常状態%原因
尿中αケトアジピン酸増加・暫定連鎖(原因)a/o 1.. αケトアジピン酸尿症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
αケトアジピン酸尿症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. αケトアジピン酸尿症・尿中αケトアジピン酸増加[RH]

αケトアジピン酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
αケトアジピン酸尿症・尿中αケトアジピン酸増加p/o 1.. 尿中αケトアジピン酸増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中αケトアジピン酸増加状態$異常状態%原因
尿中αケトアジピン酸増加・暫定連鎖(原因)a/o 1.. αケトアジピン酸尿症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
αケトアジピン酸尿症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. αケトアジピン酸尿症・尿中αケトアジピン酸増加[RH]

αケトアジピン酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] グルタル酸⾎症Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタル酸⾎症p/o 1.. グルタル酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<グルタル酸⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタリルCoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼結果 <<グルタル酸⾎症状態$異常状態%結果
グルタル酸⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<グルタル酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・頭部CTにおけるSylvius裂の著名な拡⼤[RH]
▼結果 <<グルタル酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・尿中グルタル酸排泄増加[RH]
▼結果 <<グルタル酸⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・錐体外路症状[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタリルCoA脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. グルタリルCoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グルタリルCoA脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタル酸⾎症[RH]

構成要素 <<
グルタル酸⾎症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタル酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルタル酸⾎症Ⅰ型・頭部CTにおけるSylvius裂の著名な拡⼤p/o 1.. 頭部CTにおけるSylvius裂の著名な拡⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭部CTにおけるSylvius裂の著名な拡⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタル酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルタル酸⾎症Ⅰ型・尿中グルタル酸排泄増加p/o 1.. 尿中グルタル酸排泄増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中グルタル酸排泄増加状態$異常状態%原因a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタル酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルタル酸⾎症Ⅰ型・錐体外路症状p/o 1.. 錐体外路症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<錐体外路症状状態$異常状態%原因
a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタル酸⾎症[RH]

グルタル酸⾎症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタル酸⾎症p/o 1.. グルタル酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<グルタル酸⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタリルCoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼結果 <<グルタル酸⾎症状態$異常状態%結果
グルタル酸⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<グルタル酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・頭部CTにおけるSylvius裂の著名な拡⼤[RH]
▼結果 <<グルタル酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・尿中グルタル酸排泄増加[RH]
▼結果 <<グルタル酸⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・錐体外路症状[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタリルCoA脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. グルタリルCoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グルタリルCoA脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタル酸⾎症[RH]

構成要素 <<
グルタル酸⾎症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタル酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルタル酸⾎症Ⅰ型・頭部CTにおけるSylvius裂の著名な拡⼤p/o 1.. 頭部CTにおけるSylvius裂の著名な拡⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭部CTにおけるSylvius裂の著名な拡⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタル酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルタル酸⾎症Ⅰ型・尿中グルタル酸排泄増加p/o 1.. 尿中グルタル酸排泄増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中グルタル酸排泄増加状態$異常状態%原因a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタル酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルタル酸⾎症Ⅰ型・錐体外路症状p/o 1.. 錐体外路症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<錐体外路症状状態$異常状態%原因
a/o 1.. グルタル酸⾎症Ⅰ型・グルタル酸⾎症[RH]

グルタル酸⾎症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害p/o 1.. 脂肪酸β酸化障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%原因
脂肪酸β酸化障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖[RH]
▼結果 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果
脂肪酸β酸化障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・Reye症候群様症状[RH]
▼結果 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・乳幼児突然死症候群様症状[RH]
▼結果 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の⾼アンモニア⾎症[RH]

構成要素 <<
中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]
原因a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖p/o 1.. 急性期の低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性期の低⾎糖状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・Reye症候群様症状p/o 1.. Reye症候群様症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Reye症候群様症状状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・乳幼児突然死症候群様症状p/o 1.. 乳幼児突然死症候群様症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳幼児突然死症候群様症状状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の⾼アンモニア⾎症p/o 1.. 急性期の⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性期の⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]

中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害p/o 1.. 脂肪酸β酸化障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%原因
脂肪酸β酸化障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖[RH]
▼結果 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果
脂肪酸β酸化障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・Reye症候群様症状[RH]
▼結果 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・乳幼児突然死症候群様症状[RH]
▼結果 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の⾼アンモニア⾎症[RH]

構成要素 <<
中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]
原因a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖p/o 1.. 急性期の低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性期の低⾎糖状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・Reye症候群様症状p/o 1.. Reye症候群様症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Reye症候群様症状状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・乳幼児突然死症候群様症状p/o 1.. 乳幼児突然死症候群様症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳幼児突然死症候群様症状状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の⾼アンモニア⾎症p/o 1.. 急性期の⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性期の⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]

中鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害p/o 1.. カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害状態$異常状態%原因
カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害状態$異常状態%結果
カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・筋痛[RH]
▼結果 <<カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・急性期の⾼アンモニア⾎症[RH]

構成要素 <<
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害[RH]
原因

a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・筋痛p/o 1.. 筋痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・急性期の⾼アンモニア⾎症p/o 1.. 急性期の⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性期の⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害[RH]

カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害p/o 1.. カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害状態$異常状態%原因
カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害状態$異常状態%結果
カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・筋痛[RH]
▼結果 <<カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・急性期の⾼アンモニア⾎症[RH]

構成要素 <<
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害[RH]
原因

a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・筋痛p/o 1.. 筋痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・急性期の⾼アンモニア⾎症p/o 1.. 急性期の⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性期の⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症・カルニチン回路⻑鎖脂肪酸活性化障害[RH]

カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害p/o 1.. ⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%原因
⻑鎖脂肪酸β酸化障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果
⻑鎖脂肪酸β酸化障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⼼筋障害[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・低⾎糖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脱⼒発作[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の⾼アンモニア⾎症[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・横紋筋融解症[RH]

構成要素 <<
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]
原因a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖p/o 1.. 急性期の低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性期の低⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⼼筋障害p/o 1.. ⼼筋障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼筋障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・低⾎糖p/o 1.. 低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脱⼒発作p/o 1.. 脱⼒発作[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱⼒発作状態$異常状態%原因a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の⾼アンモニア⾎症p/o 1.. 急性期の⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性期の⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・横紋筋融解症p/o 1.. 横紋筋融解症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横紋筋融解症状態$異常状態%原因a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害p/o 1.. ⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%原因
⻑鎖脂肪酸β酸化障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果
⻑鎖脂肪酸β酸化障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⼼筋障害[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・低⾎糖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脱⼒発作[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の⾼アンモニア⾎症[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・横紋筋融解症[RH]

構成要素 <<
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]
原因a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖p/o 1.. 急性期の低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性期の低⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⼼筋障害p/o 1.. ⼼筋障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼筋障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・低⾎糖p/o 1.. 低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脱⼒発作p/o 1.. 脱⼒発作[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱⼒発作状態$異常状態%原因a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の⾼アンモニア⾎症p/o 1.. 急性期の⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性期の⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・横紋筋融解症p/o 1.. 横紋筋融解症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横紋筋融解症状態$異常状態%原因a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横紋筋融解症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横紋筋融解症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 極⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]
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[Class Name] ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害p/o 1.. ⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果
⻑鎖脂肪酸β酸化障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖p/o 1.. 急性期の低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性期の低⾎糖状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]
構成要素 <<
⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害p/o 1.. ⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果
⻑鎖脂肪酸β酸化障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖p/o 1.. 急性期の低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性期の低⾎糖状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]
構成要素 <<
⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. ⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸β酸化障害[RH]

⻑鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害p/o 1.. ⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%原因
⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・筋痛[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・低⾎糖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果
⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⼼筋障害[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・横紋筋融解症[RH]

構成要素 <<
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]
原因a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・筋痛p/o 1.. 筋痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・低⾎糖p/o 1.. 低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⼼筋障害p/o 1.. ⼼筋障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼筋障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・横紋筋融解症p/o 1.. 横紋筋融解症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横紋筋融解症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害p/o 1.. ⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%原因
⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・筋痛[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・低⾎糖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果
⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⼼筋障害[RH]
▼結果 <<⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・横紋筋融解症[RH]

構成要素 <<
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]
原因a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⾼アンモニア⾎症p/o 1.. ⾼アンモニア⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼アンモニア⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・筋痛p/o 1.. 筋痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・低⾎糖p/o 1.. 低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⼼筋障害p/o 1.. ⼼筋障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼筋障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・横紋筋融解症p/o 1.. 横紋筋融解症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横紋筋融解症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横紋筋融解症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横紋筋融解症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻑鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・⻑鎖脂肪酸のβ酸化障害[RH]
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[Class Name] 短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害p/o 1.. 脂肪酸β酸化障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼結果 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. 短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖p/o 1.. 急性期の低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性期の低⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. 短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]

短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害p/o 1.. 脂肪酸β酸化障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼結果 <<脂肪酸β酸化障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. 短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・急性期の低⾎糖p/o 1.. 急性期の低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性期の低⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. 短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症・脂肪酸β酸化障害[RH]

短鎖アシル-CoA脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症，

ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症，ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症，
ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症p/o 1.. ⾼ピルビン酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体の異常[RH]

▼結果 <<⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・筋緊張低下[RH]

▼結果 <<⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・痙攣[RH]

▼結果 <<⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%結果
⾼ピルビン酸⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・発達遅滞[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体の異常p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素複合体の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ピルビン酸脱⽔素酵素複合体の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症[RH]

構成要素 <<
ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・発達遅滞p/o 1.. 発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発達遅滞状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症[RH]

ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症p/o 1.. ⾼ピルビン酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体の異常[RH]

▼結果 <<⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・筋緊張低下[RH]

▼結果 <<⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・痙攣[RH]

▼結果 <<⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%結果
⾼ピルビン酸⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・発達遅滞[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体の異常p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素複合体の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ピルビン酸脱⽔素酵素複合体の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症[RH]

構成要素 <<
ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・発達遅滞p/o 1.. 発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発達遅滞状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症[RH]

ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症による⾼ピルビン酸⾎症p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症による⾼ピルビン酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症による⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E1コンポーネントの異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E1コンポーネントの異常p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E1コンポーネントの異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E1コンポーネントの異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症による⾼ピルビン酸⾎症[RH]

ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症による⾼ピルビン酸⾎症p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症による⾼ピルビン酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症による⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E1コンポーネントの異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E1コンポーネントの異常p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E1コンポーネントの異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E1コンポーネントの異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症による⾼ピルビン酸⾎症[RH]

ピルビン酸脱⽔素酵素E1a⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症・E1ホスファターゼの異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症・E1ホスファターゼの異常p/o 1.. E1ホスファターゼの異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<E1ホスファターゼの異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症[RH]

ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症・E1ホスファターゼの異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症・E1ホスファターゼの異常p/o 1.. E1ホスファターゼの異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<E1ホスファターゼの異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症[RH]

ピルビン酸脱⽔素酵素E1ホスファターゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E2コンポーネントの異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E2コンポーネントの異常p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E2コンポーネントの異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E2コンポーネントの異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症[RH]

ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E2コンポーネントの異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E2コンポーネントの異常p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E2コンポーネントの異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E2コンポーネントの異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症[RH]

ピルビン酸脱⽔素酵素E2⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / ピルビン酸脱⽔素酵素⽋損症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E3コンポーネントの異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E3コンポーネントの異常p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E3コンポーネントの異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E3コンポーネントの異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症[RH]

ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E3コンポーネントの異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E3コンポーネントの異常p/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E3コンポーネントの異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ピルビン酸脱⽔素酵素複合体E3コンポーネントの異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症・ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症における⾼ピルビン酸⾎症[RH]

ピルビン酸脱⽔素酵素E3⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症p/o 1.. ⾼ピルビン酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損p/o 1.. ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症[RH]

ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症p/o 1.. ⾼ピルビン酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼ピルビン酸⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損p/o 1.. ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・⾼ピルビン酸⾎症[RH]

ピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・有機酸代謝異常p/o 1.. 有機酸代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機酸代謝異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・ビオチンを補酵素とする4種類のカルボキシラーゼの酵素活性が同時に低下もしくは⽋損している[RH]

▼原因 <<有機酸代謝異常状態$異常状態%原因
有機酸代謝異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・ビオチンを補酵素とする4種類のカルボキシラーゼの酵素活性が同時に低下もしくは⽋損しているp/o 1.. ビオチンを補酵素とする4種類のカルボキシラーゼの酵素活性が同時に低下もしくは⽋損している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ビオチンを補酵素とする4種類のカルボキシラーゼの酵素活性が同時に低下もしくは⽋損している状態$異常状態%結果
a/o 1.. マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・有機酸代謝異常[RH]

構成要素 <<
マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・有機酸代謝異常[RH]

マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・有機酸代謝異常p/o 1.. 有機酸代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機酸代謝異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・ビオチンを補酵素とする4種類のカルボキシラーゼの酵素活性が同時に低下もしくは⽋損している[RH]

▼原因 <<有機酸代謝異常状態$異常状態%原因
有機酸代謝異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・ビオチンを補酵素とする4種類のカルボキシラーゼの酵素活性が同時に低下もしくは⽋損しているp/o 1.. ビオチンを補酵素とする4種類のカルボキシラーゼの酵素活性が同時に低下もしくは⽋損している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ビオチンを補酵素とする4種類のカルボキシラーゼの酵素活性が同時に低下もしくは⽋損している状態$異常状態%結果
a/o 1.. マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・有機酸代謝異常[RH]

構成要素 <<
マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症・有機酸代謝異常[RH]

マルチプルカルボキシラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] マルチプルアシルCoA脱⽔素酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルチプルアシルCoA脱⽔素酵素⽋損症・有機酸代謝異常p/o 1.. 有機酸代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機酸代謝異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. マルチプルアシルCoA脱⽔素酵素⽋損症・多種類のアシルCoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルチプルアシルCoA脱⽔素酵素⽋損症・多種類のアシルCoA脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. 多種類のアシルCoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<多種類のアシルCoA脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. マルチプルアシルCoA脱⽔素酵素⽋損症・有機酸代謝異常[RH]

マルチプルアシルCoA脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルチプルアシルCoA脱⽔素酵素⽋損症・有機酸代謝異常p/o 1.. 有機酸代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機酸代謝異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. マルチプルアシルCoA脱⽔素酵素⽋損症・多種類のアシルCoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルチプルアシルCoA脱⽔素酵素⽋損症・多種類のアシルCoA脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. 多種類のアシルCoA脱⽔素酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<多種類のアシルCoA脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. マルチプルアシルCoA脱⽔素酵素⽋損症・有機酸代謝異常[RH]

マルチプルアシルCoA脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] グリセロール尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グリセロール尿症・⾼グリセロール⾎症p/o 1.. ⾼グリセロール⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼グリセロール⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. グリセロール尿症・グリセロキナーゼ⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グリセロール尿症・グリセロキナーゼ⽋損p/o 1.. グリセロキナーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グリセロキナーゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. グリセロール尿症・⾼グリセロール⾎症[RH]

グリセロール尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グリセロール尿症・⾼グリセロール⾎症p/o 1.. ⾼グリセロール⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼グリセロール⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. グリセロール尿症・グリセロキナーゼ⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グリセロール尿症・グリセロキナーゼ⽋損p/o 1.. グリセロキナーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グリセロキナーゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. グリセロール尿症・⾼グリセロール⾎症[RH]

グリセロール尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピログルタミン酸尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] ピログルタミン酸尿症・ピログルタミン酸尿症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピログルタミン酸尿症・ピログルタミン酸尿症p/o 1.. ピログルタミン酸尿症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピログルタミン酸尿症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピログルタミン酸尿症・グルタチオン合成酵素障害[RH]

▼原因 <<ピログルタミン酸尿症状態$異常状態%原因a/o 1.. ピログルタミン酸尿症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ピログルタミン酸尿症状態$異常状態%結果a/o 1.. ピログルタミン酸尿症・代謝性アシドーシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピログルタミン酸尿症・グルタチオン合成酵素障害p/o 1.. グルタチオン合成酵素障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<グルタチオン合成酵素障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ピログルタミン酸尿症・ピログルタミン酸尿症[RH]

構成要素 <<
ピログルタミン酸尿症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ピログルタミン酸尿症・ピログルタミン酸尿症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピログルタミン酸尿症・代謝性アシドーシスp/o 1.. 代謝性アシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<代謝性アシドーシス状態$異常状態%原因

a/o 1.. ピログルタミン酸尿症・ピログルタミン酸尿症[RH]

ピログルタミン酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピログルタミン酸尿症・ピログルタミン酸尿症p/o 1.. ピログルタミン酸尿症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピログルタミン酸尿症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピログルタミン酸尿症・グルタチオン合成酵素障害[RH]

▼原因 <<ピログルタミン酸尿症状態$異常状態%原因a/o 1.. ピログルタミン酸尿症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ピログルタミン酸尿症状態$異常状態%結果a/o 1.. ピログルタミン酸尿症・代謝性アシドーシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピログルタミン酸尿症・グルタチオン合成酵素障害p/o 1.. グルタチオン合成酵素障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<グルタチオン合成酵素障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ピログルタミン酸尿症・ピログルタミン酸尿症[RH]

構成要素 <<
ピログルタミン酸尿症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ピログルタミン酸尿症・ピログルタミン酸尿症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピログルタミン酸尿症・代謝性アシドーシスp/o 1.. 代謝性アシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<代謝性アシドーシス状態$異常状態%原因

a/o 1.. ピログルタミン酸尿症・ピログルタミン酸尿症[RH]

ピログルタミン酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピログルタミン酸尿症・ピログルタミン酸尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ピログルタミン酸尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

ピログルタミン酸尿症・ピログルタミン酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）ピログルタミン酸尿症・ピログルタミン酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (9)] 糖原病Ⅰ型，糖原病Ⅱ型，糖原病Ⅲ型，糖原病Ⅳ型，糖原病Ⅴ型，

糖原病Ⅶ型，糖原病Ⅷ型，糖原病０型，ファンコニ・ビッケル症候群
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病・グリコーゲンが体内に蓄積p/o 1.. グリコーゲンが体内に蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<グリコーゲンが体内に蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病・グリコーゲン代謝障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病・グリコーゲン代謝障害p/o 1.. グリコーゲン代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グリコーゲン代謝障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病・グリコーゲンが体内に蓄積[RH]

糖原病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病・グリコーゲンが体内に蓄積p/o 1.. グリコーゲンが体内に蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<グリコーゲンが体内に蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病・グリコーゲン代謝障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病・グリコーゲン代謝障害p/o 1.. グリコーゲン代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グリコーゲン代謝障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病・グリコーゲンが体内に蓄積[RH]

糖原病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病
[Sub Classes (2)] 糖原病Ⅰa型，糖原病Ⅰb型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積p/o 1.. グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積状態$異常状態%原因

a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グルコース-6-リン酸の過剰[RH]
▼結果 <<グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・肝機能障害[RH]
▼結果 <<グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・腎障害[RH]
▼結果 <<グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・腹部膨隆[RH]
▼結果 <<グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・腎腫⼤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・グルコース-6-リン酸の過剰p/o 1.. グルコース-6-リン酸の過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グルコース-6-リン酸の過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・腎障害p/o 1.. 腎障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・腹部膨隆p/o 1.. 腹部膨隆[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹部膨隆状態$異常状態%原因

a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・腎腫⼤p/o 1.. 腎腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]

糖原病Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積p/o 1.. グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積状態$異常状態%原因

a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グルコース-6-リン酸の過剰[RH]
▼結果 <<グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・肝機能障害[RH]
▼結果 <<グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・腎障害[RH]
▼結果 <<グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・腹部膨隆[RH]
▼結果 <<グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・腎腫⼤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・グルコース-6-リン酸の過剰p/o 1.. グルコース-6-リン酸の過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グルコース-6-リン酸の過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・腎障害p/o 1.. 腎障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・腹部膨隆p/o 1.. 腹部膨隆[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹部膨隆状態$異常状態%原因

a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰ型・腎腫⼤p/o 1.. 腎腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅰ型・グリコーゲンが肝臓および腎臓に蓄積[RH]

糖原病Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅰa型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病 / 糖原病Ⅰ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰa型・糖原病Ⅰa型におけるグリコーゲンの肝臓および腎臓への蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅰa型におけるグリコーゲンの肝臓および腎臓への蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病Ⅰa型におけるグリコーゲンの肝臓および腎臓への蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅰa型・糖原病Ⅰa型におけるグルコース-6-リン酸の過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰa型・糖原病Ⅰa型におけるグルコース-6-リン酸の過剰p/o 1.. 糖原病Ⅰa型におけるグルコース-6-リン酸の過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<糖原病Ⅰa型におけるグルコース-6-リン酸の過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅰa型・糖原病Ⅰa型におけるグリコーゲンの肝臓および腎臓への蓄積[RH]

糖原病Ⅰa型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰa型・糖原病Ⅰa型におけるグリコーゲンの肝臓および腎臓への蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅰa型におけるグリコーゲンの肝臓および腎臓への蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病Ⅰa型におけるグリコーゲンの肝臓および腎臓への蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅰa型・糖原病Ⅰa型におけるグルコース-6-リン酸の過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰa型・糖原病Ⅰa型におけるグルコース-6-リン酸の過剰p/o 1.. 糖原病Ⅰa型におけるグルコース-6-リン酸の過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<糖原病Ⅰa型におけるグルコース-6-リン酸の過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅰa型・糖原病Ⅰa型におけるグリコーゲンの肝臓および腎臓への蓄積[RH]

糖原病Ⅰa型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅰb型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病 / 糖原病Ⅰ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰb型・糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害p/o 1.. 糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅰb型・ミクロソームへのグルコース-6-リン酸の転送障害[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害状態$異常状態%結果
糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 糖原病Ⅰb型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰb型・ミクロソームへのグルコース-6-リン酸の転送障害p/o 1.. ミクロソームへのグルコース-6-リン酸の転送障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ミクロソームへのグルコース-6-リン酸の転送障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅰb型・糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害[RH]

構成要素 <<
糖原病Ⅰb型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 糖原病Ⅰb型・糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害[RH]

糖原病Ⅰb型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰb型・糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害p/o 1.. 糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅰb型・ミクロソームへのグルコース-6-リン酸の転送障害[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害状態$異常状態%結果
糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 糖原病Ⅰb型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅰb型・ミクロソームへのグルコース-6-リン酸の転送障害p/o 1.. ミクロソームへのグルコース-6-リン酸の転送障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ミクロソームへのグルコース-6-リン酸の転送障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅰb型・糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害[RH]

構成要素 <<
糖原病Ⅰb型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 糖原病Ⅰb型・糖原病Ⅰb型におけるグリコーゲン代謝障害[RH]

糖原病Ⅰb型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅱ型・肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積p/o 1.. 肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積状態$異常状態%原因
肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・⼼不全[RH]

構成要素 <<
糖原病Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅱ型・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅱ型・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅱ型・⼼不全p/o 1.. ⼼不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積[RH]

糖原病Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅱ型・肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積p/o 1.. 肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積状態$異常状態%原因
肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・⼼不全[RH]

構成要素 <<
糖原病Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅱ型・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅱ型・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅱ型・⼼不全p/o 1.. ⼼不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅱ型・肝臓，⼼筋および⾻格筋にグリコーゲンが蓄積[RH]

糖原病Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅲ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病
[Sub Classes (2)] 糖原病Ⅲa型，糖原病Ⅲb型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲ型・糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅲ型・グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅲ型・肝腫⼤[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果
糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 糖原病Ⅲ型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲ型・グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下p/o 1.. グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅲ型・糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲ型・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅲ型・糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積[RH]

構成要素 <<
糖原病Ⅲ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 糖原病Ⅲ型・糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲ型・糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅲ型・グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅲ型・肝腫⼤[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果
糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 糖原病Ⅲ型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲ型・グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下p/o 1.. グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅲ型・糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲ型・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅲ型・糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積[RH]

構成要素 <<
糖原病Ⅲ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 糖原病Ⅲ型・糖原病Ⅲ型におけるグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅲa型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病 / 糖原病Ⅲ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲa型・糖原病Ⅲ型における肝臓および筋⾁へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅲ型における肝臓および筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖原病Ⅲ型における肝臓および筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病Ⅲa型・⼼肥⼤[RH]
▼結果 <<糖原病Ⅲ型における肝臓および筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅲa型・軽度の筋⼒低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲa型・⼼肥⼤p/o 1.. ⼼肥⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼肥⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅲa型・糖原病Ⅲ型における肝臓および筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲa型・軽度の筋⼒低下p/o 1.. 軽度の筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽度の筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅲa型・糖原病Ⅲ型における肝臓および筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅲa型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲa型・糖原病Ⅲ型における肝臓および筋⾁へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅲ型における肝臓および筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖原病Ⅲ型における肝臓および筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病Ⅲa型・⼼肥⼤[RH]
▼結果 <<糖原病Ⅲ型における肝臓および筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅲa型・軽度の筋⼒低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲa型・⼼肥⼤p/o 1.. ⼼肥⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼肥⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅲa型・糖原病Ⅲ型における肝臓および筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲa型・軽度の筋⼒低下p/o 1.. 軽度の筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽度の筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅲa型・糖原病Ⅲ型における肝臓および筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅲa型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅲb型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病 / 糖原病Ⅲ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲb型・糖原病Ⅲb型における肝臓へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅲb型における肝臓へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

糖原病Ⅲb型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅲb型・糖原病Ⅲb型における肝臓へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅲb型における肝臓へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

糖原病Ⅲb型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅳ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅳ型・肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積p/o 1.. 肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅳ型・グリコーゲン分岐酵素の異常[RH]
▼結果 <<肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅳ型・肝脾腫[RH]
▼結果 <<肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅳ型・肝細胞障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅳ型・グリコーゲン分岐酵素の異常p/o 1.. グリコーゲン分岐酵素の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<グリコーゲン分岐酵素の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅳ型・肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅳ型・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅳ型・肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅳ型・肝細胞障害p/o 1.. 肝細胞障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝細胞障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅳ型・肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅳ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅳ型・肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積p/o 1.. 肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅳ型・グリコーゲン分岐酵素の異常[RH]
▼結果 <<肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅳ型・肝脾腫[RH]
▼結果 <<肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅳ型・肝細胞障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅳ型・グリコーゲン分岐酵素の異常p/o 1.. グリコーゲン分岐酵素の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<グリコーゲン分岐酵素の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅳ型・肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅳ型・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅳ型・肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅳ型・肝細胞障害p/o 1.. 肝細胞障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝細胞障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅳ型・肝臓，腎臓，筋⾁，脾臓に異常グリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅳ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅴ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅴ型・糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅴ型・筋ホスホリラーゼの⽋損[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅴ型・筋⼒低下[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅴ型・運動後の筋拘縮[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅴ型・筋ホスホリラーゼの⽋損p/o 1.. 筋ホスホリラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<筋ホスホリラーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅴ型・糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅴ型・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅴ型・糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅴ型・運動後の筋拘縮p/o 1.. 運動後の筋拘縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<運動後の筋拘縮状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅴ型・糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅴ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅴ型・糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅴ型・筋ホスホリラーゼの⽋損[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅴ型・筋⼒低下[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅴ型・運動後の筋拘縮[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅴ型・筋ホスホリラーゼの⽋損p/o 1.. 筋ホスホリラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<筋ホスホリラーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅴ型・糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅴ型・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅴ型・糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅴ型・運動後の筋拘縮p/o 1.. 運動後の筋拘縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<運動後の筋拘縮状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅴ型・糖原病Ⅴ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅴ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅶ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅶ型・糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅶ型・ホスホフルクトキナーゼの⽋損[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅶ型・運動後の筋拘縮[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅶ型・⼀過性の筋⼒低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅶ型・ホスホフルクトキナーゼの⽋損p/o 1.. ホスホフルクトキナーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ホスホフルクトキナーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅶ型・糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅶ型・運動後の筋拘縮p/o 1.. 運動後の筋拘縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<運動後の筋拘縮状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅶ型・糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅶ型・⼀過性の筋⼒低下p/o 1.. ⼀過性の筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀過性の筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅶ型・糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅶ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅶ型・糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅶ型・ホスホフルクトキナーゼの⽋損[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅶ型・運動後の筋拘縮[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅶ型・⼀過性の筋⼒低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅶ型・ホスホフルクトキナーゼの⽋損p/o 1.. ホスホフルクトキナーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ホスホフルクトキナーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅶ型・糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅶ型・運動後の筋拘縮p/o 1.. 運動後の筋拘縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<運動後の筋拘縮状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅶ型・糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅶ型・⼀過性の筋⼒低下p/o 1.. ⼀過性の筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀過性の筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅶ型・糖原病Ⅶ型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅶ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅷ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病
[Sub Classes (4)] 糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型，糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型，

糖原病Ⅷ型筋型，糖原病Ⅷ型⼼筋型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型・糖原病Ⅷ型におけるグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅷ型におけるグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖原病Ⅷ型におけるグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%原因

a/o 1.. 糖原病Ⅷ型・ホスホリラーゼキナーゼの⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型・ホスホリラーゼキナーゼの⽋損p/o 1.. ホスホリラーゼキナーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ホスホリラーゼキナーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅷ型・糖原病Ⅷ型におけるグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅷ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型・糖原病Ⅷ型におけるグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅷ型におけるグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖原病Ⅷ型におけるグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%原因

a/o 1.. 糖原病Ⅷ型・ホスホリラーゼキナーゼの⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型・ホスホリラーゼキナーゼの⽋損p/o 1.. ホスホリラーゼキナーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ホスホリラーゼキナーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅷ型・糖原病Ⅷ型におけるグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅷ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病 / 糖原病Ⅷ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型・糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型における肝臓へのグリコーゲン蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型における肝臓へのグリコーゲン蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型における肝臓へのグリコーゲン蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型・肝腫⼤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型・糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型における肝臓へのグリコーゲン蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型・X連鎖劣性遺伝p/o 1.. X連鎖劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型・糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型における肝臓へのグリコーゲン蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型における肝臓へのグリコーゲン蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型における肝臓へのグリコーゲン蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型・肝腫⼤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型・糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型における肝臓へのグリコーゲン蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型・X連鎖劣性遺伝p/o 1.. X連鎖劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

糖原病Ⅷ型X連鎖劣性遺伝・肝型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病 / 糖原病Ⅷ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・肝機能障害[RH]
▼結果 <<糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・発育障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・発育障害p/o 1.. 発育障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発育障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・肝機能障害[RH]
▼結果 <<糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・発育障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・発育障害p/o 1.. 発育障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発育障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型・糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型における肝臓と筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅷ型常染⾊体劣性遺伝・肝筋型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅷ型筋型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病 / 糖原病Ⅷ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型筋型・糖原病Ⅷ型筋型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅷ型筋型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖原病Ⅷ型筋型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅷ型筋型・筋⼒低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型筋型・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅷ型筋型・糖原病Ⅷ型筋型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅷ型筋型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型筋型・糖原病Ⅷ型筋型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅷ型筋型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖原病Ⅷ型筋型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅷ型筋型・筋⼒低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型筋型・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖原病Ⅷ型筋型・糖原病Ⅷ型筋型における筋⾁へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅷ型筋型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅷ型⼼筋型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病 / 糖原病Ⅷ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型⼼筋型・糖原病Ⅷ型⼼筋型における⼼筋へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅷ型⼼筋型における⼼筋へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<糖原病Ⅷ型⼼筋型における⼼筋へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅷ型⼼筋型・⼼不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型⼼筋型・⼼不全p/o 1.. ⼼不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅷ型⼼筋型・糖原病Ⅷ型⼼筋型における⼼筋へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅷ型⼼筋型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型⼼筋型・糖原病Ⅷ型⼼筋型における⼼筋へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅷ型⼼筋型における⼼筋へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<糖原病Ⅷ型⼼筋型における⼼筋へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅷ型⼼筋型・⼼不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅷ型⼼筋型・⼼不全p/o 1.. ⼼不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅷ型⼼筋型・糖原病Ⅷ型⼼筋型における⼼筋へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病Ⅷ型⼼筋型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病０型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病０型・糖原病０型における肝臓へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病０型における肝臓へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病０型における肝臓へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病０型・肝glykogen synthetase⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病０型・肝glykogen synthetase⽋損p/o 1.. 肝glykogen synthetase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝glykogen synthetase⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病０型・糖原病０型における肝臓へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病０型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病０型・糖原病０型における肝臓へのグリコーゲンの蓄積p/o 1.. 糖原病０型における肝臓へのグリコーゲンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病０型における肝臓へのグリコーゲンの蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病０型・肝glykogen synthetase⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病０型・肝glykogen synthetase⽋損p/o 1.. 肝glykogen synthetase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝glykogen synthetase⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖原病０型・糖原病０型における肝臓へのグリコーゲンの蓄積[RH]

糖原病０型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ファンコニ・ビッケル症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖原病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ファンコニ・ビッケル症候群・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ファンコニ・ビッケル症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ファンコニ・ビッケル症候群・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ファンコニ・ビッケル症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖原病Ⅵ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅵ型・糖原病Ⅵ型における肝臓へのグリコーゲン蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅵ型における肝臓へのグリコーゲン蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病Ⅵ型における肝臓へのグリコーゲン蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅵ型・肝ホスホリラーゼの⽋損[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅵ型における肝臓へのグリコーゲン蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅵ型・肝腫⼤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅵ型・肝ホスホリラーゼの⽋損p/o 1.. 肝ホスホリラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肝ホスホリラーゼの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅵ型・糖原病Ⅵ型における肝臓へのグリコーゲン蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅵ型・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅵ型・糖原病Ⅵ型における肝臓へのグリコーゲン蓄積[RH]

糖原病Ⅵ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅵ型・糖原病Ⅵ型における肝臓へのグリコーゲン蓄積p/o 1.. 糖原病Ⅵ型における肝臓へのグリコーゲン蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖原病Ⅵ型における肝臓へのグリコーゲン蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅵ型・肝ホスホリラーゼの⽋損[RH]

▼結果 <<糖原病Ⅵ型における肝臓へのグリコーゲン蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 糖原病Ⅵ型・肝腫⼤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅵ型・肝ホスホリラーゼの⽋損p/o 1.. 肝ホスホリラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肝ホスホリラーゼの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖原病Ⅵ型・糖原病Ⅵ型における肝臓へのグリコーゲン蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖原病Ⅵ型・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖原病Ⅵ型・糖原病Ⅵ型における肝臓へのグリコーゲン蓄積[RH]

糖原病Ⅵ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・低⾎糖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・低⾎糖p/o 1.. 低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<低⾎糖状態$異常状態%結果a/o 1.. ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・痙攣[RH]

ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・低⾎糖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・低⾎糖p/o 1.. 低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<低⾎糖状態$異常状態%結果a/o 1.. ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症・痙攣[RH]

ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・糖新⽣の異常p/o 1.. 糖新⽣の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖新⽣の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損[RH]
▼結果 <<糖新⽣の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・筋緊張低下[RH]
▼結果 <<糖新⽣の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・呼吸障害[RH]
▼結果 <<糖新⽣の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・低⾎糖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損p/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・糖新⽣の異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・糖新⽣の異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・呼吸障害p/o 1.. 呼吸障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・糖新⽣の異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・低⾎糖p/o 1.. 低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・糖新⽣の異常[RH]

フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・糖新⽣の異常p/o 1.. 糖新⽣の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖新⽣の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損[RH]
▼結果 <<糖新⽣の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・筋緊張低下[RH]
▼結果 <<糖新⽣の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・呼吸障害[RH]
▼結果 <<糖新⽣の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・低⾎糖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損p/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・糖新⽣の異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・糖新⽣の異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・呼吸障害p/o 1.. 呼吸障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・糖新⽣の異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・低⾎糖p/o 1.. 低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症・糖新⽣の異常[RH]

フルクトース-1，6-ジホスファターゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ガラクトース⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] ガラクトース⾎症Ⅰ型，ガラクトース⾎症Ⅱ型，ガラクトース⾎症Ⅲ型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症・⾼ガラクトース⾎症p/o 1.. ⾼ガラクトース⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ガラクトース⾎症・ガラクトース代謝経路の酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症・ガラクトース代謝経路の酵素⽋損p/o 1.. ガラクトース代謝経路の酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ガラクトース代謝経路の酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ガラクトース⾎症・⾼ガラクトース⾎症[RH]

ガラクトース⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症・⾼ガラクトース⾎症p/o 1.. ⾼ガラクトース⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ガラクトース⾎症・ガラクトース代謝経路の酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症・ガラクトース代謝経路の酵素⽋損p/o 1.. ガラクトース代謝経路の酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ガラクトース代謝経路の酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ガラクトース⾎症・⾼ガラクトース⾎症[RH]

ガラクトース⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ガラクトース⾎症Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ガラクトース⾎症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症p/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ⽋損[RH]
▼結果 <<ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・⽩内障[RH]
▼結果 <<ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・突然の嘔吐[RH]
▼結果 <<ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・下痢[RH]
▼結果 <<ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・尿中ガラクチトール⾼値[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ⽋損p/o 1.. ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅰ型・⽩内障p/o 1.. ⽩内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩内障状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅰ型・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅰ型・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅰ型・尿中ガラクチトール⾼値p/o 1.. 尿中ガラクチトール⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中ガラクチトール⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]

ガラクトース⾎症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症p/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ⽋損[RH]
▼結果 <<ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・⽩内障[RH]
▼結果 <<ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・突然の嘔吐[RH]
▼結果 <<ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・下痢[RH]
▼結果 <<ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・尿中ガラクチトール⾼値[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ⽋損p/o 1.. ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅰ型・⽩内障p/o 1.. ⽩内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩内障状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅰ型・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅰ型・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅰ型・尿中ガラクチトール⾼値p/o 1.. 尿中ガラクチトール⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中ガラクチトール⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅰ型・ガラクトース⾎症Ⅰ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]

ガラクトース⾎症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ガラクトース⾎症Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ガラクトース⾎症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅱ型・ガラクトース⾎症Ⅱ型における⾼ガラクトース⾎症p/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅱ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ガラクトース⾎症Ⅱ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅱ型・ガラクトキナーゼの⽋損[RH]

▼結果 <<ガラクトース⾎症Ⅱ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅱ型・尿中ガラクチトール⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅱ型・ガラクトキナーゼの⽋損p/o 1.. ガラクトキナーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ガラクトキナーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅱ型・ガラクトース⾎症Ⅱ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅱ型・尿中ガラクチトール⾼値p/o 1.. 尿中ガラクチトール⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中ガラクチトール⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅱ型・ガラクトース⾎症Ⅱ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]

ガラクトース⾎症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅱ型・ガラクトース⾎症Ⅱ型における⾼ガラクトース⾎症p/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅱ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ガラクトース⾎症Ⅱ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅱ型・ガラクトキナーゼの⽋損[RH]

▼結果 <<ガラクトース⾎症Ⅱ型における⾼ガラクトース⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅱ型・尿中ガラクチトール⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅱ型・ガラクトキナーゼの⽋損p/o 1.. ガラクトキナーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ガラクトキナーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅱ型・ガラクトース⾎症Ⅱ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅱ型・尿中ガラクチトール⾼値p/o 1.. 尿中ガラクチトール⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中ガラクチトール⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅱ型・ガラクトース⾎症Ⅱ型における⾼ガラクトース⾎症[RH]

ガラクトース⾎症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ガラクトース⾎症Ⅲ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ガラクトース⾎症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅲ型・ガラクトース⾎症Ⅲ型におけるガラクトース⾎症p/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅲ型におけるガラクトース⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ガラクトース⾎症Ⅲ型におけるガラクトース⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅲ型・⾚⾎球UDP-ガラクトース-4-エピメラーゼ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅲ型・⾚⾎球UDP-ガラクトース-4-エピメラーゼ⽋損p/o 1.. ⾚⾎球UDP-ガラクトース-4-エピメラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾚⾎球UDP-ガラクトース-4-エピメラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅲ型・ガラクトース⾎症Ⅲ型におけるガラクトース⾎症[RH]

ガラクトース⾎症Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅲ型・ガラクトース⾎症Ⅲ型におけるガラクトース⾎症p/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅲ型におけるガラクトース⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ガラクトース⾎症Ⅲ型におけるガラクトース⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅲ型・⾚⾎球UDP-ガラクトース-4-エピメラーゼ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトース⾎症Ⅲ型・⾚⾎球UDP-ガラクトース-4-エピメラーゼ⽋損p/o 1.. ⾚⾎球UDP-ガラクトース-4-エピメラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾚⾎球UDP-ガラクトース-4-エピメラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ガラクトース⾎症Ⅲ型・ガラクトース⾎症Ⅲ型におけるガラクトース⾎症[RH]

ガラクトース⾎症Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性乳糖不耐症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性乳糖不耐症・乳糖が消化されないp/o 1.. 乳糖が消化されない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乳糖が消化されない状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性乳糖不耐症・⼩腸刷⼦縁における乳糖分解酵素の先天的⽋損[RH]

▼結果 <<乳糖が消化されない状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性乳糖不耐症・突然の嘔吐[RH]

▼結果 <<乳糖が消化されない状態$異常状態%結果
乳糖が消化されない・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性乳糖不耐症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性乳糖不耐症・⼩腸刷⼦縁における乳糖分解酵素の先天的⽋損p/o 1.. ⼩腸刷⼦縁における乳糖分解酵素の先天的⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼩腸刷⼦縁における乳糖分解酵素の先天的⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性乳糖不耐症・乳糖が消化されない[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性乳糖不耐症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性乳糖不耐症・乳糖が消化されない[RH]
構成要素 <<
先天性乳糖不耐症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 先天性乳糖不耐症・乳糖が消化されない[RH]

先天性乳糖不耐症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性乳糖不耐症・乳糖が消化されないp/o 1.. 乳糖が消化されない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乳糖が消化されない状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性乳糖不耐症・⼩腸刷⼦縁における乳糖分解酵素の先天的⽋損[RH]

▼結果 <<乳糖が消化されない状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性乳糖不耐症・突然の嘔吐[RH]

▼結果 <<乳糖が消化されない状態$異常状態%結果
乳糖が消化されない・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性乳糖不耐症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性乳糖不耐症・⼩腸刷⼦縁における乳糖分解酵素の先天的⽋損p/o 1.. ⼩腸刷⼦縁における乳糖分解酵素の先天的⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼩腸刷⼦縁における乳糖分解酵素の先天的⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性乳糖不耐症・乳糖が消化されない[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性乳糖不耐症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性乳糖不耐症・乳糖が消化されない[RH]
構成要素 <<
先天性乳糖不耐症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 先天性乳糖不耐症・乳糖が消化されない[RH]

先天性乳糖不耐症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性果糖不耐症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性果糖不耐症・果糖代謝障害p/o 1.. 果糖代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<果糖代謝障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性果糖不耐症・アルドラーゼBの⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性果糖不耐症・アルドラーゼBの⽋損p/o 1.. アルドラーゼBの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アルドラーゼBの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性果糖不耐症・果糖代謝障害[RH]

遺伝性果糖不耐症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性果糖不耐症・果糖代謝障害p/o 1.. 果糖代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<果糖代謝障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性果糖不耐症・アルドラーゼBの⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性果糖不耐症・アルドラーゼBの⽋損p/o 1.. アルドラーゼBの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アルドラーゼBの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性果糖不耐症・果糖代謝障害[RH]

遺伝性果糖不耐症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ⽋損症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因
常染⾊体劣性遺伝・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
遺伝性フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 遺伝性フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ⽋損症・常染⾊体劣性遺伝[RH]

遺伝性フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ⽋損症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因
常染⾊体劣性遺伝・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
遺伝性フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 遺伝性フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ⽋損症・常染⾊体劣性遺伝[RH]

遺伝性フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シアリドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] シアリドーシスⅡ型，シアリドーシスⅠ型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積p/o 1.. シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. シアリドーシス・αノイラミニダーゼの⽋損[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. シアリドーシス・cherry red spot[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. シアリドーシス・ミオクローヌス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシス・αノイラミニダーゼの⽋損p/o 1.. αノイラミニダーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<αノイラミニダーゼの⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. シアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシス・cherry red spotp/o 1.. cherry red spot[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<cherry red spot状態$異常状態%原因

a/o 1.. シアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシス・ミオクローヌスp/o 1.. ミオクローヌス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ミオクローヌス状態$異常状態%原因a/o 1.. シアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

シアリドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積p/o 1.. シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. シアリドーシス・αノイラミニダーゼの⽋損[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. シアリドーシス・cherry red spot[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. シアリドーシス・ミオクローヌス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシス・αノイラミニダーゼの⽋損p/o 1.. αノイラミニダーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<αノイラミニダーゼの⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. シアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシス・cherry red spotp/o 1.. cherry red spot[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<cherry red spot状態$異常状態%原因

a/o 1.. シアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシス・ミオクローヌスp/o 1.. ミオクローヌス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ミオクローヌス状態$異常状態%原因a/o 1.. シアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

シアリドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シアリドーシスⅡ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / シアリドーシス
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅡ型・シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積p/o 1.. シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・肝脾腫[RH]

▼結果 <<シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・知能障害[RH]

▼結果 <<シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果
シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・粗な顔貌[RH]
▼結果 <<シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・⾻変化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅡ型・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅡ型・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<知能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

構成要素 <<
シアリドーシスⅡ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅡ型・粗な顔貌p/o 1.. 粗な顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粗な顔貌状態$異常状態%原因
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅡ型・⾻変化p/o 1.. ⾻変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻変化状態$異常状態%原因
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

シアリドーシスⅡ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅡ型・シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積p/o 1.. シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・肝脾腫[RH]

▼結果 <<シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・知能障害[RH]

▼結果 <<シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果
シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・粗な顔貌[RH]
▼結果 <<シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・⾻変化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅡ型・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅡ型・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<知能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

構成要素 <<
シアリドーシスⅡ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅡ型・粗な顔貌p/o 1.. 粗な顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粗な顔貌状態$異常状態%原因
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅡ型・⾻変化p/o 1.. ⾻変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻変化状態$異常状態%原因
a/o 1.. シアリドーシスⅡ型・シアリドーシスⅡ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

シアリドーシスⅡ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シアリドーシスⅠ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / シアリドーシス
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅠ型・シアリドーシスⅠ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積p/o 1.. シアリドーシスⅠ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シアリドーシスⅠ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. シアリドーシスⅠ型・成⼈発症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅠ型・成⼈発症p/o 1.. 成⼈発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⼈発症状態$異常状態%原因
a/o 1.. シアリドーシスⅠ型・シアリドーシスⅠ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

シアリドーシスⅠ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅠ型・シアリドーシスⅠ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積p/o 1.. シアリドーシスⅠ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シアリドーシスⅠ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. シアリドーシスⅠ型・成⼈発症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアリドーシスⅠ型・成⼈発症p/o 1.. 成⼈発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⼈発症状態$異常状態%原因
a/o 1.. シアリドーシスⅠ型・シアリドーシスⅠ型におけるシアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

シアリドーシスⅠ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] マンノース症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] αマンノシドーシス
[Graph (85%)] 

マンノース症 因果構造物（＝因果連鎖）マンノース症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] αマンノシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / マンノース症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積p/o 1.. αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積状態$異常状態%原因
αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. αマンノシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. αマンノシドーシス・肝脾腫[RH]
▼結果 <<αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. αマンノシドーシス・⽩内障[RH]
▼結果 <<αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. αマンノシドーシス・発達遅滞[RH]
▼結果 <<αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. αマンノシドーシス・⾓膜混濁[RH]
▼結果 <<αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. αマンノシドーシス・⾻変形[RH]

構成要素 <<
αマンノシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
αマンノシドーシス・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
αマンノシドーシス・⽩内障p/o 1.. ⽩内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩内障状態$異常状態%原因

a/o 1.. αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
αマンノシドーシス・発達遅滞p/o 1.. 発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発達遅滞状態$異常状態%原因

a/o 1.. αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
αマンノシドーシス・⾓膜混濁p/o 1.. ⾓膜混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓膜混濁状態$異常状態%原因

a/o 1.. αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
αマンノシドーシス・⾻変形p/o 1.. ⾻変形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻変形状態$異常状態%原因a/o 1.. αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]

αマンノシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積p/o 1.. αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積状態$異常状態%原因
αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. αマンノシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. αマンノシドーシス・肝脾腫[RH]
▼結果 <<αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. αマンノシドーシス・⽩内障[RH]
▼結果 <<αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. αマンノシドーシス・発達遅滞[RH]
▼結果 <<αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. αマンノシドーシス・⾓膜混濁[RH]
▼結果 <<αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. αマンノシドーシス・⾻変形[RH]

構成要素 <<
αマンノシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
αマンノシドーシス・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
αマンノシドーシス・⽩内障p/o 1.. ⽩内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩内障状態$異常状態%原因

a/o 1.. αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
αマンノシドーシス・発達遅滞p/o 1.. 発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発達遅滞状態$異常状態%原因

a/o 1.. αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
αマンノシドーシス・⾓膜混濁p/o 1.. ⾓膜混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓膜混濁状態$異常状態%原因

a/o 1.. αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
αマンノシドーシス・⾻変形p/o 1.. ⾻変形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻変形状態$異常状態%原因a/o 1.. αマンノシドーシス・αマンノース残基をもつオリゴ糖及び糖たんぱくの蓄積[RH]

αマンノシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アスパラチルグルコサミン尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積p/o 1.. アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・aspartyl-glucosaminidaseの⽋損[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・粗な顔貌[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミン尿[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・反復する感染[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・反復する下痢[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・巨⾆[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・⽔晶体混濁[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・aspartyl-glucosaminidaseの⽋損p/o 1.. aspartyl-glucosaminidaseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<aspartyl-glucosaminidaseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・粗な顔貌p/o 1.. 粗な顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粗な顔貌状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミン尿p/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アスパラチルグルコサミン尿状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・反復する感染p/o 1.. 反復する感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<反復する感染状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・反復する下痢p/o 1.. 反復する下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<反復する下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・巨⾆p/o 1.. 巨⾆[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<巨⾆状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・⽔晶体混濁p/o 1.. ⽔晶体混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

アスパラチルグルコサミン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積p/o 1.. アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・aspartyl-glucosaminidaseの⽋損[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・粗な顔貌[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミン尿[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・反復する感染[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・反復する下痢[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・巨⾆[RH]
▼結果 <<アスパラチルグルコサミンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・⽔晶体混濁[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・aspartyl-glucosaminidaseの⽋損p/o 1.. aspartyl-glucosaminidaseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<aspartyl-glucosaminidaseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・粗な顔貌p/o 1.. 粗な顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粗な顔貌状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミン尿p/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アスパラチルグルコサミン尿状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・反復する感染p/o 1.. 反復する感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<反復する感染状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・反復する下痢p/o 1.. 反復する下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<反復する下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・巨⾆p/o 1.. 巨⾆[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<巨⾆状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・⽔晶体混濁p/o 1.. ⽔晶体混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

アスパラチルグルコサミン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・⽔晶体混濁p/o 1.. ⽔晶体混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔晶体混濁状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]

a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスパラチルグルコサミン尿症・⽔晶体混濁p/o 1.. ⽔晶体混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔晶体混濁状態$異常状態%原因a/o 1.. アスパラチルグルコサミン尿症・アスパラチルグルコサミンの蓄積[RH]
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[Class Name] ガラクトシアリドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積p/o 1.. シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%原因

a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・αノイラミニダーゼの⽋損[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・痙攣[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・cherry red spot[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・ミオクローヌス[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・視⼒障害[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・⾻変形[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・αノイラミニダーゼの⽋損p/o 1.. αノイラミニダーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<αノイラミニダーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・cherry red spotp/o 1.. cherry red spot[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<cherry red spot状態$異常状態%原因

a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・ミオクローヌスp/o 1.. ミオクローヌス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ミオクローヌス状態$異常状態%原因

a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・⾻変形p/o 1.. ⾻変形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻変形状態$異常状態%原因a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

ガラクトシアリドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積p/o 1.. シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%原因

a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・αノイラミニダーゼの⽋損[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・痙攣[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・cherry red spot[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・ミオクローヌス[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・視⼒障害[RH]
▼結果 <<シアリルオリゴ糖の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・⾻変形[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・αノイラミニダーゼの⽋損p/o 1.. αノイラミニダーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<αノイラミニダーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・cherry red spotp/o 1.. cherry red spot[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<cherry red spot状態$異常状態%原因

a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・ミオクローヌスp/o 1.. ミオクローヌス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ミオクローヌス状態$異常状態%原因

a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガラクトシアリドーシス・⾻変形p/o 1.. ⾻変形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻変形状態$異常状態%原因a/o 1.. ガラクトシアリドーシス・シアリルオリゴ糖の蓄積[RH]

ガラクトシアリドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シアル酸蓄積症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアル酸蓄積症・遊離型シアル酸の蓄積p/o 1.. 遊離型シアル酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遊離型シアル酸の蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. シアル酸蓄積症・sialin蛋⽩質の異常[RH]
▼結果 <<遊離型シアル酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. シアル酸蓄積症・筋緊張低下[RH]
▼結果 <<遊離型シアル酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. シアル酸蓄積症・粗な顔貌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアル酸蓄積症・sialin蛋⽩質の異常p/o 1.. sialin蛋⽩質の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<sialin蛋⽩質の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. シアル酸蓄積症・遊離型シアル酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアル酸蓄積症・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. シアル酸蓄積症・遊離型シアル酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアル酸蓄積症・粗な顔貌p/o 1.. 粗な顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粗な顔貌状態$異常状態%原因a/o 1.. シアル酸蓄積症・遊離型シアル酸の蓄積[RH]

シアル酸蓄積症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアル酸蓄積症・遊離型シアル酸の蓄積p/o 1.. 遊離型シアル酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遊離型シアル酸の蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. シアル酸蓄積症・sialin蛋⽩質の異常[RH]
▼結果 <<遊離型シアル酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. シアル酸蓄積症・筋緊張低下[RH]
▼結果 <<遊離型シアル酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. シアル酸蓄積症・粗な顔貌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアル酸蓄積症・sialin蛋⽩質の異常p/o 1.. sialin蛋⽩質の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<sialin蛋⽩質の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. シアル酸蓄積症・遊離型シアル酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアル酸蓄積症・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. シアル酸蓄積症・遊離型シアル酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シアル酸蓄積症・粗な顔貌p/o 1.. 粗な顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粗な顔貌状態$異常状態%原因a/o 1.. シアル酸蓄積症・遊離型シアル酸の蓄積[RH]

シアル酸蓄積症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性グリコシル化異常症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 先天性グリコシル化異常症Ⅰ型，先天性グリコシル化異常症Ⅱ型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症・N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋乏または糖鎖の構造異常p/o 1.. N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋乏または糖鎖の構造異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋乏または糖鎖の構造異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症・肝機能障害[RH]

▼結果 <<N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋乏または糖鎖の構造異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症・脳神経症状[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症・N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋乏または糖鎖の構造異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症・脳神経症状p/o 1.. 脳神経症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脳神経症状状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症・N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋乏または糖鎖の構造異常[RH]

先天性グリコシル化異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症・N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋乏または糖鎖の構造異常p/o 1.. N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋乏または糖鎖の構造異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋乏または糖鎖の構造異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症・肝機能障害[RH]

▼結果 <<N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋乏または糖鎖の構造異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症・脳神経症状[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症・N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋乏または糖鎖の構造異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症・脳神経症状p/o 1.. 脳神経症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脳神経症状状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症・N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋乏または糖鎖の構造異常[RH]

先天性グリコシル化異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性グリコシル化異常症Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性グリコシル化異常症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症Ⅰ型・先天性グリコシル化異常症Ⅰ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋損p/o 1.. 先天性グリコシル化異常症Ⅰ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性グリコシル化異常症Ⅰ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋損状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症Ⅰ型・脂質中間体に結合した糖鎖の合成過程に関与する酵素の⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症Ⅰ型・脂質中間体に結合した糖鎖の合成過程に関与する酵素の⽋損p/o 1.. 脂質中間体に結合した糖鎖の合成過程に関与する酵素の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脂質中間体に結合した糖鎖の合成過程に関与する酵素の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症Ⅰ型・先天性グリコシル化異常症Ⅰ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋損[RH]

先天性グリコシル化異常症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症Ⅰ型・先天性グリコシル化異常症Ⅰ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋損p/o 1.. 先天性グリコシル化異常症Ⅰ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性グリコシル化異常症Ⅰ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋損状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症Ⅰ型・脂質中間体に結合した糖鎖の合成過程に関与する酵素の⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症Ⅰ型・脂質中間体に結合した糖鎖の合成過程に関与する酵素の⽋損p/o 1.. 脂質中間体に結合した糖鎖の合成過程に関与する酵素の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脂質中間体に結合した糖鎖の合成過程に関与する酵素の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症Ⅰ型・先天性グリコシル化異常症Ⅰ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の⽋損[RH]

先天性グリコシル化異常症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性グリコシル化異常症Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性グリコシル化異常症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症Ⅱ型・先天性グリコシル化異常症Ⅱ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の異常p/o 1.. 先天性グリコシル化異常症Ⅱ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性グリコシル化異常症Ⅱ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症Ⅱ型・N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の修飾過程の酵素の異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症Ⅱ型・N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の修飾過程の酵素の異常p/o 1.. N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の修飾過程の酵素の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の修飾過程の酵素の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症Ⅱ型・先天性グリコシル化異常症Ⅱ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の異常[RH]

先天性グリコシル化異常症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症Ⅱ型・先天性グリコシル化異常症Ⅱ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の異常p/o 1.. 先天性グリコシル化異常症Ⅱ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性グリコシル化異常症Ⅱ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症Ⅱ型・N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の修飾過程の酵素の異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性グリコシル化異常症Ⅱ型・N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の修飾過程の酵素の異常p/o 1.. N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の修飾過程の酵素の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<N-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の修飾過程の酵素の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性グリコシル化異常症Ⅱ型・先天性グリコシル化異常症Ⅱ型におけるN-結合型糖蛋⽩質の糖鎖の異常[RH]

先天性グリコシル化異常症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ムコ多糖症Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] Hurler症候群，Scheie症候群，Hurler-Scheie症候群
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ムコ多糖症Ⅰ型・デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因
デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ムコ多糖症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ムコ多糖症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ムコ多糖症Ⅰ型・関節拘縮[RH]
構成要素 <<
ムコ多糖症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ムコ多糖症Ⅰ型・デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
原因a/o 1.. ムコ多糖症Ⅰ型・デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
原因a/o 1.. Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ムコ多糖症Ⅰ型・関節拘縮p/o 1.. 関節拘縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<関節拘縮状態$異常状態%原因a/o 1.. ムコ多糖症Ⅰ型・デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

ムコ多糖症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ムコ多糖症Ⅰ型・デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因
デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ムコ多糖症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ムコ多糖症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ムコ多糖症Ⅰ型・関節拘縮[RH]
構成要素 <<
ムコ多糖症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ムコ多糖症Ⅰ型・デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
原因a/o 1.. ムコ多糖症Ⅰ型・デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
原因a/o 1.. Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ムコ多糖症Ⅰ型・関節拘縮p/o 1.. 関節拘縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<関節拘縮状態$異常状態%原因a/o 1.. ムコ多糖症Ⅰ型・デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

ムコ多糖症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Hurler症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ムコ多糖症Ⅰ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. Hurler症候群・肝脾腫[RH]

▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. Hurler症候群・精神発達遅滞[RH]
▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Hurler症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hurler症候群・突出した前額部[RH]
▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. Hurler症候群・巨⾆[RH]
▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. Hurler症候群・ガーゴイル様顔貌[RH]
▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hurler症候群・早期死亡[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・精神発達遅滞p/o 1.. 精神発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神発達遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

構成要素 <<ムコ多糖症Ⅰ型$構成要素
Hurler症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因 <<ムコ多糖症Ⅰ型$構成要素%原因

a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・突出した前額部p/o 1.. 突出した前額部[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突出した前額部状態$異常状態%原因a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・巨⾆p/o 1.. 巨⾆[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<巨⾆状態$異常状態%原因

a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・ガーゴイル様顔貌p/o 1.. ガーゴイル様顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ガーゴイル様顔貌状態$異常状態%原因a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・早期死亡p/o 1.. 早期死亡[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<早期死亡状態$異常状態%原因
a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

Hurler症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. Hurler症候群・肝脾腫[RH]

▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. Hurler症候群・精神発達遅滞[RH]
▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Hurler症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hurler症候群・突出した前額部[RH]
▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. Hurler症候群・巨⾆[RH]
▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. Hurler症候群・ガーゴイル様顔貌[RH]
▼結果 <<Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hurler症候群・早期死亡[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・精神発達遅滞p/o 1.. 精神発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神発達遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

構成要素 <<ムコ多糖症Ⅰ型$構成要素
Hurler症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因 <<ムコ多糖症Ⅰ型$構成要素%原因

a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・突出した前額部p/o 1.. 突出した前額部[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突出した前額部状態$異常状態%原因a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・巨⾆p/o 1.. 巨⾆[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<巨⾆状態$異常状態%原因

a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・ガーゴイル様顔貌p/o 1.. ガーゴイル様顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ガーゴイル様顔貌状態$異常状態%原因a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler症候群・早期死亡p/o 1.. 早期死亡[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<早期死亡状態$異常状態%原因
a/o 1.. Hurler症候群・Hurler症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

Hurler症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Scheie症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ムコ多糖症Ⅰ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Scheie症候群・Scheie症候群におけるデルマタン硫酸やヘパラン硫酸の蓄積p/o 1.. Scheie症候群におけるデルマタン硫酸やヘパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

Scheie症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Scheie症候群・Scheie症候群におけるデルマタン硫酸やヘパラン硫酸の蓄積p/o 1.. Scheie症候群におけるデルマタン硫酸やヘパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

Scheie症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Hurler-Scheie症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ムコ多糖症Ⅰ型
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler-Scheie症候群・Hurler-Scheie症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. Hurler-Scheie症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Hurler-Scheie症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. Hurler-Scheie症候群・Hurler症候群とScheie症候群の中間の重症度[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler-Scheie症候群・Hurler症候群とScheie症候群の中間の重症度p/o 1.. Hurler症候群とScheie症候群の中間の重症度[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Hurler症候群とScheie症候群の中間の重症度状態$異常状態%原因
a/o 1.. Hurler-Scheie症候群・Hurler-Scheie症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

Hurler-Scheie症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler-Scheie症候群・Hurler-Scheie症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. Hurler-Scheie症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Hurler-Scheie症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. Hurler-Scheie症候群・Hurler症候群とScheie症候群の中間の重症度[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hurler-Scheie症候群・Hurler症候群とScheie症候群の中間の重症度p/o 1.. Hurler症候群とScheie症候群の中間の重症度[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Hurler症候群とScheie症候群の中間の重症度状態$異常状態%原因
a/o 1.. Hurler-Scheie症候群・Hurler-Scheie症候群におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

Hurler-Scheie症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Hunter症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] Hunter症候群重症型，Hunter症候群軽症型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群・デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因

a/o 1.. Hunter症候群・iduronate sulfataseの⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群・iduronate sulfataseの⽋損p/o 1.. iduronate sulfataseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<iduronate sulfataseの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. Hunter症候群・デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

Hunter症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群・デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因

a/o 1.. Hunter症候群・iduronate sulfataseの⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群・iduronate sulfataseの⽋損p/o 1.. iduronate sulfataseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<iduronate sulfataseの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. Hunter症候群・デルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

Hunter症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Hunter症候群重症型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / Hunter症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群重症型・Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hunter症候群重症型・肝脾腫[RH]
▼結果 <<Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hunter症候群重症型・精神発達遅滞[RH]
▼結果 <<Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. Hunter症候群重症型・⾻形成異常[RH]
▼結果 <<Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hunter症候群重症型・ガーゴイル様顔貌[RH]
▼結果 <<Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hunter症候群重症型・思春期頃までに死亡[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群重症型・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. Hunter症候群重症型・Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群重症型・精神発達遅滞p/o 1.. 精神発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精神発達遅滞状態$異常状態%原因
a/o 1.. Hunter症候群重症型・Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群重症型・⾻形成異常p/o 1.. ⾻形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻形成異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. Hunter症候群重症型・Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群重症型・ガーゴイル様顔貌p/o 1.. ガーゴイル様顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ガーゴイル様顔貌状態$異常状態%原因

a/o 1.. Hunter症候群重症型・Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群重症型・思春期頃までに死亡p/o 1.. 思春期頃までに死亡[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<思春期頃までに死亡状態$異常状態%原因

a/o 1.. Hunter症候群重症型・Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

Hunter症候群重症型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群重症型・Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hunter症候群重症型・肝脾腫[RH]
▼結果 <<Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hunter症候群重症型・精神発達遅滞[RH]
▼結果 <<Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. Hunter症候群重症型・⾻形成異常[RH]
▼結果 <<Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hunter症候群重症型・ガーゴイル様顔貌[RH]
▼結果 <<Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hunter症候群重症型・思春期頃までに死亡[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群重症型・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. Hunter症候群重症型・Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群重症型・精神発達遅滞p/o 1.. 精神発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精神発達遅滞状態$異常状態%原因
a/o 1.. Hunter症候群重症型・Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群重症型・⾻形成異常p/o 1.. ⾻形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻形成異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. Hunter症候群重症型・Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群重症型・ガーゴイル様顔貌p/o 1.. ガーゴイル様顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ガーゴイル様顔貌状態$異常状態%原因

a/o 1.. Hunter症候群重症型・Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群重症型・思春期頃までに死亡p/o 1.. 思春期頃までに死亡[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<思春期頃までに死亡状態$異常状態%原因

a/o 1.. Hunter症候群重症型・Hunter症候群重症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

Hunter症候群重症型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Hunter症候群軽症型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / Hunter症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群軽症型・Hunter症候群軽症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. Hunter症候群軽症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Hunter症候群軽症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hunter症候群軽症型・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]
▼結果 <<Hunter症候群軽症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hunter症候群軽症型・関節拘縮[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群軽症型・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. Hunter症候群軽症型・Hunter症候群軽症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群軽症型・関節拘縮p/o 1.. 関節拘縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節拘縮状態$異常状態%原因
a/o 1.. Hunter症候群軽症型・Hunter症候群軽症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

Hunter症候群軽症型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群軽症型・Hunter症候群軽症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. Hunter症候群軽症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Hunter症候群軽症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hunter症候群軽症型・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]
▼結果 <<Hunter症候群軽症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Hunter症候群軽症型・関節拘縮[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群軽症型・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. Hunter症候群軽症型・Hunter症候群軽症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Hunter症候群軽症型・関節拘縮p/o 1.. 関節拘縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節拘縮状態$異常状態%原因
a/o 1.. Hunter症候群軽症型・Hunter症候群軽症型におけるデルマタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

Hunter症候群軽症型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] サンフィリッポ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] サンフィリッポ症候群A型，サンフィリッポ症候群B型，サンフィリッポ症候群C型，

サンフィリッポ症候群D型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積p/o 1.. へパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. サンフィリッポ症候群・重篤な知的障害[RH]

▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群・多動[RH]
▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. サンフィリッポ症候群・多⽑[RH]
▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群・軽度の肝腫⼤[RH]
▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群・軽度の顔貌変化[RH]
▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群・軽度の⾻変化[RH]
▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群・剛⽑[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・重篤な知的障害p/o 1.. 重篤な知的障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重篤な知的障害状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・多動p/o 1.. 多動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多動状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・多⽑p/o 1.. 多⽑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多⽑状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・軽度の肝腫⼤p/o 1.. 軽度の肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽度の肝腫⼤状態$異常状態%原因

a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・軽度の顔貌変化p/o 1.. 軽度の顔貌変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽度の顔貌変化状態$異常状態%原因

a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・軽度の⾻変化p/o 1.. 軽度の⾻変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽度の⾻変化状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・剛⽑p/o 1.. 剛⽑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<剛⽑状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]

サンフィリッポ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積p/o 1.. へパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. サンフィリッポ症候群・重篤な知的障害[RH]

▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群・多動[RH]
▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. サンフィリッポ症候群・多⽑[RH]
▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群・軽度の肝腫⼤[RH]
▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群・軽度の顔貌変化[RH]
▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群・軽度の⾻変化[RH]
▼結果 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群・剛⽑[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・重篤な知的障害p/o 1.. 重篤な知的障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重篤な知的障害状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・多動p/o 1.. 多動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多動状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・多⽑p/o 1.. 多⽑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多⽑状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・軽度の肝腫⼤p/o 1.. 軽度の肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽度の肝腫⼤状態$異常状態%原因

a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・軽度の顔貌変化p/o 1.. 軽度の顔貌変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽度の顔貌変化状態$異常状態%原因

a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・軽度の⾻変化p/o 1.. 軽度の⾻変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽度の⾻変化状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群・剛⽑p/o 1.. 剛⽑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<剛⽑状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]

サンフィリッポ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]a/o 1.. サンフィリッポ症候群・へパラン硫酸の蓄積[RH]
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[Class Name] サンフィリッポ症候群A型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / サンフィリッポ症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群A型・サンフィリッポ症候群A型にけるへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. サンフィリッポ症候群A型にけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サンフィリッポ症候群A型にけるへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群A型・heparan N-sulfataseの⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群A型・heparan N-sulfataseの⽋損p/o 1.. heparan N-sulfataseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<heparan N-sulfataseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群A型・サンフィリッポ症候群A型にけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

サンフィリッポ症候群A型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群A型・サンフィリッポ症候群A型にけるへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. サンフィリッポ症候群A型にけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サンフィリッポ症候群A型にけるへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群A型・heparan N-sulfataseの⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群A型・heparan N-sulfataseの⽋損p/o 1.. heparan N-sulfataseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<heparan N-sulfataseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群A型・サンフィリッポ症候群A型にけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

サンフィリッポ症候群A型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] サンフィリッポ症候群B型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / サンフィリッポ症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群B型・サンフィリッポ症候群B型におけるへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. サンフィリッポ症候群B型におけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サンフィリッポ症候群B型におけるへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群B型・α-N-acetylglucosaminidaseの⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群B型・α-N-acetylglucosaminidaseの⽋損p/o 1.. α-N-acetylglucosaminidaseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<α-N-acetylglucosaminidaseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群B型・サンフィリッポ症候群B型におけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

サンフィリッポ症候群B型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群B型・サンフィリッポ症候群B型におけるへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. サンフィリッポ症候群B型におけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サンフィリッポ症候群B型におけるへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群B型・α-N-acetylglucosaminidaseの⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群B型・α-N-acetylglucosaminidaseの⽋損p/o 1.. α-N-acetylglucosaminidaseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<α-N-acetylglucosaminidaseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群B型・サンフィリッポ症候群B型におけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

サンフィリッポ症候群B型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] サンフィリッポ症候群C型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / サンフィリッポ症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群C型・サンフィリッポ症候群C型におけるへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. サンフィリッポ症候群C型におけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サンフィリッポ症候群C型におけるへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群C型・acetyl CoA;α-glucosaminide acetyltransferaseの⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群C型・acetyl CoA;α-glucosaminide acetyltransferaseの⽋損p/o 1.. acetyl CoA;α-glucosaminide acetyltransferaseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<acetyl CoA;α-glucosaminide acetyltransferaseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群C型・サンフィリッポ症候群C型におけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

サンフィリッポ症候群C型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群C型・サンフィリッポ症候群C型におけるへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. サンフィリッポ症候群C型におけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サンフィリッポ症候群C型におけるへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. サンフィリッポ症候群C型・acetyl CoA;α-glucosaminide acetyltransferaseの⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群C型・acetyl CoA;α-glucosaminide acetyltransferaseの⽋損p/o 1.. acetyl CoA;α-glucosaminide acetyltransferaseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<acetyl CoA;α-glucosaminide acetyltransferaseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群C型・サンフィリッポ症候群C型におけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

サンフィリッポ症候群C型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] サンフィリッポ症候群D型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / サンフィリッポ症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群D型・サンフィリッポ症候群D型におけるへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. サンフィリッポ症候群D型におけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サンフィリッポ症候群D型におけるへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. サンフィリッポ症候群D型・N-acetylglucosamine 6-sulfataseの⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群D型・N-acetylglucosamine 6-sulfataseの⽋損p/o 1.. N-acetylglucosamine 6-sulfataseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<N-acetylglucosamine 6-sulfataseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群D型・サンフィリッポ症候群D型におけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

サンフィリッポ症候群D型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群D型・サンフィリッポ症候群D型におけるへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. サンフィリッポ症候群D型におけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サンフィリッポ症候群D型におけるへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. サンフィリッポ症候群D型・N-acetylglucosamine 6-sulfataseの⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サンフィリッポ症候群D型・N-acetylglucosamine 6-sulfataseの⽋損p/o 1.. N-acetylglucosamine 6-sulfataseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<N-acetylglucosamine 6-sulfataseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. サンフィリッポ症候群D型・サンフィリッポ症候群D型におけるへパラン硫酸の蓄積[RH]

サンフィリッポ症候群D型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] モルキオ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] モルキオ症候群A型，モルキオ症候群B型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群・ケラタン硫酸の蓄積p/o 1.. ケラタン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ケラタン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. モルキオ症候群・⾓膜混濁[RH]
▼結果 <<ケラタン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. モルキオ症候群・体幹の短い低⾝⻑[RH]
▼結果 <<ケラタン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. モルキオ症候群・脊柱の変形[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群・⾓膜混濁p/o 1.. ⾓膜混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓膜混濁状態$異常状態%原因

a/o 1.. モルキオ症候群・ケラタン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群・体幹の短い低⾝⻑p/o 1.. 体幹の短い低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体幹の短い低⾝⻑状態$異常状態%原因

a/o 1.. モルキオ症候群・ケラタン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群・脊柱の変形p/o 1.. 脊柱の変形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脊柱の変形状態$異常状態%原因a/o 1.. モルキオ症候群・ケラタン硫酸の蓄積[RH]

モルキオ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群・ケラタン硫酸の蓄積p/o 1.. ケラタン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ケラタン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. モルキオ症候群・⾓膜混濁[RH]
▼結果 <<ケラタン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. モルキオ症候群・体幹の短い低⾝⻑[RH]
▼結果 <<ケラタン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. モルキオ症候群・脊柱の変形[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群・⾓膜混濁p/o 1.. ⾓膜混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓膜混濁状態$異常状態%原因

a/o 1.. モルキオ症候群・ケラタン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群・体幹の短い低⾝⻑p/o 1.. 体幹の短い低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体幹の短い低⾝⻑状態$異常状態%原因

a/o 1.. モルキオ症候群・ケラタン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群・脊柱の変形p/o 1.. 脊柱の変形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脊柱の変形状態$異常状態%原因a/o 1.. モルキオ症候群・ケラタン硫酸の蓄積[RH]

モルキオ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] モルキオ症候群A型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / モルキオ症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群A型・へパラン硫酸の蓄積p/o 1.. へパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因

a/o 1.. モルキオ症候群A型・galactose 6-sulfataseの⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群A型・galactose 6-sulfataseの⽋損p/o 1.. galactose 6-sulfataseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<galactose 6-sulfataseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. モルキオ症候群A型・へパラン硫酸の蓄積[RH]

モルキオ症候群A型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群A型・へパラン硫酸の蓄積p/o 1.. へパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<へパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因

a/o 1.. モルキオ症候群A型・galactose 6-sulfataseの⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群A型・galactose 6-sulfataseの⽋損p/o 1.. galactose 6-sulfataseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<galactose 6-sulfataseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. モルキオ症候群A型・へパラン硫酸の蓄積[RH]

モルキオ症候群A型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] モルキオ症候群B型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / モルキオ症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群B型・モルキオ症候群B型におけるケラタン硫酸の蓄積p/o 1.. モルキオ症候群B型におけるケラタン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<モルキオ症候群B型におけるケラタン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. モルキオ症候群B型・β-galactosidaseの⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群B型・β-galactosidaseの⽋損p/o 1.. β-galactosidaseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<β-galactosidaseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. モルキオ症候群B型・モルキオ症候群B型におけるケラタン硫酸の蓄積[RH]

モルキオ症候群B型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群B型・モルキオ症候群B型におけるケラタン硫酸の蓄積p/o 1.. モルキオ症候群B型におけるケラタン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<モルキオ症候群B型におけるケラタン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. モルキオ症候群B型・β-galactosidaseの⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
モルキオ症候群B型・β-galactosidaseの⽋損p/o 1.. β-galactosidaseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<β-galactosidaseの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. モルキオ症候群B型・モルキオ症候群B型におけるケラタン硫酸の蓄積[RH]

モルキオ症候群B型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] マロトー・ラミー症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マロトー・ラミー症候群・デルマタン硫酸の蓄積p/o 1.. デルマタン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<デルマタン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・N-acetylgalactosamine 4-sulfataseの⽋損[RH]

▼結果 <<デルマタン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・⾓膜混濁[RH]

▼結果 <<デルマタン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・関節拘縮[RH]

▼結果 <<デルマタン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・⾻形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マロトー・ラミー症候群・N-acetylgalactosamine 4-sulfataseの⽋損p/o 1.. N-acetylgalactosamine 4-sulfataseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<N-acetylgalactosamine 4-sulfataseの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・デルマタン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マロトー・ラミー症候群・⾓膜混濁p/o 1.. ⾓膜混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾓膜混濁状態$異常状態%原因
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・デルマタン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マロトー・ラミー症候群・関節拘縮p/o 1.. 関節拘縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節拘縮状態$異常状態%原因
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・デルマタン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マロトー・ラミー症候群・⾻形成異常p/o 1.. ⾻形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・デルマタン硫酸の蓄積[RH]

マロトー・ラミー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マロトー・ラミー症候群・デルマタン硫酸の蓄積p/o 1.. デルマタン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<デルマタン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・N-acetylgalactosamine 4-sulfataseの⽋損[RH]

▼結果 <<デルマタン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・⾓膜混濁[RH]

▼結果 <<デルマタン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・関節拘縮[RH]

▼結果 <<デルマタン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・⾻形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マロトー・ラミー症候群・N-acetylgalactosamine 4-sulfataseの⽋損p/o 1.. N-acetylgalactosamine 4-sulfataseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<N-acetylgalactosamine 4-sulfataseの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・デルマタン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マロトー・ラミー症候群・⾓膜混濁p/o 1.. ⾓膜混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾓膜混濁状態$異常状態%原因
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・デルマタン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マロトー・ラミー症候群・関節拘縮p/o 1.. 関節拘縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節拘縮状態$異常状態%原因
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・デルマタン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マロトー・ラミー症候群・⾻形成異常p/o 1.. ⾻形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. マロトー・ラミー症候群・デルマタン硫酸の蓄積[RH]

マロトー・ラミー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ムコ多糖症Ⅶ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ムコ多糖症Ⅶ型・ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. ムコ多糖症Ⅶ型・β-glucuronidaseの⽋損[RH]
▼結果 <<ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ムコ多糖症Ⅶ型・肝脾腫[RH]
▼結果 <<ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ムコ多糖症Ⅶ型・⾻形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ムコ多糖症Ⅶ型・β-glucuronidaseの⽋損p/o 1.. β-glucuronidaseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<β-glucuronidaseの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ムコ多糖症Ⅶ型・ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ムコ多糖症Ⅶ型・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. ムコ多糖症Ⅶ型・ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ムコ多糖症Ⅶ型・⾻形成異常p/o 1.. ⾻形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻形成異常状態$異常状態%原因a/o 1.. ムコ多糖症Ⅶ型・ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

ムコ多糖症Ⅶ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ムコ多糖症Ⅶ型・ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積p/o 1.. ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. ムコ多糖症Ⅶ型・β-glucuronidaseの⽋損[RH]
▼結果 <<ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ムコ多糖症Ⅶ型・肝脾腫[RH]
▼結果 <<ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ムコ多糖症Ⅶ型・⾻形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ムコ多糖症Ⅶ型・β-glucuronidaseの⽋損p/o 1.. β-glucuronidaseの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<β-glucuronidaseの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ムコ多糖症Ⅶ型・ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ムコ多糖症Ⅶ型・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. ムコ多糖症Ⅶ型・ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ムコ多糖症Ⅶ型・⾻形成異常p/o 1.. ⾻形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻形成異常状態$異常状態%原因a/o 1.. ムコ多糖症Ⅶ型・ケラタン硫酸やへパラン硫酸の蓄積[RH]

ムコ多糖症Ⅶ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性⾼カイロミクロン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾼カイロミクロン⾎症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

家族性⾼カイロミクロン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾼カイロミクロン⾎症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

家族性⾼カイロミクロン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・⾼カイロミクロン⾎症p/o 1.. ⾼カイロミクロン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾼カイロミクロン⾎症状態$異常状態%結果
⾼カイロミクロン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼カイロミクロン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・⻩⾊腫[RH]
▼結果 <<⾼カイロミクロン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・急性膵炎[RH]

構成要素 <<
家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・⾼カイロミクロン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・⻩⾊腫p/o 1.. ⻩⾊腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻩⾊腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・⾼カイロミクロン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・急性膵炎p/o 1.. 急性膵炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性膵炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・⾼カイロミクロン⾎症[RH]

家族性⾼脂⾎症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・⾼カイロミクロン⾎症p/o 1.. ⾼カイロミクロン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾼カイロミクロン⾎症状態$異常状態%結果
⾼カイロミクロン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼カイロミクロン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・⻩⾊腫[RH]
▼結果 <<⾼カイロミクロン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・急性膵炎[RH]

構成要素 <<
家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・⾼カイロミクロン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・⻩⾊腫p/o 1.. ⻩⾊腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻩⾊腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・⾼カイロミクロン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・急性膵炎p/o 1.. 急性膵炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性膵炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾼脂⾎症Ⅰ型・⾼カイロミクロン⾎症[RH]

家族性⾼脂⾎症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 無ベータリポ蛋⽩⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 無ベータリポ蛋⽩⾎症・無ベータリポ蛋⽩⾎症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無ベータリポ蛋⽩⾎症・無ベータリポ蛋⽩⾎症p/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<無ベータリポ蛋⽩⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症・ミクロソームトリグリセリド転送蛋⽩質の変異[RH]

▼原因 <<無ベータリポ蛋⽩⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症・暫定連鎖[RH]

▼結果 <<無ベータリポ蛋⽩⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症・低コレステロール⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無ベータリポ蛋⽩⾎症・ミクロソームトリグリセリド転送蛋⽩質の変異p/o 1.. ミクロソームトリグリセリド転送蛋⽩質の変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ミクロソームトリグリセリド転送蛋⽩質の変異状態$異常状態%結果
a/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症・無ベータリポ蛋⽩⾎症[RH]

構成要素 <<
無ベータリポ蛋⽩⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症・無ベータリポ蛋⽩⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無ベータリポ蛋⽩⾎症・低コレステロール⾎症p/o 1.. 低コレステロール⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低コレステロール⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症・無ベータリポ蛋⽩⾎症[RH]

無ベータリポ蛋⽩⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無ベータリポ蛋⽩⾎症・無ベータリポ蛋⽩⾎症p/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<無ベータリポ蛋⽩⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症・ミクロソームトリグリセリド転送蛋⽩質の変異[RH]

▼原因 <<無ベータリポ蛋⽩⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症・暫定連鎖[RH]

▼結果 <<無ベータリポ蛋⽩⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症・低コレステロール⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無ベータリポ蛋⽩⾎症・ミクロソームトリグリセリド転送蛋⽩質の変異p/o 1.. ミクロソームトリグリセリド転送蛋⽩質の変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ミクロソームトリグリセリド転送蛋⽩質の変異状態$異常状態%結果
a/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症・無ベータリポ蛋⽩⾎症[RH]

構成要素 <<
無ベータリポ蛋⽩⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症・無ベータリポ蛋⽩⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無ベータリポ蛋⽩⾎症・低コレステロール⾎症p/o 1.. 低コレステロール⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低コレステロール⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 無ベータリポ蛋⽩⾎症・無ベータリポ蛋⽩⾎症[RH]

無ベータリポ蛋⽩⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 313 ]

[Class Name] 無ベータリポ蛋⽩⾎症・無ベータリポ蛋⽩⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 無ベータリポ蛋⽩⾎症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

無ベータリポ蛋⽩⾎症・無ベータリポ蛋⽩⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）無ベータリポ蛋⽩⾎症・無ベータリポ蛋⽩⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 短縮アポB⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
短縮アポB⾎症・低LDL⾎症p/o 1.. 低LDL⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低LDL⾎症状態$異常状態%原因
低LDL⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 短縮アポB⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低LDL⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 短縮アポB⾎症・低コレステロール⾎症[RH]
▼結果 <<低LDL⾎症状態$異常状態%結果
低LDL⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 短縮アポB⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
短縮アポB⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 短縮アポB⾎症・低LDL⾎症[RH]
原因

a/o 1.. 短縮アポB⾎症・低LDL⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
短縮アポB⾎症・低コレステロール⾎症p/o 1.. 低コレステロール⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低コレステロール⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 短縮アポB⾎症・低LDL⾎症[RH]

短縮アポB⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
短縮アポB⾎症・低LDL⾎症p/o 1.. 低LDL⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低LDL⾎症状態$異常状態%原因
低LDL⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 短縮アポB⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低LDL⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 短縮アポB⾎症・低コレステロール⾎症[RH]
▼結果 <<低LDL⾎症状態$異常状態%結果
低LDL⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 短縮アポB⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
短縮アポB⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 短縮アポB⾎症・低LDL⾎症[RH]
原因

a/o 1.. 短縮アポB⾎症・低LDL⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
短縮アポB⾎症・低コレステロール⾎症p/o 1.. 低コレステロール⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低コレステロール⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 短縮アポB⾎症・低LDL⾎症[RH]

短縮アポB⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Tangier病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Tangier病・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Tangier病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Tangier病・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Tangier病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ニーマン・ピック病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] ニーマン・ピック病C型，ニーマン・ピック病A型，ニーマン・ピック病B型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニーマン・ピック病・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ニーマン・ピック病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニーマン・ピック病・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ニーマン・ピック病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ニーマン・ピック病C型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ニーマン・ピック病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニーマン・ピック病C型・ニーマン・ピック病C型におけるスフィンゴミエリンの蓄積p/o 1.. ニーマン・ピック病C型におけるスフィンゴミエリンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ニーマン・ピック病C型におけるスフィンゴミエリンの蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. ニーマン・ピック病C型・細胞内コレステロール輸送の障害[RH]
▼結果 <<ニーマン・ピック病C型におけるスフィンゴミエリンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ニーマン・ピック病C型・肝脾腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニーマン・ピック病C型・細胞内コレステロール輸送の障害p/o 1.. 細胞内コレステロール輸送の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細胞内コレステロール輸送の障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ニーマン・ピック病C型・ニーマン・ピック病C型におけるスフィンゴミエリンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニーマン・ピック病C型・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ニーマン・ピック病C型・ニーマン・ピック病C型におけるスフィンゴミエリンの蓄積[RH]

ニーマン・ピック病C型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニーマン・ピック病C型・ニーマン・ピック病C型におけるスフィンゴミエリンの蓄積p/o 1.. ニーマン・ピック病C型におけるスフィンゴミエリンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ニーマン・ピック病C型におけるスフィンゴミエリンの蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. ニーマン・ピック病C型・細胞内コレステロール輸送の障害[RH]
▼結果 <<ニーマン・ピック病C型におけるスフィンゴミエリンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ニーマン・ピック病C型・肝脾腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニーマン・ピック病C型・細胞内コレステロール輸送の障害p/o 1.. 細胞内コレステロール輸送の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細胞内コレステロール輸送の障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ニーマン・ピック病C型・ニーマン・ピック病C型におけるスフィンゴミエリンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニーマン・ピック病C型・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ニーマン・ピック病C型・ニーマン・ピック病C型におけるスフィンゴミエリンの蓄積[RH]

ニーマン・ピック病C型 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 318 ]

[Class Name] ニーマン・ピック病A型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ニーマン・ピック病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ニーマン・ピック病$構成要素
ニーマン・ピック病A型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ニーマン・ピック病A型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ニーマン・ピック病$構成要素
ニーマン・ピック病A型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ニーマン・ピック病A型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ニーマン・ピック病B型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ニーマン・ピック病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ニーマン・ピック病$構成要素
ニーマン・ピック病B型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ニーマン・ピック病B型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ニーマン・ピック病$構成要素
ニーマン・ピック病B型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ニーマン・ピック病B型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ウォールマン病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウォールマン病・コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積p/o 1.. コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. ウォールマン病・酸性リパーゼの⽋損[RH]
▼結果 <<コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ウォールマン病・肝脾腫[RH]
▼結果 <<コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積状態$異常状態%結果
コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ウォールマン病・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウォールマン病・酸性リパーゼの⽋損p/o 1.. 酸性リパーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<酸性リパーゼの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ウォールマン病・コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウォールマン病・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ウォールマン病・コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積[RH]

構成要素 <<
ウォールマン病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. ウォールマン病・コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積[RH]

ウォールマン病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウォールマン病・コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積p/o 1.. コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. ウォールマン病・酸性リパーゼの⽋損[RH]
▼結果 <<コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ウォールマン病・肝脾腫[RH]
▼結果 <<コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積状態$異常状態%結果
コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ウォールマン病・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウォールマン病・酸性リパーゼの⽋損p/o 1.. 酸性リパーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<酸性リパーゼの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ウォールマン病・コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウォールマン病・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ウォールマン病・コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積[RH]

構成要素 <<
ウォールマン病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. ウォールマン病・コレステロールエステルやトリグリセリドの蓄積[RH]

ウォールマン病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] コレステロールエステル蓄積症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コレステロールエステル蓄積症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

コレステロールエステル蓄積症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コレステロールエステル蓄積症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

コレステロールエステル蓄積症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] スミス・レムリ・オピッツ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
スミス・レムリ・オピッツ症候群・低コレステロール⾎症p/o 1.. 低コレステロール⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低コレステロール⾎症状態$異常状態%原因
低コレステロール⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. スミス・レムリ・オピッツ症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低コレステロール⾎症状態$異常状態%結果
低コレステロール⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. スミス・レムリ・オピッツ症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
スミス・レムリ・オピッツ症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. スミス・レムリ・オピッツ症候群・低コレステロール⾎症[RH]
原因

a/o 1.. スミス・レムリ・オピッツ症候群・低コレステロール⾎症[RH]

スミス・レムリ・オピッツ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
スミス・レムリ・オピッツ症候群・低コレステロール⾎症p/o 1.. 低コレステロール⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低コレステロール⾎症状態$異常状態%原因
低コレステロール⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. スミス・レムリ・オピッツ症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低コレステロール⾎症状態$異常状態%結果
低コレステロール⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. スミス・レムリ・オピッツ症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
スミス・レムリ・オピッツ症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. スミス・レムリ・オピッツ症候群・低コレステロール⾎症[RH]
原因

a/o 1.. スミス・レムリ・オピッツ症候群・低コレステロール⾎症[RH]

スミス・レムリ・オピッツ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] GM1ガングリオシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] 乳児型GM1ガングリオシドーシス，若年型GM1ガングリオシドーシス，

慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシス
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM1ガングリオシドーシス・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

GM1ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM1ガングリオシドーシス・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

GM1ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳児型GM1ガングリオシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / GM1ガングリオシドーシス
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型GM1ガングリオシドーシス・乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシス・肝脾腫[RH]
▼結果 <<乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシス・乳幼児期発症[RH]
構成要素 <<
乳児型GM1ガングリオシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシス・乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型GM1ガングリオシドーシス・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシス・乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型GM1ガングリオシドーシス・乳幼児期発症p/o 1.. 乳幼児期発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳幼児期発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシス・乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

乳児型GM1ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型GM1ガングリオシドーシス・乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシス・肝脾腫[RH]
▼結果 <<乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシス・乳幼児期発症[RH]
構成要素 <<
乳児型GM1ガングリオシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシス・乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型GM1ガングリオシドーシス・肝脾腫p/o 1.. 肝脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシス・乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型GM1ガングリオシドーシス・乳幼児期発症p/o 1.. 乳幼児期発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳幼児期発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型GM1ガングリオシドーシス・乳児型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

乳児型GM1ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 325 ]

[Class Name] 若年型GM1ガングリオシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / GM1ガングリオシドーシス
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM1ガングリオシドーシス・若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシス・精神発達遅滞[RH]

▼結果 <<若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシス・歩⾏障害[RH]

▼結果 <<若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシス・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM1ガングリオシドーシス・精神発達遅滞p/o 1.. 精神発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神発達遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシス・若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM1ガングリオシドーシス・歩⾏障害p/o 1.. 歩⾏障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<歩⾏障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシス・若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

構成要素 <<
若年型GM1ガングリオシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシス・若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

若年型GM1ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM1ガングリオシドーシス・若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシス・精神発達遅滞[RH]

▼結果 <<若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシス・歩⾏障害[RH]

▼結果 <<若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシス・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM1ガングリオシドーシス・精神発達遅滞p/o 1.. 精神発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神発達遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシス・若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM1ガングリオシドーシス・歩⾏障害p/o 1.. 歩⾏障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<歩⾏障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシス・若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

構成要素 <<
若年型GM1ガングリオシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 若年型GM1ガングリオシドーシス・若年型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

若年型GM1ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / GM1ガングリオシドーシス
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシス・慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシス・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシス・慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシス・慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシス・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシス・慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシスにおけるGM1ガングリオシドの蓄積[RH]

慢性成⼈型GM1ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] GM2ガングリオシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (5)] 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス，若年型GM2ガングリオシドーシス，

慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス，GM2ガングリオシドーシス1型，
GM2ガングリオシドーシス2型

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM2ガングリオシドーシス・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

GM2ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM2ガングリオシドーシス・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

GM2ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / GM2ガングリオシドーシス
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・痙攣発作[RH]
▼結果 <<乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・cherry red spot[RH]
▼結果 <<乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・⾃発運動の低下[RH]
▼結果 <<乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・嚥下困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・痙攣発作p/o 1.. 痙攣発作[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣発作状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・cherry red spotp/o 1.. cherry red spot[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<cherry red spot状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

構成要素 <<
乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・⾃発運動の低下p/o 1.. ⾃発運動の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾃発運動の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・嚥下困難p/o 1.. 嚥下困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚥下困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

乳児急性型GM2ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・痙攣発作[RH]
▼結果 <<乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・cherry red spot[RH]
▼結果 <<乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・⾃発運動の低下[RH]
▼結果 <<乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・嚥下困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・痙攣発作p/o 1.. 痙攣発作[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣発作状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・cherry red spotp/o 1.. cherry red spot[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<cherry red spot状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

構成要素 <<
乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・⾃発運動の低下p/o 1.. ⾃発運動の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾃発運動の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・嚥下困難p/o 1.. 嚥下困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚥下困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児急性型GM2ガングリオシドーシス・乳児急性型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

乳児急性型GM2ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 若年型GM2ガングリオシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / GM2ガングリオシドーシス
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・視⼒障害[RH]
▼結果 <<若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・網膜⾊素変性[RH]
▼結果 <<若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・2〜10歳での発症[RH]
▼結果 <<若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・知的退⾏[RH]
▼結果 <<若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・視神経委縮[RH]

構成要素 <<
若年型GM2ガングリオシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM2ガングリオシドーシス・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM2ガングリオシドーシス・網膜⾊素変性p/o 1.. 網膜⾊素変性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<網膜⾊素変性状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM2ガングリオシドーシス・2〜10歳での発症p/o 1.. 2〜10歳での発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<2〜10歳での発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM2ガングリオシドーシス・知的退⾏p/o 1.. 知的退⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<知的退⾏状態$異常状態%原因

a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM2ガングリオシドーシス・視神経委縮p/o 1.. 視神経委縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視神経委縮状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

若年型GM2ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果
若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・視⼒障害[RH]
▼結果 <<若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・網膜⾊素変性[RH]
▼結果 <<若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・2〜10歳での発症[RH]
▼結果 <<若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・知的退⾏[RH]
▼結果 <<若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・視神経委縮[RH]

構成要素 <<
若年型GM2ガングリオシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM2ガングリオシドーシス・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM2ガングリオシドーシス・網膜⾊素変性p/o 1.. 網膜⾊素変性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<網膜⾊素変性状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM2ガングリオシドーシス・2〜10歳での発症p/o 1.. 2〜10歳での発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<2〜10歳での発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM2ガングリオシドーシス・知的退⾏p/o 1.. 知的退⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<知的退⾏状態$異常状態%原因

a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型GM2ガングリオシドーシス・視神経委縮p/o 1.. 視神経委縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視神経委縮状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若年型GM2ガングリオシドーシス・若年型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

若年型GM2ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / GM2ガングリオシドーシス
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・⼩脳失調[RH]
▼結果 <<慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・ジストニア[RH]
▼結果 <<慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・精神異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・⼩脳失調p/o 1.. ⼩脳失調[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩脳失調状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・ジストニアp/o 1.. ジストニア[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ジストニア状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・精神異常p/o 1.. 精神異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・⼩脳失調[RH]
▼結果 <<慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・ジストニア[RH]
▼結果 <<慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・精神異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・⼩脳失調p/o 1.. ⼩脳失調[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩脳失調状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・ジストニアp/o 1.. ジストニア[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ジストニア状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・精神異常p/o 1.. 精神異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス・慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] GM2ガングリオシドーシス1型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / GM2ガングリオシドーシス
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM2ガングリオシドーシス1型・GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積p/o 1.. GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%原因
GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス1型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス1型・中枢神経症状[RH]
構成要素 <<
GM2ガングリオシドーシス1型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス1型・GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM2ガングリオシドーシス1型・中枢神経症状p/o 1.. 中枢神経症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢神経症状状態$異常状態%原因a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス1型・GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

GM2ガングリオシドーシス1型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM2ガングリオシドーシス1型・GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積p/o 1.. GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%原因
GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス1型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス1型・中枢神経症状[RH]
構成要素 <<
GM2ガングリオシドーシス1型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス1型・GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM2ガングリオシドーシス1型・中枢神経症状p/o 1.. 中枢神経症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢神経症状状態$異常状態%原因a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス1型・GM2ガングリオシドーシス1型におけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

GM2ガングリオシドーシス1型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] GM2ガングリオシドーシス2型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / GM2ガングリオシドーシス
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM2ガングリオシドーシス2型・GM2ガングリオシドーシス2型におけるGM2ガングリオシドの蓄積p/o 1.. GM2ガングリオシドーシス2型におけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<GM2ガングリオシドーシス2型におけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス2型・ヘキソサミニダーゼAとBの⽋損[RH]
▼結果 <<GM2ガングリオシドーシス2型におけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス2型・中枢神経症状[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM2ガングリオシドーシス2型・ヘキソサミニダーゼAとBの⽋損p/o 1.. ヘキソサミニダーゼAとBの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘキソサミニダーゼAとBの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス2型・GM2ガングリオシドーシス2型におけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM2ガングリオシドーシス2型・中枢神経症状p/o 1.. 中枢神経症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢神経症状状態$異常状態%原因a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス2型・GM2ガングリオシドーシス2型におけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

GM2ガングリオシドーシス2型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM2ガングリオシドーシス2型・GM2ガングリオシドーシス2型におけるGM2ガングリオシドの蓄積p/o 1.. GM2ガングリオシドーシス2型におけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<GM2ガングリオシドーシス2型におけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス2型・ヘキソサミニダーゼAとBの⽋損[RH]
▼結果 <<GM2ガングリオシドーシス2型におけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス2型・中枢神経症状[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM2ガングリオシドーシス2型・ヘキソサミニダーゼAとBの⽋損p/o 1.. ヘキソサミニダーゼAとBの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘキソサミニダーゼAとBの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス2型・GM2ガングリオシドーシス2型におけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
GM2ガングリオシドーシス2型・中枢神経症状p/o 1.. 中枢神経症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢神経症状状態$異常状態%原因a/o 1.. GM2ガングリオシドーシス2型・GM2ガングリオシドーシス2型におけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

GM2ガングリオシドーシス2型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ゴーシェ病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] ゴーシェ病Ⅰ型，ゴーシェ病Ⅱ型，ゴーシェ病Ⅲ型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ゴーシェ病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ゴーシェ病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ゴーシェ病Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ゴーシェ病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅰ型・ゴーシェ病Ⅰ型におけるグルコセレブロシッドの蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅰ型におけるグルコセレブロシッドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ゴーシェ病Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅰ型・ゴーシェ病Ⅰ型におけるグルコセレブロシッドの蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅰ型におけるグルコセレブロシッドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ゴーシェ病Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 335 ]

[Class Name] ゴーシェ病Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ゴーシェ病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅱ型・ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・後⼸反張[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・痙攣[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・咽頭痙攣[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・神経症状の急速な進⾏[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・２歳頃までに死亡[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅱ型・後⼸反張p/o 1.. 後⼸反張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後⼸反張状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅱ型・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅱ型・咽頭痙攣p/o 1.. 咽頭痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咽頭痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅱ型・神経症状の急速な進⾏p/o 1.. 神経症状の急速な進⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経症状の急速な進⾏状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅱ型・２歳頃までに死亡p/o 1.. ２歳頃までに死亡[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<２歳頃までに死亡状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

ゴーシェ病Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅱ型・ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・後⼸反張[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・痙攣[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・咽頭痙攣[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・神経症状の急速な進⾏[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・２歳頃までに死亡[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅱ型・後⼸反張p/o 1.. 後⼸反張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後⼸反張状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅱ型・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅱ型・咽頭痙攣p/o 1.. 咽頭痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咽頭痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅱ型・神経症状の急速な進⾏p/o 1.. 神経症状の急速な進⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経症状の急速な進⾏状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅱ型・２歳頃までに死亡p/o 1.. ２歳頃までに死亡[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<２歳頃までに死亡状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅱ型・ゴーシェ病Ⅱ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

ゴーシェ病Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ゴーシェ病Ⅲ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ゴーシェ病
[Sub Classes (3)] ゴーシェ病Ⅲa型，ゴーシェ病Ⅲb型，ゴーシェ病Ⅲc型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲ型・ゴーシェ病Ⅲ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅲ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果
ゴーシェ病Ⅲ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲ型・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ゴーシェ病Ⅲ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲ型・ゴーシェ病Ⅲ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

ゴーシェ病Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲ型・ゴーシェ病Ⅲ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅲ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果
ゴーシェ病Ⅲ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲ型・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ゴーシェ病Ⅲ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲ型・ゴーシェ病Ⅲ型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

ゴーシェ病Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ゴーシェ病Ⅲa型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ゴーシェ病
 / ゴーシェ病Ⅲ型

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲa型・ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・痙攣[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・ミオクローヌス[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・⼩脳失調[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・眼球運動失⾏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲa型・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲa型・ミオクローヌスp/o 1.. ミオクローヌス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ミオクローヌス状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲa型・⼩脳失調p/o 1.. ⼩脳失調[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩脳失調状態$異常状態%原因
a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲa型・眼球運動失⾏p/o 1.. 眼球運動失⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼球運動失⾏状態$異常状態%原因

a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

ゴーシェ病Ⅲa型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲa型・ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・痙攣[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・ミオクローヌス[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・⼩脳失調[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・眼球運動失⾏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲa型・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲa型・ミオクローヌスp/o 1.. ミオクローヌス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ミオクローヌス状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲa型・⼩脳失調p/o 1.. ⼩脳失調[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩脳失調状態$異常状態%原因
a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲa型・眼球運動失⾏p/o 1.. 眼球運動失⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼球運動失⾏状態$異常状態%原因

a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲa型・ゴーシェ病Ⅲa型におけるグルコセレブロシドの脳への蓄積[RH]

ゴーシェ病Ⅲa型 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 338 ]

[Class Name] ゴーシェ病Ⅲb型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ゴーシェ病
 / ゴーシェ病Ⅲ型

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲb型・垂直性眼球運動障害p/o 1.. 垂直性眼球運動障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<垂直性眼球運動障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲb型・ゴーシェ病Ⅲb型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲb型・ゴーシェ病Ⅲb型におけるグルコセレブロシドの蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅲb型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲb型におけるグルコセレブロシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲb型・垂直性眼球運動障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲb型・ゴーシェ病Ⅲb型におけるグルコセレブロシドの蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅲb型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

ゴーシェ病Ⅲb型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲb型・垂直性眼球運動障害p/o 1.. 垂直性眼球運動障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<垂直性眼球運動障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲb型・ゴーシェ病Ⅲb型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲb型・ゴーシェ病Ⅲb型におけるグルコセレブロシドの蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅲb型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲb型におけるグルコセレブロシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲb型・垂直性眼球運動障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲb型・ゴーシェ病Ⅲb型におけるグルコセレブロシドの蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅲb型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

ゴーシェ病Ⅲb型 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 339 ]

[Class Name] ゴーシェ病Ⅲc型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ゴーシェ病
 / ゴーシェ病Ⅲ型

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲc型・ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型・⾓膜混濁[RH]

▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型・⽔頭症[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型・⼼弁膜の⽯灰化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲc型・⾓膜混濁p/o 1.. ⾓膜混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓膜混濁状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型・ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲc型・⽔頭症p/o 1.. ⽔頭症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔頭症状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型・ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲc型・⼼弁膜の⽯灰化p/o 1.. ⼼弁膜の⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼弁膜の⽯灰化状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型・ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

ゴーシェ病Ⅲc型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲc型・ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積p/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型・⾓膜混濁[RH]

▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型・⽔頭症[RH]
▼結果 <<ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型・⼼弁膜の⽯灰化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲc型・⾓膜混濁p/o 1.. ⾓膜混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓膜混濁状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型・ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲc型・⽔頭症p/o 1.. ⽔頭症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔頭症状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型・ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴーシェ病Ⅲc型・⼼弁膜の⽯灰化p/o 1.. ⼼弁膜の⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼弁膜の⽯灰化状態$異常状態%原因a/o 1.. ゴーシェ病Ⅲc型・ゴーシェ病Ⅲc型におけるグルコセレブロシドの蓄積[RH]

ゴーシェ病Ⅲc型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ファブリー病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ファブリー病・X連鎖劣性遺伝p/o 1.. X連鎖劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ファブリー病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ファブリー病・X連鎖劣性遺伝p/o 1.. X連鎖劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ファブリー病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 異染性⽩質ジストロフィー
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] 先天型異染性⽩質ジストロフィー，幼児型異染性⽩質ジストロフィー，

若年型異染性⽩質ジストロフィー，成⼈型異染性⽩質ジストロフィー
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異染性⽩質ジストロフィー・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

異染性⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
異染性⽩質ジストロフィー・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

異染性⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 342 ]

[Class Name] 先天型異染性⽩質ジストロフィー
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 異染性⽩質ジストロフィー
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天型異染性⽩質ジストロフィー・先天型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積p/o 1.. 先天型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天型異染性⽩質ジストロフィー・出⽣直後より症状出現[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天型異染性⽩質ジストロフィー・出⽣直後より症状出現p/o 1.. 出⽣直後より症状出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⽣直後より症状出現状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天型異染性⽩質ジストロフィー・先天型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

先天型異染性⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天型異染性⽩質ジストロフィー・先天型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積p/o 1.. 先天型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天型異染性⽩質ジストロフィー・出⽣直後より症状出現[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天型異染性⽩質ジストロフィー・出⽣直後より症状出現p/o 1.. 出⽣直後より症状出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⽣直後より症状出現状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天型異染性⽩質ジストロフィー・先天型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

先天型異染性⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 幼児型異染性⽩質ジストロフィー
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 異染性⽩質ジストロフィー
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積p/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・筋緊張低下[RH]

▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・歩⾏障害[RH]
▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・知的退⾏[RH]
▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・視神経委縮[RH]
▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・1歳から1歳半頃に症状出現[RH]
▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果
幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・座位困難[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・歩⾏障害p/o 1.. 歩⾏障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<歩⾏障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・知的退⾏p/o 1.. 知的退⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<知的退⾏状態$異常状態%原因

a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・視神経委縮p/o 1.. 視神経委縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視神経委縮状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・1歳から1歳半頃に症状出現p/o 1.. 1歳から1歳半頃に症状出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<1歳から1歳半頃に症状出現状態$異常状態%原因

a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
構成要素 <<
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・座位困難p/o 1.. 座位困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<座位困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

幼児型異染性⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積p/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・筋緊張低下[RH]

▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・歩⾏障害[RH]
▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・知的退⾏[RH]
▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・視神経委縮[RH]
▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・1歳から1歳半頃に症状出現[RH]
▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果
幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・座位困難[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・歩⾏障害p/o 1.. 歩⾏障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<歩⾏障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・知的退⾏p/o 1.. 知的退⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<知的退⾏状態$異常状態%原因

a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・視神経委縮p/o 1.. 視神経委縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視神経委縮状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・1歳から1歳半頃に症状出現p/o 1.. 1歳から1歳半頃に症状出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<1歳から1歳半頃に症状出現状態$異常状態%原因

a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
構成要素 <<
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型異染性⽩質ジストロフィー・座位困難p/o 1.. 座位困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<座位困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 幼児型異染性⽩質ジストロフィー・幼児型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

幼児型異染性⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 若年型異染性⽩質ジストロフィー
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 異染性⽩質ジストロフィー
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型異染性⽩質ジストロフィー・若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積p/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・知能障害[RH]
▼結果 <<若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・歩⾏障害[RH]
▼結果 <<若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・４〜１２歳ごろに発症[RH]
▼結果 <<若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・情緒障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型異染性⽩質ジストロフィー・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<知能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型異染性⽩質ジストロフィー・歩⾏障害p/o 1.. 歩⾏障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<歩⾏障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型異染性⽩質ジストロフィー・４〜１２歳ごろに発症p/o 1.. ４〜１２歳ごろに発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<４〜１２歳ごろに発症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型異染性⽩質ジストロフィー・情緒障害p/o 1.. 情緒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<情緒障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

若年型異染性⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型異染性⽩質ジストロフィー・若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積p/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・知能障害[RH]
▼結果 <<若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・歩⾏障害[RH]
▼結果 <<若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・４〜１２歳ごろに発症[RH]
▼結果 <<若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・情緒障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型異染性⽩質ジストロフィー・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<知能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型異染性⽩質ジストロフィー・歩⾏障害p/o 1.. 歩⾏障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<歩⾏障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型異染性⽩質ジストロフィー・４〜１２歳ごろに発症p/o 1.. ４〜１２歳ごろに発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<４〜１２歳ごろに発症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型異染性⽩質ジストロフィー・情緒障害p/o 1.. 情緒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<情緒障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 若年型異染性⽩質ジストロフィー・若年型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

若年型異染性⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 異染性⽩質ジストロフィー
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積p/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・精神異常[RH]
▼結果 <<成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・認知症[RH]
▼結果 <<成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・20歳以降での発症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・精神異常p/o 1.. 精神異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・認知症p/o 1.. 認知症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<認知症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・20歳以降での発症p/o 1.. 20歳以降での発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<20歳以降での発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

成⼈型異染性⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積p/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・精神異常[RH]
▼結果 <<成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・認知症[RH]
▼結果 <<成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・20歳以降での発症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・精神異常p/o 1.. 精神異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・認知症p/o 1.. 認知症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<認知症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・20歳以降での発症p/o 1.. 20歳以降での発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<20歳以降での発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈型異染性⽩質ジストロフィー・成⼈型異染性⽩質ジストロフィーにおけるスルファチドの蓄積[RH]

成⼈型異染性⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] クラッベ病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] 乳児型クラッベ病，幼児型クラッベ病，若年型クラッベ病，成⼈型クラッベ病
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラッベ病・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

クラッベ病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラッベ病・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

クラッベ病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳児型クラッベ病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / クラッベ病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型クラッベ病・乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄p/o 1.. 乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄状態$異常状態%結果
乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 乳児型クラッベ病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型クラッベ病・視神経委縮[RH]
▼結果 <<乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型クラッベ病・3から6か⽉で発症[RH]
▼結果 <<乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型クラッベ病・易刺激性[RH]

構成要素 <<
乳児型クラッベ病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 乳児型クラッベ病・乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型クラッベ病・視神経委縮p/o 1.. 視神経委縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視神経委縮状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型クラッベ病・乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型クラッベ病・3から6か⽉で発症p/o 1.. 3から6か⽉で発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<3から6か⽉で発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型クラッベ病・乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型クラッベ病・易刺激性p/o 1.. 易刺激性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易刺激性状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型クラッベ病・乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄[RH]

乳児型クラッベ病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型クラッベ病・乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄p/o 1.. 乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄状態$異常状態%結果
乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 乳児型クラッベ病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型クラッベ病・視神経委縮[RH]
▼結果 <<乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型クラッベ病・3から6か⽉で発症[RH]
▼結果 <<乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型クラッベ病・易刺激性[RH]

構成要素 <<
乳児型クラッベ病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 乳児型クラッベ病・乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型クラッベ病・視神経委縮p/o 1.. 視神経委縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視神経委縮状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型クラッベ病・乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型クラッベ病・3から6か⽉で発症p/o 1.. 3から6か⽉で発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<3から6か⽉で発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型クラッベ病・乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型クラッベ病・易刺激性p/o 1.. 易刺激性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易刺激性状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型クラッベ病・乳児型クラッベ病における神経細胞の脱髄[RH]

乳児型クラッベ病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 幼児型クラッベ病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / クラッベ病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型クラッベ病・幼児型クラッベ病における神経の脱髄p/o 1.. 幼児型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<幼児型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 幼児型クラッベ病・知的退⾏[RH]

▼結果 <<幼児型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 幼児型クラッベ病・嚥下障害[RH]

▼結果 <<幼児型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児型クラッベ病・運動発達の退⾏[RH]
▼結果 <<幼児型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児型クラッベ病・6か⽉から3歳で発症[RH]
▼結果 <<幼児型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果

a/o 1.. 幼児型クラッベ病・運動失調[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型クラッベ病・知的退⾏p/o 1.. 知的退⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<知的退⾏状態$異常状態%原因
a/o 1.. 幼児型クラッベ病・幼児型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型クラッベ病・嚥下障害p/o 1.. 嚥下障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚥下障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児型クラッベ病・幼児型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型クラッベ病・運動発達の退⾏p/o 1.. 運動発達の退⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<運動発達の退⾏状態$異常状態%原因
a/o 1.. 幼児型クラッベ病・幼児型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型クラッベ病・6か⽉から3歳で発症p/o 1.. 6か⽉から3歳で発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<6か⽉から3歳で発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児型クラッベ病・幼児型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型クラッベ病・運動失調p/o 1.. 運動失調[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<運動失調状態$異常状態%原因
a/o 1.. 幼児型クラッベ病・幼児型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

幼児型クラッベ病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型クラッベ病・幼児型クラッベ病における神経の脱髄p/o 1.. 幼児型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<幼児型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 幼児型クラッベ病・知的退⾏[RH]

▼結果 <<幼児型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 幼児型クラッベ病・嚥下障害[RH]

▼結果 <<幼児型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児型クラッベ病・運動発達の退⾏[RH]
▼結果 <<幼児型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児型クラッベ病・6か⽉から3歳で発症[RH]
▼結果 <<幼児型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果

a/o 1.. 幼児型クラッベ病・運動失調[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型クラッベ病・知的退⾏p/o 1.. 知的退⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<知的退⾏状態$異常状態%原因
a/o 1.. 幼児型クラッベ病・幼児型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型クラッベ病・嚥下障害p/o 1.. 嚥下障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚥下障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児型クラッベ病・幼児型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型クラッベ病・運動発達の退⾏p/o 1.. 運動発達の退⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<運動発達の退⾏状態$異常状態%原因
a/o 1.. 幼児型クラッベ病・幼児型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型クラッベ病・6か⽉から3歳で発症p/o 1.. 6か⽉から3歳で発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<6か⽉から3歳で発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児型クラッベ病・幼児型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児型クラッベ病・運動失調p/o 1.. 運動失調[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<運動失調状態$異常状態%原因
a/o 1.. 幼児型クラッベ病・幼児型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

幼児型クラッベ病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 若年型クラッベ病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / クラッベ病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄p/o 1.. 若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<若年型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型クラッベ病・視⼒障害[RH]
▼結果 <<若年型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型クラッベ病・知的退⾏[RH]
▼結果 <<若年型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型クラッベ病・嚥下障害[RH]
▼結果 <<若年型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型クラッベ病・運動発達の退⾏[RH]
▼結果 <<若年型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型クラッベ病・運動失調[RH]
▼結果 <<若年型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型クラッベ病・3歳から10歳での発症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・知的退⾏p/o 1.. 知的退⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<知的退⾏状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・嚥下障害p/o 1.. 嚥下障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚥下障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・運動発達の退⾏p/o 1.. 運動発達の退⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<運動発達の退⾏状態$異常状態%原因

a/o 1.. 若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・運動失調p/o 1.. 運動失調[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<運動失調状態$異常状態%原因

a/o 1.. 若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・3歳から10歳での発症p/o 1.. 3歳から10歳での発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<3歳から10歳での発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

若年型クラッベ病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄p/o 1.. 若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<若年型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型クラッベ病・視⼒障害[RH]
▼結果 <<若年型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型クラッベ病・知的退⾏[RH]
▼結果 <<若年型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型クラッベ病・嚥下障害[RH]
▼結果 <<若年型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型クラッベ病・運動発達の退⾏[RH]
▼結果 <<若年型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型クラッベ病・運動失調[RH]
▼結果 <<若年型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型クラッベ病・3歳から10歳での発症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・知的退⾏p/o 1.. 知的退⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<知的退⾏状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・嚥下障害p/o 1.. 嚥下障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚥下障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・運動発達の退⾏p/o 1.. 運動発達の退⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<運動発達の退⾏状態$異常状態%原因

a/o 1.. 若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・運動失調p/o 1.. 運動失調[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<運動失調状態$異常状態%原因

a/o 1.. 若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型クラッベ病・3歳から10歳での発症p/o 1.. 3歳から10歳での発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<3歳から10歳での発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型クラッベ病・若年型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

若年型クラッベ病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 成⼈型クラッベ病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / クラッベ病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型クラッベ病・成⼈型クラッベ病における神経の脱髄p/o 1.. 成⼈型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⼈型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・知能障害[RH]

▼結果 <<成⼈型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・視⼒障害[RH]

▼結果 <<成⼈型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・痙性⿇痺[RH]
▼結果 <<成⼈型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・20歳前後での発症[RH]
▼結果 <<成⼈型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果
成⼈型クラッベ病における神経の脱髄・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型クラッベ病・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<知能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・成⼈型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型クラッベ病・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・成⼈型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型クラッベ病・痙性⿇痺p/o 1.. 痙性⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙性⿇痺状態$異常状態%原因
a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・成⼈型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型クラッベ病・20歳前後での発症p/o 1.. 20歳前後での発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<20歳前後での発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・成⼈型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

構成要素 <<
成⼈型クラッベ病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・成⼈型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

成⼈型クラッベ病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型クラッベ病・成⼈型クラッベ病における神経の脱髄p/o 1.. 成⼈型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⼈型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・知能障害[RH]

▼結果 <<成⼈型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・視⼒障害[RH]

▼結果 <<成⼈型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・痙性⿇痺[RH]
▼結果 <<成⼈型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・20歳前後での発症[RH]
▼結果 <<成⼈型クラッベ病における神経の脱髄状態$異常状態%結果
成⼈型クラッベ病における神経の脱髄・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型クラッベ病・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<知能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・成⼈型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型クラッベ病・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・成⼈型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型クラッベ病・痙性⿇痺p/o 1.. 痙性⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙性⿇痺状態$異常状態%原因
a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・成⼈型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈型クラッベ病・20歳前後での発症p/o 1.. 20歳前後での発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<20歳前後での発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・成⼈型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

構成要素 <<
成⼈型クラッベ病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 成⼈型クラッベ病・成⼈型クラッベ病における神経の脱髄[RH]

成⼈型クラッベ病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多スルファターゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

多スルファターゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）多スルファターゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] I-cell病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下p/o 1.. 細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. I-cell病・N-アセチルグルコサミン-1-ホスホトランスフェラーゼの⽋損[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. I-cell病・精神運動発達遅滞[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・⾓膜混濁[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・関節拘縮[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. I-cell病・⾻形成異常[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・ガーゴイル様顔貌[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・⼼弁膜の肥厚[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・臍ヘルニア[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・N-アセチルグルコサミン-1-ホスホトランスフェラーゼの⽋損p/o 1.. N-アセチルグルコサミン-1-ホスホトランスフェラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<N-アセチルグルコサミン-1-ホスホトランスフェラーゼの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・精神運動発達遅滞p/o 1.. 精神運動発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神運動発達遅滞状態$異常状態%原因

a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・⾓膜混濁p/o 1.. ⾓膜混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓膜混濁状態$異常状態%原因a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・関節拘縮p/o 1.. 関節拘縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<関節拘縮状態$異常状態%原因a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・⾻形成異常p/o 1.. ⾻形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻形成異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・ガーゴイル様顔貌p/o 1.. ガーゴイル様顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ガーゴイル様顔貌状態$異常状態%原因a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

I-cell病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下p/o 1.. 細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. I-cell病・N-アセチルグルコサミン-1-ホスホトランスフェラーゼの⽋損[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. I-cell病・精神運動発達遅滞[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・⾓膜混濁[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・関節拘縮[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. I-cell病・⾻形成異常[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・ガーゴイル様顔貌[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・⼼弁膜の肥厚[RH]
▼結果 <<細胞内リソソーム酵素活性の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・臍ヘルニア[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・N-アセチルグルコサミン-1-ホスホトランスフェラーゼの⽋損p/o 1.. N-アセチルグルコサミン-1-ホスホトランスフェラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<N-アセチルグルコサミン-1-ホスホトランスフェラーゼの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・精神運動発達遅滞p/o 1.. 精神運動発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神運動発達遅滞状態$異常状態%原因

a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・⾓膜混濁p/o 1.. ⾓膜混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓膜混濁状態$異常状態%原因a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・関節拘縮p/o 1.. 関節拘縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<関節拘縮状態$異常状態%原因a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・⾻形成異常p/o 1.. ⾻形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻形成異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・ガーゴイル様顔貌p/o 1.. ガーゴイル様顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ガーゴイル様顔貌状態$異常状態%原因a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

I-cell病 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ガーゴイル様顔貌状態$異常状態%原因

a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・⼼弁膜の肥厚p/o 1.. ⼼弁膜の肥厚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼弁膜の肥厚状態$異常状態%原因

a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・臍ヘルニアp/o 1.. 臍ヘルニア

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<臍ヘルニア状態$異常状態%原因

a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ガーゴイル様顔貌状態$異常状態%原因

a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・⼼弁膜の肥厚p/o 1.. ⼼弁膜の肥厚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼弁膜の肥厚状態$異常状態%原因

a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
I-cell病・臍ヘルニアp/o 1.. 臍ヘルニア

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<臍ヘルニア状態$異常状態%原因

a/o 1.. I-cell病・細胞内リソソーム酵素活性の低下[RH]
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[Class Name] ツェルウエーガー症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常p/o 1.. ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%原因
ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・筋緊張低下[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・呼吸障害[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・⽩内障[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・肝機能障害[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・眼振[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・網膜⾊素変性[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・前額突出[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・後頭部扁平[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・⼤泉⾨開⼤[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・⿐根扁平[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・両眼開離[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・⼩顎[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・緑内障[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・腎嚢胞[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・副腎⽪質機能障害[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・関節の⽯灰化[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・哺乳障害[RH]

構成要素 <<
ツェルウエーガー症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・呼吸障害p/o 1.. 呼吸障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・⽩内障p/o 1.. ⽩内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩内障状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

ツェルウエーガー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常p/o 1.. ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%原因
ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・筋緊張低下[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・呼吸障害[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・⽩内障[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・肝機能障害[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・眼振[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・網膜⾊素変性[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・前額突出[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・後頭部扁平[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・⼤泉⾨開⼤[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・⿐根扁平[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・両眼開離[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・⼩顎[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・緑内障[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・腎嚢胞[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・副腎⽪質機能障害[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・関節の⽯灰化[RH]
▼結果 <<ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・哺乳障害[RH]

構成要素 <<
ツェルウエーガー症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・呼吸障害p/o 1.. 呼吸障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・⽩内障p/o 1.. ⽩内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩内障状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

ツェルウエーガー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・眼振p/o 1.. 眼振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼振状態$異常状態%原因
a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・網膜⾊素変性p/o 1.. 網膜⾊素変性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<網膜⾊素変性状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・前額突出p/o 1.. 前額突出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<前額突出状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・後頭部扁平p/o 1.. 後頭部扁平[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後頭部扁平状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・⼤泉⾨開⼤p/o 1.. ⼤泉⾨開⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤泉⾨開⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・⿐根扁平p/o 1.. ⿐根扁平[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿐根扁平状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・両眼開離p/o 1.. 両眼開離[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両眼開離状態$異常状態%原因
a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・⼩顎p/o 1.. ⼩顎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩顎状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・緑内障p/o 1.. 緑内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<緑内障状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・腎嚢胞p/o 1.. 腎嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・副腎⽪質機能障害p/o 1.. 副腎⽪質機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副腎⽪質機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・関節の⽯灰化p/o 1.. 関節の⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<関節の⽯灰化状態$異常状態%原因

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・哺乳障害p/o 1.. 哺乳障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<哺乳障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・眼振p/o 1.. 眼振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼振状態$異常状態%原因
a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・網膜⾊素変性p/o 1.. 網膜⾊素変性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<網膜⾊素変性状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・前額突出p/o 1.. 前額突出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<前額突出状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・後頭部扁平p/o 1.. 後頭部扁平[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後頭部扁平状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・⼤泉⾨開⼤p/o 1.. ⼤泉⾨開⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤泉⾨開⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・⿐根扁平p/o 1.. ⿐根扁平[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿐根扁平状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・両眼開離p/o 1.. 両眼開離[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両眼開離状態$異常状態%原因
a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・⼩顎p/o 1.. ⼩顎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩顎状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・緑内障p/o 1.. 緑内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<緑内障状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・腎嚢胞p/o 1.. 腎嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・副腎⽪質機能障害p/o 1.. 副腎⽪質機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副腎⽪質機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・関節の⽯灰化p/o 1.. 関節の⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<関節の⽯灰化状態$異常状態%原因

a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ツェルウエーガー症候群・哺乳障害p/o 1.. 哺乳障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<哺乳障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ツェルウエーガー症候群・ツェルウエーガー症候群におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
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[Class Name] 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常p/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%原因
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・ツェルウエーガー症候群より軽い顔貌異常[RH]
▼結果 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・ツェルウエーガー症候群より軽度な腎嚢胞[RH]
▼結果 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・ツェルウエーガー症候群より軽度な関節の⽯灰化[RH]
▼結果 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・出⽣時からの筋緊張低下[RH]
▼結果 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・難治化する進⾏性痙攣[RH]

構成要素 <<
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・ツェルウエーガー症候群より軽い顔貌異常p/o 1.. ツェルウエーガー症候群より軽い顔貌異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ツェルウエーガー症候群より軽い顔貌異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・ツェルウエーガー症候群より軽度な腎嚢胞p/o 1.. ツェルウエーガー症候群より軽度な腎嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ツェルウエーガー症候群より軽度な腎嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・ツェルウエーガー症候群より軽度な関節の⽯灰化p/o 1.. ツェルウエーガー症候群より軽度な関節の⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ツェルウエーガー症候群より軽度な関節の⽯灰化状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・出⽣時からの筋緊張低下p/o 1.. 出⽣時からの筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<出⽣時からの筋緊張低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・難治化する進⾏性痙攣p/o 1.. 難治化する進⾏性痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<難治化する進⾏性痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常p/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%原因
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・ツェルウエーガー症候群より軽い顔貌異常[RH]
▼結果 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・ツェルウエーガー症候群より軽度な腎嚢胞[RH]
▼結果 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・ツェルウエーガー症候群より軽度な関節の⽯灰化[RH]
▼結果 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・出⽣時からの筋緊張低下[RH]
▼結果 <<新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・難治化する進⾏性痙攣[RH]

構成要素 <<
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・ツェルウエーガー症候群より軽い顔貌異常p/o 1.. ツェルウエーガー症候群より軽い顔貌異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ツェルウエーガー症候群より軽い顔貌異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・ツェルウエーガー症候群より軽度な腎嚢胞p/o 1.. ツェルウエーガー症候群より軽度な腎嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ツェルウエーガー症候群より軽度な腎嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・ツェルウエーガー症候群より軽度な関節の⽯灰化p/o 1.. ツェルウエーガー症候群より軽度な関節の⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ツェルウエーガー症候群より軽度な関節の⽯灰化状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・出⽣時からの筋緊張低下p/o 1.. 出⽣時からの筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<出⽣時からの筋緊張低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・難治化する進⾏性痙攣p/o 1.. 難治化する進⾏性痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<難治化する進⾏性痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー・新⽣児型副腎⽩質ジストロフィーにおけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

新⽣児型副腎⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳児型Refsum病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常p/o 1.. 乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. 乳児型Refsum病・ペルオキシソーム形成異常[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・筋緊張低下[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・難聴[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・発達遅滞[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・網膜⾊素変性[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・⽴位保持レベルまで発達可能[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・ツェルウエーガー症候群より軽度の顔貌異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・ペルオキシソーム形成異常p/o 1.. ペルオキシソーム形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ペルオキシソーム形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・難聴p/o 1.. 難聴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<難聴状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・発達遅滞p/o 1.. 発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発達遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・網膜⾊素変性p/o 1.. 網膜⾊素変性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<網膜⾊素変性状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・⽴位保持レベルまで発達可能p/o 1.. ⽴位保持レベルまで発達可能[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽴位保持レベルまで発達可能状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・ツェルウエーガー症候群より軽度の顔貌異常p/o 1.. ツェルウエーガー症候群より軽度の顔貌異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ツェルウエーガー症候群より軽度の顔貌異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

乳児型Refsum病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常p/o 1.. 乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. 乳児型Refsum病・ペルオキシソーム形成異常[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・筋緊張低下[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・難聴[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・発達遅滞[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・網膜⾊素変性[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・⽴位保持レベルまで発達可能[RH]
▼結果 <<乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・ツェルウエーガー症候群より軽度の顔貌異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・ペルオキシソーム形成異常p/o 1.. ペルオキシソーム形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ペルオキシソーム形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・難聴p/o 1.. 難聴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<難聴状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・発達遅滞p/o 1.. 発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発達遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・網膜⾊素変性p/o 1.. 網膜⾊素変性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<網膜⾊素変性状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・⽴位保持レベルまで発達可能p/o 1.. ⽴位保持レベルまで発達可能[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽴位保持レベルまで発達可能状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型Refsum病・ツェルウエーガー症候群より軽度の顔貌異常p/o 1.. ツェルウエーガー症候群より軽度の顔貌異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ツェルウエーガー症候群より軽度の顔貌異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳児型Refsum病・乳児型Refsum病におけるペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸の代謝異常[RH]

乳児型Refsum病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肢根型点状軟⾻異形成症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肢根型点状軟⾻異形成症・ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常p/o 1.. ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常状態$異常状態%原因
ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・近位優位の四肢短縮[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・関節の点状⽯灰化[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・異常顔貌[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・重度の発達遅滞[RH]

構成要素 <<
肢根型点状軟⾻異形成症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肢根型点状軟⾻異形成症・近位優位の四肢短縮p/o 1.. 近位優位の四肢短縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<近位優位の四肢短縮状態$異常状態%原因a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肢根型点状軟⾻異形成症・関節の点状⽯灰化p/o 1.. 関節の点状⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<関節の点状⽯灰化状態$異常状態%原因a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肢根型点状軟⾻異形成症・異常顔貌p/o 1.. 異常顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異常顔貌状態$異常状態%原因a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肢根型点状軟⾻異形成症・重度の発達遅滞p/o 1.. 重度の発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重度の発達遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常[RH]

肢根型点状軟⾻異形成症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肢根型点状軟⾻異形成症・ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常p/o 1.. ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常状態$異常状態%原因
ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・近位優位の四肢短縮[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・関節の点状⽯灰化[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・異常顔貌[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・重度の発達遅滞[RH]

構成要素 <<
肢根型点状軟⾻異形成症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肢根型点状軟⾻異形成症・近位優位の四肢短縮p/o 1.. 近位優位の四肢短縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<近位優位の四肢短縮状態$異常状態%原因a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肢根型点状軟⾻異形成症・関節の点状⽯灰化p/o 1.. 関節の点状⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<関節の点状⽯灰化状態$異常状態%原因a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肢根型点状軟⾻異形成症・異常顔貌p/o 1.. 異常顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異常顔貌状態$異常状態%原因a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肢根型点状軟⾻異形成症・重度の発達遅滞p/o 1.. 重度の発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重度の発達遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. 肢根型点状軟⾻異形成症・ペルオキシソームでのフィタン酸やプラスマローゲンの代謝異常[RH]

肢根型点状軟⾻異形成症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 副腎⽩質ジストロフィー
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽩質ジストロフィー・X連鎖劣性遺伝p/o 1.. X連鎖劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

副腎⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽩質ジストロフィー・X連鎖劣性遺伝p/o 1.. X連鎖劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

副腎⽩質ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アシルCoA酸化酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アシルCoA酸化酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害p/o 1.. ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害状態$異常状態%原因a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・アシルCoA酸化酵素⽋損[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害状態$異常状態%結果a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・聴⼒障害[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害状態$異常状態%結果a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・視⼒障害[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・新⽣児期からの筋緊張低下[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害状態$異常状態%結果a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・乳児期からの痙攣[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アシルCoA酸化酵素⽋損症・アシルCoA酸化酵素⽋損p/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アシルCoA酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アシルCoA酸化酵素⽋損症・聴⼒障害p/o 1.. 聴⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<聴⼒障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アシルCoA酸化酵素⽋損症・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アシルCoA酸化酵素⽋損症・新⽣児期からの筋緊張低下p/o 1.. 新⽣児期からの筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期からの筋緊張低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アシルCoA酸化酵素⽋損症・乳児期からの痙攣p/o 1.. 乳児期からの痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳児期からの痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害[RH]

アシルCoA酸化酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アシルCoA酸化酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害p/o 1.. ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害状態$異常状態%原因a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・アシルCoA酸化酵素⽋損[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害状態$異常状態%結果a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・聴⼒障害[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害状態$異常状態%結果a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・視⼒障害[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・新⽣児期からの筋緊張低下[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害状態$異常状態%結果a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・乳児期からの痙攣[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アシルCoA酸化酵素⽋損症・アシルCoA酸化酵素⽋損p/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アシルCoA酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アシルCoA酸化酵素⽋損症・聴⼒障害p/o 1.. 聴⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<聴⼒障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アシルCoA酸化酵素⽋損症・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アシルCoA酸化酵素⽋損症・新⽣児期からの筋緊張低下p/o 1.. 新⽣児期からの筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期からの筋緊張低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アシルCoA酸化酵素⽋損症・乳児期からの痙攣p/o 1.. 乳児期からの痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳児期からの痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. アシルCoA酸化酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝障害[RH]

アシルCoA酸化酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼆頭酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常p/o 1.. ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・⼆頭酵素⽋損[RH]

▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・哺乳不良[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・前額突出[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・⼤泉⾨開⼤[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・難治化する進⾏性痙攣[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・新⽣児期からの筋緊張低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・⼆頭酵素⽋損p/o 1.. ⼆頭酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼆頭酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・哺乳不良p/o 1.. 哺乳不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・前額突出p/o 1.. 前額突出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<前額突出状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・⼤泉⾨開⼤p/o 1.. ⼤泉⾨開⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤泉⾨開⼤状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・難治化する進⾏性痙攣p/o 1.. 難治化する進⾏性痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<難治化する進⾏性痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・新⽣児期からの筋緊張低下p/o 1.. 新⽣児期からの筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期からの筋緊張低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]

⼆頭酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常p/o 1.. ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・⼆頭酵素⽋損[RH]

▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・哺乳不良[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・前額突出[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・⼤泉⾨開⼤[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・難治化する進⾏性痙攣[RH]
▼結果 <<ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・新⽣児期からの筋緊張低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・⼆頭酵素⽋損p/o 1.. ⼆頭酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼆頭酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・哺乳不良p/o 1.. 哺乳不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・前額突出p/o 1.. 前額突出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<前額突出状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・⼤泉⾨開⼤p/o 1.. ⼤泉⾨開⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤泉⾨開⼤状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・難治化する進⾏性痙攣p/o 1.. 難治化する進⾏性痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<難治化する進⾏性痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆頭酵素⽋損症・新⽣児期からの筋緊張低下p/o 1.. 新⽣児期からの筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期からの筋緊張低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆頭酵素⽋損症・ペルオキシソームでの極⻑鎖脂肪酸代謝異常[RH]

⼆頭酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・⾼シュウ酸⾎症p/o 1.. ⾼シュウ酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼シュウ酸⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・肝ペルオキシソームに局在するアラニン︓グリオキシル酸アミノトランスフェラーゼ（AGT）の⽋損[RH]
▼結果 <<⾼シュウ酸⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・多臓器に⽯灰沈着[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・肝ペルオキシソームに局在するアラニン︓グリオキシル酸アミノトランスフェラーゼ（AGT）の⽋損p/o 1.. 肝ペルオキシソームに局在するアラニン︓グリオキシル酸アミノトランスフェラーゼ（AGT）の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝ペルオキシソームに局在するアラニン︓グリオキシル酸アミノトランスフェラーゼ（AGT）の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・⾼シュウ酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・多臓器に⽯灰沈着p/o 1.. 多臓器に⽯灰沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多臓器に⽯灰沈着状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・⾼シュウ酸⾎症[RH]

原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・⾼シュウ酸⾎症p/o 1.. ⾼シュウ酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼シュウ酸⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・肝ペルオキシソームに局在するアラニン︓グリオキシル酸アミノトランスフェラーゼ（AGT）の⽋損[RH]
▼結果 <<⾼シュウ酸⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・多臓器に⽯灰沈着[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・肝ペルオキシソームに局在するアラニン︓グリオキシル酸アミノトランスフェラーゼ（AGT）の⽋損p/o 1.. 肝ペルオキシソームに局在するアラニン︓グリオキシル酸アミノトランスフェラーゼ（AGT）の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝ペルオキシソームに局在するアラニン︓グリオキシル酸アミノトランスフェラーゼ（AGT）の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・⾼シュウ酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・多臓器に⽯灰沈着p/o 1.. 多臓器に⽯灰沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多臓器に⽯灰沈着状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型・⾼シュウ酸⾎症[RH]

原発性⾼シュウ酸⾎症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 無カタラーゼ⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 無カタラーゼ⾎症・無カタラーゼ⾎症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無カタラーゼ⾎症・無カタラーゼ⾎症p/o 1.. 無カタラーゼ⾎症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無カタラーゼ⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 無カタラーゼ⾎症・ペルオキシソームの酵素の⼀つであるカタラーゼの⽋損[RH]
▼結果 <<無カタラーゼ⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 無カタラーゼ⾎症・⻭周囲組織の進⾏性壊疽性病変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無カタラーゼ⾎症・ペルオキシソームの酵素の⼀つであるカタラーゼの⽋損p/o 1.. ペルオキシソームの酵素の⼀つであるカタラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ペルオキシソームの酵素の⼀つであるカタラーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 無カタラーゼ⾎症・無カタラーゼ⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無カタラーゼ⾎症・⻭周囲組織の進⾏性壊疽性病変p/o 1.. ⻭周囲組織の進⾏性壊疽性病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻭周囲組織の進⾏性壊疽性病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 無カタラーゼ⾎症・無カタラーゼ⾎症[RH]

無カタラーゼ⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無カタラーゼ⾎症・無カタラーゼ⾎症p/o 1.. 無カタラーゼ⾎症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無カタラーゼ⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 無カタラーゼ⾎症・ペルオキシソームの酵素の⼀つであるカタラーゼの⽋損[RH]
▼結果 <<無カタラーゼ⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 無カタラーゼ⾎症・⻭周囲組織の進⾏性壊疽性病変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無カタラーゼ⾎症・ペルオキシソームの酵素の⼀つであるカタラーゼの⽋損p/o 1.. ペルオキシソームの酵素の⼀つであるカタラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ペルオキシソームの酵素の⼀つであるカタラーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 無カタラーゼ⾎症・無カタラーゼ⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無カタラーゼ⾎症・⻭周囲組織の進⾏性壊疽性病変p/o 1.. ⻭周囲組織の進⾏性壊疽性病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻭周囲組織の進⾏性壊疽性病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 無カタラーゼ⾎症・無カタラーゼ⾎症[RH]

無カタラーゼ⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 無カタラーゼ⾎症・無カタラーゼ⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 無カタラーゼ⾎症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

無カタラーゼ⾎症・無カタラーゼ⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）無カタラーゼ⾎症・無カタラーゼ⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⿇疹
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (7)] ⿇疹性中⽿炎，⿇疹性⾓結膜炎，⿇疹性⾓膜炎，⿇疹性結膜炎，

⿇疹肺炎，⿇疹脳炎，⿇疹脊髄炎
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・⿇疹ウイルス感染p/o 1.. ⿇疹ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿇疹・発熱[RH]

▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・眼脂[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⿇疹・咳嗽[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・羞明[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・⿐汁[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・Koplik斑[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・⼀過性の解熱傾向ののちに再度発熱[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・再発熱時の発疹[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・健康⽪膚⾯を残し癒合傾向のある鮮紅⾊の⼩斑状丘疹[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・発疹消退後の褐⾊の⾊素沈着[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・眼脂p/o 1.. 眼脂[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]
▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾓結膜炎[RH]
▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. 結膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 巨細胞性肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・羞明p/o 1.. 羞明[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<羞明状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]
▼原因 <<羞明状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾓膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・⿐汁p/o 1.. ⿐汁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿐汁状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

⿇疹 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・⿇疹ウイルス感染p/o 1.. ⿇疹ウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿇疹・発熱[RH]

▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・眼脂[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⿇疹・咳嗽[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・羞明[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・⿐汁[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・Koplik斑[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・⼀過性の解熱傾向ののちに再度発熱[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・再発熱時の発疹[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・健康⽪膚⾯を残し癒合傾向のある鮮紅⾊の⼩斑状丘疹[RH]
▼結果 <<⿇疹ウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹・発疹消退後の褐⾊の⾊素沈着[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・眼脂p/o 1.. 眼脂[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]
▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾓結膜炎[RH]
▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. 結膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 巨細胞性肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・羞明p/o 1.. 羞明[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<羞明状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]
▼原因 <<羞明状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾓膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・⿐汁p/o 1.. ⿐汁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿐汁状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

⿇疹 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿐汁状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・Koplik斑p/o 1.. Koplik斑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Koplik斑状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・⼀過性の解熱傾向ののちに再度発熱p/o 1.. ⼀過性の解熱傾向ののちに再度発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀過性の解熱傾向ののちに再度発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・再発熱時の発疹p/o 1.. 再発熱時の発疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<再発熱時の発疹状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・健康⽪膚⾯を残し癒合傾向のある鮮紅⾊の⼩斑状丘疹p/o 1.. 健康⽪膚⾯を残し癒合傾向のある鮮紅⾊の⼩斑状丘疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<健康⽪膚⾯を残し癒合傾向のある鮮紅⾊の⼩斑状丘疹状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・発疹消退後の褐⾊の⾊素沈着p/o 1.. 発疹消退後の褐⾊の⾊素沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発疹消退後の褐⾊の⾊素沈着状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿐汁状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・Koplik斑p/o 1.. Koplik斑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Koplik斑状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・⼀過性の解熱傾向ののちに再度発熱p/o 1.. ⼀過性の解熱傾向ののちに再度発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀過性の解熱傾向ののちに再度発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・再発熱時の発疹p/o 1.. 再発熱時の発疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<再発熱時の発疹状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・健康⽪膚⾯を残し癒合傾向のある鮮紅⾊の⼩斑状丘疹p/o 1.. 健康⽪膚⾯を残し癒合傾向のある鮮紅⾊の⼩斑状丘疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<健康⽪膚⾯を残し癒合傾向のある鮮紅⾊の⼩斑状丘疹状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹・発疹消退後の褐⾊の⾊素沈着p/o 1.. 発疹消退後の褐⾊の⾊素沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発疹消退後の褐⾊の⾊素沈着状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹・⿇疹ウイルス感染[RH]
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[Class Name] ⿇疹性中⽿炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⿇疹
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性中⽿炎・中⽿炎p/o 1.. 中⽿炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中⽿炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性中⽿炎・⿇疹感染時の細菌の⼆次感染[RH]
▼結果 <<中⽿炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⿇疹性中⽿炎・⽿痛[RH]
▼結果 <<中⽿炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性中⽿炎・⽿漏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性中⽿炎・⿇疹感染時の細菌の⼆次感染p/o 1.. ⿇疹感染時の細菌の⼆次感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿇疹感染時の細菌の⼆次感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性中⽿炎・中⽿炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性中⽿炎・⽿痛p/o 1.. ⽿痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽿痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性中⽿炎・中⽿炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性中⽿炎・⽿漏p/o 1.. ⽿漏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽿漏状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性中⽿炎・中⽿炎[RH]

⿇疹性中⽿炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性中⽿炎・中⽿炎p/o 1.. 中⽿炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中⽿炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性中⽿炎・⿇疹感染時の細菌の⼆次感染[RH]
▼結果 <<中⽿炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⿇疹性中⽿炎・⽿痛[RH]
▼結果 <<中⽿炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性中⽿炎・⽿漏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性中⽿炎・⿇疹感染時の細菌の⼆次感染p/o 1.. ⿇疹感染時の細菌の⼆次感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿇疹感染時の細菌の⼆次感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性中⽿炎・中⽿炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性中⽿炎・⽿痛p/o 1.. ⽿痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽿痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性中⽿炎・中⽿炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性中⽿炎・⽿漏p/o 1.. ⽿漏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽿漏状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性中⽿炎・中⽿炎[RH]

⿇疹性中⽿炎 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 372 ]

[Class Name] ⿇疹性⾓結膜炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⿇疹
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓結膜炎・⾓結膜炎p/o 1.. ⾓結膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾓結膜炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・⿇疹感染[RH]

▼結果 <<⾓結膜炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・眼脂[RH]

▼結果 <<⾓結膜炎状態$異常状態%結果
⾓結膜炎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾓結膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・流涙[RH]
▼結果 <<⾓結膜炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・眼球結膜充⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓結膜炎・⿇疹感染p/o 1.. ⿇疹感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿇疹感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・⾓結膜炎[RH]

▼構成要素 <<⿇疹$構成要素
⿇疹性⾓結膜炎・眼脂p/o 1.. 眼脂[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・⾓結膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓結膜炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・⾓結膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓結膜炎・流涙p/o 1.. 流涙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<流涙状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・⾓結膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓結膜炎・眼球結膜充⾎p/o 1.. 眼球結膜充⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼球結膜充⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・⾓結膜炎[RH]

⿇疹性⾓結膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓結膜炎・⾓結膜炎p/o 1.. ⾓結膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾓結膜炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・⿇疹感染[RH]

▼結果 <<⾓結膜炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・眼脂[RH]

▼結果 <<⾓結膜炎状態$異常状態%結果
⾓結膜炎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾓結膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・流涙[RH]
▼結果 <<⾓結膜炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・眼球結膜充⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓結膜炎・⿇疹感染p/o 1.. ⿇疹感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿇疹感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・⾓結膜炎[RH]

▼構成要素 <<⿇疹$構成要素
⿇疹性⾓結膜炎・眼脂p/o 1.. 眼脂[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・⾓結膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓結膜炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・⾓結膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓結膜炎・流涙p/o 1.. 流涙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<流涙状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・⾓結膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓結膜炎・眼球結膜充⾎p/o 1.. 眼球結膜充⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼球結膜充⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿇疹性⾓結膜炎・⾓結膜炎[RH]

⿇疹性⾓結膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⿇疹性⾓膜炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⿇疹
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓膜炎・⾓膜炎p/o 1.. ⾓膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓膜炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・⿇疹感染[RH]
▼結果 <<⾓膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・羞明[RH]
▼結果 <<⾓膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・眼痛[RH]
▼結果 <<⾓膜炎状態$異常状態%結果
⾓膜炎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓膜炎・⿇疹感染p/o 1.. ⿇疹感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⿇疹感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・⾓膜炎[RH]

▼構成要素 <<⿇疹$構成要素
⿇疹性⾓膜炎・羞明p/o 1.. 羞明[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<羞明状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・⾓膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓膜炎・眼痛p/o 1.. 眼痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・⾓膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓膜炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・⾓膜炎[RH]

⿇疹性⾓膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓膜炎・⾓膜炎p/o 1.. ⾓膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓膜炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・⿇疹感染[RH]
▼結果 <<⾓膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・羞明[RH]
▼結果 <<⾓膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・眼痛[RH]
▼結果 <<⾓膜炎状態$異常状態%結果
⾓膜炎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓膜炎・⿇疹感染p/o 1.. ⿇疹感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⿇疹感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・⾓膜炎[RH]

▼構成要素 <<⿇疹$構成要素
⿇疹性⾓膜炎・羞明p/o 1.. 羞明[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<羞明状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・⾓膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓膜炎・眼痛p/o 1.. 眼痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・⾓膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性⾓膜炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. ⿇疹性⾓膜炎・⾓膜炎[RH]

⿇疹性⾓膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⿇疹性結膜炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⿇疹
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性結膜炎・結膜炎p/o 1.. 結膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結膜炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・⿇疹感染[RH]
▼結果 <<結膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・眼瞼結膜充⾎[RH]
▼結果 <<結膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・眼脂[RH]
▼結果 <<結膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・眼球結膜充⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性結膜炎・⿇疹感染p/o 1.. ⿇疹感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⿇疹感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・結膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性結膜炎・眼瞼結膜充⾎p/o 1.. 眼瞼結膜充⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼瞼結膜充⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・結膜炎[RH]

▼構成要素 <<⿇疹$構成要素
⿇疹性結膜炎・眼脂p/o 1.. 眼脂[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・結膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性結膜炎・眼球結膜充⾎p/o 1.. 眼球結膜充⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼球結膜充⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・結膜炎[RH]

⿇疹性結膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性結膜炎・結膜炎p/o 1.. 結膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結膜炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・⿇疹感染[RH]
▼結果 <<結膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・眼瞼結膜充⾎[RH]
▼結果 <<結膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・眼脂[RH]
▼結果 <<結膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・眼球結膜充⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性結膜炎・⿇疹感染p/o 1.. ⿇疹感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⿇疹感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・結膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性結膜炎・眼瞼結膜充⾎p/o 1.. 眼瞼結膜充⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼瞼結膜充⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・結膜炎[RH]

▼構成要素 <<⿇疹$構成要素
⿇疹性結膜炎・眼脂p/o 1.. 眼脂[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼脂状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・結膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹性結膜炎・眼球結膜充⾎p/o 1.. 眼球結膜充⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼球結膜充⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹性結膜炎・結膜炎[RH]

⿇疹性結膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⿇疹肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⿇疹
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹肺炎・巨細胞性肺炎p/o 1.. 巨細胞性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<巨細胞性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹肺炎・咳嗽[RH]
▼結果 <<巨細胞性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹肺炎・発熱の持続[RH]

▼構成要素 <<⿇疹$構成要素
⿇疹肺炎・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹肺炎・巨細胞性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹肺炎・発熱の持続p/o 1.. 発熱の持続[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱の持続状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹肺炎・巨細胞性肺炎[RH]

⿇疹肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹肺炎・巨細胞性肺炎p/o 1.. 巨細胞性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<巨細胞性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹肺炎・咳嗽[RH]
▼結果 <<巨細胞性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹肺炎・発熱の持続[RH]

▼構成要素 <<⿇疹$構成要素
⿇疹肺炎・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹肺炎・巨細胞性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹肺炎・発熱の持続p/o 1.. 発熱の持続[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱の持続状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹肺炎・巨細胞性肺炎[RH]

⿇疹肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⿇疹脳炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⿇疹
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹脳炎・脳炎p/o 1.. 脳炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脳炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹脳炎・⿇疹感染[RH]
▼結果 <<脳炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹脳炎・痙攣[RH]
▼結果 <<脳炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹脳炎・意識障害[RH]
▼結果 <<脳炎状態$異常状態%結果
脳炎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⿇疹脳炎・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹脳炎・⿇疹感染p/o 1.. ⿇疹感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⿇疹感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹脳炎・脳炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹脳炎・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹脳炎・脳炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹脳炎・意識障害p/o 1.. 意識障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<意識障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹脳炎・脳炎[RH]

構成要素 <<
⿇疹脳炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. ⿇疹脳炎・脳炎[RH]

⿇疹脳炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹脳炎・脳炎p/o 1.. 脳炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脳炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹脳炎・⿇疹感染[RH]
▼結果 <<脳炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹脳炎・痙攣[RH]
▼結果 <<脳炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹脳炎・意識障害[RH]
▼結果 <<脳炎状態$異常状態%結果
脳炎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⿇疹脳炎・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹脳炎・⿇疹感染p/o 1.. ⿇疹感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⿇疹感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹脳炎・脳炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹脳炎・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹脳炎・脳炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹脳炎・意識障害p/o 1.. 意識障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<意識障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹脳炎・脳炎[RH]

構成要素 <<
⿇疹脳炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. ⿇疹脳炎・脳炎[RH]

⿇疹脳炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⿇疹脊髄炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⿇疹
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹脊髄炎・脊髄炎p/o 1.. 脊髄炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脊髄炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹脊髄炎・⿇疹感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹脊髄炎・⿇疹感染p/o 1.. ⿇疹感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿇疹感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹脊髄炎・脊髄炎[RH]

⿇疹脊髄炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹脊髄炎・脊髄炎p/o 1.. 脊髄炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脊髄炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿇疹脊髄炎・⿇疹感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹脊髄炎・⿇疹感染p/o 1.. ⿇疹感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿇疹感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹脊髄炎・脊髄炎[RH]

⿇疹脊髄炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Lesch-Nyhan症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Lesch-Nyhan症候群・⾼尿酸⾎症p/o 1.. ⾼尿酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾼尿酸⾎症状態$異常状態%結果
⾼尿酸⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Lesch-Nyhan症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Lesch-Nyhan症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. Lesch-Nyhan症候群・⾼尿酸⾎症[RH]

Lesch-Nyhan症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Lesch-Nyhan症候群・⾼尿酸⾎症p/o 1.. ⾼尿酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾼尿酸⾎症状態$異常状態%結果
⾼尿酸⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Lesch-Nyhan症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Lesch-Nyhan症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. Lesch-Nyhan症候群・⾼尿酸⾎症[RH]

Lesch-Nyhan症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] プリンヌクレオシドホスホリラーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
プリンヌクレオシドホスホリラーゼ⽋損症・核酸代謝障害p/o 1.. 核酸代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<核酸代謝障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. プリンヌクレオシドホスホリラーゼ⽋損症・プリン体のサルベージ回路の障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
プリンヌクレオシドホスホリラーゼ⽋損症・プリン体のサルベージ回路の障害p/o 1.. プリン体のサルベージ回路の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<プリン体のサルベージ回路の障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. プリンヌクレオシドホスホリラーゼ⽋損症・核酸代謝障害[RH]

プリンヌクレオシドホスホリラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
プリンヌクレオシドホスホリラーゼ⽋損症・核酸代謝障害p/o 1.. 核酸代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<核酸代謝障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. プリンヌクレオシドホスホリラーゼ⽋損症・プリン体のサルベージ回路の障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
プリンヌクレオシドホスホリラーゼ⽋損症・プリン体のサルベージ回路の障害p/o 1.. プリン体のサルベージ回路の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<プリン体のサルベージ回路の障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. プリンヌクレオシドホスホリラーゼ⽋損症・核酸代謝障害[RH]

プリンヌクレオシドホスホリラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アデノシンデアミナーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノシンデアミナーゼ⽋損症・核酸代謝障害p/o 1.. 核酸代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<核酸代謝障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. アデノシンデアミナーゼ⽋損症・プリン体のサルベージ回路の障害[RH]

▼原因 <<核酸代謝障害状態$異常状態%原因
核酸代謝障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. アデノシンデアミナーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノシンデアミナーゼ⽋損症・プリン体のサルベージ回路の障害p/o 1.. プリン体のサルベージ回路の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<プリン体のサルベージ回路の障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. アデノシンデアミナーゼ⽋損症・核酸代謝障害[RH]

構成要素 <<
アデノシンデアミナーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. アデノシンデアミナーゼ⽋損症・核酸代謝障害[RH]

アデノシンデアミナーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノシンデアミナーゼ⽋損症・核酸代謝障害p/o 1.. 核酸代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<核酸代謝障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. アデノシンデアミナーゼ⽋損症・プリン体のサルベージ回路の障害[RH]

▼原因 <<核酸代謝障害状態$異常状態%原因
核酸代謝障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. アデノシンデアミナーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノシンデアミナーゼ⽋損症・プリン体のサルベージ回路の障害p/o 1.. プリン体のサルベージ回路の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<プリン体のサルベージ回路の障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. アデノシンデアミナーゼ⽋損症・核酸代謝障害[RH]

構成要素 <<
アデノシンデアミナーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. アデノシンデアミナーゼ⽋損症・核酸代謝障害[RH]

アデノシンデアミナーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アデニロコハク酸リアーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

アデニロコハク酸リアーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）アデニロコハク酸リアーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] オロチン酸尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オロチン酸尿症・核酸代謝異障害p/o 1.. 核酸代謝異障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<核酸代謝異障害状態$異常状態%原因
核酸代謝異障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. オロチン酸尿症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<核酸代謝異障害状態$異常状態%結果
核酸代謝異障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. オロチン酸尿症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
オロチン酸尿症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. オロチン酸尿症・核酸代謝異障害[RH]
原因

a/o 1.. オロチン酸尿症・核酸代謝異障害[RH]

オロチン酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
オロチン酸尿症・核酸代謝異障害p/o 1.. 核酸代謝異障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<核酸代謝異障害状態$異常状態%原因
核酸代謝異障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. オロチン酸尿症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<核酸代謝異障害状態$異常状態%結果
核酸代謝異障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. オロチン酸尿症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
オロチン酸尿症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. オロチン酸尿症・核酸代謝異障害[RH]
原因

a/o 1.. オロチン酸尿症・核酸代謝異障害[RH]

オロチン酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性オロト酸尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

先天性オロト酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）先天性オロト酸尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピリミジン分解系異常
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリミジン分解系異常・ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損p/o 1.. ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピリミジン分解系異常・⼩頭症[RH]

▼結果 <<ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピリミジン分解系異常・難治性てんかん[RH]

▼結果 <<ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリミジン分解系異常・アテトーゼ[RH]
▼結果 <<ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリミジン分解系異常・尿中ジヒドロウラシル陽性[RH]
▼結果 <<ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ピリミジン分解系異常・尿中ジヒドロチミン陽性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリミジン分解系異常・⼩頭症p/o 1.. ⼩頭症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩頭症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピリミジン分解系異常・ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリミジン分解系異常・難治性てんかんp/o 1.. 難治性てんかん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<難治性てんかん状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリミジン分解系異常・ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリミジン分解系異常・アテトーゼp/o 1.. アテトーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アテトーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピリミジン分解系異常・ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリミジン分解系異常・尿中ジヒドロウラシル陽性p/o 1.. 尿中ジヒドロウラシル陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中ジヒドロウラシル陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリミジン分解系異常・ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリミジン分解系異常・尿中ジヒドロチミン陽性p/o 1.. 尿中ジヒドロチミン陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中ジヒドロチミン陽性状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピリミジン分解系異常・ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損[RH]

ピリミジン分解系異常 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリミジン分解系異常・ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損p/o 1.. ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピリミジン分解系異常・⼩頭症[RH]

▼結果 <<ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピリミジン分解系異常・難治性てんかん[RH]

▼結果 <<ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリミジン分解系異常・アテトーゼ[RH]
▼結果 <<ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリミジン分解系異常・尿中ジヒドロウラシル陽性[RH]
▼結果 <<ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ピリミジン分解系異常・尿中ジヒドロチミン陽性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリミジン分解系異常・⼩頭症p/o 1.. ⼩頭症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩頭症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピリミジン分解系異常・ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリミジン分解系異常・難治性てんかんp/o 1.. 難治性てんかん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<難治性てんかん状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリミジン分解系異常・ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリミジン分解系異常・アテトーゼp/o 1.. アテトーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アテトーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピリミジン分解系異常・ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリミジン分解系異常・尿中ジヒドロウラシル陽性p/o 1.. 尿中ジヒドロウラシル陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中ジヒドロウラシル陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリミジン分解系異常・ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリミジン分解系異常・尿中ジヒドロチミン陽性p/o 1.. 尿中ジヒドロチミン陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿中ジヒドロチミン陽性状態$異常状態%原因
a/o 1.. ピリミジン分解系異常・ジヒドロピリミジン脱⽔素酵素の⽋損[RH]

ピリミジン分解系異常 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Crigler-Najjar症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] Crigler-Najjar症候群Ⅰ型，Crigler-Najjar症候群Ⅱ型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Crigler-Najjar症候群・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損p/o 1.. 肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%原因
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Crigler-Najjar症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. Crigler-Najjar症候群・関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]
▼結果 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 暫定連鎖

構成要素 <<
Crigler-Najjar症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. Crigler-Najjar症候群・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]
原因

a/o 1.. 肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Crigler-Najjar症候群・関節型⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. 関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節型⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. Crigler-Najjar症候群・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

Crigler-Najjar症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Crigler-Najjar症候群・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損p/o 1.. 肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%原因
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Crigler-Najjar症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. Crigler-Najjar症候群・関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]
▼結果 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 暫定連鎖

構成要素 <<
Crigler-Najjar症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. Crigler-Najjar症候群・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]
原因

a/o 1.. 肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Crigler-Najjar症候群・関節型⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. 関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節型⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. Crigler-Najjar症候群・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

Crigler-Najjar症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Crigler-Najjar症候群Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / Crigler-Najjar症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素
Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損p/o 1.. 肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%原因
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素%結果

a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]
原因 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素%原因

a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]
▼構成要素 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素
Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・関節型⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. 関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<関節型⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

Crigler-Najjar症候群Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素
Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損p/o 1.. 肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%原因
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素%結果

a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]
原因 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素%原因

a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]
▼構成要素 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素
Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・関節型⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. 関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<関節型⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅰ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

Crigler-Najjar症候群Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Crigler-Najjar症候群Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / Crigler-Najjar症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素
Crigler-Najjar症候群Ⅱ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損p/o 1.. 肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%原因
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅱ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅱ型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Crigler-Najjar症候群Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素%結果a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅱ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]
原因 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素%原因

a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅱ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

Crigler-Najjar症候群Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素
Crigler-Najjar症候群Ⅱ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損p/o 1.. 肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%原因
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅱ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損状態$異常状態%結果
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅱ型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Crigler-Najjar症候群Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素%結果a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅱ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]
原因 <<Crigler-Najjar症候群$構成要素%原因

a/o 1.. Crigler-Najjar症候群Ⅱ型・肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ⽋損[RH]

Crigler-Najjar症候群Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Gilbert症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Gilbert症候群・軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. 軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Gilbert症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. Gilbert症候群・⻩疸[RH]
構成要素 <<
Gilbert症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Gilbert症候群・軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Gilbert症候群・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻩疸状態$異常状態%原因

a/o 1.. Gilbert症候群・軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]

Gilbert症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Gilbert症候群・軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症p/o 1.. 軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因
軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Gilbert症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. Gilbert症候群・⻩疸[RH]
構成要素 <<
Gilbert症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Gilbert症候群・軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Gilbert症候群・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻩疸状態$異常状態%原因

a/o 1.. Gilbert症候群・軽度の関節型⾼ビリルビン⾎症[RH]

Gilbert症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 鎌状⾚⾎球貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球貧⾎・ヘモグロビン異常p/o 1.. ヘモグロビン異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

鎌状⾚⾎球貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球貧⾎・ヘモグロビン異常p/o 1.. ヘモグロビン異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

鎌状⾚⾎球貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 不安定ヘモグロビン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不安定ヘモグロビン症・溶⾎p/o 1.. 溶⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<溶⾎状態$異常状態%原因
溶⾎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 不安定ヘモグロビン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<溶⾎状態$異常状態%結果
溶⾎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 不安定ヘモグロビン症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
不安定ヘモグロビン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 不安定ヘモグロビン症・溶⾎[RH]
原因a/o 1.. 不安定ヘモグロビン症・溶⾎[RH]

不安定ヘモグロビン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
不安定ヘモグロビン症・溶⾎p/o 1.. 溶⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<溶⾎状態$異常状態%原因
溶⾎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 不安定ヘモグロビン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<溶⾎状態$異常状態%結果
溶⾎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 不安定ヘモグロビン症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
不安定ヘモグロビン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 不安定ヘモグロビン症・溶⾎[RH]
原因a/o 1.. 不安定ヘモグロビン症・溶⾎[RH]

不安定ヘモグロビン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性メトヘモグロビン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン還元不能p/o 1.. メトヘモグロビン還元不能[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<メトヘモグロビン還元不能状態$異常状態%原因
メトヘモグロビン還元不能・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン還元不能状態$異常状態%結果
メトヘモグロビン還元不能・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン還元不能[RH]

原因
a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン還元不能[RH]

先天性メトヘモグロビン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン還元不能p/o 1.. メトヘモグロビン還元不能[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<メトヘモグロビン還元不能状態$異常状態%原因
メトヘモグロビン還元不能・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン還元不能状態$異常状態%結果
メトヘモグロビン還元不能・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン還元不能[RH]

原因
a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン還元不能[RH]

先天性メトヘモグロビン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ヘモグロビンM症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンM症・メトヘモグロビン還元不能p/o 1.. メトヘモグロビン還元不能[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<メトヘモグロビン還元不能状態$異常状態%原因
メトヘモグロビン還元不能・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ヘモグロビンM症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン還元不能状態$異常状態%結果
メトヘモグロビン還元不能・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ヘモグロビンM症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ヘモグロビンM症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. ヘモグロビンM症・メトヘモグロビン還元不能[RH]
原因

a/o 1.. ヘモグロビンM症・メトヘモグロビン還元不能[RH]

ヘモグロビンM症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンM症・メトヘモグロビン還元不能p/o 1.. メトヘモグロビン還元不能[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<メトヘモグロビン還元不能状態$異常状態%原因
メトヘモグロビン還元不能・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ヘモグロビンM症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン還元不能状態$異常状態%結果
メトヘモグロビン還元不能・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ヘモグロビンM症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ヘモグロビンM症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. ヘモグロビンM症・メトヘモグロビン還元不能[RH]
原因

a/o 1.. ヘモグロビンM症・メトヘモグロビン還元不能[RH]

ヘモグロビンM症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻髄性ポルフィリン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 先天性⾻髄性ポルフィリン症，⾻髄性プロトポルフィリン症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損p/o 1.. ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄性ポルフィリン症・溶⾎性貧⾎[RH]
▼結果 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄性ポルフィリン症・⽇光過敏症[RH]
▼結果 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄性ポルフィリン症・神経症状[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄性ポルフィリン症・溶⾎性貧⾎p/o 1.. 溶⾎性貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄性ポルフィリン症・⽇光過敏症p/o 1.. ⽇光過敏症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽇光過敏症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄性ポルフィリン症・神経症状p/o 1.. 神経症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経症状状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

⾻髄性ポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損p/o 1.. ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄性ポルフィリン症・溶⾎性貧⾎[RH]
▼結果 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄性ポルフィリン症・⽇光過敏症[RH]
▼結果 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄性ポルフィリン症・神経症状[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄性ポルフィリン症・溶⾎性貧⾎p/o 1.. 溶⾎性貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄性ポルフィリン症・⽇光過敏症p/o 1.. ⽇光過敏症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽇光過敏症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄性ポルフィリン症・神経症状p/o 1.. 神経症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経症状状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

⾻髄性ポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⾻髄性ポルフィリン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾻髄性ポルフィリン症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾻髄性ポルフィリン症・Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損p/o 1.. Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損状態$異常状態%原因
Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・⾓膜混濁[RH]
▼結果 <<Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・オムツがピンク⾊に染まる[RH]
▼結果 <<Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・⽪膚炎[RH]

構成要素 <<
先天性⾻髄性ポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾻髄性ポルフィリン症・⾓膜混濁p/o 1.. ⾓膜混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓膜混濁状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾻髄性ポルフィリン症・オムツがピンク⾊に染まるp/o 1.. オムツがピンク⾊に染まる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<オムツがピンク⾊に染まる状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾻髄性ポルフィリン症・⽪膚炎p/o 1.. ⽪膚炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損[RH]

先天性⾻髄性ポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾻髄性ポルフィリン症・Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損p/o 1.. Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損状態$異常状態%原因
Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・⾓膜混濁[RH]
▼結果 <<Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・オムツがピンク⾊に染まる[RH]
▼結果 <<Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・⽪膚炎[RH]

構成要素 <<
先天性⾻髄性ポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾻髄性ポルフィリン症・⾓膜混濁p/o 1.. ⾓膜混濁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾓膜混濁状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾻髄性ポルフィリン症・オムツがピンク⾊に染まるp/o 1.. オムツがピンク⾊に染まる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<オムツがピンク⾊に染まる状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾻髄性ポルフィリン症・⽪膚炎p/o 1.. ⽪膚炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾻髄性ポルフィリン症・Uroporphyrinogen III cosynthase⽋損[RH]

先天性⾻髄性ポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻髄性プロトポルフィリン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾻髄性ポルフィリン症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄性プロトポルフィリン症・Ferrochelatase⽋損p/o 1.. Ferrochelatase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ferrochelatase⽋損状態$異常状態%原因
Ferrochelatase⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾻髄性プロトポルフィリン症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⾻髄性プロトポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ⾻髄性プロトポルフィリン症・Ferrochelatase⽋損[RH]

⾻髄性プロトポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄性プロトポルフィリン症・Ferrochelatase⽋損p/o 1.. Ferrochelatase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ferrochelatase⽋損状態$異常状態%原因
Ferrochelatase⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾻髄性プロトポルフィリン症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⾻髄性プロトポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ⾻髄性プロトポルフィリン症・Ferrochelatase⽋損[RH]

⾻髄性プロトポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] プロトポルフィリン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
プロトポルフィリン症・Ferrochelatase機能不全p/o 1.. Ferrochelatase機能不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ferrochelatase機能不全状態$異常状態%原因
Ferrochelatase機能不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. プロトポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Ferrochelatase機能不全状態$異常状態%結果
Ferrochelatase機能不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. プロトポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Ferrochelatase機能不全状態$異常状態%結果a/o 1.. プロトポルフィリン症・胆⽯[RH]

構成要素 <<
プロトポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. プロトポルフィリン症・Ferrochelatase機能不全[RH]

原因a/o 1.. プロトポルフィリン症・Ferrochelatase機能不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
プロトポルフィリン症・胆⽯p/o 1.. 胆⽯[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胆⽯状態$異常状態%原因
a/o 1.. プロトポルフィリン症・Ferrochelatase機能不全[RH]

プロトポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
プロトポルフィリン症・Ferrochelatase機能不全p/o 1.. Ferrochelatase機能不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ferrochelatase機能不全状態$異常状態%原因
Ferrochelatase機能不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. プロトポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Ferrochelatase機能不全状態$異常状態%結果
Ferrochelatase機能不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. プロトポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Ferrochelatase機能不全状態$異常状態%結果a/o 1.. プロトポルフィリン症・胆⽯[RH]

構成要素 <<
プロトポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. プロトポルフィリン症・Ferrochelatase機能不全[RH]

原因a/o 1.. プロトポルフィリン症・Ferrochelatase機能不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
プロトポルフィリン症・胆⽯p/o 1.. 胆⽯[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胆⽯状態$異常状態%原因
a/o 1.. プロトポルフィリン症・Ferrochelatase機能不全[RH]

プロトポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肝性ポルフィリン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] 急性間⽋性ポルフィリン症，遺伝性コプロポルフィリン症，晩発性⽪膚ポルフィリン症

異型性ポルフィリン症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損p/o 1.. ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%原因
ヘム⽣合成系の酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 肝性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%結果
ヘム⽣合成系の酵素⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 肝性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽇光過敏症[RH]
構成要素 <<
肝性ポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 肝性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

原因
a/o 1.. 肝性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

原因
a/o 1.. Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]

結果
a/o 1.. Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]

結果
a/o 1.. Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]

原因
a/o 1.. プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損[RH]

結果
a/o 1.. プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損[RH]

肝性ポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損p/o 1.. ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%原因
ヘム⽣合成系の酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 肝性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%結果
ヘム⽣合成系の酵素⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 肝性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽇光過敏症[RH]
構成要素 <<
肝性ポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 肝性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

原因
a/o 1.. 肝性ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

原因
a/o 1.. Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]

結果
a/o 1.. Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]

結果
a/o 1.. Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]

原因
a/o 1.. プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損[RH]

結果
a/o 1.. プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損[RH]

肝性ポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 403 ]

[Class Name] 急性間⽋性ポルフィリン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肝性ポルフィリン症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損p/o 1.. Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損状態$異常状態%原因
Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・腹痛[RH]
▼結果 <<Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・頭痛[RH]
▼結果 <<Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・全⾝痛[RH]
▼結果 <<Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・脱⼒感[RH]
▼結果 <<Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損状態$異常状態%結果
Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<肝性ポルフィリン症$構成要素
急性間⽋性ポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肝性ポルフィリン症$構成要素%結果a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]
原因 <<肝性ポルフィリン症$構成要素%原因a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間⽋性ポルフィリン症・腹痛p/o 1.. 腹痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間⽋性ポルフィリン症・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間⽋性ポルフィリン症・全⾝痛p/o 1.. 全⾝痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間⽋性ポルフィリン症・脱⼒感p/o 1.. 脱⼒感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱⼒感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]

急性間⽋性ポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損p/o 1.. Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損状態$異常状態%原因
Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・腹痛[RH]
▼結果 <<Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・頭痛[RH]
▼結果 <<Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・全⾝痛[RH]
▼結果 <<Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・脱⼒感[RH]
▼結果 <<Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損状態$異常状態%結果
Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<肝性ポルフィリン症$構成要素
急性間⽋性ポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肝性ポルフィリン症$構成要素%結果a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]
原因 <<肝性ポルフィリン症$構成要素%原因a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間⽋性ポルフィリン症・腹痛p/o 1.. 腹痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間⽋性ポルフィリン症・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間⽋性ポルフィリン症・全⾝痛p/o 1.. 全⾝痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間⽋性ポルフィリン症・脱⼒感p/o 1.. 脱⼒感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱⼒感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性間⽋性ポルフィリン症・Porphobilinogen deaminaseの部分⽋損[RH]

急性間⽋性ポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性コプロポルフィリン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肝性ポルフィリン症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損p/o 1.. Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Coproporphyrinogen oxidase⽋損状態$異常状態%原因
Coproporphyrinogen oxidase⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Coproporphyrinogen oxidase⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・腹痛[RH]
▼結果 <<Coproporphyrinogen oxidase⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・頭痛[RH]
▼結果 <<Coproporphyrinogen oxidase⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・全⾝痛[RH]
▼結果 <<Coproporphyrinogen oxidase⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・脱⼒感[RH]
▼結果 <<Coproporphyrinogen oxidase⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・不眠[RH]

構成要素 <<肝性ポルフィリン症$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肝性ポルフィリン症$構成要素%結果
a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・腹痛p/o 1.. 腹痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・全⾝痛p/o 1.. 全⾝痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・脱⼒感p/o 1.. 脱⼒感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱⼒感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・不眠p/o 1.. 不眠[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<不眠状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]

遺伝性コプロポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損p/o 1.. Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Coproporphyrinogen oxidase⽋損状態$異常状態%原因
Coproporphyrinogen oxidase⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Coproporphyrinogen oxidase⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・腹痛[RH]
▼結果 <<Coproporphyrinogen oxidase⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・頭痛[RH]
▼結果 <<Coproporphyrinogen oxidase⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・全⾝痛[RH]
▼結果 <<Coproporphyrinogen oxidase⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・脱⼒感[RH]
▼結果 <<Coproporphyrinogen oxidase⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・不眠[RH]

構成要素 <<肝性ポルフィリン症$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肝性ポルフィリン症$構成要素%結果
a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・腹痛p/o 1.. 腹痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・全⾝痛p/o 1.. 全⾝痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・脱⼒感p/o 1.. 脱⼒感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱⼒感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性コプロポルフィリン症・不眠p/o 1.. 不眠[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<不眠状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性コプロポルフィリン症・Coproporphyrinogen oxidase⽋損[RH]

遺伝性コプロポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 晩発性⽪膚ポルフィリン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肝性ポルフィリン症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<肝性ポルフィリン症$構成要素
晩発性⽪膚ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損p/o 1.. ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%原因
ヘム⽣合成系の酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 晩発性⽪膚ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 晩発性⽪膚ポルフィリン症・⽇光過敏症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
晩発性⽪膚ポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<肝性ポルフィリン症$構成要素%結果a/o 1.. 晩発性⽪膚ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
晩発性⽪膚ポルフィリン症・⽇光過敏症p/o 1.. ⽇光過敏症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽇光過敏症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 晩発性⽪膚ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

晩発性⽪膚ポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肝性ポルフィリン症$構成要素
晩発性⽪膚ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損p/o 1.. ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%原因
ヘム⽣合成系の酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 晩発性⽪膚ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ヘム⽣合成系の酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 晩発性⽪膚ポルフィリン症・⽇光過敏症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
晩発性⽪膚ポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<肝性ポルフィリン症$構成要素%結果a/o 1.. 晩発性⽪膚ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
晩発性⽪膚ポルフィリン症・⽇光過敏症p/o 1.. ⽇光過敏症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽇光過敏症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 晩発性⽪膚ポルフィリン症・ヘム⽣合成系の酵素⽋損[RH]

晩発性⽪膚ポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 異型性ポルフィリン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肝性ポルフィリン症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異型性ポルフィリン症・プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損p/o 1.. プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%原因
プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 異型性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%結果
プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 異型性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 異型性ポルフィリン症・神経症状[RH]

構成要素 <<肝性ポルフィリン症$構成要素
異型性ポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肝性ポルフィリン症$構成要素%結果a/o 1.. 異型性ポルフィリン症・プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損[RH]
原因 <<肝性ポルフィリン症$構成要素%原因a/o 1.. 異型性ポルフィリン症・プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異型性ポルフィリン症・神経症状p/o 1.. 神経症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経症状状態$異常状態%原因

a/o 1.. 異型性ポルフィリン症・プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損[RH]

異型性ポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
異型性ポルフィリン症・プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損p/o 1.. プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%原因
プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 異型性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%結果
プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 異型性ポルフィリン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 異型性ポルフィリン症・神経症状[RH]

構成要素 <<肝性ポルフィリン症$構成要素
異型性ポルフィリン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肝性ポルフィリン症$構成要素%結果a/o 1.. 異型性ポルフィリン症・プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損[RH]
原因 <<肝性ポルフィリン症$構成要素%原因a/o 1.. 異型性ポルフィリン症・プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異型性ポルフィリン症・神経症状p/o 1.. 神経症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経症状状態$異常状態%原因

a/o 1.. 異型性ポルフィリン症・プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ⽋損[RH]

異型性ポルフィリン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ウイルソン病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] 肝型ウイルソン病，神経型ウイルソン病，混合型ウイルソン病
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥p/o 1.. P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%原因
P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ウイルソン病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルソン病・肝機能障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. ウイルソン病・歩⾏障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルソン病・構⾳障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルソン病・書字障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. ウイルソン病・錐体外路障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルソン病・Kayser-Fleisher輪[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性〜劇症肝炎[RH]

構成要素 <<
ウイルソン病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・歩⾏障害p/o 1.. 歩⾏障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<歩⾏障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・構⾳障害p/o 1.. 構⾳障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<構⾳障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・書字障害p/o 1.. 書字障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<書字障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・錐体外路障害p/o 1.. 錐体外路障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<錐体外路障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・Kayser-Fleisher輪p/o 1.. Kayser-Fleisher輪[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Kayser-Fleisher輪状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

ウイルソン病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥p/o 1.. P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%原因
P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ウイルソン病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルソン病・肝機能障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. ウイルソン病・歩⾏障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルソン病・構⾳障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルソン病・書字障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. ウイルソン病・錐体外路障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルソン病・Kayser-Fleisher輪[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性〜劇症肝炎[RH]

構成要素 <<
ウイルソン病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・歩⾏障害p/o 1.. 歩⾏障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<歩⾏障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・構⾳障害p/o 1.. 構⾳障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<構⾳障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・書字障害p/o 1.. 書字障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<書字障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・錐体外路障害p/o 1.. 錐体外路障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<錐体外路障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルソン病・Kayser-Fleisher輪p/o 1.. Kayser-Fleisher輪[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Kayser-Fleisher輪状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

ウイルソン病 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]a/o 1.. ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]
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[Class Name] 肝型ウイルソン病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ウイルソン病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
肝型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥p/o 1.. P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%原因
P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 肝型ウイルソン病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肝型ウイルソン病・急性〜劇症肝炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝型ウイルソン病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<ウイルソン病$構成要素%結果

a/o 1.. 肝型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝型ウイルソン病・急性〜劇症肝炎p/o 1.. 急性〜劇症肝炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性〜劇症肝炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肝型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

肝型ウイルソン病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
肝型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥p/o 1.. P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%原因
P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 肝型ウイルソン病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肝型ウイルソン病・急性〜劇症肝炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝型ウイルソン病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<ウイルソン病$構成要素%結果

a/o 1.. 肝型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝型ウイルソン病・急性〜劇症肝炎p/o 1.. 急性〜劇症肝炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性〜劇症肝炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肝型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

肝型ウイルソン病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 神経型ウイルソン病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ウイルソン病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
神経型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥p/o 1.. P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%原因
P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 神経型ウイルソン病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経型ウイルソン病・構⾳障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経型ウイルソン病・書字障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経型ウイルソン病・錐体外路障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経型ウイルソン病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<ウイルソン病$構成要素%結果a/o 1.. 神経型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
神経型ウイルソン病・構⾳障害p/o 1.. 構⾳障害[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<構⾳障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
神経型ウイルソン病・書字障害p/o 1.. 書字障害[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<書字障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
神経型ウイルソン病・錐体外路障害p/o 1.. 錐体外路障害[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<錐体外路障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

神経型ウイルソン病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
神経型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥p/o 1.. P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%原因
P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 神経型ウイルソン病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経型ウイルソン病・構⾳障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経型ウイルソン病・書字障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経型ウイルソン病・錐体外路障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経型ウイルソン病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<ウイルソン病$構成要素%結果a/o 1.. 神経型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
神経型ウイルソン病・構⾳障害p/o 1.. 構⾳障害[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<構⾳障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
神経型ウイルソン病・書字障害p/o 1.. 書字障害[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<書字障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
神経型ウイルソン病・錐体外路障害p/o 1.. 錐体外路障害[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<錐体外路障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

神経型ウイルソン病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 混合型ウイルソン病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ウイルソン病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
混合型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥p/o 1.. P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%原因
P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 混合型ウイルソン病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. 混合型ウイルソン病・構⾳障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. 混合型ウイルソン病・書字障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. 混合型ウイルソン病・錐体外路障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. 混合型ウイルソン病・Kayser-Fleisher輪[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合型ウイルソン病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<ウイルソン病$構成要素%結果
a/o 1.. 混合型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
混合型ウイルソン病・構⾳障害p/o 1.. 構⾳障害[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<構⾳障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 混合型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
混合型ウイルソン病・書字障害p/o 1.. 書字障害[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<書字障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 混合型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
混合型ウイルソン病・錐体外路障害p/o 1.. 錐体外路障害[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<錐体外路障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 混合型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
混合型ウイルソン病・Kayser-Fleisher輪p/o 1.. Kayser-Fleisher輪[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Kayser-Fleisher輪状態$異常状態%原因
a/o 1.. 混合型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

混合型ウイルソン病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
混合型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥p/o 1.. P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%原因
P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 混合型ウイルソン病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. 混合型ウイルソン病・構⾳障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. 混合型ウイルソン病・書字障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. 混合型ウイルソン病・錐体外路障害[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. 混合型ウイルソン病・Kayser-Fleisher輪[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合型ウイルソン病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<ウイルソン病$構成要素%結果
a/o 1.. 混合型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
混合型ウイルソン病・構⾳障害p/o 1.. 構⾳障害[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<構⾳障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 混合型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
混合型ウイルソン病・書字障害p/o 1.. 書字障害[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<書字障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 混合型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
混合型ウイルソン病・錐体外路障害p/o 1.. 錐体外路障害[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<錐体外路障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 混合型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<ウイルソン病$構成要素
混合型ウイルソン病・Kayser-Fleisher輪p/o 1.. Kayser-Fleisher輪[RH]

連鎖種別 <<ウイルソン病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Kayser-Fleisher輪状態$異常状態%原因
a/o 1.. 混合型ウイルソン病・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

混合型ウイルソン病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] メンケス症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メンケス症候群・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥p/o 1.. P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果
a/o 1.. メンケス症候群・筋緊張低下[RH]

▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果
a/o 1.. メンケス症候群・痙攣[RH]

▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. メンケス症候群・⾚⽑[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. メンケス症候群・⽑髪のねじれ[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. メンケス症候群・⻑管⾻⾻端の広がり[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メンケス症候群・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. メンケス症候群・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メンケス症候群・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. メンケス症候群・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メンケス症候群・⾚⽑p/o 1.. ⾚⽑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⽑状態$異常状態%原因
a/o 1.. メンケス症候群・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メンケス症候群・⽑髪のねじれp/o 1.. ⽑髪のねじれ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽑髪のねじれ状態$異常状態%原因a/o 1.. メンケス症候群・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メンケス症候群・⻑管⾻⾻端の広がりp/o 1.. ⻑管⾻⾻端の広がり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻑管⾻⾻端の広がり状態$異常状態%原因
a/o 1.. メンケス症候群・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

メンケス症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メンケス症候群・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥p/o 1.. P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果
a/o 1.. メンケス症候群・筋緊張低下[RH]

▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果
a/o 1.. メンケス症候群・痙攣[RH]

▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. メンケス症候群・⾚⽑[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果a/o 1.. メンケス症候群・⽑髪のねじれ[RH]
▼結果 <<P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥状態$異常状態%結果

a/o 1.. メンケス症候群・⻑管⾻⾻端の広がり[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メンケス症候群・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. メンケス症候群・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メンケス症候群・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. メンケス症候群・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メンケス症候群・⾚⽑p/o 1.. ⾚⽑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⽑状態$異常状態%原因
a/o 1.. メンケス症候群・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メンケス症候群・⽑髪のねじれp/o 1.. ⽑髪のねじれ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽑髪のねじれ状態$異常状態%原因a/o 1.. メンケス症候群・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メンケス症候群・⻑管⾻⾻端の広がりp/o 1.. ⻑管⾻⾻端の広がり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻑管⾻⾻端の広がり状態$異常状態%原因
a/o 1.. メンケス症候群・P型APTase関連銅輸送蛋⽩の⽋陥[RH]

メンケス症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 腎性糖尿
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腎性糖尿・糖尿p/o 1.. 糖尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖尿状態$異常状態%原因
糖尿・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 腎性糖尿・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<糖尿状態$異常状態%結果
糖尿・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 腎性糖尿・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
腎性糖尿・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 腎性糖尿・糖尿[RH]
原因

a/o 1.. 腎性糖尿・糖尿[RH]

腎性糖尿 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腎性糖尿・糖尿p/o 1.. 糖尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖尿状態$異常状態%原因
糖尿・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 腎性糖尿・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<糖尿状態$異常状態%結果
糖尿・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 腎性糖尿・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
腎性糖尿・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 腎性糖尿・糖尿[RH]
原因

a/o 1.. 腎性糖尿・糖尿[RH]

腎性糖尿 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性尿細管性アシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性尿細管性アシドーシス・腎尿細管における酸塩基平衡調節障害p/o 1.. 腎尿細管における酸塩基平衡調節障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<腎尿細管における酸塩基平衡調節障害状態$異常状態%結果
腎尿細管における酸塩基平衡調節障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 原発性尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
原発性尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 原発性尿細管性アシドーシス・腎尿細管における酸塩基平衡調節障害[RH]

原発性尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性尿細管性アシドーシス・腎尿細管における酸塩基平衡調節障害p/o 1.. 腎尿細管における酸塩基平衡調節障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<腎尿細管における酸塩基平衡調節障害状態$異常状態%結果
腎尿細管における酸塩基平衡調節障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 原発性尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
原発性尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 原発性尿細管性アシドーシス・腎尿細管における酸塩基平衡調節障害[RH]

原発性尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 尿細管性アシドーシス3型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<原発性尿細管性アシドーシス$構成要素
尿細管性アシドーシス3型・尿細管腔への⽔素イオンを排泄機能障害p/o 1.. 尿細管腔への⽔素イオンを排泄機能障害[RH]

連鎖種別 <<原発性尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

尿細管性アシドーシス3型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<原発性尿細管性アシドーシス$構成要素
尿細管性アシドーシス3型・尿細管腔への⽔素イオンを排泄機能障害p/o 1.. 尿細管腔への⽔素イオンを排泄機能障害[RH]

連鎖種別 <<原発性尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

尿細管性アシドーシス3型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ファンコニー症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] ⼀次性Fanconi症候群，⼆次性Fanconi症候群
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ファンコニー症候群・代謝性アシドーシスp/o 1.. 代謝性アシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ファンコニー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ファンコニー症候群・代謝性アシドーシスp/o 1.. 代謝性アシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ファンコニー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼀次性Fanconi症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ファンコニー症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀次性Fanconi症候群・腎近位尿細管の広汎な障害p/o 1.. 腎近位尿細管の広汎な障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<腎近位尿細管の広汎な障害状態$異常状態%結果
腎近位尿細管の広汎な障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⼀次性Fanconi症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⼀次性Fanconi症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. ⼀次性Fanconi症候群・腎近位尿細管の広汎な障害[RH]

⼀次性Fanconi症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀次性Fanconi症候群・腎近位尿細管の広汎な障害p/o 1.. 腎近位尿細管の広汎な障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<腎近位尿細管の広汎な障害状態$異常状態%結果
腎近位尿細管の広汎な障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⼀次性Fanconi症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⼀次性Fanconi症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. ⼀次性Fanconi症候群・腎近位尿細管の広汎な障害[RH]

⼀次性Fanconi症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼆次性Fanconi症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ファンコニー症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性Fanconi症候群・腎近位尿細管の広汎な障害p/o 1.. 腎近位尿細管の広汎な障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎近位尿細管の広汎な障害状態$異常状態%原因
腎近位尿細管の広汎な障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⼆次性Fanconi症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<腎近位尿細管の広汎な障害状態$異常状態%結果
腎近位尿細管の広汎な障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⼆次性Fanconi症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⼆次性Fanconi症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ⼆次性Fanconi症候群・腎近位尿細管の広汎な障害[RH]

原因a/o 1.. ⼆次性Fanconi症候群・腎近位尿細管の広汎な障害[RH]

⼆次性Fanconi症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性Fanconi症候群・腎近位尿細管の広汎な障害p/o 1.. 腎近位尿細管の広汎な障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎近位尿細管の広汎な障害状態$異常状態%原因
腎近位尿細管の広汎な障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⼆次性Fanconi症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<腎近位尿細管の広汎な障害状態$異常状態%結果
腎近位尿細管の広汎な障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⼆次性Fanconi症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⼆次性Fanconi症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ⼆次性Fanconi症候群・腎近位尿細管の広汎な障害[RH]

原因a/o 1.. ⼆次性Fanconi症候群・腎近位尿細管の広汎な障害[RH]

⼆次性Fanconi症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シスチン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 乳児型シスチン蓄積症，若年型シスチン蓄積症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン症・シスチンの蓄積p/o 1.. シスチンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. シスチン症・発汗障害[RH]
▼原因 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%原因
シスチンの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 暫定連鎖
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果
シスチンの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 暫定連鎖
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能低下症[RH]
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽷球体機能障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン症・発汗障害p/o 1.. 発汗障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発汗障害状態$異常状態%原因a/o 1.. シスチン症・シスチンの蓄積[RH]

シスチン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン症・シスチンの蓄積p/o 1.. シスチンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. シスチン症・発汗障害[RH]
▼原因 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%原因
シスチンの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 暫定連鎖
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果
シスチンの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 暫定連鎖
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能低下症[RH]
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽷球体機能障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シスチン症・発汗障害p/o 1.. 発汗障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発汗障害状態$異常状態%原因a/o 1.. シスチン症・シスチンの蓄積[RH]

シスチン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳児型シスチン蓄積症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / シスチン症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<シスチン症$構成要素
乳児型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積p/o 1.. シスチンの蓄積[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%原因
シスチンの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果
シスチンの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・発汗障害[RH]
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・甲状腺機能低下症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型シスチン蓄積症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積[RH]

原因
a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<シスチン症$構成要素
乳児型シスチン蓄積症・発汗障害p/o 1.. 発汗障害[RH]

連鎖種別 <<シスチン症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発汗障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型シスチン蓄積症・甲状腺機能低下症p/o 1.. 甲状腺機能低下症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能低下症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積[RH]

乳児型シスチン蓄積症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<シスチン症$構成要素
乳児型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積p/o 1.. シスチンの蓄積[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%原因
シスチンの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果
シスチンの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・発汗障害[RH]
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・甲状腺機能低下症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型シスチン蓄積症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積[RH]

原因
a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<シスチン症$構成要素
乳児型シスチン蓄積症・発汗障害p/o 1.. 発汗障害[RH]

連鎖種別 <<シスチン症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発汗障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児型シスチン蓄積症・甲状腺機能低下症p/o 1.. 甲状腺機能低下症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能低下症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 乳児型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積[RH]

乳児型シスチン蓄積症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 若年型シスチン蓄積症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / シスチン症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<シスチン症$構成要素
若年型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積p/o 1.. シスチンの蓄積[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%原因
シスチンの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 若年型シスチン蓄積症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型シスチン蓄積症・⽷球体機能障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型シスチン蓄積症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 若年型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型シスチン蓄積症・⽷球体機能障害p/o 1.. ⽷球体機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽷球体機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若年型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積[RH]

若年型シスチン蓄積症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<シスチン症$構成要素
若年型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積p/o 1.. シスチンの蓄積[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%原因
シスチンの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 若年型シスチン蓄積症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若年型シスチン蓄積症・⽷球体機能障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型シスチン蓄積症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 若年型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型シスチン蓄積症・⽷球体機能障害p/o 1.. ⽷球体機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽷球体機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若年型シスチン蓄積症・シスチンの蓄積[RH]

若年型シスチン蓄積症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Lowe症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] ロウ症候群緑内障
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Lowe症候群・ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積p/o 1.. ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積状態$異常状態%原因
ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Lowe症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積状態$異常状態%結果
ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Lowe症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Lowe症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Lowe症候群・ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積[RH]

原因
a/o 1.. Lowe症候群・ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積[RH]

結果
a/o 1.. ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェイトの蓄積[RH]

Lowe症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Lowe症候群・ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積p/o 1.. ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積状態$異常状態%原因
ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Lowe症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積状態$異常状態%結果
ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Lowe症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Lowe症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Lowe症候群・ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積[RH]

原因
a/o 1.. Lowe症候群・ホスファチジルイノシトール4,5-ボスホスフェイトの蓄積[RH]

結果
a/o 1.. ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェイトの蓄積[RH]

Lowe症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ロウ症候群緑内障
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / Lowe症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ロウ症候群緑内障・ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェイトの蓄積p/o 1.. ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェイトの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェイトの蓄積状態$異常状態%原因
ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェイトの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ロウ症候群緑内障・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<Lowe症候群$構成要素
ロウ症候群緑内障・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<Lowe症候群$構成要素%結果

a/o 1.. ロウ症候群緑内障・ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェイトの蓄積[RH]

ロウ症候群緑内障 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ロウ症候群緑内障・ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェイトの蓄積p/o 1.. ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェイトの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェイトの蓄積状態$異常状態%原因
ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェイトの蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ロウ症候群緑内障・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<Lowe症候群$構成要素
ロウ症候群緑内障・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<Lowe症候群$構成要素%結果

a/o 1.. ロウ症候群緑内障・ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェイトの蓄積[RH]

ロウ症候群緑内障 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Bartter症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] Bartter症候群Ⅰ型，Bartter症候群Ⅱ型，Bartter症候群Ⅲ型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⼆次性アルドステロン症$構成要素
Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシスp/o 1.. 低K性代謝性アルカローシス[RH]

連鎖種別 <<⼆次性アルドステロン症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%原因
低K性代謝性アルカローシス・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Bartter症候群・暫定連鎖[RH]
▼原因 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%原因a/o 1.. Bartter症候群・アルドステロン⾼値[RH]
▼原因 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%原因a/o 1.. Bartter症候群・ヘンレ⾏脚のイオンチャネルであるNKCC2[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果
低K性代謝性アルカローシス・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Bartter症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果a/o 1.. Bartter症候群・多尿[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果a/o 1.. Bartter症候群・脱⼒[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果a/o 1.. Bartter症候群・多飲[RH]

構成要素 <<
Bartter症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]
原因a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群・アルドステロン⾼値p/o 1.. アルドステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルドステロン⾼値状態$異常状態%結果a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群・ヘンレ⾏脚のイオンチャネルであるNKCC2p/o 1.. ヘンレ⾏脚のイオンチャネルであるNKCC2

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群・脱⼒p/o 1.. 脱⼒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱⼒状態$異常状態%原因a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群・多飲p/o 1.. 多飲[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多飲状態$異常状態%原因a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]

Bartter症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼆次性アルドステロン症$構成要素
Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシスp/o 1.. 低K性代謝性アルカローシス[RH]

連鎖種別 <<⼆次性アルドステロン症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%原因
低K性代謝性アルカローシス・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Bartter症候群・暫定連鎖[RH]
▼原因 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%原因a/o 1.. Bartter症候群・アルドステロン⾼値[RH]
▼原因 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%原因a/o 1.. Bartter症候群・ヘンレ⾏脚のイオンチャネルであるNKCC2[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果
低K性代謝性アルカローシス・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Bartter症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果a/o 1.. Bartter症候群・多尿[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果a/o 1.. Bartter症候群・脱⼒[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果a/o 1.. Bartter症候群・多飲[RH]

構成要素 <<
Bartter症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]
原因a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群・アルドステロン⾼値p/o 1.. アルドステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルドステロン⾼値状態$異常状態%結果a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群・ヘンレ⾏脚のイオンチャネルであるNKCC2p/o 1.. ヘンレ⾏脚のイオンチャネルであるNKCC2

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群・脱⼒p/o 1.. 脱⼒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱⼒状態$異常状態%原因a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群・多飲p/o 1.. 多飲[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多飲状態$異常状態%原因a/o 1.. Bartter症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]

Bartter症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Bartter症候群Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / Bartter症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群Ⅰ型・低出⽣体重p/o 1.. 低出⽣体重[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Bartter症候群Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群Ⅰ型・低出⽣体重p/o 1.. 低出⽣体重[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Bartter症候群Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Bartter症候群Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / Bartter症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Bartter症候群$構成要素
Bartter症候群Ⅱ型・低K性代謝性アルカローシスp/o 1.. 低K性代謝性アルカローシス[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%原因
低K性代謝性アルカローシス・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Bartter症候群Ⅱ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果
低K性代謝性アルカローシス・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Bartter症候群Ⅱ型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<Bartter症候群$構成要素%結果a/o 1.. Bartter症候群Ⅱ型・低K性代謝性アルカローシス[RH]
原因 <<Bartter症候群$構成要素%原因a/o 1.. Bartter症候群Ⅱ型・低K性代謝性アルカローシス[RH]

Bartter症候群Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Bartter症候群$構成要素
Bartter症候群Ⅱ型・低K性代謝性アルカローシスp/o 1.. 低K性代謝性アルカローシス[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%原因
低K性代謝性アルカローシス・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Bartter症候群Ⅱ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果
低K性代謝性アルカローシス・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Bartter症候群Ⅱ型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bartter症候群Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<Bartter症候群$構成要素%結果a/o 1.. Bartter症候群Ⅱ型・低K性代謝性アルカローシス[RH]
原因 <<Bartter症候群$構成要素%原因a/o 1.. Bartter症候群Ⅱ型・低K性代謝性アルカローシス[RH]

Bartter症候群Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Bartter症候群Ⅲ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / Bartter症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Bartter症候群$構成要素
Bartter症候群Ⅲ型・低K性代謝性アルカローシスp/o 1.. 低K性代謝性アルカローシス[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

Bartter症候群Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Bartter症候群$構成要素
Bartter症候群Ⅲ型・低K性代謝性アルカローシスp/o 1.. 低K性代謝性アルカローシス[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

Bartter症候群Ⅲ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 近位腎尿細管性アシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] 原発性近位腎尿細管性アシドーシス，散発性近位腎尿細管性アシドーシス，

遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス，続発性近位腎尿細管性アシドーシス
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害p/o 1.. 近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%原因
近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・多尿[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・突然の嘔吐[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果
近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害[RH]
構成要素 <<
近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]
原因

a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
近位腎尿細管性アシドーシス・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因
a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
近位腎尿細管性アシドーシス・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

近位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害p/o 1.. 近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%原因
近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・多尿[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・突然の嘔吐[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果
近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害[RH]
構成要素 <<
近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]
原因

a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
近位腎尿細管性アシドーシス・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因
a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
近位腎尿細管性アシドーシス・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

近位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性近位腎尿細管性アシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 近位腎尿細管性アシドーシス

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
原発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害p/o 1.. 近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害[RH]

▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
原発性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
原発性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

原発性近位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
原発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害p/o 1.. 近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害[RH]

▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
原発性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
原発性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

原発性近位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 散発性近位腎尿細管性アシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 近位腎尿細管性アシドーシス

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
散発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害p/o 1.. 近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 散発性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 散発性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害[RH]

▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
散発性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因a/o 1.. 散発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
散発性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 散発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

散発性近位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
散発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害p/o 1.. 近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 散発性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 散発性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害[RH]

▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
散発性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因a/o 1.. 散発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
散発性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 散発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

散発性近位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 近位腎尿細管性アシドーシス

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害p/o 1.. 近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%原因
近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%結果

a/o 1.. 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]
▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]
▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害p/o 1.. 近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%原因
近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%結果

a/o 1.. 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]
▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]
▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 続発性近位腎尿細管性アシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 近位腎尿細管性アシドーシス

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
続発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害p/o 1.. 近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%原因
近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果
近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%結果
a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

原因 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%原因a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]
▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
続発性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]
▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
続発性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
続発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害p/o 1.. 近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%原因
近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害[RH]
▼結果 <<近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害状態$異常状態%結果
近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性近位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%結果
a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

原因 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%原因a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]
▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
続発性近位腎尿細管性アシドーシス・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]
▼構成要素 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
続発性近位腎尿細管性アシドーシス・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<近位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性近位腎尿細管性アシドーシス・近位尿細管における重炭酸イオン再吸収障害[RH]

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遠位腎尿細管性アシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス，散発性遠位腎尿細管性アシドーシス，

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス，続発性遠位腎尿細管性アシドーシス
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害p/o 1.. 遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%原因
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・発育障害[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯[RH]
構成要素 <<
遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]
原因

a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遠位腎尿細管性アシドーシス・発育障害p/o 1.. 発育障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発育障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯p/o 1.. 腎結⽯[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎結⽯状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

遠位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害p/o 1.. 遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%原因
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・発育障害[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯[RH]
構成要素 <<
遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]
原因

a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遠位腎尿細管性アシドーシス・発育障害p/o 1.. 発育障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発育障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯p/o 1.. 腎結⽯[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎結⽯状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

遠位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遠位腎尿細管性アシドーシス

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害p/o 1.. 遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%原因
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%結果a/o 1.. 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]
原因 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%原因a/o 1.. 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯p/o 1.. 腎結⽯[RH]

連鎖種別 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎結⽯状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害p/o 1.. 遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%原因
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%結果a/o 1.. 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]
原因 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%原因a/o 1.. 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯p/o 1.. 腎結⽯[RH]

連鎖種別 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎結⽯状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 散発性遠位腎尿細管性アシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遠位腎尿細管性アシドーシス

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害p/o 1.. 遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%原因a/o 1.. 散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯p/o 1.. 腎結⽯[RH]

連鎖種別 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎結⽯状態$異常状態%原因a/o 1.. 散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

散発性遠位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害p/o 1.. 遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%原因a/o 1.. 散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯p/o 1.. 腎結⽯[RH]

連鎖種別 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎結⽯状態$異常状態%原因a/o 1.. 散発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

散発性遠位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遠位腎尿細管性アシドーシス

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害p/o 1.. 遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%原因
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%結果a/o 1.. 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]
原因 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%原因a/o 1.. 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯p/o 1.. 腎結⽯[RH]

連鎖種別 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎結⽯状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害p/o 1.. 遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%原因
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%結果a/o 1.. 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]
原因 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%原因a/o 1.. 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯p/o 1.. 腎結⽯[RH]

連鎖種別 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎結⽯状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 441 ]

[Class Name] 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遠位腎尿細管性アシドーシス

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害p/o 1.. 遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%原因
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%結果a/o 1.. 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]
原因 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%原因a/o 1.. 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯p/o 1.. 腎結⽯[RH]

連鎖種別 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎結⽯状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害p/o 1.. 遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%原因
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果
遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%結果a/o 1.. 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]
原因 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%原因a/o 1.. 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

▼構成要素 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素
続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・腎結⽯p/o 1.. 腎結⽯[RH]

連鎖種別 <<遠位腎尿細管性アシドーシス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腎結⽯状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性遠位腎尿細管性アシドーシス・遠位尿細管における⽔素イオンの排泄障害[RH]

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 鉱質コルチコイド⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉱質コルチコイド⽋損症・尿細管での⽔素イオン排泄障害p/o 1.. 尿細管での⽔素イオン排泄障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿細管での⽔素イオン排泄障害状態$異常状態%原因
尿細管での⽔素イオン排泄障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 鉱質コルチコイド⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
鉱質コルチコイド⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 鉱質コルチコイド⽋損症・尿細管での⽔素イオン排泄障害[RH]

鉱質コルチコイド⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉱質コルチコイド⽋損症・尿細管での⽔素イオン排泄障害p/o 1.. 尿細管での⽔素イオン排泄障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿細管での⽔素イオン排泄障害状態$異常状態%原因
尿細管での⽔素イオン排泄障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 鉱質コルチコイド⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
鉱質コルチコイド⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 鉱質コルチコイド⽋損症・尿細管での⽔素イオン排泄障害[RH]

鉱質コルチコイド⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] B1依存性⾼乳酸⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B1依存性⾼乳酸⾎症・⾼乳酸⾎症p/o 1.. ⾼乳酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼乳酸⾎症状態$異常状態%原因
⾼乳酸⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. B1依存性⾼乳酸⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼乳酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. B1依存性⾼乳酸⾎症・精神運動発達遅滞[RH]
▼結果 <<⾼乳酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. B1依存性⾼乳酸⾎症・痙攣[RH]

構成要素 <<
B1依存性⾼乳酸⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. B1依存性⾼乳酸⾎症・⾼乳酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B1依存性⾼乳酸⾎症・精神運動発達遅滞p/o 1.. 精神運動発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精神運動発達遅滞状態$異常状態%原因
a/o 1.. B1依存性⾼乳酸⾎症・⾼乳酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B1依存性⾼乳酸⾎症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. B1依存性⾼乳酸⾎症・⾼乳酸⾎症[RH]

B1依存性⾼乳酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
B1依存性⾼乳酸⾎症・⾼乳酸⾎症p/o 1.. ⾼乳酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼乳酸⾎症状態$異常状態%原因
⾼乳酸⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. B1依存性⾼乳酸⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼乳酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. B1依存性⾼乳酸⾎症・精神運動発達遅滞[RH]
▼結果 <<⾼乳酸⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. B1依存性⾼乳酸⾎症・痙攣[RH]

構成要素 <<
B1依存性⾼乳酸⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. B1依存性⾼乳酸⾎症・⾼乳酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B1依存性⾼乳酸⾎症・精神運動発達遅滞p/o 1.. 精神運動発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精神運動発達遅滞状態$異常状態%原因
a/o 1.. B1依存性⾼乳酸⾎症・⾼乳酸⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B1依存性⾼乳酸⾎症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. B1依存性⾼乳酸⾎症・⾼乳酸⾎症[RH]

B1依存性⾼乳酸⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] B6依存性けいれん
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B6依存性けいれん・B6投与により痙攣の改善がみられるp/o 1.. B6投与により痙攣の改善がみられる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<B6投与により痙攣の改善がみられる状態$異常状態%原因
B6投与により痙攣の改善がみられる・暫定連鎖(原因)a/o 1.. B6依存性けいれん・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<B6投与により痙攣の改善がみられる状態$異常状態%結果
B6投与により痙攣の改善がみられる・暫定連鎖(結果)a/o 1.. B6依存性けいれん・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
B6依存性けいれん・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. B6依存性けいれん・B6投与により痙攣の改善がみられる[RH]
原因a/o 1.. B6依存性けいれん・B6投与により痙攣の改善がみられる[RH]

B6依存性けいれん 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
B6依存性けいれん・B6投与により痙攣の改善がみられるp/o 1.. B6投与により痙攣の改善がみられる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<B6投与により痙攣の改善がみられる状態$異常状態%原因
B6投与により痙攣の改善がみられる・暫定連鎖(原因)a/o 1.. B6依存性けいれん・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<B6投与により痙攣の改善がみられる状態$異常状態%結果
B6投与により痙攣の改善がみられる・暫定連鎖(結果)a/o 1.. B6依存性けいれん・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
B6依存性けいれん・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. B6依存性けいれん・B6投与により痙攣の改善がみられる[RH]
原因a/o 1.. B6依存性けいれん・B6投与により痙攣の改善がみられる[RH]

B6依存性けいれん 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 周期性ACTH・ADH過剰症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<アセトン⾎性嘔吐症$構成要素
周期性ACTH・ADH過剰症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<アセトン⾎性嘔吐症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 周期性ACTH・ADH過剰症・ニーマン・ピック病A型におけるスフィンゴミエリンの臓器内蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周期性ACTH・ADH過剰症・ニーマン・ピック病A型におけるスフィンゴミエリンの臓器内蓄積p/o 1.. ニーマン・ピック病A型におけるスフィンゴミエリンの臓器内蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ニーマン・ピック病A型におけるスフィンゴミエリンの臓器内蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 周期性ACTH・ADH過剰症・突然の嘔吐[RH]

周期性ACTH・ADH過剰症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アセトン⾎性嘔吐症$構成要素
周期性ACTH・ADH過剰症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<アセトン⾎性嘔吐症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 周期性ACTH・ADH過剰症・ニーマン・ピック病A型におけるスフィンゴミエリンの臓器内蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周期性ACTH・ADH過剰症・ニーマン・ピック病A型におけるスフィンゴミエリンの臓器内蓄積p/o 1.. ニーマン・ピック病A型におけるスフィンゴミエリンの臓器内蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ニーマン・ピック病A型におけるスフィンゴミエリンの臓器内蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 周期性ACTH・ADH過剰症・突然の嘔吐[RH]

周期性ACTH・ADH過剰症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性B12吸収不全
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性B12吸収不全・B12吸収不全p/o 1.. B12吸収不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<B12吸収不全状態$異常状態%原因
B12吸収不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性B12吸収不全・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<B12吸収不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性B12吸収不全・発育障害[RH]
▼結果 <<B12吸収不全状態$異常状態%結果
B12吸収不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性B12吸収不全・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<B12吸収不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性B12吸収不全・⾆炎[RH]

構成要素 <<
先天性B12吸収不全・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 先天性B12吸収不全・B12吸収不全[RH]
原因a/o 1.. 先天性B12吸収不全・B12吸収不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性B12吸収不全・発育障害p/o 1.. 発育障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発育障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性B12吸収不全・B12吸収不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性B12吸収不全・⾆炎p/o 1.. ⾆炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾆炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性B12吸収不全・B12吸収不全[RH]

先天性B12吸収不全 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性B12吸収不全・B12吸収不全p/o 1.. B12吸収不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<B12吸収不全状態$異常状態%原因
B12吸収不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性B12吸収不全・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<B12吸収不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性B12吸収不全・発育障害[RH]
▼結果 <<B12吸収不全状態$異常状態%結果
B12吸収不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性B12吸収不全・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<B12吸収不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性B12吸収不全・⾆炎[RH]

構成要素 <<
先天性B12吸収不全・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 先天性B12吸収不全・B12吸収不全[RH]
原因a/o 1.. 先天性B12吸収不全・B12吸収不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性B12吸収不全・発育障害p/o 1.. 発育障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発育障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性B12吸収不全・B12吸収不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性B12吸収不全・⾆炎p/o 1.. ⾆炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾆炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性B12吸収不全・B12吸収不全[RH]

先天性B12吸収不全 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシスp/o 1.. ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス状態$異常状態%原因
ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス状態$異常状態%結果
ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス状態$異常状態%結果a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・痙攣[RH]
▼結果 <<ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス状態$異常状態%結果a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス状態$異常状態%結果a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・⽪膚炎[RH]

構成要素 <<
ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス[RH]
原因a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・⽪膚炎p/o 1.. ⽪膚炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス[RH]

ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシスp/o 1.. ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス状態$異常状態%原因
ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス状態$異常状態%結果
ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス状態$異常状態%結果a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・痙攣[RH]
▼結果 <<ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス状態$異常状態%結果a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス状態$異常状態%結果a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・⽪膚炎[RH]

構成要素 <<
ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス[RH]
原因a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・⽪膚炎p/o 1.. ⽪膚炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症・ビオチン投与により改善する代謝性アシドーシス[RH]

ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ビオチン依存性カルボキシラーゼ⽋乏症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症$構成要素
ビオチン依存性カルボキシラーゼ⽋乏症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. ビオチン依存性カルボキシラーゼ⽋乏症・巨細胞性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビオチン依存性カルボキシラーゼ⽋乏症・巨細胞性肺炎p/o 1.. 巨細胞性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<巨細胞性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ビオチン依存性カルボキシラーゼ⽋乏症・呼吸困難[RH]

ビオチン依存性カルボキシラーゼ⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症$構成要素
ビオチン依存性カルボキシラーゼ⽋乏症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<ビオチン依存性マルチプル・カルボキシラーゼ⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. ビオチン依存性カルボキシラーゼ⽋乏症・巨細胞性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビオチン依存性カルボキシラーゼ⽋乏症・巨細胞性肺炎p/o 1.. 巨細胞性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<巨細胞性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ビオチン依存性カルボキシラーゼ⽋乏症・呼吸困難[RH]

ビオチン依存性カルボキシラーゼ⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ビタミンD依存性くる病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] ビタミンD依存性くる病Ⅰ型，ビタミンD依存性くる病Ⅱ型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病・ビタミンD投与により改善するくる病p/o 1.. ビタミンD投与により改善するくる病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ビタミンD投与により改善するくる病状態$異常状態%原因
ビタミンD投与により改善するくる病・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ビタミンD投与により改善するくる病状態$異常状態%結果
ビタミンD投与により改善するくる病・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ビタミンD投与により改善するくる病状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・肋⾻念珠[RH]
▼結果 <<ビタミンD投与により改善するくる病状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・鳩胸[RH]

構成要素 <<
ビタミンD依存性くる病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・ビタミンD投与により改善するくる病[RH]
原因a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・ビタミンD投与により改善するくる病[RH]
結果a/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病・肋⾻念珠p/o 1.. 肋⾻念珠[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肋⾻念珠状態$異常状態%原因a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・ビタミンD投与により改善するくる病[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病・鳩胸p/o 1.. 鳩胸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<鳩胸状態$異常状態%原因a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・ビタミンD投与により改善するくる病[RH]

ビタミンD依存性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病・ビタミンD投与により改善するくる病p/o 1.. ビタミンD投与により改善するくる病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ビタミンD投与により改善するくる病状態$異常状態%原因
ビタミンD投与により改善するくる病・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ビタミンD投与により改善するくる病状態$異常状態%結果
ビタミンD投与により改善するくる病・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ビタミンD投与により改善するくる病状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・肋⾻念珠[RH]
▼結果 <<ビタミンD投与により改善するくる病状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・鳩胸[RH]

構成要素 <<
ビタミンD依存性くる病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・ビタミンD投与により改善するくる病[RH]
原因a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・ビタミンD投与により改善するくる病[RH]
結果a/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病・肋⾻念珠p/o 1.. 肋⾻念珠[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肋⾻念珠状態$異常状態%原因a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・ビタミンD投与により改善するくる病[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病・鳩胸p/o 1.. 鳩胸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<鳩胸状態$異常状態%原因a/o 1.. ビタミンD依存性くる病・ビタミンD投与により改善するくる病[RH]

ビタミンD依存性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ビタミンD依存性くる病Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ビタミンD依存性くる病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%原因
類⾻組織が過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・O脚[RH]

構成要素 <<ビタミンD依存性くる病$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<ビタミンD依存性くる病$構成要素%結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・O脚p/o 1.. O脚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<O脚状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・類⾻組織が過剰[RH]

ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%原因
類⾻組織が過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・O脚[RH]

構成要素 <<ビタミンD依存性くる病$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<ビタミンD依存性くる病$構成要素%結果a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・O脚p/o 1.. O脚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<O脚状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅰ型・類⾻組織が過剰[RH]

ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ビタミンD依存性くる病Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ビタミンD依存性くる病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%原因
類⾻組織が過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・成⻑障害[RH]
構成要素 <<ビタミンD依存性くる病$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<ビタミンD依存性くる病$構成要素%結果
a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・類⾻組織が過剰[RH]

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%原因
類⾻組織が過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・成⻑障害[RH]
構成要素 <<ビタミンD依存性くる病$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<ビタミンD依存性くる病$構成要素%結果
a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD依存性くる病Ⅱ型・類⾻組織が過剰[RH]

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ビタミンD依存症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ビタミンD依存性くる病$構成要素
ビタミンD依存症・ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症p/o 1.. ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<ビタミンD依存性くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症状態$異常状態%原因
ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ビタミンD依存症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ビタミンD依存症・低Ca⾎症[RH]
構成要素 <<
ビタミンD依存症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. ビタミンD依存症・ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存症・低Ca⾎症p/o 1.. 低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低Ca⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD依存症・ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症[RH]

ビタミンD依存症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ビタミンD依存性くる病$構成要素
ビタミンD依存症・ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症p/o 1.. ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<ビタミンD依存性くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症状態$異常状態%原因
ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ビタミンD依存症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ビタミンD依存症・低Ca⾎症[RH]
構成要素 <<
ビタミンD依存症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. ビタミンD依存症・ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD依存症・低Ca⾎症p/o 1.. 低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低Ca⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD依存症・ビタミンD投与により改善する低Ca⾎症[RH]

ビタミンD依存症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脱⽔症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] 等張性脱⽔，⾼張性脱⽔，低張性脱⽔
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱⽔症・⽔分摂取不⾜p/o 1.. ⽔分摂取不⾜[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脱⽔症・尿量減少[RH]

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脱⽔症・頻脈[RH]

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脱⽔症・⽪膚緊張度低下[RH]

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脱⽔症・無欲状態[RH]

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果
a/o 1.. 腱反射減弱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱⽔症・尿量減少p/o 1.. 尿量減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿量減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脱⽔症・⽔分摂取不⾜[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱⽔症・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脱⽔症・⽔分摂取不⾜[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱⽔症・⽪膚緊張度低下p/o 1.. ⽪膚緊張度低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚緊張度低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脱⽔症・⽔分摂取不⾜[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱⽔症・無欲状態p/o 1.. 無欲状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<無欲状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脱⽔症・⽔分摂取不⾜[RH]

脱⽔症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱⽔症・⽔分摂取不⾜p/o 1.. ⽔分摂取不⾜[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脱⽔症・尿量減少[RH]

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脱⽔症・頻脈[RH]

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脱⽔症・⽪膚緊張度低下[RH]

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脱⽔症・無欲状態[RH]

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果
a/o 1.. 腱反射減弱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱⽔症・尿量減少p/o 1.. 尿量減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿量減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脱⽔症・⽔分摂取不⾜[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱⽔症・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脱⽔症・⽔分摂取不⾜[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱⽔症・⽪膚緊張度低下p/o 1.. ⽪膚緊張度低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚緊張度低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脱⽔症・⽔分摂取不⾜[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱⽔症・無欲状態p/o 1.. 無欲状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<無欲状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脱⽔症・⽔分摂取不⾜[RH]

脱⽔症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 等張性脱⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 脱⽔症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<脱⽔症$構成要素
等張性脱⽔・⽔分摂取不⾜p/o 1.. ⽔分摂取不⾜[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果a/o 1.. 等張性脱⽔・⽪膚緊張度低下[RH]
▼構成要素 <<脱⽔症$構成要素
等張性脱⽔・⽪膚緊張度低下p/o 1.. ⽪膚緊張度低下[RH]

連鎖種別 <<脱⽔症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚緊張度低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 等張性脱⽔・⽔分摂取不⾜[RH]

等張性脱⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脱⽔症$構成要素
等張性脱⽔・⽔分摂取不⾜p/o 1.. ⽔分摂取不⾜[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果a/o 1.. 等張性脱⽔・⽪膚緊張度低下[RH]
▼構成要素 <<脱⽔症$構成要素
等張性脱⽔・⽪膚緊張度低下p/o 1.. ⽪膚緊張度低下[RH]

連鎖種別 <<脱⽔症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚緊張度低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 等張性脱⽔・⽔分摂取不⾜[RH]

等張性脱⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼張性脱⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 脱⽔症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<脱⽔症$構成要素
⾼張性脱⽔・⽔分摂取不⾜p/o 1.. ⽔分摂取不⾜[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾼張性脱⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脱⽔症$構成要素
⾼張性脱⽔・⽔分摂取不⾜p/o 1.. ⽔分摂取不⾜[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾼張性脱⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 低張性脱⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 脱⽔症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<脱⽔症$構成要素
低張性脱⽔・⽔分摂取不⾜p/o 1.. ⽔分摂取不⾜[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果a/o 1.. 低張性脱⽔・腱反射減弱[RH]
▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果a/o 1.. 低張性脱⽔・⽪膚緊張度低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低張性脱⽔・腱反射減弱p/o 1.. 腱反射減弱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腱反射減弱状態$異常状態%原因a/o 1.. 低張性脱⽔・⽔分摂取不⾜[RH]

▼構成要素 <<脱⽔症$構成要素
低張性脱⽔・⽪膚緊張度低下p/o 1.. ⽪膚緊張度低下[RH]

連鎖種別 <<脱⽔症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚緊張度低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 低張性脱⽔・⽔分摂取不⾜[RH]

低張性脱⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脱⽔症$構成要素
低張性脱⽔・⽔分摂取不⾜p/o 1.. ⽔分摂取不⾜[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果a/o 1.. 低張性脱⽔・腱反射減弱[RH]
▼結果 <<⽔分摂取不⾜状態$異常状態%結果a/o 1.. 低張性脱⽔・⽪膚緊張度低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低張性脱⽔・腱反射減弱p/o 1.. 腱反射減弱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腱反射減弱状態$異常状態%原因a/o 1.. 低張性脱⽔・⽔分摂取不⾜[RH]

▼構成要素 <<脱⽔症$構成要素
低張性脱⽔・⽪膚緊張度低下p/o 1.. ⽪膚緊張度低下[RH]

連鎖種別 <<脱⽔症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚緊張度低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 低張性脱⽔・⽔分摂取不⾜[RH]

低張性脱⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼ナトリウム⾎性脳症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼ナトリウム⾎性脳症・脳症p/o 1.. 脳症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾼ナトリウム⾎性脳症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼ナトリウム⾎性脳症・脳症p/o 1.. 脳症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾼ナトリウム⾎性脳症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 本態性⾼ナトリウム⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
本態性⾼ナトリウム⾎症・⾼ナトリウム⾎症p/o 1.. ⾼ナトリウム⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼ナトリウム⾎症状態$異常状態%原因
⾼ナトリウム⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 本態性⾼ナトリウム⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼ナトリウム⾎症状態$異常状態%結果
⾼ナトリウム⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 本態性⾼ナトリウム⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
本態性⾼ナトリウム⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 本態性⾼ナトリウム⾎症・⾼ナトリウム⾎症[RH]
原因a/o 1.. 本態性⾼ナトリウム⾎症・⾼ナトリウム⾎症[RH]

本態性⾼ナトリウム⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
本態性⾼ナトリウム⾎症・⾼ナトリウム⾎症p/o 1.. ⾼ナトリウム⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼ナトリウム⾎症状態$異常状態%原因
⾼ナトリウム⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 本態性⾼ナトリウム⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼ナトリウム⾎症状態$異常状態%結果
⾼ナトリウム⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 本態性⾼ナトリウム⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
本態性⾼ナトリウム⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 本態性⾼ナトリウム⾎症・⾼ナトリウム⾎症[RH]
原因a/o 1.. 本態性⾼ナトリウム⾎症・⾼ナトリウム⾎症[RH]

本態性⾼ナトリウム⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 本態性低ナトリウム⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
本態性低ナトリウム⾎症・低ナトリウム⾎症p/o 1.. 低ナトリウム⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<低ナトリウム⾎症状態$異常状態%結果
低ナトリウム⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 本態性低ナトリウム⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
本態性低ナトリウム⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 本態性低ナトリウム⾎症・低ナトリウム⾎症[RH]

本態性低ナトリウム⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
本態性低ナトリウム⾎症・低ナトリウム⾎症p/o 1.. 低ナトリウム⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<低ナトリウム⾎症状態$異常状態%結果
低ナトリウム⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 本態性低ナトリウム⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
本態性低ナトリウム⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 本態性低ナトリウム⾎症・低ナトリウム⾎症[RH]

本態性低ナトリウム⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性乳児⾼カルシウム⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

患者プロフィール
乳児p/o 1

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性乳児⾼カルシウム⾎症・⾼カルシウム⾎症p/o 1.. ⾼カルシウム⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼カルシウム⾎症状態$異常状態%原因
⾼カルシウム⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 特発性乳児⾼カルシウム⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼カルシウム⾎症状態$異常状態%結果
⾼カルシウム⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 特発性乳児⾼カルシウム⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
特発性乳児⾼カルシウム⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 特発性乳児⾼カルシウム⾎症・⾼カルシウム⾎症[RH]
原因a/o 1.. 特発性乳児⾼カルシウム⾎症・⾼カルシウム⾎症[RH]

特発性乳児⾼カルシウム⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
乳児p/o 1

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性乳児⾼カルシウム⾎症・⾼カルシウム⾎症p/o 1.. ⾼カルシウム⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼カルシウム⾎症状態$異常状態%原因
⾼カルシウム⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 特発性乳児⾼カルシウム⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼カルシウム⾎症状態$異常状態%結果
⾼カルシウム⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 特発性乳児⾼カルシウム⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
特発性乳児⾼カルシウム⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 特発性乳児⾼カルシウム⾎症・⾼カルシウム⾎症[RH]
原因a/o 1.. 特発性乳児⾼カルシウム⾎症・⾼カルシウム⾎症[RH]

特発性乳児⾼カルシウム⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 低ホスファターゼ⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低ホスファターゼ⾎症・アルカリフォスファターゼの⽋損p/o 1.. アルカリフォスファターゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルカリフォスファターゼの⽋損状態$異常状態%原因
アルカリフォスファターゼの⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 低ホスファターゼ⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<アルカリフォスファターゼの⽋損状態$異常状態%結果
アルカリフォスファターゼの⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 低ホスファターゼ⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
低ホスファターゼ⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 低ホスファターゼ⾎症・アルカリフォスファターゼの⽋損[RH]
原因a/o 1.. 低ホスファターゼ⾎症・アルカリフォスファターゼの⽋損[RH]

低ホスファターゼ⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
低ホスファターゼ⾎症・アルカリフォスファターゼの⽋損p/o 1.. アルカリフォスファターゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルカリフォスファターゼの⽋損状態$異常状態%原因
アルカリフォスファターゼの⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 低ホスファターゼ⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<アルカリフォスファターゼの⽋損状態$異常状態%結果
アルカリフォスファターゼの⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 低ホスファターゼ⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
低ホスファターゼ⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 低ホスファターゼ⾎症・アルカリフォスファターゼの⽋損[RH]
原因a/o 1.. 低ホスファターゼ⾎症・アルカリフォスファターゼの⽋損[RH]

低ホスファターゼ⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 本態性低マグネシウム⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
本態性低マグネシウム⾎症・低マグネシウム⾎症p/o 1.. 低マグネシウム⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<低マグネシウム⾎症状態$異常状態%結果
低マグネシウム⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 本態性低マグネシウム⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
本態性低マグネシウム⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 本態性低マグネシウム⾎症・低マグネシウム⾎症[RH]

本態性低マグネシウム⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
本態性低マグネシウム⾎症・低マグネシウム⾎症p/o 1.. 低マグネシウム⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<低マグネシウム⾎症状態$異常状態%結果
低マグネシウム⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 本態性低マグネシウム⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
本態性低マグネシウム⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 本態性低マグネシウム⾎症・低マグネシウム⾎症[RH]

本態性低マグネシウム⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⼀過性低⾎糖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

患者プロフィール
新⽣児p/o 1

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低⾎糖症・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖症状態$異常状態%原因
低⾎糖症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性低⾎糖症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低⾎糖症状態$異常状態%結果
低⾎糖症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児⼀過性低⾎糖症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児⼀過性低⾎糖症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低⾎糖症・低⾎糖症[RH]
原因

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低⾎糖症・低⾎糖症[RH]

新⽣児⼀過性低⾎糖症 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
新⽣児p/o 1

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低⾎糖症・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖症状態$異常状態%原因
低⾎糖症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性低⾎糖症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低⾎糖症状態$異常状態%結果
低⾎糖症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児⼀過性低⾎糖症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児⼀過性低⾎糖症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低⾎糖症・低⾎糖症[RH]
原因

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低⾎糖症・低⾎糖症[RH]

新⽣児⼀過性低⾎糖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 医原性新⽣児低⾎糖
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

患者プロフィール
新⽣児p/o 1

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
医原性新⽣児低⾎糖・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾎糖症状態$異常状態%原因
低⾎糖症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 医原性新⽣児低⾎糖・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低⾎糖症状態$異常状態%結果
低⾎糖症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 医原性新⽣児低⾎糖・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
医原性新⽣児低⾎糖・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 医原性新⽣児低⾎糖・低⾎糖症[RH]

原因
a/o 1.. 医原性新⽣児低⾎糖・低⾎糖症[RH]

医原性新⽣児低⾎糖 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
新⽣児p/o 1

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
医原性新⽣児低⾎糖・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾎糖症状態$異常状態%原因
低⾎糖症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 医原性新⽣児低⾎糖・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低⾎糖症状態$異常状態%結果
低⾎糖症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 医原性新⽣児低⾎糖・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
医原性新⽣児低⾎糖・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 医原性新⽣児低⾎糖・低⾎糖症[RH]

原因
a/o 1.. 医原性新⽣児低⾎糖・低⾎糖症[RH]

医原性新⽣児低⾎糖 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

患者プロフィール
新⽣児p/o 1

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖症状態$異常状態%原因
低⾎糖症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低⾎糖症状態$異常状態%結果
低⾎糖症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖・低⾎糖症[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖・低⾎糖症[RH]

新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
新⽣児p/o 1

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖症状態$異常状態%原因
低⾎糖症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低⾎糖症状態$異常状態%結果
低⾎糖症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖・低⾎糖症[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖・低⾎糖症[RH]

新⽣児持続性⾼インスリン⾎症性低⾎糖 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩児特発性低⾎糖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

患者プロフィール
⼩児p/o 1

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
⼩児特発性低⾎糖症・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<低⾎糖症状態$異常状態%結果
低⾎糖症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⼩児特発性低⾎糖症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⼩児特発性低⾎糖症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. ⼩児特発性低⾎糖症・低⾎糖症[RH]

⼩児特発性低⾎糖症 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
⼩児p/o 1

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
⼩児特発性低⾎糖症・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<低⾎糖症状態$異常状態%結果
低⾎糖症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⼩児特発性低⾎糖症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⼩児特発性低⾎糖症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. ⼩児特発性低⾎糖症・低⾎糖症[RH]

⼩児特発性低⾎糖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] インスリン低⾎糖
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
インスリン低⾎糖・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

インスリン低⾎糖 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
インスリン低⾎糖・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

インスリン低⾎糖 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 医原性低⾎糖
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<医原性新⽣児低⾎糖$構成要素
医原性低⾎糖・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<医原性新⽣児低⾎糖$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾎糖症状態$異常状態%原因
低⾎糖症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 医原性低⾎糖・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低⾎糖症状態$異常状態%結果
低⾎糖症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 医原性低⾎糖・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
医原性低⾎糖・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 医原性低⾎糖・低⾎糖症[RH]

原因
a/o 1.. 医原性低⾎糖・低⾎糖症[RH]

医原性低⾎糖 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<医原性新⽣児低⾎糖$構成要素
医原性低⾎糖・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<医原性新⽣児低⾎糖$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾎糖症状態$異常状態%原因
低⾎糖症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 医原性低⾎糖・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<低⾎糖症状態$異常状態%結果
低⾎糖症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 医原性低⾎糖・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
医原性低⾎糖・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 医原性低⾎糖・低⾎糖症[RH]

原因
a/o 1.. 医原性低⾎糖・低⾎糖症[RH]

医原性低⾎糖 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 夜間低⾎糖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
夜間低⾎糖症・夜間の低⾎糖症p/o 1.. 夜間の低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<夜間の低⾎糖症状態$異常状態%原因
夜間の低⾎糖症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 夜間低⾎糖症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<夜間の低⾎糖症状態$異常状態%結果
夜間の低⾎糖症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 夜間低⾎糖症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
夜間低⾎糖症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 夜間低⾎糖症・夜間の低⾎糖症[RH]
原因a/o 1.. 夜間低⾎糖症・夜間の低⾎糖症[RH]

夜間低⾎糖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
夜間低⾎糖症・夜間の低⾎糖症p/o 1.. 夜間の低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<夜間の低⾎糖症状態$異常状態%原因
夜間の低⾎糖症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 夜間低⾎糖症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<夜間の低⾎糖症状態$異常状態%結果
夜間の低⾎糖症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 夜間低⾎糖症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
夜間低⾎糖症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 夜間低⾎糖症・夜間の低⾎糖症[RH]
原因a/o 1.. 夜間低⾎糖症・夜間の低⾎糖症[RH]

夜間低⾎糖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ロイシン過敏性低⾎糖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
ロイシン過敏性低⾎糖症・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ロイシン過敏性低⾎糖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
ロイシン過敏性低⾎糖症・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ロイシン過敏性低⾎糖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ケトン性低⾎糖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
ケトン性低⾎糖症・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ケトン性低⾎糖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素
ケトン性低⾎糖症・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低⾎糖症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ケトン性低⾎糖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アセトン⾎性嘔吐症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アセトン⾎性嘔吐症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

アセトン⾎性嘔吐症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アセトン⾎性嘔吐症・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

アセトン⾎性嘔吐症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リポジストロフィー
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (5)] 部分的リポジストロフィー症，全⾝性リポジストロフィー症，

⼩児遠⼼性腹壁脂肪異栄養症，進⾏性脂肪異栄養症，
先天性脂肪異栄養症

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リポジストロフィー・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失p/o 1.. 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. リポジストロフィー・暫定連鎖[RH]
▼原因 <<臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失状態$異常状態%原因
臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 暫定連鎖

構成要素 <<
リポジストロフィー・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. リポジストロフィー・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

結果
a/o 1.. 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

原因
a/o 1.. 進⾏性の脂肪組織の喪失[RH]

原因
a/o 1.. 脂肪組織の喪失[RH]

結果
a/o 1.. 脂肪組織の喪失[RH]

リポジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リポジストロフィー・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失p/o 1.. 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. リポジストロフィー・暫定連鎖[RH]
▼原因 <<臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失状態$異常状態%原因
臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 暫定連鎖

構成要素 <<
リポジストロフィー・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. リポジストロフィー・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

結果
a/o 1.. 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

原因
a/o 1.. 進⾏性の脂肪組織の喪失[RH]

原因
a/o 1.. 脂肪組織の喪失[RH]

結果
a/o 1.. 脂肪組織の喪失[RH]

リポジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 部分的リポジストロフィー症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / リポジストロフィー
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
部分的リポジストロフィー症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失p/o 1.. 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 部分的リポジストロフィー症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
部分的リポジストロフィー症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因 <<リポジストロフィー$構成要素%原因a/o 1.. 部分的リポジストロフィー症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

部分的リポジストロフィー症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
部分的リポジストロフィー症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失p/o 1.. 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 部分的リポジストロフィー症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
部分的リポジストロフィー症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因 <<リポジストロフィー$構成要素%原因a/o 1.. 部分的リポジストロフィー症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

部分的リポジストロフィー症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 476 ]

[Class Name] 全⾝性リポジストロフィー症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / リポジストロフィー
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
全⾝性リポジストロフィー症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失p/o 1.. 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失状態$異常状態%原因
臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 全⾝性リポジストロフィー症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 全⾝性リポジストロフィー症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性リポジストロフィー症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<リポジストロフィー$構成要素%結果a/o 1.. 全⾝性リポジストロフィー症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]
原因 <<リポジストロフィー$構成要素%原因a/o 1.. 全⾝性リポジストロフィー症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

全⾝性リポジストロフィー症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
全⾝性リポジストロフィー症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失p/o 1.. 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失状態$異常状態%原因
臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 全⾝性リポジストロフィー症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 全⾝性リポジストロフィー症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性リポジストロフィー症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<リポジストロフィー$構成要素%結果a/o 1.. 全⾝性リポジストロフィー症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]
原因 <<リポジストロフィー$構成要素%原因a/o 1.. 全⾝性リポジストロフィー症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

全⾝性リポジストロフィー症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩児遠⼼性腹壁脂肪異栄養症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / リポジストロフィー
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

患者プロフィール
⼩児p/o 1

▼構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
⼩児遠⼼性腹壁脂肪異栄養症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失p/o 1.. 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⼩児遠⼼性腹壁脂肪異栄養症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩児遠⼼性腹壁脂肪異栄養症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因 <<リポジストロフィー$構成要素%原因a/o 1.. ⼩児遠⼼性腹壁脂肪異栄養症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

⼩児遠⼼性腹壁脂肪異栄養症 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
⼩児p/o 1

▼構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
⼩児遠⼼性腹壁脂肪異栄養症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失p/o 1.. 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⼩児遠⼼性腹壁脂肪異栄養症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩児遠⼼性腹壁脂肪異栄養症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因 <<リポジストロフィー$構成要素%原因a/o 1.. ⼩児遠⼼性腹壁脂肪異栄養症・臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組織の喪失[RH]

⼩児遠⼼性腹壁脂肪異栄養症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 478 ]

[Class Name] 進⾏性脂肪異栄養症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / リポジストロフィー
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
進⾏性脂肪異栄養症・進⾏性の脂肪組織の喪失p/o 1.. 進⾏性の脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別 <<リポジストロフィー$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<進⾏性の脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
進⾏性の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 進⾏性脂肪異栄養症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
進⾏性脂肪異栄養症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因 <<リポジストロフィー$構成要素%原因a/o 1.. 進⾏性脂肪異栄養症・進⾏性の脂肪組織の喪失[RH]

進⾏性脂肪異栄養症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
進⾏性脂肪異栄養症・進⾏性の脂肪組織の喪失p/o 1.. 進⾏性の脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別 <<リポジストロフィー$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<進⾏性の脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
進⾏性の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 進⾏性脂肪異栄養症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
進⾏性脂肪異栄養症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因 <<リポジストロフィー$構成要素%原因a/o 1.. 進⾏性脂肪異栄養症・進⾏性の脂肪組織の喪失[RH]

進⾏性脂肪異栄養症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性脂肪異栄養症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / リポジストロフィー
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
先天性脂肪異栄養症・脂肪組織の喪失p/o 1.. 脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別 <<リポジストロフィー$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の喪失状態$異常状態%原因
脂肪組織の喪失・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性脂肪異栄養症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性脂肪異栄養症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
先天性脂肪異栄養症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<リポジストロフィー$構成要素%結果a/o 1.. 先天性脂肪異栄養症・脂肪組織の喪失[RH]
原因 <<リポジストロフィー$構成要素%原因

a/o 1.. 先天性脂肪異栄養症・脂肪組織の喪失[RH]

先天性脂肪異栄養症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
先天性脂肪異栄養症・脂肪組織の喪失p/o 1.. 脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別 <<リポジストロフィー$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の喪失状態$異常状態%原因
脂肪組織の喪失・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性脂肪異栄養症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性脂肪異栄養症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<リポジストロフィー$構成要素
先天性脂肪異栄養症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<リポジストロフィー$構成要素%結果a/o 1.. 先天性脂肪異栄養症・脂肪組織の喪失[RH]
原因 <<リポジストロフィー$構成要素%原因

a/o 1.. 先天性脂肪異栄養症・脂肪組織の喪失[RH]

先天性脂肪異栄養症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 那須・ハコラ病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
那須・ハコラ病・多発嚢胞性脂肪膜性⾻異形成症p/o 1.. 多発嚢胞性脂肪膜性⾻異形成症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

那須・ハコラ病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
那須・ハコラ病・多発嚢胞性脂肪膜性⾻異形成症p/o 1.. 多発嚢胞性脂肪膜性⾻異形成症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

那須・ハコラ病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肥満症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (10)] 単純性肥満，⾷事性肥満，続発性肥満，症候性肥満，乳児肥満，

幼児肥満，学童肥満，思春期肥満，病的肥満症，薬物誘発性肥満症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肥満症・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 肥満症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 肥満症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿊⾊表⽪腫[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚線状[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖尿病
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 活動性の低下[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸困難[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 歩⾏困難[RH]

構成要素 <<
肥満症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
原因a/o 1.. 肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

肥満症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肥満症・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 肥満症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 肥満症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿊⾊表⽪腫[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚線状[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 糖尿病
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 活動性の低下[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸困難[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 歩⾏困難[RH]

構成要素 <<
肥満症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
原因a/o 1.. 肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

肥満症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 単純性肥満
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
単純性肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 単純性肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 単純性肥満・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肥満症$構成要素%結果
a/o 1.. 単純性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

原因 <<肥満症$構成要素%原因
a/o 1.. 単純性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

単純性肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満症$構成要素
単純性肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 単純性肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 単純性肥満・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肥満症$構成要素%結果
a/o 1.. 単純性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

原因 <<肥満症$構成要素%原因
a/o 1.. 単純性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

単純性肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾷事性肥満
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
⾷事性肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾷事性肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾷事性肥満・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷事性肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肥満症$構成要素%結果
a/o 1.. ⾷事性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

原因 <<肥満症$構成要素%原因
a/o 1.. ⾷事性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

⾷事性肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満症$構成要素
⾷事性肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾷事性肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾷事性肥満・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷事性肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肥満症$構成要素%結果
a/o 1.. ⾷事性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

原因 <<肥満症$構成要素%原因
a/o 1.. ⾷事性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

⾷事性肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 続発性肥満
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
続発性肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 続発性肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 続発性肥満・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肥満症$構成要素%結果
a/o 1.. 続発性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

原因 <<肥満症$構成要素%原因
a/o 1.. 続発性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

続発性肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満症$構成要素
続発性肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 続発性肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 続発性肥満・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肥満症$構成要素%結果
a/o 1.. 続発性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

原因 <<肥満症$構成要素%原因
a/o 1.. 続発性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

続発性肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 症候性肥満
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
症候性肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 症候性肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 症候性肥満・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
症候性肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肥満症$構成要素%結果
a/o 1.. 症候性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

原因 <<肥満症$構成要素%原因
a/o 1.. 症候性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

症候性肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満症$構成要素
症候性肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 症候性肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 症候性肥満・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
症候性肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肥満症$構成要素%結果
a/o 1.. 症候性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

原因 <<肥満症$構成要素%原因
a/o 1.. 症候性肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

症候性肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳児肥満
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

患者プロフィール
乳児p/o 1

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
乳児肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 乳児肥満・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肥満症$構成要素%結果a/o 1.. 乳児肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

乳児肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
乳児p/o 1

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
乳児肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 乳児肥満・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肥満症$構成要素%結果a/o 1.. 乳児肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

乳児肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 幼児肥満
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

患者プロフィール
幼児p/o 1

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
幼児肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 幼児肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児肥満・⿊⾊表⽪腫[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児肥満・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 幼児肥満・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児肥満・糖尿病[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<肥満症$構成要素%結果a/o 1.. 幼児肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児肥満・⿊⾊表⽪腫p/o 1.. ⿊⾊表⽪腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿊⾊表⽪腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 幼児肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児肥満・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児肥満・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児肥満・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

幼児肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
幼児p/o 1

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
幼児肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 幼児肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児肥満・⿊⾊表⽪腫[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児肥満・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 幼児肥満・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 幼児肥満・糖尿病[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<肥満症$構成要素%結果a/o 1.. 幼児肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児肥満・⿊⾊表⽪腫p/o 1.. ⿊⾊表⽪腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿊⾊表⽪腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 幼児肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児肥満・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児肥満・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
幼児肥満・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因a/o 1.. 幼児肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

幼児肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学童肥満
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

患者プロフィール
学童p/o 1

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
学童肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 学童肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 学童肥満・⿊⾊表⽪腫[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 学童肥満・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学童肥満・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 学童肥満・糖尿病[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学童肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<肥満症$構成要素%結果a/o 1.. 学童肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学童肥満・⿊⾊表⽪腫p/o 1.. ⿊⾊表⽪腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿊⾊表⽪腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 学童肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学童肥満・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因a/o 1.. 学童肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学童肥満・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 学童肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学童肥満・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因a/o 1.. 学童肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

学童肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
学童p/o 1

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
学童肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 学童肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 学童肥満・⿊⾊表⽪腫[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 学童肥満・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学童肥満・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 学童肥満・糖尿病[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学童肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<肥満症$構成要素%結果a/o 1.. 学童肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学童肥満・⿊⾊表⽪腫p/o 1.. ⿊⾊表⽪腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿊⾊表⽪腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 学童肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学童肥満・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因a/o 1.. 学童肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学童肥満・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 学童肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学童肥満・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因a/o 1.. 学童肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

学童肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 思春期肥満
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

患者プロフィール
思春期p/o 1

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 思春期肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 思春期肥満・活動性の低下[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 思春期肥満・⿊⾊表⽪腫[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 思春期肥満・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 思春期肥満・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 思春期肥満・糖尿病[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<肥満症$構成要素%結果a/o 1.. 思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期肥満・活動性の低下p/o 1.. 活動性の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<活動性の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期肥満・⿊⾊表⽪腫p/o 1.. ⿊⾊表⽪腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿊⾊表⽪腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期肥満・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因a/o 1.. 思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期肥満・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期肥満・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因

a/o 1.. 思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

思春期肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
思春期p/o 1

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 思春期肥満・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 思春期肥満・活動性の低下[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 思春期肥満・⿊⾊表⽪腫[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 思春期肥満・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 思春期肥満・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 思春期肥満・糖尿病[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期肥満・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<肥満症$構成要素%結果a/o 1.. 思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期肥満・活動性の低下p/o 1.. 活動性の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<活動性の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期肥満・⿊⾊表⽪腫p/o 1.. ⿊⾊表⽪腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿊⾊表⽪腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期肥満・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因a/o 1.. 思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期肥満・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期肥満・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因

a/o 1.. 思春期肥満・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

思春期肥満 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 病的肥満症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 病的肥満症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 病的肥満症・活動性の低下[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 病的肥満症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 病的肥満症・⿊⾊表⽪腫[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 病的肥満症・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 病的肥満症・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 病的肥満症・糖尿病[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 病的肥満症・歩⾏困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<肥満症$構成要素%結果a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・活動性の低下p/o 1.. 活動性の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<活動性の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・⿊⾊表⽪腫p/o 1.. ⿊⾊表⽪腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿊⾊表⽪腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・歩⾏困難p/o 1.. 歩⾏困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

病的肥満症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満症$構成要素
病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 病的肥満症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 病的肥満症・活動性の低下[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 病的肥満症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 病的肥満症・⿊⾊表⽪腫[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 病的肥満症・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 病的肥満症・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 病的肥満症・糖尿病[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 病的肥満症・歩⾏困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<肥満症$構成要素%結果a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・活動性の低下p/o 1.. 活動性の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<活動性の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・⿊⾊表⽪腫p/o 1.. ⿊⾊表⽪腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿊⾊表⽪腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・歩⾏困難p/o 1.. 歩⾏困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

病的肥満症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・歩⾏困難p/o 1.. 歩⾏困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<歩⾏困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
病的肥満症・歩⾏困難p/o 1.. 歩⾏困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<歩⾏困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 病的肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
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[Class Name] 薬物誘発性肥満症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<肥満症$構成要素
薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・活動性の低下[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・⿊⾊表⽪腫[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・糖尿病[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物誘発性肥満症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肥満症$構成要素%結果
a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物誘発性肥満症・活動性の低下p/o 1.. 活動性の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<活動性の低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物誘発性肥満症・⿊⾊表⽪腫p/o 1.. ⿊⾊表⽪腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿊⾊表⽪腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物誘発性肥満症・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物誘発性肥満症・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物誘発性肥満症・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

薬物誘発性肥満症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満症$構成要素
薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%原因
脂肪組織の過剰蓄積・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・活動性の低下[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・⿊⾊表⽪腫[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・糖尿病[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物誘発性肥満症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<肥満症$構成要素%結果
a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物誘発性肥満症・活動性の低下p/o 1.. 活動性の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<活動性の低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物誘発性肥満症・⿊⾊表⽪腫p/o 1.. ⿊⾊表⽪腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿊⾊表⽪腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物誘発性肥満症・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物誘発性肥満症・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物誘発性肥満症・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物誘発性肥満症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

薬物誘発性肥満症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピックウィッキアン症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピックウィッキアン症候群・睡眠時無呼吸p/o 1.. 睡眠時無呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<睡眠時無呼吸状態$異常状態%結果a/o 1.. ピックウィッキアン症候群・嗜眠傾向[RH]
▼結果 <<睡眠時無呼吸状態$異常状態%結果a/o 1.. ピックウィッキアン症候群・多⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピックウィッキアン症候群・嗜眠傾向p/o 1.. 嗜眠傾向[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嗜眠傾向状態$異常状態%原因a/o 1.. ピックウィッキアン症候群・睡眠時無呼吸[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピックウィッキアン症候群・多⾎症p/o 1.. 多⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ピックウィッキアン症候群・睡眠時無呼吸[RH]

ピックウィッキアン症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピックウィッキアン症候群・睡眠時無呼吸p/o 1.. 睡眠時無呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<睡眠時無呼吸状態$異常状態%結果a/o 1.. ピックウィッキアン症候群・嗜眠傾向[RH]
▼結果 <<睡眠時無呼吸状態$異常状態%結果a/o 1.. ピックウィッキアン症候群・多⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピックウィッキアン症候群・嗜眠傾向p/o 1.. 嗜眠傾向[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嗜眠傾向状態$異常状態%原因a/o 1.. ピックウィッキアン症候群・睡眠時無呼吸[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピックウィッキアン症候群・多⾎症p/o 1.. 多⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ピックウィッキアン症候群・睡眠時無呼吸[RH]

ピックウィッキアン症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺胞低換気症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞低換気症候群・肺胞低換気量の低下p/o 1.. 肺胞低換気量の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞低換気量の低下状態$異常状態%原因
肺胞低換気量の低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 肺胞低換気症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺胞低換気量の低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺胞低換気症候群・右⼼不全[RH]
▼結果 <<肺胞低換気量の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞低換気症候群・嗜眠傾向[RH]
▼結果 <<肺胞低換気量の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞低換気症候群・呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺胞低換気量の低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺胞低換気症候群・動脈⾎の炭酸ガス分圧が45mmHg以上[RH]
構成要素 <<
肺胞低換気症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 肺胞低換気症候群・肺胞低換気量の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞低換気症候群・右⼼不全p/o 1.. 右⼼不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<右⼼不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞低換気症候群・肺胞低換気量の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞低換気症候群・嗜眠傾向p/o 1.. 嗜眠傾向[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嗜眠傾向状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺胞低換気症候群・肺胞低換気量の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞低換気症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞低換気症候群・肺胞低換気量の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞低換気症候群・動脈⾎の炭酸ガス分圧が45mmHg以上p/o 1.. 動脈⾎の炭酸ガス分圧が45mmHg以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<動脈⾎の炭酸ガス分圧が45mmHg以上状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺胞低換気症候群・肺胞低換気量の低下[RH]

肺胞低換気症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞低換気症候群・肺胞低換気量の低下p/o 1.. 肺胞低換気量の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞低換気量の低下状態$異常状態%原因
肺胞低換気量の低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 肺胞低換気症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<肺胞低換気量の低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺胞低換気症候群・右⼼不全[RH]
▼結果 <<肺胞低換気量の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞低換気症候群・嗜眠傾向[RH]
▼結果 <<肺胞低換気量の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞低換気症候群・呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺胞低換気量の低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺胞低換気症候群・動脈⾎の炭酸ガス分圧が45mmHg以上[RH]
構成要素 <<
肺胞低換気症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 肺胞低換気症候群・肺胞低換気量の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞低換気症候群・右⼼不全p/o 1.. 右⼼不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<右⼼不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞低換気症候群・肺胞低換気量の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞低換気症候群・嗜眠傾向p/o 1.. 嗜眠傾向[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嗜眠傾向状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺胞低換気症候群・肺胞低換気量の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞低換気症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞低換気症候群・肺胞低換気量の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞低換気症候群・動脈⾎の炭酸ガス分圧が45mmHg以上p/o 1.. 動脈⾎の炭酸ガス分圧が45mmHg以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<動脈⾎の炭酸ガス分圧が45mmHg以上状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺胞低換気症候群・肺胞低換気量の低下[RH]

肺胞低換気症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] くる病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
くる病・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%原因
類⾻組織が過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. くる病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. くる病・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. くる病・成⻑障害[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
類⾻組織が過剰・暫定連鎖(結果)a/o 1.. くる病・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
くる病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. くる病・類⾻組織が過剰[RH]

原因
a/o 1.. くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
くる病・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
くる病・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. くる病・類⾻組織が過剰[RH]

くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
くる病・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%原因
類⾻組織が過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. くる病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. くる病・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. くる病・成⻑障害[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
類⾻組織が過剰・暫定連鎖(結果)a/o 1.. くる病・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
くる病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. くる病・類⾻組織が過剰[RH]

原因
a/o 1.. くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
くる病・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
くる病・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. くる病・類⾻組織が過剰[RH]

くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻軟化症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<くる病$構成要素
⾻軟化症・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%原因
類⾻組織が過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾻軟化症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾻軟化症・⾻折[RH]
構成要素 <<
⾻軟化症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ⾻軟化症・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻軟化症・⾻折p/o 1.. ⾻折[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻折状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾻軟化症・類⾻組織が過剰[RH]

⾻軟化症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<くる病$構成要素
⾻軟化症・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%原因
類⾻組織が過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾻軟化症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾻軟化症・⾻折[RH]
構成要素 <<
⾻軟化症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ⾻軟化症・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻軟化症・⾻折p/o 1.. ⾻折[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻折状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾻軟化症・類⾻組織が過剰[RH]

⾻軟化症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ビタミンD⽋乏性くる病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<くる病$構成要素
ビタミンD⽋乏性くる病・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・成⻑障害[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・O脚[RH]

▼構成要素 <<くる病$構成要素
ビタミンD⽋乏性くる病・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<くる病$構成要素
ビタミンD⽋乏性くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<くる病$構成要素
ビタミンD⽋乏性くる病・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・類⾻組織が過剰[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD⽋乏性くる病・O脚p/o 1.. O脚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<O脚状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

ビタミンD⽋乏性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<くる病$構成要素
ビタミンD⽋乏性くる病・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・成⻑障害[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・O脚[RH]

▼構成要素 <<くる病$構成要素
ビタミンD⽋乏性くる病・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<くる病$構成要素
ビタミンD⽋乏性くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<くる病$構成要素
ビタミンD⽋乏性くる病・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・類⾻組織が過剰[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンD⽋乏性くる病・O脚p/o 1.. O脚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<O脚状態$異常状態%原因
a/o 1.. ビタミンD⽋乏性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

ビタミンD⽋乏性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 低リン酸⾎症性くる病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] 原発性低リン⾎症くる病，X染⾊体性低P⾎症性くる病，

常染⾊体優性低P⾎症性くる病
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<くる病$構成要素
低リン酸⾎症性くる病・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 低リン酸⾎症性くる病・筋⼒低下[RH]

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 低リン酸⾎症性くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 低リン酸⾎症性くる病・O脚[RH]

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 成⻑障害

▼構成要素 <<くる病$構成要素
低リン酸⾎症性くる病・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 低リン酸⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<くる病$構成要素
低リン酸⾎症性くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 低リン酸⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低リン酸⾎症性くる病・O脚p/o 1.. O脚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<O脚状態$異常状態%原因
a/o 1.. 低リン酸⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

低リン酸⾎症性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<くる病$構成要素
低リン酸⾎症性くる病・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 低リン酸⾎症性くる病・筋⼒低下[RH]

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 低リン酸⾎症性くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 低リン酸⾎症性くる病・O脚[RH]

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 成⻑障害

▼構成要素 <<くる病$構成要素
低リン酸⾎症性くる病・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 低リン酸⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<くる病$構成要素
低リン酸⾎症性くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 低リン酸⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低リン酸⾎症性くる病・O脚p/o 1.. O脚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<O脚状態$異常状態%原因
a/o 1.. 低リン酸⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

低リン酸⾎症性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性低リン⾎症くる病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 低リン酸⾎症性くる病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
原発性低リン⾎症くる病・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 原発性低リン⾎症くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 原発性低リン⾎症くる病・O脚[RH]

▼構成要素 <<くる病$構成要素
原発性低リン⾎症くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 原発性低リン⾎症くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性低リン⾎症くる病・O脚p/o 1.. O脚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<O脚状態$異常状態%原因
a/o 1.. 原発性低リン⾎症くる病・類⾻組織が過剰[RH]

原発性低リン⾎症くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
原発性低リン⾎症くる病・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 原発性低リン⾎症くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 原発性低リン⾎症くる病・O脚[RH]

▼構成要素 <<くる病$構成要素
原発性低リン⾎症くる病・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 原発性低リン⾎症くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性低リン⾎症くる病・O脚p/o 1.. O脚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<O脚状態$異常状態%原因
a/o 1.. 原発性低リン⾎症くる病・類⾻組織が過剰[RH]

原発性低リン⾎症くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] X染⾊体性低P⾎症性くる病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 低リン酸⾎症性くる病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
X染⾊体性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. X染⾊体性低P⾎症性くる病・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. X染⾊体性低P⾎症性くる病・成⻑障害[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. X染⾊体性低P⾎症性くる病・O脚[RH]

▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
X染⾊体性低P⾎症性くる病・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. X染⾊体性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]
▼構成要素 <<くる病$構成要素
X染⾊体性低P⾎症性くる病・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. X染⾊体性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
X染⾊体性低P⾎症性くる病・O脚p/o 1.. O脚[RH]

連鎖種別 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<O脚状態$異常状態%原因a/o 1.. X染⾊体性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

X染⾊体性低P⾎症性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
X染⾊体性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. X染⾊体性低P⾎症性くる病・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. X染⾊体性低P⾎症性くる病・成⻑障害[RH]
▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. X染⾊体性低P⾎症性くる病・O脚[RH]

▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
X染⾊体性低P⾎症性くる病・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. X染⾊体性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]
▼構成要素 <<くる病$構成要素
X染⾊体性低P⾎症性くる病・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. X染⾊体性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
X染⾊体性低P⾎症性くる病・O脚p/o 1.. O脚[RH]

連鎖種別 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<O脚状態$異常状態%原因a/o 1.. X染⾊体性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

X染⾊体性低P⾎症性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 常染⾊体優性低P⾎症性くる病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 低リン酸⾎症性くる病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
常染⾊体優性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 常染⾊体優性低P⾎症性くる病・筋⼒低下[RH]

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 常染⾊体優性低P⾎症性くる病・O脚[RH]

▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
常染⾊体優性低P⾎症性くる病・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 常染⾊体優性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
常染⾊体優性低P⾎症性くる病・O脚p/o 1.. O脚[RH]

連鎖種別 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<O脚状態$異常状態%原因
a/o 1.. 常染⾊体優性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

常染⾊体優性低P⾎症性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
常染⾊体優性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰p/o 1.. 類⾻組織が過剰[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 常染⾊体優性低P⾎症性くる病・筋⼒低下[RH]

▼結果 <<類⾻組織が過剰状態$異常状態%結果
a/o 1.. 常染⾊体優性低P⾎症性くる病・O脚[RH]

▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
常染⾊体優性低P⾎症性くる病・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 常染⾊体優性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

▼構成要素 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素
常染⾊体優性低P⾎症性くる病・O脚p/o 1.. O脚[RH]

連鎖種別 <<低リン酸⾎症性くる病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<O脚状態$異常状態%原因
a/o 1.. 常染⾊体優性低P⾎症性くる病・類⾻組織が過剰[RH]

常染⾊体優性低P⾎症性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 腎性くる病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腎性くる病・腎不全p/o 1.. 腎不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

腎性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腎性くる病・腎不全p/o 1.. 腎不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

腎性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 腎性⾻異栄養症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腎性⾻異栄養症・代謝性の⾻変化p/o 1.. 代謝性の⾻変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

腎性⾻異栄養症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腎性⾻異栄養症・代謝性の⾻変化p/o 1.. 代謝性の⾻変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

腎性⾻異栄養症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肝性くる病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝性くる病・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

肝性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝性くる病・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

肝性くる病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻粗鬆症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (10)] 続発性⾻粗鬆症，先天性⾻粗鬆症，内分泌性⾻粗鬆症，

卵巣摘出術後⾻粗鬆症，薬剤性⾻粗鬆症，ステロイド性⾻粗鬆症，
栄養性⾻粗鬆症，不動性⾻粗鬆症，術後吸収不良性⾻粗鬆症，
若年性⾻粗鬆症

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾻塩量低下[RH]
▼結果 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻折[RH]

⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾻塩量低下[RH]
▼結果 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻折[RH]

⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 続発性⾻粗鬆症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾻粗鬆症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
続発性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

続発性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
続発性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

続発性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⾻粗鬆症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾻粗鬆症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
先天性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

先天性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
先天性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

先天性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 内分泌性⾻粗鬆症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾻粗鬆症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
内分泌性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 内分泌性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
内分泌性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 内分泌性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

内分泌性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
内分泌性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 内分泌性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
内分泌性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 内分泌性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

内分泌性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 卵巣摘出術後⾻粗鬆症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾻粗鬆症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
卵巣摘出術後⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 卵巣摘出術後⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
卵巣摘出術後⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 卵巣摘出術後⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

卵巣摘出術後⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
卵巣摘出術後⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 卵巣摘出術後⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
卵巣摘出術後⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 卵巣摘出術後⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

卵巣摘出術後⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬剤性⾻粗鬆症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾻粗鬆症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
薬剤性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

薬剤性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
薬剤性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

薬剤性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ステロイド性⾻粗鬆症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾻粗鬆症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
ステロイド性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因a/o 1.. ステロイド性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]
▼結果 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%結果a/o 1.. ステロイド性⾻粗鬆症・⾻折[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ステロイド性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. ステロイド性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ステロイド性⾻粗鬆症・⾻折p/o 1.. ⾻折[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻折状態$異常状態%原因a/o 1.. ステロイド性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

ステロイド性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
ステロイド性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因a/o 1.. ステロイド性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]
▼結果 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%結果a/o 1.. ステロイド性⾻粗鬆症・⾻折[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ステロイド性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. ステロイド性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ステロイド性⾻粗鬆症・⾻折p/o 1.. ⾻折[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻折状態$異常状態%原因a/o 1.. ステロイド性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

ステロイド性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 栄養性⾻粗鬆症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾻粗鬆症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
栄養性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 栄養性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]
▼結果 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%結果a/o 1.. 栄養性⾻粗鬆症・⾻折[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
栄養性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 栄養性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
栄養性⾻粗鬆症・⾻折p/o 1.. ⾻折[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻折状態$異常状態%原因a/o 1.. 栄養性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

栄養性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
栄養性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 栄養性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]
▼結果 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%結果a/o 1.. 栄養性⾻粗鬆症・⾻折[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
栄養性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 栄養性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
栄養性⾻粗鬆症・⾻折p/o 1.. ⾻折[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻折状態$異常状態%原因a/o 1.. 栄養性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

栄養性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 不動性⾻粗鬆症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾻粗鬆症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
不動性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 不動性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
不動性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 不動性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

不動性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
不動性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 不動性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
不動性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 不動性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

不動性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 術後吸収不良性⾻粗鬆症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾻粗鬆症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
術後吸収不良性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 術後吸収不良性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
術後吸収不良性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 術後吸収不良性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

術後吸収不良性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
術後吸収不良性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 術後吸収不良性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
術後吸収不良性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 術後吸収不良性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

術後吸収不良性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 若年性⾻粗鬆症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ⾻粗鬆症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
若年性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

若年性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻粗鬆症$構成要素
若年性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少p/o 1.. 全⾝性の⾻量の減少[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾻量の減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年性⾻粗鬆症・⾻塩量低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年性⾻粗鬆症・⾻塩量低下p/o 1.. ⾻塩量低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾻塩量低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年性⾻粗鬆症・全⾝性の⾻量の減少[RH]

若年性⾻粗鬆症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 亜鉛⽋乏症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜鉛⽋乏症・亜鉛⽋乏p/o 1.. 亜鉛⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<亜鉛⽋乏状態$異常状態%原因
亜鉛⽋乏・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 亜鉛⽋乏症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<亜鉛⽋乏状態$異常状態%結果
亜鉛⽋乏・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 亜鉛⽋乏症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
亜鉛⽋乏症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 亜鉛⽋乏症・亜鉛⽋乏[RH]
原因

a/o 1.. 亜鉛⽋乏症・亜鉛⽋乏[RH]

亜鉛⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜鉛⽋乏症・亜鉛⽋乏p/o 1.. 亜鉛⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<亜鉛⽋乏状態$異常状態%原因
亜鉛⽋乏・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 亜鉛⽋乏症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<亜鉛⽋乏状態$異常状態%結果
亜鉛⽋乏・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 亜鉛⽋乏症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
亜鉛⽋乏症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 亜鉛⽋乏症・亜鉛⽋乏[RH]
原因

a/o 1.. 亜鉛⽋乏症・亜鉛⽋乏[RH]

亜鉛⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 銅⽋乏症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<亜鉛⽋乏症$構成要素
銅⽋乏症・銅⽋乏p/o 1.. 銅⽋乏[RH]

連鎖種別 <<亜鉛⽋乏症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<銅⽋乏状態$異常状態%原因
銅⽋乏・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 銅⽋乏症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<銅⽋乏状態$異常状態%結果

a/o 1.. 銅⽋乏症・筋緊張低下[RH]
▼結果 <<銅⽋乏状態$異常状態%結果
銅⽋乏・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 銅⽋乏症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<銅⽋乏状態$異常状態%結果

a/o 1.. 銅⽋乏症・知的障害[RH]
▼結果 <<銅⽋乏状態$異常状態%結果

a/o 1.. 銅⽋乏症・筋⼒低下[RH]
構成要素 <<
銅⽋乏症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 銅⽋乏症・銅⽋乏[RH]

原因
a/o 1.. 銅⽋乏症・銅⽋乏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
銅⽋乏症・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 銅⽋乏症・銅⽋乏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
銅⽋乏症・知的障害p/o 1.. 知的障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<知的障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 銅⽋乏症・銅⽋乏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
銅⽋乏症・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 銅⽋乏症・銅⽋乏[RH]

銅⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<亜鉛⽋乏症$構成要素
銅⽋乏症・銅⽋乏p/o 1.. 銅⽋乏[RH]

連鎖種別 <<亜鉛⽋乏症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<銅⽋乏状態$異常状態%原因
銅⽋乏・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 銅⽋乏症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<銅⽋乏状態$異常状態%結果

a/o 1.. 銅⽋乏症・筋緊張低下[RH]
▼結果 <<銅⽋乏状態$異常状態%結果
銅⽋乏・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 銅⽋乏症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<銅⽋乏状態$異常状態%結果

a/o 1.. 銅⽋乏症・知的障害[RH]
▼結果 <<銅⽋乏状態$異常状態%結果

a/o 1.. 銅⽋乏症・筋⼒低下[RH]
構成要素 <<
銅⽋乏症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 銅⽋乏症・銅⽋乏[RH]

原因
a/o 1.. 銅⽋乏症・銅⽋乏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
銅⽋乏症・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋緊張低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 銅⽋乏症・銅⽋乏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
銅⽋乏症・知的障害p/o 1.. 知的障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<知的障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 銅⽋乏症・銅⽋乏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
銅⽋乏症・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 銅⽋乏症・銅⽋乏[RH]

銅⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] セレン⽋乏症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<亜鉛⽋乏症$構成要素
セレン⽋乏症・セレン⽋乏p/o 1.. セレン⽋乏[RH]

連鎖種別 <<亜鉛⽋乏症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<セレン⽋乏状態$異常状態%原因
セレン⽋乏・暫定連鎖(原因)a/o 1.. セレン⽋乏症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<セレン⽋乏状態$異常状態%結果
セレン⽋乏・暫定連鎖(結果)a/o 1.. セレン⽋乏症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<セレン⽋乏状態$異常状態%結果

a/o 1.. セレン⽋乏症・不整脈[RH]
▼結果 <<セレン⽋乏状態$異常状態%結果

a/o 1.. セレン⽋乏症・筋痛[RH]
構成要素 <<
セレン⽋乏症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. セレン⽋乏症・セレン⽋乏[RH]
原因

a/o 1.. セレン⽋乏症・セレン⽋乏[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
セレン⽋乏症・不整脈p/o 1.. 不整脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<不整脈状態$異常状態%原因a/o 1.. セレン⽋乏症・セレン⽋乏[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
セレン⽋乏症・筋痛p/o 1.. 筋痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. セレン⽋乏症・セレン⽋乏[RH]

セレン⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<亜鉛⽋乏症$構成要素
セレン⽋乏症・セレン⽋乏p/o 1.. セレン⽋乏[RH]

連鎖種別 <<亜鉛⽋乏症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<セレン⽋乏状態$異常状態%原因
セレン⽋乏・暫定連鎖(原因)a/o 1.. セレン⽋乏症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<セレン⽋乏状態$異常状態%結果
セレン⽋乏・暫定連鎖(結果)a/o 1.. セレン⽋乏症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<セレン⽋乏状態$異常状態%結果

a/o 1.. セレン⽋乏症・不整脈[RH]
▼結果 <<セレン⽋乏状態$異常状態%結果

a/o 1.. セレン⽋乏症・筋痛[RH]
構成要素 <<
セレン⽋乏症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. セレン⽋乏症・セレン⽋乏[RH]
原因

a/o 1.. セレン⽋乏症・セレン⽋乏[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
セレン⽋乏症・不整脈p/o 1.. 不整脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<不整脈状態$異常状態%原因a/o 1.. セレン⽋乏症・セレン⽋乏[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
セレン⽋乏症・筋痛p/o 1.. 筋痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. セレン⽋乏症・セレン⽋乏[RH]

セレン⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 頭蓋咽頭腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
頭蓋咽頭腫・Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍p/o 1.. Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・視⼒障害[RH]
▼結果 <<Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍状態$異常状態%結果
Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・視野障害[RH]
▼結果 <<Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・トルコ鞍上部の⽯灰化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
頭蓋咽頭腫・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍[RH]
構成要素 <<
頭蓋咽頭腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
頭蓋咽頭腫・視野障害p/o 1.. 視野障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視野障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
頭蓋咽頭腫・トルコ鞍上部の⽯灰化p/o 1.. トルコ鞍上部の⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<トルコ鞍上部の⽯灰化状態$異常状態%原因

a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍[RH]

頭蓋咽頭腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
頭蓋咽頭腫・Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍p/o 1.. Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・視⼒障害[RH]
▼結果 <<Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍状態$異常状態%結果
Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・視野障害[RH]
▼結果 <<Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・トルコ鞍上部の⽯灰化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
頭蓋咽頭腫・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍[RH]
構成要素 <<
頭蓋咽頭腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
頭蓋咽頭腫・視野障害p/o 1.. 視野障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視野障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
頭蓋咽頭腫・トルコ鞍上部の⽯灰化p/o 1.. トルコ鞍上部の⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<トルコ鞍上部の⽯灰化状態$異常状態%原因

a/o 1.. 頭蓋咽頭腫・Rathke嚢遺残細胞の上⽪細胞から⽣じた腫瘍[RH]

頭蓋咽頭腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胚細胞性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・突然の嘔吐[RH]

▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・視⼒障害[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・頭痛[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・成⻑障害[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・尿崩症[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・視野障害[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果
胚細胞の腫瘍化・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・視野障害p/o 1.. 視野障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視野障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]

構成要素 <<
胚細胞性腫瘍・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]

胚細胞性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・突然の嘔吐[RH]

▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・視⼒障害[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・頭痛[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・成⻑障害[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・尿崩症[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・視野障害[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果
胚細胞の腫瘍化・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・視野障害p/o 1.. 視野障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視野障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]

構成要素 <<
胚細胞性腫瘍・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞の腫瘍化[RH]

胚細胞性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胚芽腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<胚細胞性腫瘍$構成要素
胚芽腫・胚芽細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚芽細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<胚細胞性腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胚芽細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果
胚芽細胞の腫瘍化・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胚芽腫・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胚芽細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胚芽腫・上⽅注視⿇痺[RH]
構成要素 <<
胚芽腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 胚芽腫・胚芽細胞の腫瘍化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚芽腫・上⽅注視⿇痺p/o 1.. 上⽅注視⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上⽅注視⿇痺状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胚芽腫・胚芽細胞の腫瘍化[RH]

胚芽腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胚細胞性腫瘍$構成要素
胚芽腫・胚芽細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚芽細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<胚細胞性腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胚芽細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果
胚芽細胞の腫瘍化・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胚芽腫・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胚芽細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胚芽腫・上⽅注視⿇痺[RH]
構成要素 <<
胚芽腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 胚芽腫・胚芽細胞の腫瘍化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚芽腫・上⽅注視⿇痺p/o 1.. 上⽅注視⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上⽅注視⿇痺状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胚芽腫・胚芽細胞の腫瘍化[RH]

胚芽腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 奇形腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<胚細胞性腫瘍$構成要素
奇形腫・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<胚細胞性腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

奇形腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胚細胞性腫瘍$構成要素
奇形腫・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<胚細胞性腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

奇形腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 悪性奇形腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
悪性奇形腫・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<奇形腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性奇形腫・便秘[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性奇形腫・α-フェトプロテイン上昇[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性奇形腫・肺・リンパ節転移[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性奇形腫・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因

a/o 1.. 悪性奇形腫・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性奇形腫・α-フェトプロテイン上昇p/o 1.. α-フェトプロテイン上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<α-フェトプロテイン上昇状態$異常状態%原因

a/o 1.. 悪性奇形腫・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性奇形腫・肺・リンパ節転移p/o 1.. 肺・リンパ節転移[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺・リンパ節転移状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性奇形腫・胚細胞の腫瘍化[RH]

悪性奇形腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
悪性奇形腫・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<奇形腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性奇形腫・便秘[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性奇形腫・α-フェトプロテイン上昇[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性奇形腫・肺・リンパ節転移[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性奇形腫・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因

a/o 1.. 悪性奇形腫・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性奇形腫・α-フェトプロテイン上昇p/o 1.. α-フェトプロテイン上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<α-フェトプロテイン上昇状態$異常状態%原因

a/o 1.. 悪性奇形腫・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性奇形腫・肺・リンパ節転移p/o 1.. 肺・リンパ節転移[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺・リンパ節転移状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性奇形腫・胚細胞の腫瘍化[RH]

悪性奇形腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胎児性癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<胚細胞性腫瘍$構成要素
胎児性癌・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<胚細胞性腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 胎児性癌・α-フェトプロテイン上昇[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 胎児性癌・腹部腫瘤[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胎児性癌・精巣腫脹[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児性癌・α-フェトプロテイン上昇p/o 1.. α-フェトプロテイン上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<α-フェトプロテイン上昇状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胎児性癌・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児性癌・腹部腫瘤p/o 1.. 腹部腫瘤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹部腫瘤状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胎児性癌・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児性癌・精巣腫脹p/o 1.. 精巣腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精巣腫脹状態$異常状態%原因a/o 1.. 胎児性癌・胚細胞の腫瘍化[RH]

胎児性癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胚細胞性腫瘍$構成要素
胎児性癌・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<胚細胞性腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 胎児性癌・α-フェトプロテイン上昇[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 胎児性癌・腹部腫瘤[RH]
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胎児性癌・精巣腫脹[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児性癌・α-フェトプロテイン上昇p/o 1.. α-フェトプロテイン上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<α-フェトプロテイン上昇状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胎児性癌・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児性癌・腹部腫瘤p/o 1.. 腹部腫瘤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹部腫瘤状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胎児性癌・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児性癌・精巣腫脹p/o 1.. 精巣腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精巣腫脹状態$異常状態%原因a/o 1.. 胎児性癌・胚細胞の腫瘍化[RH]

胎児性癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ラトケのう胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラトケのう胞・下垂体部のう胞状良性腫瘍p/o 1.. 下垂体部のう胞状良性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下垂体部のう胞状良性腫瘍状態$異常状態%原因
下垂体部のう胞状良性腫瘍・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ラトケのう胞・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<下垂体部のう胞状良性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. ラトケのう胞・視⼒障害[RH]
▼結果 <<下垂体部のう胞状良性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ラトケのう胞・成⻑障害[RH]
▼結果 <<下垂体部のう胞状良性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ラトケのう胞・尿崩症[RH]
▼結果 <<下垂体部のう胞状良性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. ラトケのう胞・視野障害[RH]
構成要素 <<
ラトケのう胞・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ラトケのう胞・下垂体部のう胞状良性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラトケのう胞・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ラトケのう胞・下垂体部のう胞状良性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラトケのう胞・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ラトケのう胞・下垂体部のう胞状良性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラトケのう胞・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. ラトケのう胞・下垂体部のう胞状良性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラトケのう胞・視野障害p/o 1.. 視野障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視野障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ラトケのう胞・下垂体部のう胞状良性腫瘍[RH]

ラトケのう胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラトケのう胞・下垂体部のう胞状良性腫瘍p/o 1.. 下垂体部のう胞状良性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下垂体部のう胞状良性腫瘍状態$異常状態%原因
下垂体部のう胞状良性腫瘍・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ラトケのう胞・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<下垂体部のう胞状良性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. ラトケのう胞・視⼒障害[RH]
▼結果 <<下垂体部のう胞状良性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ラトケのう胞・成⻑障害[RH]
▼結果 <<下垂体部のう胞状良性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ラトケのう胞・尿崩症[RH]
▼結果 <<下垂体部のう胞状良性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. ラトケのう胞・視野障害[RH]
構成要素 <<
ラトケのう胞・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ラトケのう胞・下垂体部のう胞状良性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラトケのう胞・視⼒障害p/o 1.. 視⼒障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<視⼒障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ラトケのう胞・下垂体部のう胞状良性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラトケのう胞・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ラトケのう胞・下垂体部のう胞状良性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラトケのう胞・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. ラトケのう胞・下垂体部のう胞状良性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラトケのう胞・視野障害p/o 1.. 視野障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視野障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ラトケのう胞・下垂体部のう胞状良性腫瘍[RH]

ラトケのう胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 視床下部神経膠腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化p/o 1.. 視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<視床下部神経膠細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部神経膠腫・痙攣[RH]
▼結果 <<視床下部神経膠細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部神経膠腫・突然の嘔吐[RH]
▼結果 <<視床下部神経膠細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 視床下部神経膠腫・意識障害[RH]
▼結果 <<視床下部神経膠細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 視床下部神経膠腫・突然の体重減少[RH]
▼結果 <<視床下部神経膠細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部神経膠腫・突然の顔⾯蒼⽩[RH]
▼結果 <<視床下部神経膠細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果
視床下部神経膠細胞の腫瘍化・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 視床下部神経膠腫・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部神経膠腫・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. 視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部神経膠腫・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. 視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部神経膠腫・意識障害p/o 1.. 意識障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<意識障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部神経膠腫・突然の体重減少p/o 1.. 突然の体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の体重減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. 視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部神経膠腫・突然の顔⾯蒼⽩p/o 1.. 突然の顔⾯蒼⽩[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の顔⾯蒼⽩状態$異常状態%原因

a/o 1.. 視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]
構成要素 <<
視床下部神経膠腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]

視床下部神経膠腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化p/o 1.. 視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<視床下部神経膠細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部神経膠腫・痙攣[RH]
▼結果 <<視床下部神経膠細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部神経膠腫・突然の嘔吐[RH]
▼結果 <<視床下部神経膠細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 視床下部神経膠腫・意識障害[RH]
▼結果 <<視床下部神経膠細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 視床下部神経膠腫・突然の体重減少[RH]
▼結果 <<視床下部神経膠細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部神経膠腫・突然の顔⾯蒼⽩[RH]
▼結果 <<視床下部神経膠細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果
視床下部神経膠細胞の腫瘍化・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 視床下部神経膠腫・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部神経膠腫・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. 視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部神経膠腫・突然の嘔吐p/o 1.. 突然の嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<突然の嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. 視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部神経膠腫・意識障害p/o 1.. 意識障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<意識障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部神経膠腫・突然の体重減少p/o 1.. 突然の体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の体重減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. 視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部神経膠腫・突然の顔⾯蒼⽩p/o 1.. 突然の顔⾯蒼⽩[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<突然の顔⾯蒼⽩状態$異常状態%原因

a/o 1.. 視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]
構成要素 <<
視床下部神経膠腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 視床下部神経膠腫・視床下部神経膠細胞の腫瘍化[RH]

視床下部神経膠腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 間脳症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 間脳るいそう症候群
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
間脳症候群・視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群p/o 1.. 視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群状態$異常状態%原因
視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 間脳症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群状態$異常状態%結果
視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 間脳症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
間脳症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 間脳症候群・視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群[RH]

原因
a/o 1.. 間脳症候群・視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群[RH]

間脳症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
間脳症候群・視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群p/o 1.. 視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群状態$異常状態%原因
視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 間脳症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群状態$異常状態%結果
視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 間脳症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
間脳症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 間脳症候群・視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群[RH]

原因
a/o 1.. 間脳症候群・視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群[RH]

間脳症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 間脳るいそう症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 間脳症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<間脳症候群$構成要素
間脳るいそう症候群・視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群p/o 1.. 視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群状態$異常状態%原因
視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 間脳るいそう症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群状態$異常状態%結果
視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 間脳るいそう症候群・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
間脳るいそう症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<間脳症候群$構成要素%結果
a/o 1.. 間脳るいそう症候群・視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群[RH]

原因 <<間脳症候群$構成要素%原因
a/o 1.. 間脳るいそう症候群・視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群[RH]

間脳るいそう症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<間脳症候群$構成要素
間脳るいそう症候群・視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群p/o 1.. 視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群状態$異常状態%原因
視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 間脳るいそう症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群状態$異常状態%結果
視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 間脳るいそう症候群・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
間脳るいそう症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<間脳症候群$構成要素%結果
a/o 1.. 間脳るいそう症候群・視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群[RH]

原因 <<間脳症候群$構成要素%原因
a/o 1.. 間脳るいそう症候群・視床下部に発⽣した腫瘍に原因する痩せ症候群[RH]

間脳るいそう症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 視床下部過誤腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部過誤腫・視床下部に発⽣する異所性形成異常p/o 1.. 視床下部に発⽣する異所性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視床下部に発⽣する異所性形成異常状態$異常状態%原因
視床下部に発⽣する異所性形成異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 視床下部過誤腫・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<視床下部に発⽣する異所性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部過誤腫・痙攣[RH]
▼結果 <<視床下部に発⽣する異所性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 視床下部過誤腫・精神発達遅滞[RH]
▼結果 <<視床下部に発⽣する異所性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 視床下部過誤腫・思春期早発症[RH]
▼結果 <<視床下部に発⽣する異所性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部過誤腫・笑い発作[RH]
構成要素 <<
視床下部過誤腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 視床下部過誤腫・視床下部に発⽣する異所性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部過誤腫・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. 視床下部過誤腫・視床下部に発⽣する異所性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部過誤腫・精神発達遅滞p/o 1.. 精神発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精神発達遅滞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 視床下部過誤腫・視床下部に発⽣する異所性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部過誤腫・思春期早発症p/o 1.. 思春期早発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<思春期早発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 視床下部過誤腫・視床下部に発⽣する異所性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部過誤腫・笑い発作p/o 1.. 笑い発作[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<笑い発作状態$異常状態%原因
a/o 1.. 視床下部過誤腫・視床下部に発⽣する異所性形成異常[RH]

視床下部過誤腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部過誤腫・視床下部に発⽣する異所性形成異常p/o 1.. 視床下部に発⽣する異所性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<視床下部に発⽣する異所性形成異常状態$異常状態%原因
視床下部に発⽣する異所性形成異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 視床下部過誤腫・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<視床下部に発⽣する異所性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部過誤腫・痙攣[RH]
▼結果 <<視床下部に発⽣する異所性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 視床下部過誤腫・精神発達遅滞[RH]
▼結果 <<視床下部に発⽣する異所性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 視床下部過誤腫・思春期早発症[RH]
▼結果 <<視床下部に発⽣する異所性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部過誤腫・笑い発作[RH]
構成要素 <<
視床下部過誤腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 視床下部過誤腫・視床下部に発⽣する異所性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部過誤腫・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. 視床下部過誤腫・視床下部に発⽣する異所性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部過誤腫・精神発達遅滞p/o 1.. 精神発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精神発達遅滞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 視床下部過誤腫・視床下部に発⽣する異所性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部過誤腫・思春期早発症p/o 1.. 思春期早発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<思春期早発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 視床下部過誤腫・視床下部に発⽣する異所性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部過誤腫・笑い発作p/o 1.. 笑い発作[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<笑い発作状態$異常状態%原因
a/o 1.. 視床下部過誤腫・視床下部に発⽣する異所性形成異常[RH]

視床下部過誤腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脳性巨⼈症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脳性巨⼈症・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

脳性巨⼈症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脳性巨⼈症・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

脳性巨⼈症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] プラダー・ウィリー症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
プラダー・ウィリー症候群・精神運動発達遅滞p/o 1.. 精神運動発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神運動発達遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. プラダー・ウィリー症候群・染⾊体15q11-13領域に存在する複数の⽗性発現遺伝⼦の発現消失[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
プラダー・ウィリー症候群・染⾊体15q11-13領域に存在する複数の⽗性発現遺伝⼦の発現消失p/o 1.. 染⾊体15q11-13領域に存在する複数の⽗性発現遺伝⼦の発現消失[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<染⾊体15q11-13領域に存在する複数の⽗性発現遺伝⼦の発現消失状態$異常状態%結果a/o 1.. プラダー・ウィリー症候群・精神運動発達遅滞[RH]

プラダー・ウィリー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
プラダー・ウィリー症候群・精神運動発達遅滞p/o 1.. 精神運動発達遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神運動発達遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. プラダー・ウィリー症候群・染⾊体15q11-13領域に存在する複数の⽗性発現遺伝⼦の発現消失[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
プラダー・ウィリー症候群・染⾊体15q11-13領域に存在する複数の⽗性発現遺伝⼦の発現消失p/o 1.. 染⾊体15q11-13領域に存在する複数の⽗性発現遺伝⼦の発現消失[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<染⾊体15q11-13領域に存在する複数の⽗性発現遺伝⼦の発現消失状態$異常状態%結果a/o 1.. プラダー・ウィリー症候群・精神運動発達遅滞[RH]

プラダー・ウィリー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ローレンス・ムーン症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ローレンス・ムーン症候群・精神遅滞p/o 1.. 精神遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神遅滞状態$異常状態%原因

a/o 1.. ローレンス・ムーン症候群・常染⾊体劣性遺伝形式の多⾯発現[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ローレンス・ムーン症候群・常染⾊体劣性遺伝形式の多⾯発現p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝形式の多⾯発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝形式の多⾯発現状態$異常状態%結果a/o 1.. ローレンス・ムーン症候群・精神遅滞[RH]

ローレンス・ムーン症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ローレンス・ムーン症候群・精神遅滞p/o 1.. 精神遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神遅滞状態$異常状態%原因

a/o 1.. ローレンス・ムーン症候群・常染⾊体劣性遺伝形式の多⾯発現[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ローレンス・ムーン症候群・常染⾊体劣性遺伝形式の多⾯発現p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝形式の多⾯発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝形式の多⾯発現状態$異常状態%結果a/o 1.. ローレンス・ムーン症候群・精神遅滞[RH]

ローレンス・ムーン症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 下垂体機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体機能低下症・下垂体機能低下p/o 1.. 下垂体機能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下垂体機能低下状態$異常状態%原因
下垂体機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 下垂体機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<下垂体機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体機能低下症・成⻑障害[RH]
▼結果 <<下垂体機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体機能低下症・甲状腺機能低下症[RH]
▼結果 <<下垂体機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体機能低下症・性腺機能不全症[RH]
▼結果 <<下垂体機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体機能低下症・副腎不全症状[RH]
構成要素 <<
下垂体機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 下垂体機能低下症・下垂体機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体機能低下症・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体機能低下症・下垂体機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体機能低下症・甲状腺機能低下症p/o 1.. 甲状腺機能低下症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能低下症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 下垂体機能低下症・下垂体機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体機能低下症・性腺機能不全症p/o 1.. 性腺機能不全症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<性腺機能不全症状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体機能低下症・下垂体機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体機能低下症・副腎不全症状p/o 1.. 副腎不全症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副腎不全症状状態$異常状態%原因
a/o 1.. 下垂体機能低下症・下垂体機能低下[RH]

下垂体機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体機能低下症・下垂体機能低下p/o 1.. 下垂体機能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下垂体機能低下状態$異常状態%原因
下垂体機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 下垂体機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<下垂体機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体機能低下症・成⻑障害[RH]
▼結果 <<下垂体機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体機能低下症・甲状腺機能低下症[RH]
▼結果 <<下垂体機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体機能低下症・性腺機能不全症[RH]
▼結果 <<下垂体機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体機能低下症・副腎不全症状[RH]
構成要素 <<
下垂体機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 下垂体機能低下症・下垂体機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体機能低下症・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体機能低下症・下垂体機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体機能低下症・甲状腺機能低下症p/o 1.. 甲状腺機能低下症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能低下症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 下垂体機能低下症・下垂体機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体機能低下症・性腺機能不全症p/o 1.. 性腺機能不全症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<性腺機能不全症状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体機能低下症・下垂体機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体機能低下症・副腎不全症状p/o 1.. 副腎不全症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副腎不全症状状態$異常状態%原因
a/o 1.. 下垂体機能低下症・下垂体機能低下[RH]

下垂体機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 下垂体ホルモン単独⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体ホルモン単独⽋損症・下垂体ホルモン単独⽋損p/o 1.. 下垂体ホルモン単独⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下垂体ホルモン単独⽋損状態$異常状態%原因
下垂体ホルモン単独⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 下垂体ホルモン単独⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
下垂体ホルモン単独⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 下垂体ホルモン単独⽋損症・下垂体ホルモン単独⽋損[RH]

下垂体ホルモン単独⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体ホルモン単独⽋損症・下垂体ホルモン単独⽋損p/o 1.. 下垂体ホルモン単独⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下垂体ホルモン単独⽋損状態$異常状態%原因
下垂体ホルモン単独⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 下垂体ホルモン単独⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
下垂体ホルモン単独⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 下垂体ホルモン単独⽋損症・下垂体ホルモン単独⽋損[RH]

下垂体ホルモン単独⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多下垂体ホルモン⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<下垂体機能低下症$構成要素
多下垂体ホルモン⽋損症・複数の下垂体ホルモン分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体ホルモン分泌低下[RH]

連鎖種別 <<下垂体機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の下垂体ホルモン分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体ホルモン分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 多下垂体ホルモン⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
多下垂体ホルモン⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 多下垂体ホルモン⽋損症・複数の下垂体ホルモン分泌低下[RH]

多下垂体ホルモン⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<下垂体機能低下症$構成要素
多下垂体ホルモン⽋損症・複数の下垂体ホルモン分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体ホルモン分泌低下[RH]

連鎖種別 <<下垂体機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の下垂体ホルモン分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体ホルモン分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 多下垂体ホルモン⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
多下垂体ホルモン⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 多下垂体ホルモン⽋損症・複数の下垂体ホルモン分泌低下[RH]

多下垂体ホルモン⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 548 ]

[Class Name] 先天性複合型下垂体機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<下垂体機能低下症$構成要素
先天性複合型下垂体機能低下症・下垂体機能低下p/o 1.. 下垂体機能低下[RH]

連鎖種別 <<下垂体機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<下垂体機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性複合型下垂体機能低下症・副腎不全症状[RH]

▼構成要素 <<下垂体機能低下症$構成要素
先天性複合型下垂体機能低下症・副腎不全症状p/o 1.. 副腎不全症状[RH]

連鎖種別 <<下垂体機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副腎不全症状状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性複合型下垂体機能低下症・下垂体機能低下[RH]

先天性複合型下垂体機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<下垂体機能低下症$構成要素
先天性複合型下垂体機能低下症・下垂体機能低下p/o 1.. 下垂体機能低下[RH]

連鎖種別 <<下垂体機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<下垂体機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性複合型下垂体機能低下症・副腎不全症状[RH]

▼構成要素 <<下垂体機能低下症$構成要素
先天性複合型下垂体機能低下症・副腎不全症状p/o 1.. 副腎不全症状[RH]

連鎖種別 <<下垂体機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副腎不全症状状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性複合型下垂体機能低下症・下垂体機能低下[RH]

先天性複合型下垂体機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ球性下垂体炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<下垂体機能低下症$構成要素
リンパ球性下垂体炎・甲状腺機能低下症p/o 1.. 甲状腺機能低下症[RH]

連鎖種別 <<下垂体機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能低下症状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ球性下垂体炎・シスチンの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球性下垂体炎・シスチンの蓄積p/o 1.. シスチンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ球性下垂体炎・甲状腺機能低下症[RH]

リンパ球性下垂体炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<下垂体機能低下症$構成要素
リンパ球性下垂体炎・甲状腺機能低下症p/o 1.. 甲状腺機能低下症[RH]

連鎖種別 <<下垂体機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能低下症状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ球性下垂体炎・シスチンの蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球性下垂体炎・シスチンの蓄積p/o 1.. シスチンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シスチンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ球性下垂体炎・甲状腺機能低下症[RH]

リンパ球性下垂体炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] empty sella症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<下垂体機能低下症$構成要素
empty sella症候群・下垂体機能低下p/o 1.. 下垂体機能低下[RH]

連鎖種別 <<下垂体機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<下垂体機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. empty sella症候群・副腎不全症状[RH]
▼構成要素 <<下垂体機能低下症$構成要素
empty sella症候群・副腎不全症状p/o 1.. 副腎不全症状[RH]

連鎖種別 <<下垂体機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副腎不全症状状態$異常状態%原因a/o 1.. empty sella症候群・下垂体機能低下[RH]

empty sella症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<下垂体機能低下症$構成要素
empty sella症候群・下垂体機能低下p/o 1.. 下垂体機能低下[RH]

連鎖種別 <<下垂体機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<下垂体機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. empty sella症候群・副腎不全症状[RH]
▼構成要素 <<下垂体機能低下症$構成要素
empty sella症候群・副腎不全症状p/o 1.. 副腎不全症状[RH]

連鎖種別 <<下垂体機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副腎不全症状状態$異常状態%原因a/o 1.. empty sella症候群・下垂体機能低下[RH]

empty sella症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性低⾝⻑症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性低⾝⻑症・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

家族性低⾝⻑症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性低⾝⻑症・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

家族性低⾝⻑症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 体質性低⾝⻑症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<家族性低⾝⻑症$構成要素
体質性低⾝⻑症・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<家族性低⾝⻑症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 体質性低⾝⻑症・グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体質性低⾝⻑症・グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下p/o 1.. グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 体質性低⾝⻑症・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

体質性低⾝⻑症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<家族性低⾝⻑症$構成要素
体質性低⾝⻑症・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑p/o 1.. 内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<家族性低⾝⻑症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内分泌系異常を伴わない低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 体質性低⾝⻑症・グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体質性低⾝⻑症・グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下p/o 1.. グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<グリコーゲン分岐分解酵素の活性低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 体質性低⾝⻑症・内分泌系異常を伴わない低⾝⻑[RH]

体質性低⾝⻑症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ターナー症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (5)] ターナー症候群モザイク，ターナー症候群核型４５Ｘ，ターナー症候群４６ＸＹ，

ターナー症候群モザイク４５Ｘ，ターナー症候群モザイク４６ＸＸ
[Graph (85%)] 

患者プロフィール
⼥性p/o 1

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群・⼆次性徴発達不全p/o 1.. ⼆次性徴発達不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性徴発達不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群・外反肘p/o 1.. 外反肘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外反肘状態$異常状態%原因a/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群・翼状頚p/o 1.. 翼状頚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<翼状頚状態$異常状態%原因a/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

ターナー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
⼥性p/o 1

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群・⼆次性徴発達不全p/o 1.. ⼆次性徴発達不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性徴発達不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群・外反肘p/o 1.. 外反肘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外反肘状態$異常状態%原因a/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群・翼状頚p/o 1.. 翼状頚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<翼状頚状態$異常状態%原因a/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

ターナー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ターナー症候群モザイク
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ターナー症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群モザイク・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. ターナー症候群モザイク・45.Xモノソミー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群モザイク・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果a/o 1.. ターナー症候群モザイク・低⾝⻑[RH]

ターナー症候群モザイク 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群モザイク・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. ターナー症候群モザイク・45.Xモノソミー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群モザイク・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果a/o 1.. ターナー症候群モザイク・低⾝⻑[RH]

ターナー症候群モザイク 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ターナー症候群核型４５Ｘ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ターナー症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群核型４５Ｘ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. ターナー症候群核型４５Ｘ・45.Xモノソミー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群核型４５Ｘ・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果a/o 1.. ターナー症候群核型４５Ｘ・低⾝⻑[RH]

ターナー症候群核型４５Ｘ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群核型４５Ｘ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. ターナー症候群核型４５Ｘ・45.Xモノソミー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群核型４５Ｘ・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果a/o 1.. ターナー症候群核型４５Ｘ・低⾝⻑[RH]

ターナー症候群核型４５Ｘ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ターナー症候群４６ＸＹ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ターナー症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

患者プロフィール
⼥性p/o 1

▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群４６ＸＹ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群４６ＸＹ・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・低⾝⻑[RH]

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・⼆次性徴発達不全[RH]

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・外反肘[RH]

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・翼状頚[RH]

▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群４６ＸＹ・⼆次性徴発達不全p/o 1.. ⼆次性徴発達不全[RH]

連鎖種別 <<ターナー症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性徴発達不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群４６ＸＹ・外反肘p/o 1.. 外反肘[RH]

連鎖種別 <<ターナー症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外反肘状態$異常状態%原因
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群４６ＸＹ・翼状頚p/o 1.. 翼状頚[RH]

連鎖種別 <<ターナー症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<翼状頚状態$異常状態%原因
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群４６ＸＹ・性染⾊体が４６X,Yでターナー症候群の症状を呈するp/o 1.. 性染⾊体が４６X,Yでターナー症候群の症状を呈する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ターナー症候群４６ＸＹ 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
⼥性p/o 1

▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群４６ＸＹ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群４６ＸＹ・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・低⾝⻑[RH]

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・⼆次性徴発達不全[RH]

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・外反肘[RH]

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・翼状頚[RH]

▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群４６ＸＹ・⼆次性徴発達不全p/o 1.. ⼆次性徴発達不全[RH]

連鎖種別 <<ターナー症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性徴発達不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群４６ＸＹ・外反肘p/o 1.. 外反肘[RH]

連鎖種別 <<ターナー症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外反肘状態$異常状態%原因
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群４６ＸＹ・翼状頚p/o 1.. 翼状頚[RH]

連鎖種別 <<ターナー症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<翼状頚状態$異常状態%原因
a/o 1.. ターナー症候群４６ＸＹ・45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群４６ＸＹ・性染⾊体が４６X,Yでターナー症候群の症状を呈するp/o 1.. 性染⾊体が４６X,Yでターナー症候群の症状を呈する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ターナー症候群４６ＸＹ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ターナー症候群モザイク４５Ｘ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ターナー症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群モザイク４５Ｘ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. ターナー症候群モザイク４５Ｘ・45.Xモノソミー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群モザイク４５Ｘ・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果a/o 1.. ターナー症候群モザイク４５Ｘ・低⾝⻑[RH]

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群モザイク４５Ｘ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. ターナー症候群モザイク４５Ｘ・45.Xモノソミー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群モザイク４５Ｘ・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果a/o 1.. ターナー症候群モザイク４５Ｘ・低⾝⻑[RH]

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ターナー症候群モザイク４６ＸＸ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ターナー症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群モザイク４６ＸＸ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. ターナー症候群モザイク４６ＸＸ・45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群モザイク４６ＸＸ・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果a/o 1.. ターナー症候群モザイク４６ＸＸ・低⾝⻑[RH]

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ターナー症候群$構成要素
ターナー症候群モザイク４６ＸＸ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. ターナー症候群モザイク４６ＸＸ・45.Xモノソミー[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ターナー症候群モザイク４６ＸＸ・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果a/o 1.. ターナー症候群モザイク４６ＸＸ・低⾝⻑[RH]

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中枢性思春期早発症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性思春期早発症・性中枢の早期成熟p/o 1.. 性中枢の早期成熟[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<性中枢の早期成熟状態$異常状態%原因
性中枢の早期成熟・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 中枢性思春期早発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<性中枢の早期成熟状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中枢性思春期早発症・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<性中枢の早期成熟状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中枢性思春期早発症・⼆次性徴の早期出現[RH]
▼結果 <<性中枢の早期成熟状態$異常状態%結果
性中枢の早期成熟・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 中枢性思春期早発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<性中枢の早期成熟状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中枢性思春期早発症・⾻年齢の促進[RH]
構成要素 <<
中枢性思春期早発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 中枢性思春期早発症・性中枢の早期成熟[RH]

原因
a/o 1.. 中枢性思春期早発症・性中枢の早期成熟[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性思春期早発症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 中枢性思春期早発症・性中枢の早期成熟[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性思春期早発症・⼆次性徴の早期出現p/o 1.. ⼆次性徴の早期出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性徴の早期出現状態$異常状態%原因
a/o 1.. 中枢性思春期早発症・性中枢の早期成熟[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性思春期早発症・⾻年齢の促進p/o 1.. ⾻年齢の促進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻年齢の促進状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中枢性思春期早発症・性中枢の早期成熟[RH]

中枢性思春期早発症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性思春期早発症・性中枢の早期成熟p/o 1.. 性中枢の早期成熟[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<性中枢の早期成熟状態$異常状態%原因
性中枢の早期成熟・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 中枢性思春期早発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<性中枢の早期成熟状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中枢性思春期早発症・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<性中枢の早期成熟状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中枢性思春期早発症・⼆次性徴の早期出現[RH]
▼結果 <<性中枢の早期成熟状態$異常状態%結果
性中枢の早期成熟・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 中枢性思春期早発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<性中枢の早期成熟状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中枢性思春期早発症・⾻年齢の促進[RH]
構成要素 <<
中枢性思春期早発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 中枢性思春期早発症・性中枢の早期成熟[RH]

原因
a/o 1.. 中枢性思春期早発症・性中枢の早期成熟[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性思春期早発症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 中枢性思春期早発症・性中枢の早期成熟[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性思春期早発症・⼆次性徴の早期出現p/o 1.. ⼆次性徴の早期出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性徴の早期出現状態$異常状態%原因
a/o 1.. 中枢性思春期早発症・性中枢の早期成熟[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性思春期早発症・⾻年齢の促進p/o 1.. ⾻年齢の促進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻年齢の促進状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中枢性思春期早発症・性中枢の早期成熟[RH]

中枢性思春期早発症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 仮性思春期早発症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
仮性思春期早発症・⼆次性徴の早期出現p/o 1.. ⼆次性徴の早期出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

仮性思春期早発症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
仮性思春期早発症・⼆次性徴の早期出現p/o 1.. ⼆次性徴の早期出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

仮性思春期早発症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 栄養性低⾝⻑
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
栄養性低⾝⻑・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 栄養性低⾝⻑・低栄養[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
栄養性低⾝⻑・低栄養p/o 1.. 低栄養[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<低栄養状態$異常状態%結果a/o 1.. 栄養性低⾝⻑・低⾝⻑[RH]

栄養性低⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
栄養性低⾝⻑・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 栄養性低⾝⻑・低栄養[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
栄養性低⾝⻑・低栄養p/o 1.. 低栄養[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<低栄養状態$異常状態%結果a/o 1.. 栄養性低⾝⻑・低⾝⻑[RH]

栄養性低⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 致死性四肢短縮型低⾝⻑症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
致死性四肢短縮型低⾝⻑症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

致死性四肢短縮型低⾝⻑症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
致死性四肢短縮型低⾝⻑症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

致死性四肢短縮型低⾝⻑症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性⾼⾝⻑
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾼⾝⻑・⾼⾝⻑p/o 1.. ⾼⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

家族性⾼⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾼⾝⻑・⾼⾝⻑p/o 1.. ⾼⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

家族性⾼⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Simpson-Golabi-Behmel症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Simpson-Golabi-Behmel症候群・⾼⾝⻑p/o 1.. ⾼⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Simpson-Golabi-Behmel症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Simpson-Golabi-Behmel症候群・⾼⾝⻑p/o 1.. ⾼⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Simpson-Golabi-Behmel症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 体質性⾼⾝⻑
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体質性⾼⾝⻑・⾼⾝⻑p/o 1.. ⾼⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

体質性⾼⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
体質性⾼⾝⻑・⾼⾝⻑p/o 1.. ⾼⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

体質性⾼⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性リポジストロフィー
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性リポジストロフィー・全⾝の脂肪組織の喪失p/o 1.. 全⾝の脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝の脂肪組織の喪失状態$異常状態%原因
全⾝の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性リポジストロフィー・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<全⾝の脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
全⾝の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性リポジストロフィー・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
先天性リポジストロフィー・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 先天性リポジストロフィー・全⾝の脂肪組織の喪失[RH]

原因
a/o 1.. 先天性リポジストロフィー・全⾝の脂肪組織の喪失[RH]

先天性リポジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性リポジストロフィー・全⾝の脂肪組織の喪失p/o 1.. 全⾝の脂肪組織の喪失[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝の脂肪組織の喪失状態$異常状態%原因
全⾝の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性リポジストロフィー・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<全⾝の脂肪組織の喪失状態$異常状態%結果
全⾝の脂肪組織の喪失・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性リポジストロフィー・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
先天性リポジストロフィー・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 先天性リポジストロフィー・全⾝の脂肪組織の喪失[RH]

原因
a/o 1.. 先天性リポジストロフィー・全⾝の脂肪組織の喪失[RH]

先天性リポジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ベックウィズ・ヴィーデマン症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・巨⾆p/o 1.. 巨⾆[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<巨⾆状態$異常状態%結果a/o 1.. ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・呼吸障害[RH]
▼結果 <<巨⾆状態$異常状態%結果a/o 1.. ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・哺乳障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・呼吸障害p/o 1.. 呼吸障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・巨⾆[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・哺乳障害p/o 1.. 哺乳障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・巨⾆[RH]

ベックウィズ・ヴィーデマン症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・巨⾆p/o 1.. 巨⾆[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<巨⾆状態$異常状態%結果a/o 1.. ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・呼吸障害[RH]
▼結果 <<巨⾆状態$異常状態%結果a/o 1.. ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・哺乳障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・呼吸障害p/o 1.. 呼吸障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・巨⾆[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・哺乳障害p/o 1.. 哺乳障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ベックウィズ・ヴィーデマン症候群・巨⾆[RH]

ベックウィズ・ヴィーデマン症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 性腺機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
性腺機能低下症・性腺機能不全症p/o 1.. 性腺機能不全症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<性腺機能不全症状態$異常状態%原因
性腺機能不全症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 性腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<性腺機能不全症状態$異常状態%結果
性腺機能不全症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 性腺機能低下症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
性腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 性腺機能低下症・性腺機能不全症[RH]
原因

a/o 1.. 性腺機能低下症・性腺機能不全症[RH]

性腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
性腺機能低下症・性腺機能不全症p/o 1.. 性腺機能不全症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<性腺機能不全症状態$異常状態%原因
性腺機能不全症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 性腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<性腺機能不全症状態$異常状態%結果
性腺機能不全症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 性腺機能低下症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
性腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 性腺機能低下症・性腺機能不全症[RH]
原因

a/o 1.. 性腺機能低下症・性腺機能不全症[RH]

性腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・低ゴナドトロピン⾎症p/o 1.. 低ゴナドトロピン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・低ゴナドトロピン⾎症p/o 1.. 低ゴナドトロピン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] クラインフェルター症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

患者プロフィール
男性p/o 1

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラインフェルター症候群・性腺機能不全症p/o 1.. 性腺機能不全症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラインフェルター症候群・過剰なX染⾊体p/o 1.. 過剰なX染⾊体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

クラインフェルター症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
患者プロフィール
男性p/o 1

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラインフェルター症候群・性腺機能不全症p/o 1.. 性腺機能不全症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラインフェルター症候群・過剰なX染⾊体p/o 1.. 過剰なX染⾊体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

クラインフェルター症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] 器質性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑，

特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑，
遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因

a/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. 成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑[RH]

▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因

a/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. 成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑[RH]

▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 574 ]

[Class Name] 器質性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
器質性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. 器質性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・⾻年齢の遅れ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 器質性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

器質性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
器質性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. 器質性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・⾻年齢の遅れ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 器質性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

器質性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・45.Xモノソミー[RH]

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑[RH]

▼構成要素 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑[RH]

特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・45.Xモノソミー[RH]

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑[RH]

▼構成要素 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑[RH]

特発性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・45.Xモノソミー[RH]

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑[RH]

▼構成要素 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑[RH]

遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・45.Xモノソミー[RH]

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑[RH]

▼構成要素 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別 <<成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑・低⾝⻑[RH]

遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・⾻年齢の遅れ[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・⼩陰茎[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・遷延する⻩疸[RH]
構成要素 <<
遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・⼩陰茎p/o 1.. ⼩陰茎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩陰茎状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

遺伝性成⻑ホルモン⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・⾻年齢の遅れ[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・⼩陰茎[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・遷延する⻩疸[RH]
構成要素 <<
遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・⼩陰茎p/o 1.. ⼩陰茎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩陰茎状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

遺伝性成⻑ホルモン⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A，

遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B，
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ，
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・⾻年齢の遅れ[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・⼩陰茎[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・遷延する⻩疸[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 暫定連鎖
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 低⾝⻑[RH]

構成要素 <<
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
原因

a/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・⼩陰茎p/o 1.. ⼩陰茎[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩陰茎状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・⾻年齢の遅れ[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・⼩陰茎[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・遷延する⻩疸[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 暫定連鎖
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 低⾝⻑[RH]

構成要素 <<
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
原因

a/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・⼩陰茎p/o 1.. ⼩陰茎[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩陰茎状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・⾻年齢の遅れ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
原因 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・⾻年齢の遅れ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
原因 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・⾻年齢の遅れ[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
原因 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%原因

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・⾻年齢の遅れ[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
原因 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%原因

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1A$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症type1B 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・⾻年齢の遅れ[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・⾻年齢の遅れ[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅡ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・⾻年齢の遅れ[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・成⻑ホルモン単独分泌不全p/o 1.. 成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン単独分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン単独分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・⾻年齢の遅れ[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%結果

a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

▼構成要素 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素
遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・⾻年齢の遅れp/o 1.. ⾻年齢の遅れ[RH]

連鎖種別 <<遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻年齢の遅れ状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ・成⻑ホルモン単独分泌不全[RH]

遺伝性成⻑ホルモン単独⽋損症typeⅢ 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 585 ]

[Class Name] 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (6)] 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1，

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ，GHRH受容体遺伝⼦異常，
PROP-1異常症，Pit-1異常症，HesX-1異常症

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 低⾝⻑[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼度の低⾝⻑[RH]
構成要素 <<
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

原因
a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 低⾝⻑[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼度の低⾝⻑[RH]
構成要素 <<
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

原因
a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%結果

a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]
原因 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%原因a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%結果

a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]
原因 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%原因a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症type1 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%結果
a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

原因 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%原因
a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%結果
a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

原因 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%原因
a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症typeⅡ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] GHRH受容体遺伝⼦異常
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素
GHRH受容体遺伝⼦異常・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. GHRH受容体遺伝⼦異常・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. GHRH受容体遺伝⼦異常・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
GHRH受容体遺伝⼦異常・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%結果
a/o 1.. GHRH受容体遺伝⼦異常・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

原因 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%原因
a/o 1.. GHRH受容体遺伝⼦異常・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

GHRH受容体遺伝⼦異常 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素
GHRH受容体遺伝⼦異常・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. GHRH受容体遺伝⼦異常・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. GHRH受容体遺伝⼦異常・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
GHRH受容体遺伝⼦異常・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%結果
a/o 1.. GHRH受容体遺伝⼦異常・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

原因 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%原因
a/o 1.. GHRH受容体遺伝⼦異常・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

GHRH受容体遺伝⼦異常 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 589 ]

[Class Name] PROP-1異常症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素
PROP-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. PROP-1異常症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. PROP-1異常症・⾼度の低⾝⻑[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. PROP-1異常症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
PROP-1異常症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%結果
a/o 1.. PROP-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

原因 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%原因
a/o 1.. PROP-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
PROP-1異常症・⾼度の低⾝⻑p/o 1.. ⾼度の低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼度の低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. PROP-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

PROP-1異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素
PROP-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. PROP-1異常症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. PROP-1異常症・⾼度の低⾝⻑[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. PROP-1異常症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
PROP-1異常症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%結果
a/o 1.. PROP-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

原因 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%原因
a/o 1.. PROP-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
PROP-1異常症・⾼度の低⾝⻑p/o 1.. ⾼度の低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼度の低⾝⻑状態$異常状態%原因
a/o 1.. PROP-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

PROP-1異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Pit-1異常症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素
Pit-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Pit-1異常症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. Pit-1異常症・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Pit-1異常症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Pit-1異常症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%結果a/o 1.. Pit-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]
原因 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%原因a/o 1.. Pit-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Pit-1異常症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. Pit-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

Pit-1異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素
Pit-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Pit-1異常症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. Pit-1異常症・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%結果
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Pit-1異常症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Pit-1異常症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%結果a/o 1.. Pit-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]
原因 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%原因a/o 1.. Pit-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Pit-1異常症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. Pit-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

Pit-1異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] HesX-1異常症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素
HesX-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. HesX-1異常症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HesX-1異常症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%結果a/o 1.. HesX-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

HesX-1異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素
HesX-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下p/o 1.. 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下状態$異常状態%原因
複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. HesX-1異常症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HesX-1異常症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全症$構成要素%結果a/o 1.. HesX-1異常症・複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低下[RH]

HesX-1異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ラロン型低⾝⻑症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラロン型低⾝⻑症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ラロン型低⾝⻑症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラロン型低⾝⻑症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ラロン型低⾝⻑症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 下垂体巨⼈症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体巨⼈症・巨躯p/o 1.. 巨躯[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<巨躯状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体巨⼈症・成⻑ホルモン産⽣性下垂体腺腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体巨⼈症・成⻑ホルモン産⽣性下垂体腺腫p/o 1.. 成⻑ホルモン産⽣性下垂体腺腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<成⻑ホルモン産⽣性下垂体腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体巨⼈症・巨躯[RH]

下垂体巨⼈症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体巨⼈症・巨躯p/o 1.. 巨躯[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<巨躯状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体巨⼈症・成⻑ホルモン産⽣性下垂体腺腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体巨⼈症・成⻑ホルモン産⽣性下垂体腺腫p/o 1.. 成⻑ホルモン産⽣性下垂体腺腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<成⻑ホルモン産⽣性下垂体腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体巨⼈症・巨躯[RH]

下垂体巨⼈症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中枢性尿崩症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] 原発性尿崩症，特発性尿崩症，遺伝性尿崩症，続発性尿崩症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全[RH]
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 視床下部-下垂体系の器質的疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全p/o 1.. ADH産⽣・分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ADH産⽣・分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中枢性尿崩症・尿崩症[RH]

中枢性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全[RH]
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 視床下部-下垂体系の器質的疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全p/o 1.. ADH産⽣・分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ADH産⽣・分泌不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中枢性尿崩症・尿崩症[RH]

中枢性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性尿崩症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 中枢性尿崩症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
原発性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性尿崩症・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性尿崩症・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性尿崩症・尿崩症[RH]

▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
原発性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全p/o 1.. ADH産⽣・分泌不全[RH]

連鎖種別 <<中枢性尿崩症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ADH産⽣・分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性尿崩症・尿崩症[RH]

原発性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
原発性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性尿崩症・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性尿崩症・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性尿崩症・尿崩症[RH]

▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
原発性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全p/o 1.. ADH産⽣・分泌不全[RH]

連鎖種別 <<中枢性尿崩症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ADH産⽣・分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性尿崩症・尿崩症[RH]

原発性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性尿崩症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 中枢性尿崩症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
特発性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全[RH]
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性尿崩症・胚細胞の腫瘍化[RH]

▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
特発性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全p/o 1.. ADH産⽣・分泌不全[RH]

連鎖種別 <<中枢性尿崩症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ADH産⽣・分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性尿崩症・尿崩症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性尿崩症・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性尿崩症・尿崩症[RH]

特発性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
特発性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全[RH]
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性尿崩症・胚細胞の腫瘍化[RH]

▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
特発性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全p/o 1.. ADH産⽣・分泌不全[RH]

連鎖種別 <<中枢性尿崩症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ADH産⽣・分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性尿崩症・尿崩症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性尿崩症・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性尿崩症・尿崩症[RH]

特発性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性尿崩症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 中枢性尿崩症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
遺伝性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性尿崩症・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性尿崩症・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性尿崩症・尿崩症[RH]

▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
遺伝性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全p/o 1.. ADH産⽣・分泌不全[RH]

連鎖種別 <<中枢性尿崩症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ADH産⽣・分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性尿崩症・尿崩症[RH]

遺伝性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
遺伝性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性尿崩症・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性尿崩症・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性尿崩症・尿崩症[RH]

▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
遺伝性尿崩症・ADH産⽣・分泌不全p/o 1.. ADH産⽣・分泌不全[RH]

連鎖種別 <<中枢性尿崩症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ADH産⽣・分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性尿崩症・尿崩症[RH]

遺伝性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 続発性尿崩症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 中枢性尿崩症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
続発性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性尿崩症・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性尿崩症・視床下部-下垂体系の器質的疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性尿崩症・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性尿崩症・尿崩症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性尿崩症・視床下部-下垂体系の器質的疾患p/o 1.. 視床下部-下垂体系の器質的疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<視床下部-下垂体系の器質的疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性尿崩症・尿崩症[RH]

続発性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<中枢性尿崩症$構成要素
続発性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性尿崩症・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性尿崩症・視床下部-下垂体系の器質的疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性尿崩症・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性尿崩症・尿崩症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性尿崩症・視床下部-下垂体系の器質的疾患p/o 1.. 視床下部-下垂体系の器質的疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<視床下部-下垂体系の器質的疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性尿崩症・尿崩症[RH]

続発性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 腎性尿崩症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 先天性腎性尿崩症，続発性腎性尿崩症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腎性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]
▼結果 <<尿崩症状態$異常状態%結果a/o 1.. 体重減少[RH]
▼結果 <<尿崩症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 発熱[RH]
▼結果 <<尿崩症状態$異常状態%結果a/o 1.. 脱⽔[RH]

腎性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腎性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]
▼結果 <<尿崩症状態$異常状態%結果a/o 1.. 体重減少[RH]
▼結果 <<尿崩症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 発熱[RH]
▼結果 <<尿崩症状態$異常状態%結果a/o 1.. 脱⽔[RH]

腎性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性腎性尿崩症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 腎性尿崩症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<腎性尿崩症$構成要素
先天性腎性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性腎性尿崩症・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼結果 <<尿崩症状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性腎性尿崩症・体重減少[RH]
▼結果 <<尿崩症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性腎性尿崩症・発熱[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性腎性尿崩症・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性腎性尿崩症・尿崩症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性腎性尿崩症・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性腎性尿崩症・尿崩症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性腎性尿崩症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性腎性尿崩症・尿崩症[RH]

先天性腎性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<腎性尿崩症$構成要素
先天性腎性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性腎性尿崩症・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼結果 <<尿崩症状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性腎性尿崩症・体重減少[RH]
▼結果 <<尿崩症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性腎性尿崩症・発熱[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性腎性尿崩症・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性腎性尿崩症・尿崩症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性腎性尿崩症・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性腎性尿崩症・尿崩症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性腎性尿崩症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性腎性尿崩症・尿崩症[RH]

先天性腎性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 続発性腎性尿崩症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 腎性尿崩症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<腎性尿崩症$構成要素
続発性腎性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性腎性尿崩症・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼結果 <<尿崩症状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性腎性尿崩症・脱⽔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性腎性尿崩症・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性腎性尿崩症・尿崩症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性腎性尿崩症・脱⽔p/o 1.. 脱⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性腎性尿崩症・尿崩症[RH]

続発性腎性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<腎性尿崩症$構成要素
続発性腎性尿崩症・尿崩症p/o 1.. 尿崩症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿崩症状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性腎性尿崩症・胚細胞の腫瘍化[RH]
▼結果 <<尿崩症状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性腎性尿崩症・脱⽔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性腎性尿崩症・胚細胞の腫瘍化p/o 1.. 胚細胞の腫瘍化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胚細胞の腫瘍化状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性腎性尿崩症・尿崩症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性腎性尿崩症・脱⽔p/o 1.. 脱⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性腎性尿崩症・尿崩症[RH]

続発性腎性尿崩症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼼因性多飲症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼因性多飲症・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼因性多飲症・⼼因性の多飲[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼因性多飲症・⼼因性の多飲p/o 1.. ⼼因性の多飲[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼼因性の多飲状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼因性多飲症・多尿[RH]

⼼因性多飲症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼因性多飲症・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼因性多飲症・⼼因性の多飲[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼因性多飲症・⼼因性の多飲p/o 1.. ⼼因性の多飲[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼼因性の多飲状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼因性多飲症・多尿[RH]

⼼因性多飲症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 603 ]

[Class Name] ADH不適切分泌症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ADH不適切分泌症候群・⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されないp/o 1.. ⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない状態$異常状態%原因
⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ADH不適切分泌症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない状態$異常状態%結果
⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ADH不適切分泌症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ADH不適切分泌症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ADH不適切分泌症候群・⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない[RH]

原因
a/o 1.. ADH不適切分泌症候群・⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない[RH]

ADH不適切分泌症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ADH不適切分泌症候群・⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されないp/o 1.. ⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない状態$異常状態%原因
⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ADH不適切分泌症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない状態$異常状態%結果
⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ADH不適切分泌症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ADH不適切分泌症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ADH不適切分泌症候群・⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない[RH]

原因
a/o 1.. ADH不適切分泌症候群・⾎漿浸透圧低下・希釈性低Na⾎症にも関わらずADH値が相対的に抑制されない[RH]

ADH不適切分泌症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 周期性ACTH・ADH放出症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周期性ACTH・ADH放出症候群・周期性ACTH・ADH⾼値p/o 1.. 周期性ACTH・ADH⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

周期性ACTH・ADH放出症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周期性ACTH・ADH放出症候群・周期性ACTH・ADH⾼値p/o 1.. 周期性ACTH・ADH⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

周期性ACTH・ADH放出症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性甲状腺機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] 原発性甲状腺機能低下症，下垂体性甲状腺機能低下症，

視床下部性甲状腺機能低下症，下垂体前葉機能低下症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下p/o 1.. 先天性の甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
先天性の甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・低体温[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果
先天性の甲状腺機能低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・知能障害[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・遷延する⻩疸[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・さ声[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 哺乳不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 便秘[RH]

構成要素 <<
先天性甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
原因a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・低体温p/o 1.. 低体温[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低体温状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<知能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

先天性甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下p/o 1.. 先天性の甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
先天性の甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・低体温[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果
先天性の甲状腺機能低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・知能障害[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・遷延する⻩疸[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・さ声[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 哺乳不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 便秘[RH]

構成要素 <<
先天性甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
原因a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・低体温p/o 1.. 低体温[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低体温状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<知能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

先天性甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥p/o 1.. ⽪膚乾燥[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚乾燥状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延p/o 1.. ⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩泉⾨閉鎖遅延状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥p/o 1.. ⽪膚乾燥[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚乾燥状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延p/o 1.. ⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩泉⾨閉鎖遅延状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
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[Class Name] 原発性甲状腺機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性甲状腺機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下p/o 1.. 先天性の甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
先天性の甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・低体温[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・哺乳不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・便秘[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・さ声[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・低体温p/o 1.. 低体温[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低体温状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・哺乳不良p/o 1.. 哺乳不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥p/o 1.. ⽪膚乾燥[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚乾燥状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延p/o 1.. ⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩泉⾨閉鎖遅延状態$異常状態%原因
a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

原発性甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下p/o 1.. 先天性の甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
先天性の甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・低体温[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・哺乳不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・便秘[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・さ声[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・低体温p/o 1.. 低体温[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低体温状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・哺乳不良p/o 1.. 哺乳不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥p/o 1.. ⽪膚乾燥[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚乾燥状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
原発性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延p/o 1.. ⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩泉⾨閉鎖遅延状態$異常状態%原因
a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

原発性甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]a/o 1.. 原発性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
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[Class Name] 下垂体性甲状腺機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性甲状腺機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下p/o 1.. 先天性の甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
先天性の甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・哺乳不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・便秘[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・さ声[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・哺乳不良p/o 1.. 哺乳不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因

a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥p/o 1.. ⽪膚乾燥[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚乾燥状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延p/o 1.. ⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩泉⾨閉鎖遅延状態$異常状態%原因
a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

下垂体性甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下p/o 1.. 先天性の甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
先天性の甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・哺乳不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・便秘[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・さ声[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・哺乳不良p/o 1.. 哺乳不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因

a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥p/o 1.. ⽪膚乾燥[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚乾燥状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延p/o 1.. ⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩泉⾨閉鎖遅延状態$異常状態%原因
a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

下垂体性甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]a/o 1.. 下垂体性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
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[Class Name] 視床下部性甲状腺機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性甲状腺機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下p/o 1.. 先天性の甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
先天性の甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・便秘[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・さ声[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部性甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%結果
a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部性甲状腺機能低下症・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
視床下部性甲状腺機能低下症・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因
a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
視床下部性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥p/o 1.. ⽪膚乾燥[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚乾燥状態$異常状態%原因a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
視床下部性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延p/o 1.. ⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩泉⾨閉鎖遅延状態$異常状態%原因
a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

視床下部性甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下p/o 1.. 先天性の甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
先天性の甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・便秘[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・さ声[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部性甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%結果
a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
視床下部性甲状腺機能低下症・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
視床下部性甲状腺機能低下症・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因
a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
視床下部性甲状腺機能低下症・⽪膚乾燥p/o 1.. ⽪膚乾燥[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚乾燥状態$異常状態%原因a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
視床下部性甲状腺機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延p/o 1.. ⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩泉⾨閉鎖遅延状態$異常状態%原因
a/o 1.. 視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

視床下部性甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]視床下部性甲状腺機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
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[Class Name] 下垂体前葉機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 先天性甲状腺機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下p/o 1.. 先天性の甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・低体温[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・哺乳不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・知能障害[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・便秘[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・遷延する⻩疸[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・さ声[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・⽪膚乾燥[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・低体温p/o 1.. 低体温[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低体温状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体前葉機能低下症・哺乳不良p/o 1.. 哺乳不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因
a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<知能障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体前葉機能低下症・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因

a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因

下垂体前葉機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下p/o 1.. 先天性の甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・低体温[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・哺乳不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・知能障害[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・便秘[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・遷延する⻩疸[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・さ声[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・⽪膚乾燥[RH]
▼結果 <<先天性の甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・低体温p/o 1.. 低体温[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低体温状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体前葉機能低下症・哺乳不良p/o 1.. 哺乳不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因
a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<知能障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
下垂体前葉機能低下症・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因

a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因

下垂体前葉機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・⽪膚乾燥p/o 1.. ⽪膚乾燥[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚乾燥状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延p/o 1.. ⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩泉⾨閉鎖遅延状態$異常状態%原因
a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]

a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・⽪膚乾燥p/o 1.. ⽪膚乾燥[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚乾燥状態$異常状態%原因a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
下垂体前葉機能低下症・⼩泉⾨閉鎖遅延p/o 1.. ⼩泉⾨閉鎖遅延[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩泉⾨閉鎖遅延状態$異常状態%原因
a/o 1.. 下垂体前葉機能低下症・先天性の甲状腺機能低下[RH]
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[Class Name] TSH単独⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
TSH単独⽋損症・TSH単独の分泌不全p/o 1.. TSH単独の分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<TSH単独の分泌不全状態$異常状態%原因
TSH単独の分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. TSH単独⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
TSH単独⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. TSH単独⽋損症・TSH単独の分泌不全[RH]

TSH単独⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
TSH単独⽋損症・TSH単独の分泌不全p/o 1.. TSH単独の分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<TSH単独の分泌不全状態$異常状態%原因
TSH単独の分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. TSH単独⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
TSH単独⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. TSH単独⽋損症・TSH単独の分泌不全[RH]

TSH単独⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] TRH⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
TRH⽋損症・TRH分泌⽋損p/o 1.. TRH分泌⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<TRH分泌⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. TRH⽋損症・哺乳不良[RH]
▼結果 <<TRH分泌⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. TRH⽋損症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<TRH分泌⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. TRH⽋損症・知能障害[RH]
▼結果 <<TRH分泌⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. TRH⽋損症・便秘[RH]
▼結果 <<TRH分泌⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. TRH⽋損症・遷延する⻩疸[RH]
▼結果 <<TRH分泌⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. TRH⽋損症・さ声[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
TRH⽋損症・哺乳不良p/o 1.. 哺乳不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<哺乳不良状態$異常状態%原因
a/o 1.. TRH⽋損症・TRH分泌⽋損[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
TRH⽋損症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因
a/o 1.. TRH⽋損症・TRH分泌⽋損[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
TRH⽋損症・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<知能障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. TRH⽋損症・TRH分泌⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
TRH⽋損症・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因

a/o 1.. TRH⽋損症・TRH分泌⽋損[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
TRH⽋損症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因

a/o 1.. TRH⽋損症・TRH分泌⽋損[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
TRH⽋損症・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因a/o 1.. TRH⽋損症・TRH分泌⽋損[RH]

TRH⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
TRH⽋損症・TRH分泌⽋損p/o 1.. TRH分泌⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<TRH分泌⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. TRH⽋損症・哺乳不良[RH]
▼結果 <<TRH分泌⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. TRH⽋損症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<TRH分泌⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. TRH⽋損症・知能障害[RH]
▼結果 <<TRH分泌⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. TRH⽋損症・便秘[RH]
▼結果 <<TRH分泌⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. TRH⽋損症・遷延する⻩疸[RH]
▼結果 <<TRH分泌⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. TRH⽋損症・さ声[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
TRH⽋損症・哺乳不良p/o 1.. 哺乳不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<哺乳不良状態$異常状態%原因
a/o 1.. TRH⽋損症・TRH分泌⽋損[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
TRH⽋損症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因
a/o 1.. TRH⽋損症・TRH分泌⽋損[RH]

▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
TRH⽋損症・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<知能障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. TRH⽋損症・TRH分泌⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
TRH⽋損症・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因

a/o 1.. TRH⽋損症・TRH分泌⽋損[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
TRH⽋損症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因

a/o 1.. TRH⽋損症・TRH分泌⽋損[RH]
▼構成要素 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素
TRH⽋損症・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<先天性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因a/o 1.. TRH⽋損症・TRH分泌⽋損[RH]

TRH⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症・新⽣児期のみの甲状腺機能低下p/o 1.. 新⽣児期のみの甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児期のみの甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
新⽣児期のみの甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能低下状態$異常状態%結果
新⽣児期のみの甲状腺機能低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症・新⽣児期のみの甲状腺機能低下[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症・新⽣児期のみの甲状腺機能低下[RH]

新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症・新⽣児期のみの甲状腺機能低下p/o 1.. 新⽣児期のみの甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児期のみの甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
新⽣児期のみの甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能低下状態$異常状態%結果
新⽣児期のみの甲状腺機能低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症・新⽣児期のみの甲状腺機能低下[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症・新⽣児期のみの甲状腺機能低下[RH]

新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼀過性低サイロキシン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症$構成要素
⼀過性低サイロキシン⾎症・新⽣児期のみの甲状腺機能低下p/o 1.. 新⽣児期のみの甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期のみの甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
新⽣児期のみの甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⼀過性低サイロキシン⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能低下状態$異常状態%結果
新⽣児期のみの甲状腺機能低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⼀過性低サイロキシン⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⼀過性低サイロキシン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ⼀過性低サイロキシン⾎症・新⽣児期のみの甲状腺機能低下[RH]

原因
a/o 1.. ⼀過性低サイロキシン⾎症・新⽣児期のみの甲状腺機能低下[RH]

⼀過性低サイロキシン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症$構成要素
⼀過性低サイロキシン⾎症・新⽣児期のみの甲状腺機能低下p/o 1.. 新⽣児期のみの甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期のみの甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
新⽣児期のみの甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⼀過性低サイロキシン⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能低下状態$異常状態%結果
新⽣児期のみの甲状腺機能低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⼀過性低サイロキシン⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⼀過性低サイロキシン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ⼀過性低サイロキシン⾎症・新⽣児期のみの甲状腺機能低下[RH]

原因
a/o 1.. ⼀過性低サイロキシン⾎症・新⽣児期のみの甲状腺機能低下[RH]

⼀過性低サイロキシン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] バセドウ病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症p/o 1.. ⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因
⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. バセドウ病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・体重減少[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. バセドウ病・頻脈[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・眼球突出[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・情緒不安定[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. バセドウ病・発汗過多[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・⼿指振戦[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・易疲労感[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・動悸[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・⾷欲亢進[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・⾎中甲状腺ホルモン⾼値[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・TSHの低値[RH]

構成要素 <<
バセドウ病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・眼球突出p/o 1.. 眼球突出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼球突出状態$異常状態%原因a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・情緒不安定p/o 1.. 情緒不安定[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<情緒不安定状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・発汗過多p/o 1.. 発汗過多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発汗過多状態$異常状態%原因a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

バセドウ病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症p/o 1.. ⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因
⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. バセドウ病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・体重減少[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. バセドウ病・頻脈[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・眼球突出[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・情緒不安定[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. バセドウ病・発汗過多[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・⼿指振戦[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・易疲労感[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・動悸[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・⾷欲亢進[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・⾎中甲状腺ホルモン⾼値[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. バセドウ病・TSHの低値[RH]

構成要素 <<
バセドウ病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・眼球突出p/o 1.. 眼球突出[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<眼球突出状態$異常状態%原因a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・情緒不安定p/o 1.. 情緒不安定[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<情緒不安定状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・発汗過多p/o 1.. 発汗過多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発汗過多状態$異常状態%原因a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

バセドウ病 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発汗過多状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・⼿指振戦p/o 1.. ⼿指振戦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼿指振戦状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・動悸p/o 1.. 動悸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<動悸状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・⾷欲亢進p/o 1.. ⾷欲亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲亢進状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・⾎中甲状腺ホルモン⾼値p/o 1.. ⾎中甲状腺ホルモン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎中甲状腺ホルモン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・TSHの低値p/o 1.. TSHの低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<TSHの低値状態$異常状態%原因a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発汗過多状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・⼿指振戦p/o 1.. ⼿指振戦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼿指振戦状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・動悸p/o 1.. 動悸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<動悸状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・⾷欲亢進p/o 1.. ⾷欲亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲亢進状態$異常状態%原因

a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・⾎中甲状腺ホルモン⾼値p/o 1.. ⾎中甲状腺ホルモン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎中甲状腺ホルモン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
バセドウ病・TSHの低値p/o 1.. TSHの低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<TSHの低値状態$異常状態%原因a/o 1.. バセドウ病・⾃⼰免疫性甲状腺機能亢進症[RH]
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[Class Name] 新⽣児バセドウ病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症p/o 1.. 新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・多呼吸[RH]

▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・頻脈[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・不整脈[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・易刺激性[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・甲状腺腫[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・四肢振戦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・多呼吸p/o 1.. 多呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多呼吸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・不整脈p/o 1.. 不整脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<不整脈状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・易刺激性p/o 1.. 易刺激性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易刺激性状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・甲状腺腫p/o 1.. 甲状腺腫

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・四肢振戦p/o 1.. 四肢振戦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<四肢振戦状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]

新⽣児バセドウ病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症p/o 1.. 新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・多呼吸[RH]

▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・頻脈[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・不整脈[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・易刺激性[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・甲状腺腫[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・四肢振戦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・多呼吸p/o 1.. 多呼吸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多呼吸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・不整脈p/o 1.. 不整脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<不整脈状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・易刺激性p/o 1.. 易刺激性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易刺激性状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・甲状腺腫p/o 1.. 甲状腺腫

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児バセドウ病・四肢振戦p/o 1.. 四肢振戦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<四肢振戦状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児バセドウ病・新⽣児期のみの甲状腺機能亢進症[RH]

新⽣児バセドウ病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性甲状腺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎p/o 1.. 慢性に経過する甲状腺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%原因
慢性に経過する甲状腺炎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 慢性甲状腺炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性甲状腺炎・甲状腺機能低下症[RH]
▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症[RH]
▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性甲状腺炎・甲状腺腫[RH]
▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性甲状腺炎・甲状腺⽣検でリンパ球浸潤、濾胞細胞の変性と崩壊、線維化[RH]

構成要素 <<
慢性甲状腺炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 慢性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性甲状腺炎・甲状腺機能低下症p/o 1.. 甲状腺機能低下症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺機能低下症状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性甲状腺炎・甲状腺腫p/o 1.. 甲状腺腫

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性甲状腺炎・甲状腺⽣検でリンパ球浸潤、濾胞細胞の変性と崩壊、線維化p/o 1.. 甲状腺⽣検でリンパ球浸潤、濾胞細胞の変性と崩壊、線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺⽣検でリンパ球浸潤、濾胞細胞の変性と崩壊、線維化状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]

慢性甲状腺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎p/o 1.. 慢性に経過する甲状腺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%原因
慢性に経過する甲状腺炎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 慢性甲状腺炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性甲状腺炎・甲状腺機能低下症[RH]
▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症[RH]
▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性甲状腺炎・甲状腺腫[RH]
▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性甲状腺炎・甲状腺⽣検でリンパ球浸潤、濾胞細胞の変性と崩壊、線維化[RH]

構成要素 <<
慢性甲状腺炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 慢性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性甲状腺炎・甲状腺機能低下症p/o 1.. 甲状腺機能低下症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺機能低下症状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性甲状腺炎・甲状腺腫p/o 1.. 甲状腺腫

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性甲状腺炎・甲状腺⽣検でリンパ球浸潤、濾胞細胞の変性と崩壊、線維化p/o 1.. 甲状腺⽣検でリンパ球浸潤、濾胞細胞の変性と崩壊、線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺⽣検でリンパ球浸潤、濾胞細胞の変性と崩壊、線維化状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]

慢性甲状腺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 萎縮性甲状腺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<慢性甲状腺炎$構成要素
萎縮性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎p/o 1.. 慢性に経過する甲状腺炎[RH]

連鎖種別 <<慢性甲状腺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 萎縮性甲状腺炎・便秘[RH]

▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 萎縮性甲状腺炎・著しい甲状腺機能低下症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
萎縮性甲状腺炎・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因a/o 1.. 萎縮性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<慢性甲状腺炎$構成要素
萎縮性甲状腺炎・著しい甲状腺機能低下症p/o 1.. 著しい甲状腺機能低下症[RH]

連鎖種別 <<慢性甲状腺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<著しい甲状腺機能低下症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 萎縮性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]

萎縮性甲状腺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性甲状腺炎$構成要素
萎縮性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎p/o 1.. 慢性に経過する甲状腺炎[RH]

連鎖種別 <<慢性甲状腺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 萎縮性甲状腺炎・便秘[RH]

▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 萎縮性甲状腺炎・著しい甲状腺機能低下症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
萎縮性甲状腺炎・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因a/o 1.. 萎縮性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<慢性甲状腺炎$構成要素
萎縮性甲状腺炎・著しい甲状腺機能低下症p/o 1.. 著しい甲状腺機能低下症[RH]

連鎖種別 <<慢性甲状腺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<著しい甲状腺機能低下症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 萎縮性甲状腺炎・慢性に経過する甲状腺炎[RH]

萎縮性甲状腺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 若年性粘液⽔腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年性粘液⽔腫・浮腫p/o 1.. 浮腫

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

若年性粘液⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年性粘液⽔腫・浮腫p/o 1.. 浮腫

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

若年性粘液⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性化膿性甲状腺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎p/o 1.. 細菌感染による甲状腺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌感染による甲状腺炎状態$異常状態%原因
細菌感染による甲状腺炎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<細菌感染による甲状腺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・発熱[RH]
▼結果 <<細菌感染による甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・甲状腺⽚葉の腫脹[RH]
▼結果 <<細菌感染による甲状腺炎状態$異常状態%結果
細菌感染による甲状腺炎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<細菌感染による甲状腺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・CRP⾼値[RH]
▼結果 <<細菌感染による甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・⽩⾎球増多[RH]

構成要素 <<
急性化膿性甲状腺炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎[RH]
原因a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性化膿性甲状腺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性化膿性甲状腺炎・甲状腺⽚葉の腫脹p/o 1.. 甲状腺⽚葉の腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺⽚葉の腫脹状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性化膿性甲状腺炎・CRP⾼値p/o 1.. CRP⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CRP⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性化膿性甲状腺炎・⽩⾎球増多p/o 1.. ⽩⾎球増多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球増多状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎[RH]

急性化膿性甲状腺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎p/o 1.. 細菌感染による甲状腺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌感染による甲状腺炎状態$異常状態%原因
細菌感染による甲状腺炎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<細菌感染による甲状腺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・発熱[RH]
▼結果 <<細菌感染による甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・甲状腺⽚葉の腫脹[RH]
▼結果 <<細菌感染による甲状腺炎状態$異常状態%結果
細菌感染による甲状腺炎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<細菌感染による甲状腺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・CRP⾼値[RH]
▼結果 <<細菌感染による甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・⽩⾎球増多[RH]

構成要素 <<
急性化膿性甲状腺炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎[RH]
原因a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性化膿性甲状腺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性化膿性甲状腺炎・甲状腺⽚葉の腫脹p/o 1.. 甲状腺⽚葉の腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺⽚葉の腫脹状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性化膿性甲状腺炎・CRP⾼値p/o 1.. CRP⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CRP⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性化膿性甲状腺炎・⽩⾎球増多p/o 1.. ⽩⾎球増多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球増多状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性化膿性甲状腺炎・細菌感染による甲状腺炎[RH]

急性化膿性甲状腺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 亜急性甲状腺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎p/o 1.. 亜急性の甲状腺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%原因
亜急性の甲状腺炎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・嚥下障害[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・さ声[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・甲状腺腫[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・易疲労感[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・微熱[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・甲状腺の疼痛[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・123I甲状腺摂取率の著明低下[RH]

構成要素 <<
亜急性甲状腺炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・嚥下障害p/o 1.. 嚥下障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚥下障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・甲状腺腫p/o 1.. 甲状腺腫

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・微熱p/o 1.. 微熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

亜急性甲状腺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎p/o 1.. 亜急性の甲状腺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%原因
亜急性の甲状腺炎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・嚥下障害[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・さ声[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・甲状腺腫[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・易疲労感[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・微熱[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・甲状腺の疼痛[RH]
▼結果 <<亜急性の甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・123I甲状腺摂取率の著明低下[RH]

構成要素 <<
亜急性甲状腺炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・嚥下障害p/o 1.. 嚥下障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚥下障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・甲状腺腫p/o 1.. 甲状腺腫

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・微熱p/o 1.. 微熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

亜急性甲状腺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・甲状腺の疼痛p/o 1.. 甲状腺の疼痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺の疼痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・123I甲状腺摂取率の著明低下p/o 1.. 123I甲状腺摂取率の著明低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<123I甲状腺摂取率の著明低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・甲状腺の疼痛p/o 1.. 甲状腺の疼痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺の疼痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性甲状腺炎・123I甲状腺摂取率の著明低下p/o 1.. 123I甲状腺摂取率の著明低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<123I甲状腺摂取率の著明低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 亜急性甲状腺炎・亜急性の甲状腺炎[RH]
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[Class Name] 無痛性甲状腺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無痛性甲状腺炎・疼痛の伴わない甲状腺炎p/o 1.. 疼痛の伴わない甲状腺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<疼痛の伴わない甲状腺炎状態$異常状態%原因
疼痛の伴わない甲状腺炎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<疼痛の伴わない甲状腺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症[RH]
▼結果 <<疼痛の伴わない甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・⾎中甲状腺ホルモン⾼値[RH]
▼結果 <<疼痛の伴わない甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・123I甲状腺摂取率の著明低下[RH]

構成要素 <<
無痛性甲状腺炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・疼痛の伴わない甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無痛性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・疼痛の伴わない甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
無痛性甲状腺炎・⾎中甲状腺ホルモン⾼値p/o 1.. ⾎中甲状腺ホルモン⾼値[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎中甲状腺ホルモン⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・疼痛の伴わない甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無痛性甲状腺炎・123I甲状腺摂取率の著明低下p/o 1.. 123I甲状腺摂取率の著明低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<123I甲状腺摂取率の著明低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・疼痛の伴わない甲状腺炎[RH]

無痛性甲状腺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無痛性甲状腺炎・疼痛の伴わない甲状腺炎p/o 1.. 疼痛の伴わない甲状腺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<疼痛の伴わない甲状腺炎状態$異常状態%原因
疼痛の伴わない甲状腺炎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<疼痛の伴わない甲状腺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症[RH]
▼結果 <<疼痛の伴わない甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・⾎中甲状腺ホルモン⾼値[RH]
▼結果 <<疼痛の伴わない甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・123I甲状腺摂取率の著明低下[RH]

構成要素 <<
無痛性甲状腺炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・疼痛の伴わない甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無痛性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・疼痛の伴わない甲状腺炎[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
無痛性甲状腺炎・⾎中甲状腺ホルモン⾼値p/o 1.. ⾎中甲状腺ホルモン⾼値[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎中甲状腺ホルモン⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・疼痛の伴わない甲状腺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無痛性甲状腺炎・123I甲状腺摂取率の著明低下p/o 1.. 123I甲状腺摂取率の著明低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<123I甲状腺摂取率の著明低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 無痛性甲状腺炎・疼痛の伴わない甲状腺炎[RH]

無痛性甲状腺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺腫瘍・甲状腺の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<甲状腺の腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺腫瘍・甲状腺機能亢進症[RH]

▼結果 <<甲状腺の腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺腫瘍・可動性のない甲状腺の結節[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺腫瘍・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺腫瘍・甲状腺の腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺腫瘍・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺腫瘍・甲状腺の腫瘍[RH]

甲状腺腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺腫瘍・甲状腺の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<甲状腺の腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺腫瘍・甲状腺機能亢進症[RH]

▼結果 <<甲状腺の腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺腫瘍・可動性のない甲状腺の結節[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺腫瘍・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺腫瘍・甲状腺の腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺腫瘍・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺腫瘍・甲状腺の腫瘍[RH]

甲状腺腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺良性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺良性腫瘍・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺の⾮増殖性の腫瘍状態$異常状態%原因
甲状腺の⾮増殖性の腫瘍・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 甲状腺良性腫瘍・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<甲状腺の⾮増殖性の腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺良性腫瘍・可動性のない甲状腺の結節[RH]

構成要素 <<
甲状腺良性腫瘍・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 甲状腺良性腫瘍・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺良性腫瘍・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因

a/o 1.. 甲状腺良性腫瘍・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

甲状腺良性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺良性腫瘍・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺の⾮増殖性の腫瘍状態$異常状態%原因
甲状腺の⾮増殖性の腫瘍・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 甲状腺良性腫瘍・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<甲状腺の⾮増殖性の腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺良性腫瘍・可動性のない甲状腺の結節[RH]

構成要素 <<
甲状腺良性腫瘍・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 甲状腺良性腫瘍・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺良性腫瘍・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因

a/o 1.. 甲状腺良性腫瘍・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

甲状腺良性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] 新⽣児バセドウ病・甲状腺腫，慢性甲状腺炎・甲状腺腫，

亜急性甲状腺炎・甲状腺腫，甲状腺悪性腫瘍・甲状腺腫
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺腫・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺の⾮増殖性の腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺腫・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺の⾮増殖性の腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児バセドウ病・甲状腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺腫
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

新⽣児バセドウ病・甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）新⽣児バセドウ病・甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性甲状腺炎・甲状腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺腫
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

慢性甲状腺炎・甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）慢性甲状腺炎・甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 亜急性甲状腺炎・甲状腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺腫
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

亜急性甲状腺炎・甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）亜急性甲状腺炎・甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺悪性腫瘍・甲状腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺腫
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

甲状腺悪性腫瘍・甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）甲状腺悪性腫瘍・甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 機能性甲状腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<甲状腺腫$構成要素
機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<甲状腺腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 機能性甲状腺腫・体重減少[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 機能性甲状腺腫・頻脈[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 機能性甲状腺腫・発汗過多[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 機能性甲状腺腫・⼿指振戦[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 機能性甲状腺腫・易疲労感[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 機能性甲状腺腫・動悸[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 機能性甲状腺腫・⾷欲亢進[RH]

▼構成要素 <<甲状腺腫$構成要素
機能性甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺の⾮増殖性の腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・発汗過多p/o 1.. 発汗過多[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発汗過多状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・⼿指振戦p/o 1.. ⼿指振戦[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼿指振戦状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・動悸p/o 1.. 動悸[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<動悸状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・⾷欲亢進p/o 1.. ⾷欲亢進[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別

機能性甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<甲状腺腫$構成要素
機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<甲状腺腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 機能性甲状腺腫・体重減少[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 機能性甲状腺腫・頻脈[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 機能性甲状腺腫・発汗過多[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 機能性甲状腺腫・⼿指振戦[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 機能性甲状腺腫・易疲労感[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 機能性甲状腺腫・動悸[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 機能性甲状腺腫・⾷欲亢進[RH]

▼構成要素 <<甲状腺腫$構成要素
機能性甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺の⾮増殖性の腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・発汗過多p/o 1.. 発汗過多[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発汗過多状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・⼿指振戦p/o 1.. ⼿指振戦[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼿指振戦状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・動悸p/o 1.. 動悸[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<動悸状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・⾷欲亢進p/o 1.. ⾷欲亢進[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別

機能性甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・⾷欲亢進p/o 1.. ⾷欲亢進[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
機能性甲状腺腫・⾷欲亢進p/o 1.. ⾷欲亢進[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
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[Class Name] 多発性結節性甲状腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]
▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・慢性に経過する甲状腺炎[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・体重減少[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・頻脈[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・発汗過多[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・⼿指振戦[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・易疲労感[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・動悸[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・⾷欲亢進[RH]

▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺の⾮増殖性の腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・慢性に経過する甲状腺炎p/o 1.. 慢性に経過する甲状腺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・発汗過多p/o 1.. 発汗過多[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発汗過多状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・⼿指振戦p/o 1.. ⼿指振戦[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼿指振戦状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素

多発性結節性甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症p/o 1.. 甲状腺機能亢進症

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]
▼原因 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・慢性に経過する甲状腺炎[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・体重減少[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・頻脈[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・発汗過多[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・⼿指振戦[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・易疲労感[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・動悸[RH]
▼結果 <<甲状腺機能亢進症状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・⾷欲亢進[RH]

▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺の⾮増殖性の腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・慢性に経過する甲状腺炎p/o 1.. 慢性に経過する甲状腺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性に経過する甲状腺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・発汗過多p/o 1.. 発汗過多[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発汗過多状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・⼿指振戦p/o 1.. ⼿指振戦[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼿指振戦状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素

多発性結節性甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・動悸p/o 1.. 動悸[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<動悸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・⾷欲亢進p/o 1.. ⾷欲亢進[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲亢進状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・動悸p/o 1.. 動悸[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<動悸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
▼構成要素 <<機能性甲状腺腫$構成要素
多発性結節性甲状腺腫・⾷欲亢進p/o 1.. ⾷欲亢進[RH]

連鎖種別 <<機能性甲状腺腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲亢進状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症[RH]
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[Class Name] 腺腫様甲状腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腺腫様甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺の⾮増殖性の腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 腺腫様甲状腺腫・可動性のない甲状腺の結節[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腺腫様甲状腺腫・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因
a/o 1.. 腺腫様甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

腺腫様甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腺腫様甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺の⾮増殖性の腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 腺腫様甲状腺腫・可動性のない甲状腺の結節[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腺腫様甲状腺腫・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因
a/o 1.. 腺腫様甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

腺腫様甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 単純性びまん性甲状腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性びまん性甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

単純性びまん性甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性びまん性甲状腺腫・甲状腺の⾮増殖性の腫瘍p/o 1.. 甲状腺の⾮増殖性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

単純性びまん性甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺悪性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺悪性腫瘍・甲状腺の増殖性腫瘍p/o 1.. 甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%原因
甲状腺の増殖性腫瘍・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 甲状腺悪性腫瘍・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺悪性腫瘍・さ声[RH]
▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 甲状腺悪性腫瘍・甲状腺腫[RH]
構成要素 <<
甲状腺悪性腫瘍・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 甲状腺悪性腫瘍・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺悪性腫瘍・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因

a/o 1.. 甲状腺悪性腫瘍・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺悪性腫瘍・甲状腺腫p/o 1.. 甲状腺腫

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 甲状腺悪性腫瘍・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

甲状腺悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺悪性腫瘍・甲状腺の増殖性腫瘍p/o 1.. 甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%原因
甲状腺の増殖性腫瘍・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 甲状腺悪性腫瘍・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺悪性腫瘍・さ声[RH]
▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 甲状腺悪性腫瘍・甲状腺腫[RH]
構成要素 <<
甲状腺悪性腫瘍・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 甲状腺悪性腫瘍・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺悪性腫瘍・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因

a/o 1.. 甲状腺悪性腫瘍・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺悪性腫瘍・甲状腺腫p/o 1.. 甲状腺腫

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 甲状腺悪性腫瘍・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

甲状腺悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺分化がん
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺分化がん・甲状腺の増殖性腫瘍p/o 1.. 甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺分化がん・可動性のない甲状腺の結節[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺分化がん・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺分化がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

甲状腺分化がん 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺分化がん・甲状腺の増殖性腫瘍p/o 1.. 甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺分化がん・可動性のない甲状腺の結節[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺分化がん・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺分化がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

甲状腺分化がん 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺乳頭状腺がん
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 甲状腺髄様がん，甲状腺未分化がん
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺乳頭状腺がん・甲状腺の増殖性腫瘍p/o 1.. 甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺乳頭状腺がん・嚥下障害[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺乳頭状腺がん・さ声[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺乳頭状腺がん・可動性のない甲状腺の結節[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. カルシトニン⾼値[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. CEA⾼値[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 体重減少[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 易疲労感[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺の疼痛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺乳頭状腺がん・嚥下障害p/o 1.. 嚥下障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嚥下障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺乳頭状腺がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺乳頭状腺がん・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺乳頭状腺がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺乳頭状腺がん・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺乳頭状腺がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

甲状腺乳頭状腺がん 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺乳頭状腺がん・甲状腺の増殖性腫瘍p/o 1.. 甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺乳頭状腺がん・嚥下障害[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺乳頭状腺がん・さ声[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺乳頭状腺がん・可動性のない甲状腺の結節[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. カルシトニン⾼値[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. CEA⾼値[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 体重減少[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 易疲労感[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺の疼痛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺乳頭状腺がん・嚥下障害p/o 1.. 嚥下障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嚥下障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺乳頭状腺がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺乳頭状腺がん・さ声p/o 1.. さ声[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<さ声状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺乳頭状腺がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺乳頭状腺がん・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺乳頭状腺がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

甲状腺乳頭状腺がん 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺髄様がん
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺乳頭状腺がん
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素
甲状腺髄様がん・甲状腺の増殖性腫瘍p/o 1.. 甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺髄様がん・可動性のない甲状腺の結節[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺髄様がん・カルシトニン⾼値[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺髄様がん・CEA⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺髄様がん・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺髄様がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺髄様がん・カルシトニン⾼値p/o 1.. カルシトニン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<カルシトニン⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺髄様がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺髄様がん・CEA⾼値p/o 1.. CEA⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CEA⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺髄様がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

甲状腺髄様がん 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素
甲状腺髄様がん・甲状腺の増殖性腫瘍p/o 1.. 甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺髄様がん・可動性のない甲状腺の結節[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺髄様がん・カルシトニン⾼値[RH]

▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺髄様がん・CEA⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺髄様がん・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺髄様がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺髄様がん・カルシトニン⾼値p/o 1.. カルシトニン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<カルシトニン⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺髄様がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺髄様がん・CEA⾼値p/o 1.. CEA⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CEA⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺髄様がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

甲状腺髄様がん 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺未分化がん
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺乳頭状腺がん
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素
甲状腺未分化がん・甲状腺の増殖性腫瘍p/o 1.. 甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺未分化がん・体重減少[RH]
▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺未分化がん・易疲労感[RH]
▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺未分化がん・甲状腺の疼痛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺未分化がん・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺未分化がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺未分化がん・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺未分化がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺未分化がん・甲状腺の疼痛p/o 1.. 甲状腺の疼痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺の疼痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺未分化がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

甲状腺未分化がん 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素
甲状腺未分化がん・甲状腺の増殖性腫瘍p/o 1.. 甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺未分化がん・体重減少[RH]
▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺未分化がん・易疲労感[RH]
▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺未分化がん・甲状腺の疼痛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺未分化がん・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺未分化がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺未分化がん・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺未分化がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺未分化がん・甲状腺の疼痛p/o 1.. 甲状腺の疼痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺の疼痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺未分化がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

甲状腺未分化がん 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 651 ]

[Class Name] 甲状腺濾胞状腺がん
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素
甲状腺濾胞状腺がん・甲状腺の増殖性腫瘍p/o 1.. 甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺濾胞状腺がん・可動性のない甲状腺の結節[RH]

▼構成要素 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素
甲状腺濾胞状腺がん・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺濾胞状腺がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

甲状腺濾胞状腺がん 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素
甲状腺濾胞状腺がん・甲状腺の増殖性腫瘍p/o 1.. 甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺の増殖性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺濾胞状腺がん・可動性のない甲状腺の結節[RH]

▼構成要素 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素
甲状腺濾胞状腺がん・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺濾胞状腺がん・甲状腺の増殖性腫瘍[RH]

甲状腺濾胞状腺がん 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺悪性リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺悪性リンパ腫・甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫p/o 1.. 甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫状態$異常状態%原因
甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 甲状腺悪性リンパ腫・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 甲状腺悪性リンパ腫・甲状腺の疼痛[RH]
▼結果 <<甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 甲状腺悪性リンパ腫・急速に増⼤する甲状腺腫[RH]
構成要素 <<
甲状腺悪性リンパ腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 甲状腺悪性リンパ腫・甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺悪性リンパ腫・甲状腺の疼痛p/o 1.. 甲状腺の疼痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺の疼痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 甲状腺悪性リンパ腫・甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺悪性リンパ腫・急速に増⼤する甲状腺腫p/o 1.. 急速に増⼤する甲状腺腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急速に増⼤する甲状腺腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺悪性リンパ腫・甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫[RH]

甲状腺悪性リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺悪性リンパ腫・甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫p/o 1.. 甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫状態$異常状態%原因
甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 甲状腺悪性リンパ腫・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 甲状腺悪性リンパ腫・甲状腺の疼痛[RH]
▼結果 <<甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 甲状腺悪性リンパ腫・急速に増⼤する甲状腺腫[RH]
構成要素 <<
甲状腺悪性リンパ腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 甲状腺悪性リンパ腫・甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺悪性リンパ腫・甲状腺の疼痛p/o 1.. 甲状腺の疼痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺の疼痛状態$異常状態%原因

a/o 1.. 甲状腺悪性リンパ腫・甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺悪性リンパ腫・急速に増⼤する甲状腺腫p/o 1.. 急速に増⼤する甲状腺腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急速に増⼤する甲状腺腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺悪性リンパ腫・甲状腺に発⽣した節外悪性リンパ腫[RH]

甲状腺悪性リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 653 ]

[Class Name] Pendred症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Pendred症候群・感⾳性難聴p/o 1.. 感⾳性難聴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<感⾳性難聴状態$異常状態%原因
a/o 1.. Pendred症候群・PDS遺伝⼦の突然変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Pendred症候群・PDS遺伝⼦の突然変異p/o 1.. PDS遺伝⼦の突然変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<PDS遺伝⼦の突然変異状態$異常状態%結果
a/o 1.. Pendred症候群・感⾳性難聴[RH]

Pendred症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Pendred症候群・感⾳性難聴p/o 1.. 感⾳性難聴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<感⾳性難聴状態$異常状態%原因
a/o 1.. Pendred症候群・PDS遺伝⼦の突然変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Pendred症候群・PDS遺伝⼦の突然変異p/o 1.. PDS遺伝⼦の突然変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<PDS遺伝⼦の突然変異状態$異常状態%結果
a/o 1.. Pendred症候群・感⾳性難聴[RH]

Pendred症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Refetoff症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Refetoff症候群・甲状腺ホルモン不応p/o 1.. 甲状腺ホルモン不応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺ホルモン不応状態$異常状態%原因
甲状腺ホルモン不応・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Refetoff症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン不応状態$異常状態%結果
甲状腺ホルモン不応・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Refetoff症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Refetoff症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Refetoff症候群・甲状腺ホルモン不応[RH]

原因
a/o 1.. Refetoff症候群・甲状腺ホルモン不応[RH]

Refetoff症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Refetoff症候群・甲状腺ホルモン不応p/o 1.. 甲状腺ホルモン不応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺ホルモン不応状態$異常状態%原因
甲状腺ホルモン不応・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Refetoff症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン不応状態$異常状態%結果
甲状腺ホルモン不応・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Refetoff症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Refetoff症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Refetoff症候群・甲状腺ホルモン不応[RH]

原因
a/o 1.. Refetoff症候群・甲状腺ホルモン不応[RH]

Refetoff症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 副甲状腺機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能低下症・副甲状腺機能が低下p/o 1.. 副甲状腺機能が低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副甲状腺機能が低下状態$異常状態%原因
副甲状腺機能が低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能が低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能が低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・低Ca⾎症[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能が低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・テタニー[RH]

構成要素 <<
副甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・副甲状腺機能が低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能低下症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・副甲状腺機能が低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能低下症・低Ca⾎症p/o 1.. 低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低Ca⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・副甲状腺機能が低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能低下症・テタニーp/o 1.. テタニー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<テタニー状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・副甲状腺機能が低下[RH]

副甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能低下症・副甲状腺機能が低下p/o 1.. 副甲状腺機能が低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副甲状腺機能が低下状態$異常状態%原因
副甲状腺機能が低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能が低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能が低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・低Ca⾎症[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能が低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・テタニー[RH]

構成要素 <<
副甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・副甲状腺機能が低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能低下症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・副甲状腺機能が低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能低下症・低Ca⾎症p/o 1.. 低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低Ca⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・副甲状腺機能が低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能低下症・テタニーp/o 1.. テタニー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<テタニー状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能低下症・副甲状腺機能が低下[RH]

副甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児性上⽪⼩体機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・新⽣児期の副甲状腺機能低下p/o 1.. 新⽣児期の副甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児期の副甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
新⽣児期の副甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期の副甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・低Ca⾎症[RH]
構成要素 <<
新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・新⽣児期の副甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・低Ca⾎症p/o 1.. 低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低Ca⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・新⽣児期の副甲状腺機能低下[RH]

新⽣児性上⽪⼩体機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・新⽣児期の副甲状腺機能低下p/o 1.. 新⽣児期の副甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児期の副甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
新⽣児期の副甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期の副甲状腺機能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・低Ca⾎症[RH]
構成要素 <<
新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・新⽣児期の副甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・低Ca⾎症p/o 1.. 低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低Ca⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児性上⽪⼩体機能低下症・新⽣児期の副甲状腺機能低下[RH]

新⽣児性上⽪⼩体機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型，新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<新⽣児性上⽪⼩体機能低下症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症p/o 1.. 新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児性上⽪⼩体機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・ビタミンD⽋乏[RH]

▼原因 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%原因
新⽣児期のみの低Ca⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・痙攣[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・テタニー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・ビタミンD⽋乏p/o 1.. ビタミンD⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ビタミンD⽋乏状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

構成要素 <<
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・テタニーp/o 1.. テタニー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<テタニー状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<新⽣児性上⽪⼩体機能低下症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症p/o 1.. 新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<新⽣児性上⽪⼩体機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・ビタミンD⽋乏[RH]

▼原因 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%原因
新⽣児期のみの低Ca⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・痙攣[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・テタニー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・ビタミンD⽋乏p/o 1.. ビタミンD⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ビタミンD⽋乏状態$異常状態%結果
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

構成要素 <<
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・テタニーp/o 1.. テタニー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<テタニー状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]
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[Class Name] 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症p/o 1.. 新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%原因
新⽣児期のみの低Ca⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・痙攣[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・テタニー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%結果
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・テタニーp/o 1.. テタニー[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<テタニー状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症p/o 1.. 新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%原因
新⽣児期のみの低Ca⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・痙攣[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・テタニー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%結果
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・テタニーp/o 1.. テタニー[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<テタニー状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症早発型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症

[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症p/o 1.. 新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%原因
新⽣児期のみの低Ca⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・痙攣[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・テタニー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%結果
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・テタニーp/o 1.. テタニー[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<テタニー状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症p/o 1.. 新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%原因
新⽣児期のみの低Ca⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・痙攣[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの低Ca⾎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・テタニー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%結果
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

▼構成要素 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素
新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・テタニーp/o 1.. テタニー[RH]

連鎖種別 <<新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<テタニー状態$異常状態%原因
a/o 1.. 新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型・新⽣児期のみの低Ca⾎症[RH]

新⽣児⼀過性低カルシウム⾎症遅発型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性副甲状腺機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性副甲状腺機能低下症・先天性の副甲状腺機能低下p/o 1.. 先天性の副甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性の副甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
先天性の副甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性副甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性の副甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性副甲状腺機能低下症・低Ca⾎症[RH]

構成要素 <<
先天性副甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 先天性副甲状腺機能低下症・先天性の副甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<副甲状腺機能低下症$構成要素
先天性副甲状腺機能低下症・低Ca⾎症p/o 1.. 低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<副甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低Ca⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性副甲状腺機能低下症・先天性の副甲状腺機能低下[RH]

先天性副甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性副甲状腺機能低下症・先天性の副甲状腺機能低下p/o 1.. 先天性の副甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性の副甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
先天性の副甲状腺機能低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性副甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性の副甲状腺機能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性副甲状腺機能低下症・低Ca⾎症[RH]

構成要素 <<
先天性副甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 先天性副甲状腺機能低下症・先天性の副甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<副甲状腺機能低下症$構成要素
先天性副甲状腺機能低下症・低Ca⾎症p/o 1.. 低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<副甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低Ca⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性副甲状腺機能低下症・先天性の副甲状腺機能低下[RH]

先天性副甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 副甲状腺無形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 副甲状腺無形成・副甲状腺無形成
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺無形成・副甲状腺無形成p/o 1.. 副甲状腺無形成

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<副甲状腺無形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺無形成・暫定連鎖[RH]
構成要素 <<
副甲状腺無形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. 副甲状腺無形成・副甲状腺無形成[RH]

副甲状腺無形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺無形成・副甲状腺無形成p/o 1.. 副甲状腺無形成

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<副甲状腺無形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺無形成・暫定連鎖[RH]
構成要素 <<
副甲状腺無形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. 副甲状腺無形成・副甲状腺無形成[RH]

副甲状腺無形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 副甲状腺無形成・副甲状腺無形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 副甲状腺無形成
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

副甲状腺無形成・副甲状腺無形成 因果構造物（＝因果連鎖）副甲状腺無形成・副甲状腺無形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 副甲状腺低形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺低形成・副甲状腺の低形成p/o 1.. 副甲状腺の低形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副甲状腺の低形成状態$異常状態%原因
副甲状腺の低形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 副甲状腺低形成・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副甲状腺の低形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副甲状腺低形成・低Ca⾎症[RH]
構成要素 <<
副甲状腺低形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 副甲状腺低形成・副甲状腺の低形成[RH]

▼構成要素 <<先天性副甲状腺機能低下症$構成要素
副甲状腺低形成・低Ca⾎症p/o 1.. 低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<先天性副甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低Ca⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 副甲状腺低形成・副甲状腺の低形成[RH]

副甲状腺低形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺低形成・副甲状腺の低形成p/o 1.. 副甲状腺の低形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副甲状腺の低形成状態$異常状態%原因
副甲状腺の低形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 副甲状腺低形成・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副甲状腺の低形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副甲状腺低形成・低Ca⾎症[RH]
構成要素 <<
副甲状腺低形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 副甲状腺低形成・副甲状腺の低形成[RH]

▼構成要素 <<先天性副甲状腺機能低下症$構成要素
副甲状腺低形成・低Ca⾎症p/o 1.. 低Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<先天性副甲状腺機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低Ca⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 副甲状腺低形成・副甲状腺の低形成[RH]

副甲状腺低形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 偽性副甲状腺機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型，偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型，

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型，偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたすp/o 1.. 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%原因
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%結果
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 暫定連鎖

構成要素 <<
偽性副甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]
原因a/o 1.. 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

偽性副甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたすp/o 1.. 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%原因
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%結果
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 暫定連鎖

構成要素 <<
偽性副甲状腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]
原因a/o 1.. 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

偽性副甲状腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 偽性副甲状腺機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたすp/o 1.. 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%原因
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%結果
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]
原因 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素%原因

a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたすp/o 1.. 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%原因
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%結果
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]
原因 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素%原因

a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 偽性副甲状腺機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたすp/o 1.. 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%原因
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素%結果a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたすp/o 1.. 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%原因
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素%結果a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 偽性副甲状腺機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたすp/o 1.. 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%原因
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素%結果
a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたすp/o 1.. 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%原因
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素%結果
a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 偽性副甲状腺機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたすp/o 1.. 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%原因
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素%結果a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたすp/o 1.. 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす状態$異常状態%原因
副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<偽性副甲状腺機能低下症$構成要素%結果a/o 1.. 偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型・副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが副甲状腺機能低下症状をきたす[RH]

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 副甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進p/o 1.. 副甲状腺機能亢進

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・多尿[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・発熱[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・悪⼼[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・便秘[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・低P⾎症[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・嘔吐[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・PTH⾼値[RH]

構成要素 <<
副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
原因a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・悪⼼p/o 1.. 悪⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪⼼状態$異常状態%原因a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

副甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進p/o 1.. 副甲状腺機能亢進

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・多尿[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・発熱[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・悪⼼[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・便秘[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・低P⾎症[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・嘔吐[RH]
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・PTH⾼値[RH]

構成要素 <<
副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
原因a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・多尿p/o 1.. 多尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多尿状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・悪⼼p/o 1.. 悪⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪⼼状態$異常状態%原因a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・便秘p/o 1.. 便秘[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

副甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・低P⾎症p/o 1.. 低P⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低P⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・PTH⾼値p/o 1.. PTH⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<PTH⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<便秘状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・低P⾎症p/o 1.. 低P⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低P⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副甲状腺機能亢進症・PTH⾼値p/o 1.. PTH⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<PTH⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]
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[Class Name] 原発性副甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<副甲状腺機能亢進症$構成要素
原発性副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進p/o 1.. 副甲状腺機能亢進

連鎖種別 <<副甲状腺機能亢進症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖[RH]
構成要素 <<
原発性副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 原発性副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]

原発性副甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<副甲状腺機能亢進症$構成要素
原発性副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進p/o 1.. 副甲状腺機能亢進

連鎖種別 <<副甲状腺機能亢進症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖[RH]
構成要素 <<
原発性副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 原発性副甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進[RH]

原発性副甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 異所性PTH産⽣腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異所性PTH産⽣腫瘍・副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍p/o 1.. 副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・発熱[RH]
▼結果 <<副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・⾼Ca⾎症[RH]
▼結果 <<副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・PTH⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異所性PTH産⽣腫瘍・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<副甲状腺機能亢進症$構成要素
異所性PTH産⽣腫瘍・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副甲状腺機能亢進症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異所性PTH産⽣腫瘍・⾼Ca⾎症p/o 1.. ⾼Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼Ca⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<副甲状腺機能亢進症$構成要素
異所性PTH産⽣腫瘍・PTH⾼値p/o 1.. PTH⾼値[RH]

連鎖種別 <<副甲状腺機能亢進症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<PTH⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍[RH]

異所性PTH産⽣腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
異所性PTH産⽣腫瘍・副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍p/o 1.. 副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・発熱[RH]
▼結果 <<副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・⾼Ca⾎症[RH]
▼結果 <<副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・PTH⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異所性PTH産⽣腫瘍・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<副甲状腺機能亢進症$構成要素
異所性PTH産⽣腫瘍・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副甲状腺機能亢進症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異所性PTH産⽣腫瘍・⾼Ca⾎症p/o 1.. ⾼Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼Ca⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<副甲状腺機能亢進症$構成要素
異所性PTH産⽣腫瘍・PTH⾼値p/o 1.. PTH⾼値[RH]

連鎖種別 <<副甲状腺機能亢進症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<PTH⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 異所性PTH産⽣腫瘍・副甲状腺以外でPTHを産⽣する悪性腫瘍[RH]

異所性PTH産⽣腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進p/o 1.. 新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進状態$異常状態%原因
新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・⾻折[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・⾼Ca⾎症[RH]

構成要素 <<
新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・⾻折p/o 1.. ⾻折[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻折状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・⾼Ca⾎症p/o 1.. ⾼Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼Ca⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進[RH]

新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進p/o 1.. 新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進状態$異常状態%原因
新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・⾻折[RH]
▼結果 <<新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・⾼Ca⾎症[RH]

構成要素 <<
新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・⾻折p/o 1.. ⾻折[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻折状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・⾼Ca⾎症p/o 1.. ⾼Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼Ca⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症・新⽣児期のみの副甲状腺機能亢進[RH]

新⽣児⼀過性副甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多発性内分泌腫瘍症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] 多発性内分泌腫瘍1型，多発性内分泌腫瘍2型，多発性内分泌腫瘍2B型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性内分泌腫瘍症・複数の内分泌腺の腫瘍p/o 1.. 複数の内分泌腺の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<複数の内分泌腺の腫瘍状態$異常状態%原因
複数の内分泌腺の腫瘍・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 多発性内分泌腫瘍症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
多発性内分泌腫瘍症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 多発性内分泌腫瘍症・複数の内分泌腺の腫瘍[RH]

多発性内分泌腫瘍症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性内分泌腫瘍症・複数の内分泌腺の腫瘍p/o 1.. 複数の内分泌腺の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<複数の内分泌腺の腫瘍状態$異常状態%原因
複数の内分泌腺の腫瘍・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 多発性内分泌腫瘍症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
多発性内分泌腫瘍症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 多発性内分泌腫瘍症・複数の内分泌腺の腫瘍[RH]

多発性内分泌腫瘍症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多発性内分泌腫瘍1型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 多発性内分泌腫瘍症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<多発性内分泌腫瘍症$構成要素
多発性内分泌腫瘍1型・複数の内分泌腺の腫瘍p/o 1.. 複数の内分泌腺の腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

多発性内分泌腫瘍1型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<多発性内分泌腫瘍症$構成要素
多発性内分泌腫瘍1型・複数の内分泌腺の腫瘍p/o 1.. 複数の内分泌腺の腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

多発性内分泌腫瘍1型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多発性内分泌腫瘍2型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 多発性内分泌腫瘍症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<多発性内分泌腫瘍症$構成要素
多発性内分泌腫瘍2型・複数の内分泌腺の腫瘍p/o 1.. 複数の内分泌腺の腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

多発性内分泌腫瘍2型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<多発性内分泌腫瘍症$構成要素
多発性内分泌腫瘍2型・複数の内分泌腺の腫瘍p/o 1.. 複数の内分泌腺の腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

多発性内分泌腫瘍2型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多発性内分泌腫瘍2B型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 多発性内分泌腫瘍症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<多発性内分泌腫瘍症$構成要素
多発性内分泌腫瘍2B型・複数の内分泌腺の腫瘍p/o 1.. 複数の内分泌腺の腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

多発性内分泌腫瘍2B型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<多発性内分泌腫瘍症$構成要素
多発性内分泌腫瘍2B型・複数の内分泌腺の腫瘍p/o 1.. 複数の内分泌腺の腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

多発性内分泌腫瘍2B型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性副甲状腺機能亢進症-下顎腫瘍症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

家族性副甲状腺機能亢進症-下顎腫瘍症候群 因果構造物（＝因果連鎖）家族性副甲状腺機能亢進症-下顎腫瘍症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性低カルシウム尿性⾼カルシウム⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性低カルシウム尿性⾼カルシウム⾎症・⾼Ca⾎症p/o 1.. ⾼Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼Ca⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 家族性低カルシウム尿性⾼カルシウム⾎症・遠位尿細管のカルシウム受容体の変異[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性低カルシウム尿性⾼カルシウム⾎症・遠位尿細管のカルシウム受容体の変異p/o 1.. 遠位尿細管のカルシウム受容体の変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<遠位尿細管のカルシウム受容体の変異状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性低カルシウム尿性⾼カルシウム⾎症・⾼Ca⾎症[RH]

家族性低カルシウム尿性⾼カルシウム⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性低カルシウム尿性⾼カルシウム⾎症・⾼Ca⾎症p/o 1.. ⾼Ca⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼Ca⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 家族性低カルシウム尿性⾼カルシウム⾎症・遠位尿細管のカルシウム受容体の変異[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性低カルシウム尿性⾼カルシウム⾎症・遠位尿細管のカルシウム受容体の変異p/o 1.. 遠位尿細管のカルシウム受容体の変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<遠位尿細管のカルシウム受容体の変異状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性低カルシウム尿性⾼カルシウム⾎症・⾼Ca⾎症[RH]

家族性低カルシウム尿性⾼カルシウム⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼆次性副甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性副甲状腺機能亢進症・慢性腎不全の腎移植後p/o 1.. 慢性腎不全の腎移植後[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⼆次性副甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性副甲状腺機能亢進症・慢性腎不全の腎移植後p/o 1.. 慢性腎不全の腎移植後[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⼆次性副甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 三次性副甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⼆次性副甲状腺機能亢進症$構成要素
三次性副甲状腺機能亢進症・慢性腎不全の腎移植後p/o 1.. 慢性腎不全の腎移植後[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副甲状腺機能亢進症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

三次性副甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼆次性副甲状腺機能亢進症$構成要素
三次性副甲状腺機能亢進症・慢性腎不全の腎移植後p/o 1.. 慢性腎不全の腎移植後[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副甲状腺機能亢進症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

三次性副甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性副腎過形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性副腎過形成・副腎⽪質ホルモン合成に関与する酵素の先天性⽋損または変異p/o 1.. 副腎⽪質ホルモン合成に関与する酵素の先天性⽋損または変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<副腎⽪質ホルモン合成に関与する酵素の先天性⽋損または変異状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性副腎過形成・外性器男性化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性副腎過形成・外性器男性化p/o 1.. 外性器男性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外性器男性化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性副腎過形成・副腎⽪質ホルモン合成に関与する酵素の先天性⽋損または変異[RH]

先天性副腎過形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性副腎過形成・副腎⽪質ホルモン合成に関与する酵素の先天性⽋損または変異p/o 1.. 副腎⽪質ホルモン合成に関与する酵素の先天性⽋損または変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<副腎⽪質ホルモン合成に関与する酵素の先天性⽋損または変異状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性副腎過形成・外性器男性化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性副腎過形成・外性器男性化p/o 1.. 外性器男性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外性器男性化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性副腎過形成・副腎⽪質ホルモン合成に関与する酵素の先天性⽋損または変異[RH]

先天性副腎過形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 21-⽔酸化酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損p/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%原因
21-⽔酸化酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・哺乳⼒低下[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・ACTH⾼値[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・嘔吐[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・低Na⾎症[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・副腎アンドロゲン合成亢進[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・⾼K⾎症[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中17α-OHプロフェステロン⾼値[RH]

構成要素 <<
21-⽔酸化酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・哺乳⼒低下p/o 1.. 哺乳⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳⼒低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・ACTH⾼値p/o 1.. ACTH⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ACTH⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・低Na⾎症p/o 1.. 低Na⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低Na⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・副腎アンドロゲン合成亢進p/o 1.. 副腎アンドロゲン合成亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副腎アンドロゲン合成亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

21-⽔酸化酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損p/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%原因
21-⽔酸化酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・哺乳⼒低下[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・ACTH⾼値[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・嘔吐[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・低Na⾎症[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・副腎アンドロゲン合成亢進[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・⾼K⾎症[RH]
▼結果 <<21-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中17α-OHプロフェステロン⾼値[RH]

構成要素 <<
21-⽔酸化酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・哺乳⼒低下p/o 1.. 哺乳⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳⼒低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・ACTH⾼値p/o 1.. ACTH⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ACTH⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・低Na⾎症p/o 1.. 低Na⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低Na⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・副腎アンドロゲン合成亢進p/o 1.. 副腎アンドロゲン合成亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副腎アンドロゲン合成亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

21-⽔酸化酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副腎アンドロゲン合成亢進状態$異常状態%原因

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・⾼K⾎症p/o 1.. ⾼K⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼K⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中17α-OHプロフェステロン⾼値p/o 1.. ⾎中17α-OHプロフェステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎中17α-OHプロフェステロン⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副腎アンドロゲン合成亢進状態$異常状態%原因

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・⾼K⾎症p/o 1.. ⾼K⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼K⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
21-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中17α-OHプロフェステロン⾼値p/o 1.. ⾎中17α-OHプロフェステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎中17α-OHプロフェステロン⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 21-⽔酸化酵素⽋損症・21-⽔酸化酵素⽋損[RH]
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[Class Name] 11β-⽔酸化酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損p/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%原因
11β-⽔酸化酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・哺乳⼒低下[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・副腎アンドロゲン合成亢進[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチゾール⾼値[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・尿中１７－KS⾼値[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチコステロン⾼値[RH]

構成要素 <<
11β-⽔酸化酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・哺乳⼒低下p/o 1.. 哺乳⼒低下[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・副腎アンドロゲン合成亢進p/o 1.. 副腎アンドロゲン合成亢進[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副腎アンドロゲン合成亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチゾール⾼値p/o 1.. ⾎中デオキシコルチゾール⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中デオキシコルチゾール⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値p/o 1.. ⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・尿中１７－KS⾼値p/o 1.. 尿中１７－KS⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中１７－KS⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチコステロン⾼値p/o 1.. ⾎中デオキシコルチコステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

11β-⽔酸化酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損p/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%原因
11β-⽔酸化酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・哺乳⼒低下[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・副腎アンドロゲン合成亢進[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチゾール⾼値[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・尿中１７－KS⾼値[RH]
▼結果 <<11β-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチコステロン⾼値[RH]

構成要素 <<
11β-⽔酸化酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・哺乳⼒低下p/o 1.. 哺乳⼒低下[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・副腎アンドロゲン合成亢進p/o 1.. 副腎アンドロゲン合成亢進[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副腎アンドロゲン合成亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチゾール⾼値p/o 1.. ⾎中デオキシコルチゾール⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中デオキシコルチゾール⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値p/o 1.. ⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・尿中１７－KS⾼値p/o 1.. 尿中１７－KS⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中１７－KS⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチコステロン⾼値p/o 1.. ⾎中デオキシコルチコステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

11β-⽔酸化酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチコステロン⾼値p/o 1.. ⾎中デオキシコルチコステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎中デオキシコルチコステロン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]

a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
11β-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチコステロン⾼値p/o 1.. ⾎中デオキシコルチコステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎中デオキシコルチコステロン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 11β-⽔酸化酵素⽋損症・11β-⽔酸化酵素⽋損[RH]
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[Class Name] 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%原因
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・哺乳⼒低下[RH]
▼結果 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・嘔吐[RH]
▼結果 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・低Na⾎症[RH]
▼結果 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・⾼K⾎症[RH]
▼結果 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値[RH]
▼結果 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・⾎中アンドロステンジオン低値[RH]
構成要素 <<
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・哺乳⼒低下p/o 1.. 哺乳⼒低下[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・低Na⾎症p/o 1.. 低Na⾎症[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低Na⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・⾼K⾎症p/o 1.. ⾼K⾎症[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼K⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値p/o 1.. ⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・⾎中アンドロステンジオン低値p/o 1.. ⾎中アンドロステンジオン低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中アンドロステンジオン低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]

3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損p/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%原因
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・哺乳⼒低下[RH]
▼結果 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・嘔吐[RH]
▼結果 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・低Na⾎症[RH]
▼結果 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・⾼K⾎症[RH]
▼結果 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値[RH]
▼結果 <<3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・⾎中アンドロステンジオン低値[RH]
構成要素 <<
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・哺乳⼒低下p/o 1.. 哺乳⼒低下[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<哺乳⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・低Na⾎症p/o 1.. 低Na⾎症[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低Na⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・⾼K⾎症p/o 1.. ⾼K⾎症[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼K⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値p/o 1.. ⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎中デヒドロエピアンドロステロン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・⾎中アンドロステンジオン低値p/o 1.. ⾎中アンドロステンジオン低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中アンドロステンジオン低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症・3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損[RH]

3β-⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 17α-⽔酸化酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損p/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%原因
17α-⽔酸化酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・⼆次性徴の遅れ[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・低K⾎症[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチコステロン⾼値[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・外性器⼥性化[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・副腎アンドロゲン合成低下[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・原発性無⽉経[RH]

構成要素 <<
17α-⽔酸化酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・⼆次性徴の遅れp/o 1.. ⼆次性徴の遅れ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性徴の遅れ状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・低K⾎症p/o 1.. 低K⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低K⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチコステロン⾼値p/o 1.. ⾎中デオキシコルチコステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中デオキシコルチコステロン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・外性器⼥性化p/o 1.. 外性器⼥性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外性器⼥性化状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・副腎アンドロゲン合成低下p/o 1.. 副腎アンドロゲン合成低下[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副腎アンドロゲン合成低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・原発性無⽉経p/o 1.. 原発性無⽉経[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

17α-⽔酸化酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損p/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%原因
17α-⽔酸化酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・⼆次性徴の遅れ[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・低K⾎症[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチコステロン⾼値[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・外性器⼥性化[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・副腎アンドロゲン合成低下[RH]
▼結果 <<17α-⽔酸化酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・原発性無⽉経[RH]

構成要素 <<
17α-⽔酸化酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・⼆次性徴の遅れp/o 1.. ⼆次性徴の遅れ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性徴の遅れ状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・低K⾎症p/o 1.. 低K⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低K⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・⾎中デオキシコルチコステロン⾼値p/o 1.. ⾎中デオキシコルチコステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中デオキシコルチコステロン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・外性器⼥性化p/o 1.. 外性器⼥性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外性器⼥性化状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・副腎アンドロゲン合成低下p/o 1.. 副腎アンドロゲン合成低下[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副腎アンドロゲン合成低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・原発性無⽉経p/o 1.. 原発性無⽉経[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

17α-⽔酸化酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・原発性無⽉経p/o 1.. 原発性無⽉経[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性無⽉経状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]

a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
17α-⽔酸化酵素⽋損症・原発性無⽉経p/o 1.. 原発性無⽉経[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性無⽉経状態$異常状態%原因a/o 1.. 17α-⽔酸化酵素⽋損症・17α-⽔酸化酵素⽋損[RH]
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[Class Name] 副腎⽪質リポイド過形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質リポイド過形成・副腎⽪質過形成p/o 1.. 副腎⽪質過形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

副腎⽪質リポイド過形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質リポイド過形成・副腎⽪質過形成p/o 1.. 副腎⽪質過形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

副腎⽪質リポイド過形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アルドステロン合成障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害p/o 1.. アルドステロン合成の選択的障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルドステロン合成の選択的障害状態$異常状態%原因
アルドステロン合成の選択的障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. アルドステロン合成障害・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<アルドステロン合成の選択的障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アルドステロン合成障害・哺乳⼒低下[RH]
▼結果 <<アルドステロン合成の選択的障害状態$異常状態%結果a/o 1.. アルドステロン合成障害・脱⽔[RH]
▼結果 <<アルドステロン合成の選択的障害状態$異常状態%結果a/o 1.. アルドステロン合成障害・低Na⾎症[RH]
▼結果 <<アルドステロン合成の選択的障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アルドステロン合成障害・⾼K⾎症[RH]
▼結果 <<アルドステロン合成の選択的障害状態$異常状態%結果a/o 1.. アルドステロン合成障害・副腎アンドロゲン合成低下[RH]

構成要素 <<
アルドステロン合成障害・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害[RH]

▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
アルドステロン合成障害・哺乳⼒低下p/o 1.. 哺乳⼒低下[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<哺乳⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルドステロン合成障害・脱⽔p/o 1.. 脱⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱⽔状態$異常状態%原因

a/o 1.. アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害[RH]
▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
アルドステロン合成障害・低Na⾎症p/o 1.. 低Na⾎症[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低Na⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害[RH]
▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
アルドステロン合成障害・⾼K⾎症p/o 1.. ⾼K⾎症[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼K⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害[RH]
▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
アルドステロン合成障害・副腎アンドロゲン合成低下p/o 1.. 副腎アンドロゲン合成低下[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副腎アンドロゲン合成低下状態$異常状態%原因a/o 1.. アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害[RH]

アルドステロン合成障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害p/o 1.. アルドステロン合成の選択的障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルドステロン合成の選択的障害状態$異常状態%原因
アルドステロン合成の選択的障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. アルドステロン合成障害・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<アルドステロン合成の選択的障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アルドステロン合成障害・哺乳⼒低下[RH]
▼結果 <<アルドステロン合成の選択的障害状態$異常状態%結果a/o 1.. アルドステロン合成障害・脱⽔[RH]
▼結果 <<アルドステロン合成の選択的障害状態$異常状態%結果a/o 1.. アルドステロン合成障害・低Na⾎症[RH]
▼結果 <<アルドステロン合成の選択的障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アルドステロン合成障害・⾼K⾎症[RH]
▼結果 <<アルドステロン合成の選択的障害状態$異常状態%結果a/o 1.. アルドステロン合成障害・副腎アンドロゲン合成低下[RH]

構成要素 <<
アルドステロン合成障害・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害[RH]

▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
アルドステロン合成障害・哺乳⼒低下p/o 1.. 哺乳⼒低下[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<哺乳⼒低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルドステロン合成障害・脱⽔p/o 1.. 脱⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱⽔状態$異常状態%原因

a/o 1.. アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害[RH]
▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
アルドステロン合成障害・低Na⾎症p/o 1.. 低Na⾎症[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低Na⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害[RH]
▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
アルドステロン合成障害・⾼K⾎症p/o 1.. ⾼K⾎症[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼K⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害[RH]
▼構成要素 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素
アルドステロン合成障害・副腎アンドロゲン合成低下p/o 1.. 副腎アンドロゲン合成低下[RH]

連鎖種別 <<21-⽔酸化酵素⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副腎アンドロゲン合成低下状態$異常状態%原因a/o 1.. アルドステロン合成障害・アルドステロン合成の選択的障害[RH]

アルドステロン合成障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 副腎⽪質機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (6)] 原発性副腎⽪質機能低下症，先天性原発性副腎⽪質機能低下症，

後天性原発性副腎⽪質機能低下症，⼆次性副腎⽪質機能低下症，
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症，後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 暫定連鎖

構成要素 <<
副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
原因a/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1

副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 暫定連鎖

構成要素 <<
副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
原因a/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1

副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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副腎⽪質機能低下症 コルチゾ ルとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

副腎⽪質機能低下症 コルチゾ ルとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
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[Class Name] 原発性副腎⽪質機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 副腎⽪質機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

原発性副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
原発性副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

原発性副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性原発性副腎⽪質機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 副腎⽪質機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

先天性原発性副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性原発性副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

先天性原発性副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 後天性原発性副腎⽪質機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 副腎⽪質機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

後天性原発性副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性原発性副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 後天性原発性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

後天性原発性副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼆次性副腎⽪質機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 副腎⽪質機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
⼆次性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
⼆次性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
⼆次性副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
⼆次性副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
⼆次性副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

⼆次性副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
⼆次性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
⼆次性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
⼆次性副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
⼆次性副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
⼆次性副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

⼆次性副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 副腎⽪質機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%結果a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
原因 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%原因a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%結果a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
原因 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%原因a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
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[Class Name] 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 副腎⽪質機能低下症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・易疲労感[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%結果

a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素
後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<⼆次性副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

後天性⼆次性副腎⽪質機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性副腎低形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成p/o 1.. 先天的に副腎が低形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%原因
先天的に副腎が低形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性副腎低形成・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性副腎低形成・低⾎圧[RH]
▼結果 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性副腎低形成・体重増加不良[RH]
▼結果 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性副腎低形成・下痢[RH]
▼結果 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性副腎低形成・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性副腎低形成・嘔吐[RH]
▼結果 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性副腎低形成・易疲労感[RH]
構成要素 <<
先天性副腎低形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性副腎低形成・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性副腎低形成・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性副腎低形成・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性副腎低形成・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性副腎低形成・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性副腎低形成・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]

先天性副腎低形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成p/o 1.. 先天的に副腎が低形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%原因
先天的に副腎が低形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先天性副腎低形成・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性副腎低形成・低⾎圧[RH]
▼結果 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性副腎低形成・体重増加不良[RH]
▼結果 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性副腎低形成・下痢[RH]
▼結果 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性副腎低形成・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性副腎低形成・嘔吐[RH]
▼結果 <<先天的に副腎が低形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性副腎低形成・易疲労感[RH]
構成要素 <<
先天性副腎低形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性副腎低形成・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性副腎低形成・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性副腎低形成・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性副腎低形成・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性副腎低形成・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
先天性副腎低形成・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性副腎低形成・先天的に副腎が低形成[RH]

先天性副腎低形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ACTH不応症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ACTH不応症・ACTHに対する反応がないp/o 1.. ACTHに対する反応がない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果

a/o 1.. ACTH不応症・下痢[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・低⾎糖症[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果

a/o 1.. ACTH不応症・⾊素沈着[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・嘔吐[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・遷延する⻩疸[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・易疲労感[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
ACTH不応症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
ACTH不応症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
ACTH不応症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因

a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
ACTH不応症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ACTH不応症・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖症状態$異常状態%原因a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ACTH不応症・⾊素沈着p/o 1.. ⾊素沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾊素沈着状態$異常状態%原因

a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
ACTH不応症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

ACTH不応症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ACTH不応症・ACTHに対する反応がないp/o 1.. ACTHに対する反応がない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・低⾎圧[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・体重増加不良[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果

a/o 1.. ACTH不応症・下痢[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・低⾎糖症[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果

a/o 1.. ACTH不応症・⾊素沈着[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・嘔吐[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・遷延する⻩疸[RH]
▼結果 <<ACTHに対する反応がない状態$異常状態%結果a/o 1.. ACTH不応症・易疲労感[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
ACTH不応症・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
ACTH不応症・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
ACTH不応症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因

a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
ACTH不応症・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ACTH不応症・低⾎糖症p/o 1.. 低⾎糖症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖症状態$異常状態%原因a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ACTH不応症・⾊素沈着p/o 1.. ⾊素沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾊素沈着状態$異常状態%原因

a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
ACTH不応症・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

ACTH不応症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ACTH不応症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因

a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
ACTH不応症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因

a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因

a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ACTH不応症・遷延する⻩疸p/o 1.. 遷延する⻩疸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遷延する⻩疸状態$異常状態%原因

a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
ACTH不応症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因

a/o 1.. ACTH不応症・ACTHに対する反応がない[RH]
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[Class Name] 急性副腎⽪質機能不全
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・出⾎傾向[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・易疲労感[RH]

構成要素 <<
急性副腎⽪質機能不全・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・出⾎傾向p/o 1.. 出⾎傾向[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<出⾎傾向状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別

急性副腎⽪質機能不全 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・出⾎傾向[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・易疲労感[RH]

構成要素 <<
急性副腎⽪質機能不全・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・出⾎傾向p/o 1.. 出⾎傾向[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<出⾎傾向状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別

急性副腎⽪質機能不全 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
急性副腎⽪質機能不全・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
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[Class Name] 慢性副腎⽪質機能不全
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・低⾎糖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・⾊素沈着[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・易疲労感[RH]

構成要素 <<
慢性副腎⽪質機能不全・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・低⾎糖p/o 1.. 低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・⾊素沈着p/o 1.. ⾊素沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

慢性副腎⽪質機能不全 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・低⾎糖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・⾊素沈着[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・易疲労感[RH]

構成要素 <<
慢性副腎⽪質機能不全・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・低⾎糖p/o 1.. 低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・⾊素沈着p/o 1.. ⾊素沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

慢性副腎⽪質機能不全 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 715 ]

a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・⾊素沈着p/o 1.. ⾊素沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾊素沈着状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・⾊素沈着p/o 1.. ⾊素沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾊素沈着状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素
慢性副腎⽪質機能不全・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質機能低下症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性副腎⽪質機能不全・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
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[Class Name] Addison病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Addison病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. Addison病・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. Addison病・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. Addison病・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. Addison病・低⾎糖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. Addison病・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. Addison病・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. Addison病・易疲労感[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Addison病・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Addison病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
原因a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因
a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因

a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・低⾎糖p/o 1.. 低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖状態$異常状態%原因

a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因

Addison病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下p/o 1.. コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%原因
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Addison病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. Addison病・低⾎圧[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. Addison病・体重増加不良[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. Addison病・下痢[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. Addison病・低⾎糖[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. Addison病・⾷欲不振[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. Addison病・嘔吐[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果a/o 1.. Addison病・易疲労感[RH]
▼結果 <<コルチゾールとアルドステロンの分泌低下状態$異常状態%結果
コルチゾールとアルドステロンの分泌低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Addison病・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Addison病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
原因a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・低⾎圧p/o 1.. 低⾎圧[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・体重増加不良p/o 1.. 体重増加不良[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重増加不良状態$異常状態%原因
a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因

a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・低⾎糖p/o 1.. 低⾎糖[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾎糖状態$異常状態%原因

a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・⾷欲不振p/o 1.. ⾷欲不振[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷欲不振状態$異常状態%原因a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因

Addison病 因果構造物（＝因果連鎖）
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Addison病・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]
連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

Addison病・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]
連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]

▼構成要素 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素
Addison病・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<慢性副腎⽪質機能不全$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. Addison病・コルチゾールとアルドステロンの分泌低下[RH]
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[Class Name] コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損症・コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損p/o 1.. コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%原因
コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損症・コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損[RH]

コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損症・コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損p/o 1.. コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%原因
コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損症・コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損[RH]

コルチコステロン・メチルオキシダーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] AME症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
AME症候群・11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損p/o 1.. 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損状態$異常状態%原因
11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. AME症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. AME症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]
▼結果 <<11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. AME症候群・コルチゾール⾼値[RH]
▼結果 <<11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. AME症候群・⾼⾎圧[RH]

構成要素 <<
AME症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. AME症候群・11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
AME症候群・低K性代謝性アルカローシスp/o 1.. 低K性代謝性アルカローシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%原因a/o 1.. AME症候群・11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
AME症候群・コルチゾール⾼値p/o 1.. コルチゾール⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾール⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. AME症候群・11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
AME症候群・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. AME症候群・11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損[RH]

AME症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
AME症候群・11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損p/o 1.. 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損状態$異常状態%原因
11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. AME症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. AME症候群・低K性代謝性アルカローシス[RH]
▼結果 <<11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. AME症候群・コルチゾール⾼値[RH]
▼結果 <<11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. AME症候群・⾼⾎圧[RH]

構成要素 <<
AME症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. AME症候群・11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
AME症候群・低K性代謝性アルカローシスp/o 1.. 低K性代謝性アルカローシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%原因a/o 1.. AME症候群・11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
AME症候群・コルチゾール⾼値p/o 1.. コルチゾール⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コルチゾール⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. AME症候群・11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
AME症候群・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. AME症候群・11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type-2の⽋損[RH]

AME症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 偽性低アルドステロン症Ⅰ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性低アルドステロン症Ⅰ型・⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状があるp/o 1.. ⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある状態$異常状態%原因
⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 偽性低アルドステロン症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある状態$異常状態%結果
⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 偽性低アルドステロン症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
偽性低アルドステロン症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 偽性低アルドステロン症Ⅰ型・⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある[RH]
原因

a/o 1.. 偽性低アルドステロン症Ⅰ型・⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある[RH]

偽性低アルドステロン症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性低アルドステロン症Ⅰ型・⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状があるp/o 1.. ⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある状態$異常状態%原因
⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 偽性低アルドステロン症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある状態$異常状態%結果
⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 偽性低アルドステロン症Ⅰ型・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
偽性低アルドステロン症Ⅰ型・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 偽性低アルドステロン症Ⅰ型・⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある[RH]
原因

a/o 1.. 偽性低アルドステロン症Ⅰ型・⾎中アルドステロン値が正常だがアルドステロン分泌不全を疑わせる症状がある[RH]

偽性低アルドステロン症Ⅰ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Cushing症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌p/o 1.. 糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%原因
糖質コルチコイドの過剰分泌・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Cushing症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・腹部膨満[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. Cushing症候群・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・多⽑[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・易感染性[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. Cushing症候群・成⻑障害[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・満⽉様顔貌[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・ざそう[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・⾼⾎糖[RH]

構成要素 <<
Cushing症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・多⽑p/o 1.. 多⽑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多⽑状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

Cushing症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌p/o 1.. 糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%原因
糖質コルチコイドの過剰分泌・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Cushing症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・腹部膨満[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. Cushing症候群・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・多⽑[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・易感染性[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. Cushing症候群・成⻑障害[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・満⽉様顔貌[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・ざそう[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing症候群・⾼⾎糖[RH]

構成要素 <<
Cushing症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・多⽑p/o 1.. 多⽑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多⽑状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

Cushing症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌p/o 1.. 異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異所性腫瘍のACTH過剰分泌状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・満⽉様顔貌p/o 1.. 満⽉様顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<満⽉様顔貌状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・ざそうp/o 1.. ざそう[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ざそう状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・⾼⾎糖p/o 1.. ⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌p/o 1.. 異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異所性腫瘍のACTH過剰分泌状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・満⽉様顔貌p/o 1.. 満⽉様顔貌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<満⽉様顔貌状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・ざそうp/o 1.. ざそう[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ざそう状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Cushing症候群・⾼⾎糖p/o 1.. ⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing症候群・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
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[Class Name] Cushing病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌p/o 1.. 糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%原因
糖質コルチコイドの過剰分泌・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Cushing病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・腹部膨満[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. Cushing病・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・多⽑[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・易感染性[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. Cushing病・成⻑障害[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・満⽉様顔貌[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・ざそう[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・⾼⾎糖[RH]

構成要素 <<
Cushing病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・多⽑p/o 1.. 多⽑[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多⽑状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素

Cushing病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌p/o 1.. 糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%原因
糖質コルチコイドの過剰分泌・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Cushing病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・腹部膨満[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. Cushing病・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・多⽑[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・易感染性[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. Cushing病・成⻑障害[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・⽪膚線状[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・満⽉様顔貌[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・ざそう[RH]
▼結果 <<糖質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. Cushing病・⾼⾎糖[RH]

構成要素 <<
Cushing病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・多⽑p/o 1.. 多⽑[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多⽑状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・成⻑障害p/o 1.. 成⻑障害

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素

Cushing病 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・異所性腫瘍のACTH過剰分泌p/o 1.. 異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異所性腫瘍のACTH過剰分泌状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・満⽉様顔貌p/o 1.. 満⽉様顔貌[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<満⽉様顔貌状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・ざそうp/o 1.. ざそう[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ざそう状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・⾼⾎糖p/o 1.. ⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・⽪膚線状p/o 1.. ⽪膚線状[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚線状状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・異所性腫瘍のACTH過剰分泌p/o 1.. 異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異所性腫瘍のACTH過剰分泌状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・満⽉様顔貌p/o 1.. 満⽉様顔貌[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<満⽉様顔貌状態$異常状態%原因

a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・ざそうp/o 1.. ざそう[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ざそう状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
Cushing病・⾼⾎糖p/o 1.. ⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. Cushing病・糖質コルチコイドの過剰分泌[RH]
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[Class Name] 異所性ACTH症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
異所性ACTH症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌p/o 1.. 異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<異所性腫瘍のACTH過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. 異所性ACTH症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]
▼結果 <<異所性腫瘍のACTH過剰分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 異所性ACTH症候群・腹部膨満[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
異所性ACTH症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌p/o 1.. 異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<異所性腫瘍のACTH過剰分泌状態$異常状態%原因
a/o 1.. 異所性ACTH症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
異所性ACTH症候群・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因a/o 1.. 異所性ACTH症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]

異所性ACTH症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
異所性ACTH症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌p/o 1.. 異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<異所性腫瘍のACTH過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. 異所性ACTH症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]
▼結果 <<異所性腫瘍のACTH過剰分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 異所性ACTH症候群・腹部膨満[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
異所性ACTH症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌p/o 1.. 異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<異所性腫瘍のACTH過剰分泌状態$異常状態%原因
a/o 1.. 異所性ACTH症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]

▼構成要素 <<Cushing症候群$構成要素
異所性ACTH症候群・腹部膨満p/o 1.. 腹部膨満[RH]

連鎖種別 <<Cushing症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹部膨満状態$異常状態%原因a/o 1.. 異所性ACTH症候群・異所性腫瘍のACTH過剰分泌[RH]

異所性ACTH症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 異所性ACTH産⽣腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<異所性ACTH症候群$構成要素
異所性ACTH産⽣腫瘍・ACTH産⽣性異所性腫瘍p/o 1.. ACTH産⽣性異所性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<異所性ACTH症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ACTH産⽣性異所性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 異所性ACTH産⽣腫瘍・過⾷[RH]
▼結果 <<ACTH産⽣性異所性腫瘍状態$異常状態%結果
ACTH産⽣性異所性腫瘍・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 異所性ACTH産⽣腫瘍・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異所性ACTH産⽣腫瘍・過⾷p/o 1.. 過⾷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<過⾷状態$異常状態%結果a/o 1.. 異所性ACTH産⽣腫瘍・ACTH産⽣性異所性腫瘍[RH]
構成要素 <<
異所性ACTH産⽣腫瘍・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 異所性ACTH産⽣腫瘍・ACTH産⽣性異所性腫瘍[RH]

異所性ACTH産⽣腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<異所性ACTH症候群$構成要素
異所性ACTH産⽣腫瘍・ACTH産⽣性異所性腫瘍p/o 1.. ACTH産⽣性異所性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<異所性ACTH症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ACTH産⽣性異所性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 異所性ACTH産⽣腫瘍・過⾷[RH]
▼結果 <<ACTH産⽣性異所性腫瘍状態$異常状態%結果
ACTH産⽣性異所性腫瘍・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 異所性ACTH産⽣腫瘍・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異所性ACTH産⽣腫瘍・過⾷p/o 1.. 過⾷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<過⾷状態$異常状態%結果a/o 1.. 異所性ACTH産⽣腫瘍・ACTH産⽣性異所性腫瘍[RH]
構成要素 <<
異所性ACTH産⽣腫瘍・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 異所性ACTH産⽣腫瘍・ACTH産⽣性異所性腫瘍[RH]

異所性ACTH産⽣腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 医原性Cushing症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
医原性Cushing症候群・医療⾏為に伴うCushing症候群p/o 1.. 医療⾏為に伴うCushing症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<医療⾏為に伴うCushing症候群状態$異常状態%原因
医療⾏為に伴うCushing症候群・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 医原性Cushing症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
医原性Cushing症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 医原性Cushing症候群・医療⾏為に伴うCushing症候群[RH]

医原性Cushing症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
医原性Cushing症候群・医療⾏為に伴うCushing症候群p/o 1.. 医療⾏為に伴うCushing症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<医療⾏為に伴うCushing症候群状態$異常状態%原因
医療⾏為に伴うCushing症候群・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 医原性Cushing症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
医原性Cushing症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 医原性Cushing症候群・医療⾏為に伴うCushing症候群[RH]

医原性Cushing症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Nelson症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Nelson症候群・副腎全摘後の⾊素沈着p/o 1.. 副腎全摘後の⾊素沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

Nelson症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Nelson症候群・副腎全摘後の⾊素沈着p/o 1.. 副腎全摘後の⾊素沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

Nelson症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 男性化副腎腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 副腎アンドロゲン産⽣癌，副腎アンドロゲン産⽣腺腫
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍p/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<副腎アンドロゲン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・多⽑[RH]
▼結果 <<副腎アンドロゲン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・陰核肥⼤[RH]
▼結果 <<副腎アンドロゲン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・⼩精巣[RH]
▼結果 <<副腎アンドロゲン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・声が太い[RH]
▼結果 <<副腎アンドロゲン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・成⻑促進[RH]
▼結果 <<副腎アンドロゲン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン⾼値[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・多⽑p/o 1.. 多⽑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多⽑状態$異常状態%原因a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]
▼原因 <<多⽑状態$異常状態%原因a/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・陰核肥⼤p/o 1.. 陰核肥⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<陰核肥⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]
▼原因 <<陰核肥⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・⼩精巣p/o 1.. ⼩精巣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩精巣状態$異常状態%原因a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・声が太いp/o 1.. 声が太い[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<声が太い状態$異常状態%原因a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]
▼原因 <<声が太い状態$異常状態%原因a/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・成⻑促進p/o 1.. 成⻑促進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑促進状態$異常状態%原因a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]
▼原因 <<成⻑促進状態$異常状態%原因

a/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン⾼値p/o 1.. 副腎アンドロゲン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副腎アンドロゲン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]
▼原因 <<副腎アンドロゲン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

男性化副腎腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍p/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<副腎アンドロゲン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・多⽑[RH]
▼結果 <<副腎アンドロゲン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・陰核肥⼤[RH]
▼結果 <<副腎アンドロゲン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・⼩精巣[RH]
▼結果 <<副腎アンドロゲン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・声が太い[RH]
▼結果 <<副腎アンドロゲン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・成⻑促進[RH]
▼結果 <<副腎アンドロゲン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン⾼値[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・多⽑p/o 1.. 多⽑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多⽑状態$異常状態%原因a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]
▼原因 <<多⽑状態$異常状態%原因a/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・陰核肥⼤p/o 1.. 陰核肥⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<陰核肥⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]
▼原因 <<陰核肥⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・⼩精巣p/o 1.. ⼩精巣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩精巣状態$異常状態%原因a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・声が太いp/o 1.. 声が太い[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<声が太い状態$異常状態%原因a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]
▼原因 <<声が太い状態$異常状態%原因a/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・成⻑促進p/o 1.. 成⻑促進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑促進状態$異常状態%原因a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]
▼原因 <<成⻑促進状態$異常状態%原因

a/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン⾼値p/o 1.. 副腎アンドロゲン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副腎アンドロゲン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 男性化副腎腫瘍・副腎アンドロゲン産⽣腫瘍[RH]
▼原因 <<副腎アンドロゲン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

男性化副腎腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]a/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]
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[Class Name] 副腎アンドロゲン産⽣癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 男性化副腎腫瘍
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌p/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の癌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・多⽑[RH]
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の癌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・陰核肥⼤[RH]
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・尿中１７－KS⾼値[RH]
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・声が太い[RH]
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の癌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・成⻑促進[RH]
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・副腎アンドロゲン⾼値[RH]

▼構成要素 <<男性化副腎腫瘍$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・多⽑p/o 1.. 多⽑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多⽑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

▼構成要素 <<男性化副腎腫瘍$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・陰核肥⼤p/o 1.. 陰核肥⼤[RH]

連鎖種別 <<男性化副腎腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<陰核肥⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・尿中１７－KS⾼値p/o 1.. 尿中１７－KS⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中１７－KS⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌[RH]
▼構成要素 <<男性化副腎腫瘍$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・声が太いp/o 1.. 声が太い[RH]

連鎖種別 <<男性化副腎腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<声が太い状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌[RH]
▼構成要素 <<男性化副腎腫瘍$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・成⻑促進p/o 1.. 成⻑促進[RH]

連鎖種別 <<男性化副腎腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑促進状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌[RH]
▼構成要素 <<男性化副腎腫瘍$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・副腎アンドロゲン⾼値p/o 1.. 副腎アンドロゲン⾼値[RH]

連鎖種別 <<男性化副腎腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副腎アンドロゲン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

副腎アンドロゲン産⽣癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌p/o 1.. アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の癌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・多⽑[RH]
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の癌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・陰核肥⼤[RH]
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・尿中１７－KS⾼値[RH]
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・声が太い[RH]
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の癌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・成⻑促進[RH]
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・副腎アンドロゲン⾼値[RH]

▼構成要素 <<男性化副腎腫瘍$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・多⽑p/o 1.. 多⽑[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多⽑状態$異常状態%原因
a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

▼構成要素 <<男性化副腎腫瘍$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・陰核肥⼤p/o 1.. 陰核肥⼤[RH]

連鎖種別 <<男性化副腎腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<陰核肥⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・尿中１７－KS⾼値p/o 1.. 尿中１７－KS⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中１７－KS⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌[RH]
▼構成要素 <<男性化副腎腫瘍$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・声が太いp/o 1.. 声が太い[RH]

連鎖種別 <<男性化副腎腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<声が太い状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌[RH]
▼構成要素 <<男性化副腎腫瘍$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・成⻑促進p/o 1.. 成⻑促進[RH]

連鎖種別 <<男性化副腎腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⻑促進状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌[RH]
▼構成要素 <<男性化副腎腫瘍$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣癌・副腎アンドロゲン⾼値p/o 1.. 副腎アンドロゲン⾼値[RH]

連鎖種別 <<男性化副腎腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副腎アンドロゲン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣癌・アンドロゲン産⽣性の癌[RH]

副腎アンドロゲン産⽣癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 副腎アンドロゲン産⽣腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 男性化副腎腫瘍
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣腺腫・アンドロゲン産⽣性の腺腫p/o 1.. アンドロゲン産⽣性の腺腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アンドロゲン産⽣性の腺腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣腺腫・【未編集】[RH]
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の腺腫状態$異常状態%結果
アンドロゲン産⽣性の腺腫・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣腺腫・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣腺腫・【未編集】p/o 1.. 【未編集】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<【未編集】状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣腺腫・アンドロゲン産⽣性の腺腫[RH]

構成要素 <<
副腎アンドロゲン産⽣腺腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣腺腫・アンドロゲン産⽣性の腺腫[RH]

副腎アンドロゲン産⽣腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣腺腫・アンドロゲン産⽣性の腺腫p/o 1.. アンドロゲン産⽣性の腺腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アンドロゲン産⽣性の腺腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣腺腫・【未編集】[RH]
▼結果 <<アンドロゲン産⽣性の腺腫状態$異常状態%結果
アンドロゲン産⽣性の腺腫・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣腺腫・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副腎アンドロゲン産⽣腺腫・【未編集】p/o 1.. 【未編集】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<【未編集】状態$異常状態%結果a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣腺腫・アンドロゲン産⽣性の腺腫[RH]

構成要素 <<
副腎アンドロゲン産⽣腺腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 副腎アンドロゲン産⽣腺腫・アンドロゲン産⽣性の腺腫[RH]

副腎アンドロゲン産⽣腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 鉱質コルチコイド過剰症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉱質コルチコイド過剰症・鉱質コルチコイドの過剰分泌p/o 1.. 鉱質コルチコイドの過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鉱質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%原因
鉱質コルチコイドの過剰分泌・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 鉱質コルチコイド過剰症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<鉱質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. 鉱質コルチコイド過剰症・アルドステロン⾼値[RH]

構成要素 <<
鉱質コルチコイド過剰症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 鉱質コルチコイド過剰症・鉱質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉱質コルチコイド過剰症・アルドステロン⾼値p/o 1.. アルドステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルドステロン⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉱質コルチコイド過剰症・鉱質コルチコイドの過剰分泌[RH]

鉱質コルチコイド過剰症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉱質コルチコイド過剰症・鉱質コルチコイドの過剰分泌p/o 1.. 鉱質コルチコイドの過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鉱質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%原因
鉱質コルチコイドの過剰分泌・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 鉱質コルチコイド過剰症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<鉱質コルチコイドの過剰分泌状態$異常状態%結果a/o 1.. 鉱質コルチコイド過剰症・アルドステロン⾼値[RH]

構成要素 <<
鉱質コルチコイド過剰症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 鉱質コルチコイド過剰症・鉱質コルチコイドの過剰分泌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉱質コルチコイド過剰症・アルドステロン⾼値p/o 1.. アルドステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルドステロン⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉱質コルチコイド過剰症・鉱質コルチコイドの過剰分泌[RH]

鉱質コルチコイド過剰症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性アルドステロン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰p/o 1.. 副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%原因
副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 原発性アルドステロン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果
副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 原発性アルドステロン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性アルドステロン症・アルドステロン⾼値[RH]
▼結果 <<副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性アルドステロン症・多飲[RH]

構成要素 <<
原発性アルドステロン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 原発性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]
原因a/o 1.. 原発性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]

▼構成要素 <<鉱質コルチコイド過剰症$構成要素
原発性アルドステロン症・アルドステロン⾼値p/o 1.. アルドステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<鉱質コルチコイド過剰症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アルドステロン⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 原発性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性アルドステロン症・多飲p/o 1.. 多飲[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多飲状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]

原発性アルドステロン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰p/o 1.. 副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%原因
副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 原発性アルドステロン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果
副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 原発性アルドステロン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性アルドステロン症・アルドステロン⾼値[RH]
▼結果 <<副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性アルドステロン症・多飲[RH]

構成要素 <<
原発性アルドステロン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 原発性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]
原因a/o 1.. 原発性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]

▼構成要素 <<鉱質コルチコイド過剰症$構成要素
原発性アルドステロン症・アルドステロン⾼値p/o 1.. アルドステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<鉱質コルチコイド過剰症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アルドステロン⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 原発性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性アルドステロン症・多飲p/o 1.. 多飲[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多飲状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]

原発性アルドステロン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖質コルチコイド反応性アルドステロン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<原発性アルドステロン症$構成要素
糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰p/o 1.. 副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]

連鎖種別 <<原発性アルドステロン症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・アルドステロン⾼値[RH]
▼結果 <<副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・多飲[RH]

▼構成要素 <<原発性アルドステロン症$構成要素
糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・アルドステロン⾼値p/o 1.. アルドステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<原発性アルドステロン症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アルドステロン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]
▼構成要素 <<原発性アルドステロン症$構成要素
糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・多飲p/o 1.. 多飲[RH]

連鎖種別 <<原発性アルドステロン症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多飲状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]

糖質コルチコイド反応性アルドステロン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<原発性アルドステロン症$構成要素
糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰p/o 1.. 副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]

連鎖種別 <<原発性アルドステロン症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・アルドステロン⾼値[RH]
▼結果 <<副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・多飲[RH]

▼構成要素 <<原発性アルドステロン症$構成要素
糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・アルドステロン⾼値p/o 1.. アルドステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<原発性アルドステロン症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アルドステロン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]
▼構成要素 <<原発性アルドステロン症$構成要素
糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・多飲p/o 1.. 多飲[RH]

連鎖種別 <<原発性アルドステロン症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多飲状態$異常状態%原因
a/o 1.. 糖質コルチコイド反応性アルドステロン症・副腎の病変によるアルドステロン産⽣過剰[RH]

糖質コルチコイド反応性アルドステロン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼆次性アルドステロン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性アルドステロン症・低K性代謝性アルカローシスp/o 1.. 低K性代謝性アルカローシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次性アルドステロン症・副腎外からの刺激により副腎⽪質のアルドステロン産⽣が増加[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性アルドステロン症・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性アルドステロン症・四肢⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性アルドステロン症・副腎外からの刺激により副腎⽪質のアルドステロン産⽣が増加p/o 1.. 副腎外からの刺激により副腎⽪質のアルドステロン産⽣が増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<副腎外からの刺激により副腎⽪質のアルドステロン産⽣が増加状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次性アルドステロン症・低K性代謝性アルカローシス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性アルドステロン症・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次性アルドステロン症・低K性代謝性アルカローシス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性アルドステロン症・四肢⿇痺p/o 1.. 四肢⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<四肢⿇痺状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼆次性アルドステロン症・低K性代謝性アルカローシス[RH]

⼆次性アルドステロン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性アルドステロン症・低K性代謝性アルカローシスp/o 1.. 低K性代謝性アルカローシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次性アルドステロン症・副腎外からの刺激により副腎⽪質のアルドステロン産⽣が増加[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性アルドステロン症・筋⼒低下[RH]
▼結果 <<低K性代謝性アルカローシス状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性アルドステロン症・四肢⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性アルドステロン症・副腎外からの刺激により副腎⽪質のアルドステロン産⽣が増加p/o 1.. 副腎外からの刺激により副腎⽪質のアルドステロン産⽣が増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<副腎外からの刺激により副腎⽪質のアルドステロン産⽣が増加状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次性アルドステロン症・低K性代謝性アルカローシス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性アルドステロン症・筋⼒低下p/o 1.. 筋⼒低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⼒低下状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次性アルドステロン症・低K性代謝性アルカローシス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性アルドステロン症・四肢⿇痺p/o 1.. 四肢⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<四肢⿇痺状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼆次性アルドステロン症・低K性代謝性アルカローシス[RH]

⼆次性アルドステロン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 褐⾊細胞腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍p/o 1.. クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍状態$異常状態%原因
クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 褐⾊細胞腫・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 褐⾊細胞腫・頻脈[RH]
▼結果 <<クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 褐⾊細胞腫・四肢冷感[RH]
▼結果 <<クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 褐⾊細胞腫・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 褐⾊細胞腫・エピネフリン⾼値[RH]
▼結果 <<クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 褐⾊細胞腫・ノルエピネフリン⾼値[RH]

構成要素 <<
褐⾊細胞腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
褐⾊細胞腫・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因
a/o 1.. 褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
褐⾊細胞腫・四肢冷感p/o 1.. 四肢冷感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<四肢冷感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
褐⾊細胞腫・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因

a/o 1.. 褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
褐⾊細胞腫・エピネフリン⾼値p/o 1.. エピネフリン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エピネフリン⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
褐⾊細胞腫・ノルエピネフリン⾼値p/o 1.. ノルエピネフリン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ノルエピネフリン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]

褐⾊細胞腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍p/o 1.. クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍状態$異常状態%原因
クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 褐⾊細胞腫・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 褐⾊細胞腫・頻脈[RH]
▼結果 <<クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 褐⾊細胞腫・四肢冷感[RH]
▼結果 <<クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 褐⾊細胞腫・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 褐⾊細胞腫・エピネフリン⾼値[RH]
▼結果 <<クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 褐⾊細胞腫・ノルエピネフリン⾼値[RH]

構成要素 <<
褐⾊細胞腫・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
褐⾊細胞腫・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因
a/o 1.. 褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
褐⾊細胞腫・四肢冷感p/o 1.. 四肢冷感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<四肢冷感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
褐⾊細胞腫・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因

a/o 1.. 褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
褐⾊細胞腫・エピネフリン⾼値p/o 1.. エピネフリン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エピネフリン⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
褐⾊細胞腫・ノルエピネフリン⾼値p/o 1.. ノルエピネフリン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ノルエピネフリン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 褐⾊細胞腫・クロム親和性細胞に由来するカテコラミン産⽣腫瘍[RH]

褐⾊細胞腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Sipple症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発p/o 1.. 甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%原因
甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Sipple症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%結果a/o 1.. Sipple症候群・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%結果

a/o 1.. Sipple症候群・可動性のない甲状腺の結節[RH]
▼結果 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%結果

a/o 1.. Sipple症候群・カルシトニン⾼値[RH]
▼結果 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%結果a/o 1.. Sipple症候群・PTH⾼値[RH]
▼結果 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%結果a/o 1.. Sipple症候群・エピネフリン⾼値[RH]
▼結果 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%結果

a/o 1.. Sipple症候群・ノルエピネフリン⾼値[RH]
構成要素 <<
Sipple症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]
▼構成要素 <<褐⾊細胞腫$構成要素
Sipple症候群・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<褐⾊細胞腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]

▼構成要素 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素
Sipple症候群・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因

a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]
▼構成要素 <<甲状腺髄様がん$構成要素
Sipple症候群・カルシトニン⾼値p/o 1.. カルシトニン⾼値[RH]

連鎖種別 <<甲状腺髄様がん$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<カルシトニン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Sipple症候群・PTH⾼値p/o 1.. PTH⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<PTH⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]
▼構成要素 <<褐⾊細胞腫$構成要素
Sipple症候群・エピネフリン⾼値p/o 1.. エピネフリン⾼値[RH]

連鎖種別 <<褐⾊細胞腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エピネフリン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]

▼構成要素 <<褐⾊細胞腫$構成要素
Sipple症候群・ノルエピネフリン⾼値p/o 1.. ノルエピネフリン⾼値[RH]

連鎖種別 <<褐⾊細胞腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ノルエピネフリン⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]

Sipple症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発p/o 1.. 甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%原因
甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Sipple症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%結果a/o 1.. Sipple症候群・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%結果

a/o 1.. Sipple症候群・可動性のない甲状腺の結節[RH]
▼結果 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%結果

a/o 1.. Sipple症候群・カルシトニン⾼値[RH]
▼結果 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%結果a/o 1.. Sipple症候群・PTH⾼値[RH]
▼結果 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%結果a/o 1.. Sipple症候群・エピネフリン⾼値[RH]
▼結果 <<甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発状態$異常状態%結果

a/o 1.. Sipple症候群・ノルエピネフリン⾼値[RH]
構成要素 <<
Sipple症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]
▼構成要素 <<褐⾊細胞腫$構成要素
Sipple症候群・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<褐⾊細胞腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]

▼構成要素 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素
Sipple症候群・可動性のない甲状腺の結節p/o 1.. 可動性のない甲状腺の結節[RH]

連鎖種別 <<甲状腺乳頭状腺がん$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<可動性のない甲状腺の結節状態$異常状態%原因

a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]
▼構成要素 <<甲状腺髄様がん$構成要素
Sipple症候群・カルシトニン⾼値p/o 1.. カルシトニン⾼値[RH]

連鎖種別 <<甲状腺髄様がん$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<カルシトニン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Sipple症候群・PTH⾼値p/o 1.. PTH⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<PTH⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]
▼構成要素 <<褐⾊細胞腫$構成要素
Sipple症候群・エピネフリン⾼値p/o 1.. エピネフリン⾼値[RH]

連鎖種別 <<褐⾊細胞腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エピネフリン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]

▼構成要素 <<褐⾊細胞腫$構成要素
Sipple症候群・ノルエピネフリン⾼値p/o 1.. ノルエピネフリン⾼値[RH]

連鎖種別 <<褐⾊細胞腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ノルエピネフリン⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. Sipple症候群・甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症に褐⾊細胞腫が併発[RH]

Sipple症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性思春期早発症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性思春期早発症・原因不明p/o 1.. 原因不明[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

特発性思春期早発症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性思春期早発症・原因不明p/o 1.. 原因不明[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

特発性思春期早発症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性男性思春期早発症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性男性思春期早発症・2歳前後での性早熟p/o 1.. 2歳前後での性早熟[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<2歳前後での性早熟状態$異常状態%原因
2歳前後での性早熟・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<2歳前後での性早熟状態$異常状態%結果

a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・⾻年齢の促進[RH]
▼結果 <<2歳前後での性早熟状態$異常状態%結果
2歳前後での性早熟・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<2歳前後での性早熟状態$異常状態%結果

a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・筋⾁の異常発育[RH]
構成要素 <<
家族性男性思春期早発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・2歳前後での性早熟[RH]

原因
a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・2歳前後での性早熟[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性男性思春期早発症・⾻年齢の促進p/o 1.. ⾻年齢の促進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻年齢の促進状態$異常状態%原因
a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・2歳前後での性早熟[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性男性思春期早発症・筋⾁の異常発育p/o 1.. 筋⾁の異常発育[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⾁の異常発育状態$異常状態%原因
a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・2歳前後での性早熟[RH]

家族性男性思春期早発症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性男性思春期早発症・2歳前後での性早熟p/o 1.. 2歳前後での性早熟[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<2歳前後での性早熟状態$異常状態%原因
2歳前後での性早熟・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<2歳前後での性早熟状態$異常状態%結果

a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・⾻年齢の促進[RH]
▼結果 <<2歳前後での性早熟状態$異常状態%結果
2歳前後での性早熟・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<2歳前後での性早熟状態$異常状態%結果

a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・筋⾁の異常発育[RH]
構成要素 <<
家族性男性思春期早発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・2歳前後での性早熟[RH]

原因
a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・2歳前後での性早熟[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性男性思春期早発症・⾻年齢の促進p/o 1.. ⾻年齢の促進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻年齢の促進状態$異常状態%原因
a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・2歳前後での性早熟[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性男性思春期早発症・筋⾁の異常発育p/o 1.. 筋⾁の異常発育[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋⾁の異常発育状態$異常状態%原因
a/o 1.. 家族性男性思春期早発症・2歳前後での性早熟[RH]

家族性男性思春期早発症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] McCune-Albright症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
McCune-Albright症候群・性早熟p/o 1.. 性早熟[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

McCune-Albright症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
McCune-Albright症候群・性早熟p/o 1.. 性早熟[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

McCune-Albright症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 部分的性早熟症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
部分的性早熟症・部分的な性早熟p/o 1.. 部分的な性早熟[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<部分的な性早熟状態$異常状態%原因
部分的な性早熟・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 部分的性早熟症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<部分的な性早熟状態$異常状態%結果
部分的な性早熟・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 部分的性早熟症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
部分的性早熟症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 部分的性早熟症・部分的な性早熟[RH]

原因
a/o 1.. 部分的性早熟症・部分的な性早熟[RH]

部分的性早熟症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
部分的性早熟症・部分的な性早熟p/o 1.. 部分的な性早熟[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<部分的な性早熟状態$異常状態%原因
部分的な性早熟・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 部分的性早熟症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<部分的な性早熟状態$異常状態%結果
部分的な性早熟・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 部分的性早熟症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
部分的性早熟症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 部分的性早熟症・部分的な性早熟[RH]

原因
a/o 1.. 部分的性早熟症・部分的な性早熟[RH]

部分的性早熟症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳房単独早期発育症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳房単独早期発育症・4-6ヶ⽉での乳房発育p/o 1.. 4-6ヶ⽉での乳房発育[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<4-6ヶ⽉での乳房発育状態$異常状態%原因
4-6ヶ⽉での乳房発育・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 乳房単独早期発育症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<4-6ヶ⽉での乳房発育状態$異常状態%結果
4-6ヶ⽉での乳房発育・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 乳房単独早期発育症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
乳房単独早期発育症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 乳房単独早期発育症・4-6ヶ⽉での乳房発育[RH]

原因
a/o 1.. 乳房単独早期発育症・4-6ヶ⽉での乳房発育[RH]

乳房単独早期発育症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳房単独早期発育症・4-6ヶ⽉での乳房発育p/o 1.. 4-6ヶ⽉での乳房発育[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<4-6ヶ⽉での乳房発育状態$異常状態%原因
4-6ヶ⽉での乳房発育・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 乳房単独早期発育症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<4-6ヶ⽉での乳房発育状態$異常状態%結果
4-6ヶ⽉での乳房発育・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 乳房単独早期発育症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
乳房単独早期発育症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 乳房単独早期発育症・4-6ヶ⽉での乳房発育[RH]

原因
a/o 1.. 乳房単独早期発育症・4-6ヶ⽉での乳房発育[RH]

乳房単独早期発育症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 恥⽑単独早期発育症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
恥⽑単独早期発育症・8歳前の恥⽑発現p/o 1.. 8歳前の恥⽑発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<8歳前の恥⽑発現状態$異常状態%原因
8歳前の恥⽑発現・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 恥⽑単独早期発育症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<8歳前の恥⽑発現状態$異常状態%結果
8歳前の恥⽑発現・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 恥⽑単独早期発育症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
恥⽑単独早期発育症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 恥⽑単独早期発育症・8歳前の恥⽑発現[RH]
原因

a/o 1.. 恥⽑単独早期発育症・8歳前の恥⽑発現[RH]

恥⽑単独早期発育症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
恥⽑単独早期発育症・8歳前の恥⽑発現p/o 1.. 8歳前の恥⽑発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<8歳前の恥⽑発現状態$異常状態%原因
8歳前の恥⽑発現・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 恥⽑単独早期発育症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<8歳前の恥⽑発現状態$異常状態%結果
8歳前の恥⽑発現・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 恥⽑単独早期発育症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
恥⽑単独早期発育症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 恥⽑単独早期発育症・8歳前の恥⽑発現[RH]
原因

a/o 1.. 恥⽑単独早期発育症・8歳前の恥⽑発現[RH]

恥⽑単独早期発育症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　・出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損しているp/o 1.. 出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している状態$異常状態%原因
出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している状態$異常状態%結果
出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　・出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している[RH]

原因
a/o 1.. 遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　・出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している[RH]

遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　・出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損しているp/o 1.. 出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している状態$異常状態%原因
出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している状態$異常状態%結果
出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　・出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している[RH]

原因
a/o 1.. 遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　・出⽣時には無症状だが、3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素が⽋損している[RH]

遅発性3β⽔酸化ステロイド脱⽔素酵素⽋損症　 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽉経単独早期発育症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽉経単独早期発育症・8歳前の⽉経発来p/o 1.. 8歳前の⽉経発来[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<8歳前の⽉経発来状態$異常状態%原因
8歳前の⽉経発来・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⽉経単独早期発育症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<8歳前の⽉経発来状態$異常状態%結果
8歳前の⽉経発来・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⽉経単独早期発育症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⽉経単独早期発育症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. ⽉経単独早期発育症・8歳前の⽉経発来[RH]
原因

a/o 1.. ⽉経単独早期発育症・8歳前の⽉経発来[RH]

⽉経単独早期発育症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽉経単独早期発育症・8歳前の⽉経発来p/o 1.. 8歳前の⽉経発来[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<8歳前の⽉経発来状態$異常状態%原因
8歳前の⽉経発来・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⽉経単独早期発育症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<8歳前の⽉経発来状態$異常状態%結果
8歳前の⽉経発来・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⽉経単独早期発育症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⽉経単独早期発育症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. ⽉経単独早期発育症・8歳前の⽉経発来[RH]
原因

a/o 1.. ⽉経単独早期発育症・8歳前の⽉経発来[RH]

⽉経単独早期発育症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 思春期遅発症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期遅発症・⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%原因
⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 思春期遅発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%結果
⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 思春期遅発症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
思春期遅発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 思春期遅発症・⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ[RH]
原因a/o 1.. 思春期遅発症・⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
思春期遅発症・⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%原因
⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 思春期遅発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%結果
⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 思春期遅発症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
思春期遅発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 思春期遅発症・⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ[RH]
原因a/o 1.. 思春期遅発症・⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 永続性思春期遅発症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<思春期遅発症$構成要素
永続性思春期遅発症・⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<思春期遅発症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%原因
⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 永続性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%結果
⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 永続性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
永続性思春期遅発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 永続性思春期遅発症・⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ[RH]
原因

a/o 1.. 永続性思春期遅発症・⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

永続性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<思春期遅発症$構成要素
永続性思春期遅発症・⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<思春期遅発症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%原因
⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 永続性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%結果
⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 永続性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
永続性思春期遅発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 永続性思春期遅発症・⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ[RH]
原因

a/o 1.. 永続性思春期遅発症・⼀過性でない⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

永続性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中枢性思春期遅発症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性思春期遅発症・中枢神経系の障害p/o 1.. 中枢神経系の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<中枢神経系の障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢性思春期遅発症・頭痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性思春期遅発症・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性思春期遅発症・中枢神経系の障害[RH]

中枢性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性思春期遅発症・中枢神経系の障害p/o 1.. 中枢神経系の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<中枢神経系の障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢性思春期遅発症・頭痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性思春期遅発症・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性思春期遅発症・中枢神経系の障害[RH]

中枢性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ゴナドトロピン単独⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴナドトロピン単独⽋損症・ゴナドトロピン単独⽋損p/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ゴナドトロピン単独⽋損状態$異常状態%原因
ゴナドトロピン単独⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ゴナドトロピン単独⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損症・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<ゴナドトロピン単独⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損症・⼆次性徴の遅れ[RH]
構成要素 <<
ゴナドトロピン単独⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損症・ゴナドトロピン単独⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴナドトロピン単独⽋損症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因

a/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損症・ゴナドトロピン単独⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴナドトロピン単独⽋損症・⼆次性徴の遅れp/o 1.. ⼆次性徴の遅れ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性徴の遅れ状態$異常状態%原因
a/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損症・ゴナドトロピン単独⽋損[RH]

ゴナドトロピン単独⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴナドトロピン単独⽋損症・ゴナドトロピン単独⽋損p/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ゴナドトロピン単独⽋損状態$異常状態%原因
ゴナドトロピン単独⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ゴナドトロピン単独⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損症・低⾝⻑[RH]
▼結果 <<ゴナドトロピン単独⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損症・⼆次性徴の遅れ[RH]
構成要素 <<
ゴナドトロピン単独⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損症・ゴナドトロピン単独⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴナドトロピン単独⽋損症・低⾝⻑p/o 1.. 低⾝⻑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑状態$異常状態%原因

a/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損症・ゴナドトロピン単独⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ゴナドトロピン単独⽋損症・⼆次性徴の遅れp/o 1.. ⼆次性徴の遅れ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性徴の遅れ状態$異常状態%原因
a/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損症・ゴナドトロピン単独⽋損[RH]

ゴナドトロピン単独⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 754 ]

[Class Name] Kallmann症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ゴナドトロピン単独⽋損症$構成要素
Kallmann症候群・ゴナドトロピン単独⽋損p/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損[RH]

連鎖種別 <<ゴナドトロピン単独⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Kallmann症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ゴナドトロピン単独⽋損症$構成要素
Kallmann症候群・ゴナドトロピン単独⽋損p/o 1.. ゴナドトロピン単独⽋損[RH]

連鎖種別 <<ゴナドトロピン単独⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Kallmann症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] SF-1異常症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
SF-1異常症・SF-1遺伝⼦異常p/o 1.. SF-1遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SF-1遺伝⼦異常状態$異常状態%原因
SF-1遺伝⼦異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. SF-1異常症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<SF-1遺伝⼦異常状態$異常状態%結果
SF-1遺伝⼦異常・暫定連鎖(結果)a/o 1.. SF-1異常症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
SF-1異常症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. SF-1異常症・SF-1遺伝⼦異常[RH]
原因a/o 1.. SF-1異常症・SF-1遺伝⼦異常[RH]

SF-1異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
SF-1異常症・SF-1遺伝⼦異常p/o 1.. SF-1遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SF-1遺伝⼦異常状態$異常状態%原因
SF-1遺伝⼦異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. SF-1異常症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<SF-1遺伝⼦異常状態$異常状態%結果
SF-1遺伝⼦異常・暫定連鎖(結果)a/o 1.. SF-1異常症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
SF-1異常症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. SF-1異常症・SF-1遺伝⼦異常[RH]
原因a/o 1.. SF-1異常症・SF-1遺伝⼦異常[RH]

SF-1異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性思春期遅発症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<思春期遅発症$構成要素
原発性思春期遅発症・性腺の障害による⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. 性腺の障害による⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<思春期遅発症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<性腺の障害による⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%原因
性腺の障害による⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 原発性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
原発性思春期遅発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 原発性思春期遅発症・性腺の障害による⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

原発性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<思春期遅発症$構成要素
原発性思春期遅発症・性腺の障害による⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. 性腺の障害による⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<思春期遅発症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<性腺の障害による⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%原因
性腺の障害による⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 原発性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
原発性思春期遅発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 原発性思春期遅発症・性腺の障害による⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

原発性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 無精巣症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無精巣症・精巣が無いp/o 1.. 精巣が無い[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<精巣が無い状態$異常状態%結果a/o 1.. 無精巣症・⼆次性徴発達不全[RH]
▼結果 <<精巣が無い状態$異常状態%結果
精巣が無い・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 無精巣症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無精巣症・⼆次性徴発達不全p/o 1.. ⼆次性徴発達不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性徴発達不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 無精巣症・精巣が無い[RH]

構成要素 <<
無精巣症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 無精巣症・精巣が無い[RH]

無精巣症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無精巣症・精巣が無いp/o 1.. 精巣が無い[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<精巣が無い状態$異常状態%結果a/o 1.. 無精巣症・⼆次性徴発達不全[RH]
▼結果 <<精巣が無い状態$異常状態%結果
精巣が無い・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 無精巣症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無精巣症・⼆次性徴発達不全p/o 1.. ⼆次性徴発達不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性徴発達不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 無精巣症・精巣が無い[RH]

構成要素 <<
無精巣症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 無精巣症・精巣が無い[RH]

無精巣症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 卵巣形成不全症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
卵巣形成不全症・卵巣の形成不全p/o 1.. 卵巣の形成不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<卵巣の形成不全状態$異常状態%原因
卵巣の形成不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 卵巣形成不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<卵巣の形成不全状態$異常状態%結果
卵巣の形成不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 卵巣形成不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
卵巣形成不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 卵巣形成不全症・卵巣の形成不全[RH]

原因
a/o 1.. 卵巣形成不全症・卵巣の形成不全[RH]

卵巣形成不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
卵巣形成不全症・卵巣の形成不全p/o 1.. 卵巣の形成不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<卵巣の形成不全状態$異常状態%原因
卵巣の形成不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 卵巣形成不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<卵巣の形成不全状態$異常状態%結果
卵巣の形成不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 卵巣形成不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
卵巣形成不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 卵巣形成不全症・卵巣の形成不全[RH]

原因
a/o 1.. 卵巣形成不全症・卵巣の形成不全[RH]

卵巣形成不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼀過性思春期遅発症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性思春期遅発症・⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⼀過性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性思春期遅発症・⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⼀過性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中枢性⼀過性思春期遅発症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⼀過性思春期遅発症$構成要素
中枢性⼀過性思春期遅発症・⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<⼀過性思春期遅発症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%原因
⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 中枢性⼀過性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%結果
⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 中枢性⼀過性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
中枢性⼀過性思春期遅発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 中枢性⼀過性思春期遅発症・⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

原因
a/o 1.. 中枢性⼀過性思春期遅発症・⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

中枢性⼀過性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼀過性思春期遅発症$構成要素
中枢性⼀過性思春期遅発症・⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<⼀過性思春期遅発症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%原因
⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 中枢性⼀過性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%結果
⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 中枢性⼀過性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
中枢性⼀過性思春期遅発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 中枢性⼀過性思春期遅発症・⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

原因
a/o 1.. 中枢性⼀過性思春期遅発症・⼀時的な⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

中枢性⼀過性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 体質性思春期遅発症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⼀過性思春期遅発症$構成要素
体質性思春期遅発症・⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<⼀過性思春期遅発症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%結果
⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 体質性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
体質性思春期遅発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 体質性思春期遅発症・⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

体質性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼀過性思春期遅発症$構成要素
体質性思春期遅発症・⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<⼀過性思春期遅発症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%結果
⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 体質性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
体質性思春期遅発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 体質性思春期遅発症・⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

体質性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性思春期遅発症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<中枢性⼀過性思春期遅発症$構成要素
特発性思春期遅発症・⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<中枢性⼀過性思春期遅発症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%結果
⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 特発性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
特発性思春期遅発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 特発性思春期遅発症・⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

特発性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<中枢性⼀過性思春期遅発症$構成要素
特発性思春期遅発症・⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<中枢性⼀過性思春期遅発症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼆次性徴の出現の遅れ状態$異常状態%結果
⼆次性徴の出現の遅れ・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 特発性思春期遅発症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
特発性思春期遅発症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 特発性思春期遅発症・⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

特発性思春期遅発症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] X連鎖型先天性副腎低形成症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖型先天性副腎低形成症・X連鎖遺伝p/o 1.. X連鎖遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

X連鎖型先天性副腎低形成症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖型先天性副腎低形成症・X連鎖遺伝p/o 1.. X連鎖遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

X連鎖型先天性副腎低形成症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] LH単独⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
LH単独⽋損症・LH単独⽋損p/o 1.. LH単独⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<LH単独⽋損状態$異常状態%原因
LH単独⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. LH単独⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<LH単独⽋損状態$異常状態%結果
LH単独⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. LH単独⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
LH単独⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. LH単独⽋損症・LH単独⽋損[RH]
原因a/o 1.. LH単独⽋損症・LH単独⽋損[RH]

LH単独⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
LH単独⽋損症・LH単独⽋損p/o 1.. LH単独⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<LH単独⽋損状態$異常状態%原因
LH単独⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. LH単独⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<LH単独⽋損状態$異常状態%結果
LH単独⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. LH単独⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
LH単独⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. LH単独⽋損症・LH単独⽋損[RH]
原因a/o 1.. LH単独⽋損症・LH単独⽋損[RH]

LH単独⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] FSH単独⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<LH単独⽋損症$構成要素
FSH単独⽋損症・FSH単独⽋損p/o 1.. FSH単独⽋損[RH]

連鎖種別 <<LH単独⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<FSH単独⽋損状態$異常状態%原因
FSH単独⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. FSH単独⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<FSH単独⽋損状態$異常状態%結果
FSH単独⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. FSH単独⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
FSH単独⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. FSH単独⽋損症・FSH単独⽋損[RH]
原因

a/o 1.. FSH単独⽋損症・FSH単独⽋損[RH]

FSH単独⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<LH単独⽋損症$構成要素
FSH単独⽋損症・FSH単独⽋損p/o 1.. FSH単独⽋損[RH]

連鎖種別 <<LH単独⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<FSH単独⽋損状態$異常状態%原因
FSH単独⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. FSH単独⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<FSH単独⽋損状態$異常状態%結果
FSH単独⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. FSH単独⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
FSH単独⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. FSH単独⽋損症・FSH単独⽋損[RH]
原因

a/o 1.. FSH単独⽋損症・FSH単独⽋損[RH]

FSH単独⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Laurence-Moom-Biedl症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Laurence-Moom-Biedl症候群・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Laurence-Moom-Biedl症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Laurence-Moom-Biedl症候群・知能障害p/o 1.. 知能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Laurence-Moom-Biedl症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・ゴナドトロピン分泌不全p/o 1.. ゴナドトロピン分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ゴナドトロピン分泌不全状態$異常状態%原因
ゴナドトロピン分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ゴナドトロピン分泌不全状態$異常状態%結果
ゴナドトロピン分泌不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・ゴナドトロピン分泌不全[RH]
原因a/o 1.. 機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・ゴナドトロピン分泌不全[RH]

機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・ゴナドトロピン分泌不全p/o 1.. ゴナドトロピン分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ゴナドトロピン分泌不全状態$異常状態%原因
ゴナドトロピン分泌不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ゴナドトロピン分泌不全状態$異常状態%結果
ゴナドトロピン分泌不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・ゴナドトロピン分泌不全[RH]
原因a/o 1.. 機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症・ゴナドトロピン分泌不全[RH]

機能性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼ゴナドトロピン性性腺機能低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<思春期遅発症$構成要素
⾼ゴナドトロピン性性腺機能低下症・⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<思春期遅発症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾼ゴナドトロピン性性腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<思春期遅発症$構成要素
⾼ゴナドトロピン性性腺機能低下症・⼆次性徴の出現の遅れp/o 1.. ⼆次性徴の出現の遅れ[RH]

連鎖種別 <<思春期遅発症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾼ゴナドトロピン性性腺機能低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 精管形成不全
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精管形成不全・精管の形成不全p/o 1.. 精管の形成不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精管の形成不全状態$異常状態%原因
精管の形成不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 精管形成不全・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<精管の形成不全状態$異常状態%結果
精管の形成不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 精管形成不全・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
精管形成不全・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 精管形成不全・精管の形成不全[RH]
原因a/o 1.. 精管形成不全・精管の形成不全[RH]

精管形成不全 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
精管形成不全・精管の形成不全p/o 1.. 精管の形成不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精管の形成不全状態$異常状態%原因
精管の形成不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 精管形成不全・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<精管の形成不全状態$異常状態%結果
精管の形成不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 精管形成不全・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
精管形成不全・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 精管形成不全・精管の形成不全[RH]
原因a/o 1.. 精管形成不全・精管の形成不全[RH]

精管形成不全 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 精巣退縮症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精巣退縮症候群・精巣の退縮p/o 1.. 精巣の退縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<精巣の退縮状態$異常状態%結果
精巣の退縮・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 精巣退縮症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
精巣退縮症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 精巣退縮症候群・精巣の退縮[RH]

精巣退縮症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
精巣退縮症候群・精巣の退縮p/o 1.. 精巣の退縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<精巣の退縮状態$異常状態%結果
精巣の退縮・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 精巣退縮症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
精巣退縮症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 精巣退縮症候群・精巣の退縮[RH]

精巣退縮症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Leydig細胞形成不全
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Leydig細胞形成不全・Leydig細胞の形成不全p/o 1.. Leydig細胞の形成不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Leydig細胞の形成不全状態$異常状態%結果
Leydig細胞の形成不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Leydig細胞形成不全・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Leydig細胞形成不全・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. Leydig細胞形成不全・Leydig細胞の形成不全[RH]

Leydig細胞形成不全 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Leydig細胞形成不全・Leydig細胞の形成不全p/o 1.. Leydig細胞の形成不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Leydig細胞の形成不全状態$異常状態%結果
Leydig細胞の形成不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Leydig細胞形成不全・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Leydig細胞形成不全・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. Leydig細胞形成不全・Leydig細胞の形成不全[RH]

Leydig細胞形成不全 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Leydig細胞低形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Leydig細胞低形成・Leydig細胞が低形成p/o 1.. Leydig細胞が低形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Leydig細胞が低形成状態$異常状態%結果
Leydig細胞が低形成・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Leydig細胞低形成・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Leydig細胞低形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. Leydig細胞低形成・Leydig細胞が低形成[RH]

Leydig細胞低形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Leydig細胞低形成・Leydig細胞が低形成p/o 1.. Leydig細胞が低形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Leydig細胞が低形成状態$異常状態%結果
Leydig細胞が低形成・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Leydig細胞低形成・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Leydig細胞低形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. Leydig細胞低形成・Leydig細胞が低形成[RH]

Leydig細胞低形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] テストステロン合成障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
テストステロン合成障害・テストステロンの合成障害p/o 1.. テストステロンの合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<テストステロンの合成障害状態$異常状態%原因
テストステロンの合成障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. テストステロン合成障害・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<テストステロンの合成障害状態$異常状態%結果
テストステロンの合成障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. テストステロン合成障害・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
テストステロン合成障害・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. テストステロン合成障害・テストステロンの合成障害[RH]

原因
a/o 1.. テストステロン合成障害・テストステロンの合成障害[RH]

テストステロン合成障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
テストステロン合成障害・テストステロンの合成障害p/o 1.. テストステロンの合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<テストステロンの合成障害状態$異常状態%原因
テストステロンの合成障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. テストステロン合成障害・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<テストステロンの合成障害状態$異常状態%結果
テストステロンの合成障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. テストステロン合成障害・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
テストステロン合成障害・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. テストステロン合成障害・テストステロンの合成障害[RH]

原因
a/o 1.. テストステロン合成障害・テストステロンの合成障害[RH]

テストステロン合成障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 両側精巣摘除
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
両側精巣摘除・両側の精巣摘除後p/o 1.. 両側の精巣摘除後[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<両側の精巣摘除後状態$異常状態%結果
両側の精巣摘除後・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 両側精巣摘除・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
両側精巣摘除・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 両側精巣摘除・両側の精巣摘除後[RH]

両側精巣摘除 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
両側精巣摘除・両側の精巣摘除後p/o 1.. 両側の精巣摘除後[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<両側の精巣摘除後状態$異常状態%結果
両側の精巣摘除後・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 両側精巣摘除・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
両側精巣摘除・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. 両側精巣摘除・両側の精巣摘除後[RH]

両側精巣摘除 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 両側精巣損傷
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 両側精巣損傷・両側精巣損傷
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
両側精巣損傷・両側精巣損傷p/o 1.. 両側精巣損傷

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側精巣損傷状態$異常状態%原因a/o 1.. 両側精巣損傷・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<両側精巣損傷状態$異常状態%結果a/o 1.. 両側精巣損傷・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
両側精巣損傷・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 両側精巣損傷・両側精巣損傷[RH]
原因

a/o 1.. 両側精巣損傷・両側精巣損傷[RH]

両側精巣損傷 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
両側精巣損傷・両側精巣損傷p/o 1.. 両側精巣損傷

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側精巣損傷状態$異常状態%原因a/o 1.. 両側精巣損傷・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<両側精巣損傷状態$異常状態%結果a/o 1.. 両側精巣損傷・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
両側精巣損傷・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 両側精巣損傷・両側精巣損傷[RH]
原因

a/o 1.. 両側精巣損傷・両側精巣損傷[RH]

両側精巣損傷 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 両側精巣損傷・両側精巣損傷
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 両側精巣損傷
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

両側精巣損傷・両側精巣損傷 因果構造物（＝因果連鎖）両側精巣損傷・両側精巣損傷 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 精巣炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 精巣炎・精巣炎
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精巣炎・精巣炎p/o 1.. 精巣炎

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精巣炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 精巣炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<精巣炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 精巣炎・発熱[RH]
▼結果 <<精巣炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 精巣炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<精巣炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 精巣炎・全⾝倦怠感[RH]
構成要素 <<
精巣炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 精巣炎・精巣炎[RH]
原因

a/o 1.. 精巣炎・精巣炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
精巣炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 精巣炎・精巣炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
精巣炎・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精巣炎・精巣炎[RH]

精巣炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
精巣炎・精巣炎p/o 1.. 精巣炎

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精巣炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 精巣炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<精巣炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 精巣炎・発熱[RH]
▼結果 <<精巣炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 精巣炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<精巣炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 精巣炎・全⾝倦怠感[RH]
構成要素 <<
精巣炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 精巣炎・精巣炎[RH]
原因

a/o 1.. 精巣炎・精巣炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
精巣炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 精巣炎・精巣炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
精巣炎・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精巣炎・精巣炎[RH]

精巣炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 精巣炎・精巣炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 精巣炎
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

精巣炎・精巣炎 因果構造物（＝因果連鎖）精巣炎・精巣炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] XX性腺無形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
XX性腺無形成・性腺無形成p/o 1.. 性腺無形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<性腺無形成状態$異常状態%原因
性腺無形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. XX性腺無形成・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<性腺無形成状態$異常状態%結果
性腺無形成・暫定連鎖(結果)a/o 1.. XX性腺無形成・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
XX性腺無形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. XX性腺無形成・性腺無形成[RH]

原因
a/o 1.. XX性腺無形成・性腺無形成[RH]

XX性腺無形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
XX性腺無形成・性腺無形成p/o 1.. 性腺無形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<性腺無形成状態$異常状態%原因
性腺無形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. XX性腺無形成・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<性腺無形成状態$異常状態%結果
性腺無形成・暫定連鎖(結果)a/o 1.. XX性腺無形成・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
XX性腺無形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. XX性腺無形成・性腺無形成[RH]

原因
a/o 1.. XX性腺無形成・性腺無形成[RH]

XX性腺無形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] XY性腺無形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<XX性腺無形成$構成要素
XY性腺無形成・性腺無形成p/o 1.. 性腺無形成[RH]

連鎖種別 <<XX性腺無形成$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<性腺無形成状態$異常状態%原因
性腺無形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. XY性腺無形成・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<性腺無形成状態$異常状態%結果
性腺無形成・暫定連鎖(結果)a/o 1.. XY性腺無形成・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
XY性腺無形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. XY性腺無形成・性腺無形成[RH]

原因
a/o 1.. XY性腺無形成・性腺無形成[RH]

XY性腺無形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<XX性腺無形成$構成要素
XY性腺無形成・性腺無形成p/o 1.. 性腺無形成[RH]

連鎖種別 <<XX性腺無形成$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<性腺無形成状態$異常状態%原因
性腺無形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. XY性腺無形成・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<性腺無形成状態$異常状態%結果
性腺無形成・暫定連鎖(結果)a/o 1.. XY性腺無形成・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
XY性腺無形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. XY性腺無形成・性腺無形成[RH]

原因
a/o 1.. XY性腺無形成・性腺無形成[RH]

XY性腺無形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] XX性腺異形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
XX性腺異形成・性腺の異形成p/o 1.. 性腺の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<性腺の異形成状態$異常状態%原因
性腺の異形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. XX性腺異形成・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<性腺の異形成状態$異常状態%結果
性腺の異形成・暫定連鎖(結果)a/o 1.. XX性腺異形成・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
XX性腺異形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. XX性腺異形成・性腺の異形成[RH]

原因a/o 1.. XX性腺異形成・性腺の異形成[RH]

XX性腺異形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
XX性腺異形成・性腺の異形成p/o 1.. 性腺の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<性腺の異形成状態$異常状態%原因
性腺の異形成・暫定連鎖(原因)a/o 1.. XX性腺異形成・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<性腺の異形成状態$異常状態%結果
性腺の異形成・暫定連鎖(結果)a/o 1.. XX性腺異形成・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
XX性腺異形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. XX性腺異形成・性腺の異形成[RH]

原因a/o 1.. XX性腺異形成・性腺の異形成[RH]

XX性腺異形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] XY性腺異形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
XY性腺異形成・⼆次性徴発達不全p/o 1.. ⼆次性徴発達不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性徴発達不全状態$異常状態%原因a/o 1.. XY性腺異形成・45.Xモノソミー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
XY性腺異形成・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果a/o 1.. XY性腺異形成・⼆次性徴発達不全[RH]

XY性腺異形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
XY性腺異形成・⼆次性徴発達不全p/o 1.. ⼆次性徴発達不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性徴発達不全状態$異常状態%原因a/o 1.. XY性腺異形成・45.Xモノソミー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
XY性腺異形成・45.Xモノソミーp/o 1.. 45.Xモノソミー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<45.Xモノソミー状態$異常状態%結果a/o 1.. XY性腺異形成・⼆次性徴発達不全[RH]

XY性腺異形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 登録中疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<真性半陰陽$構成要素
登録中疾患・染⾊体によって決められる性別と、外性器の性別が異なるp/o 1.. 染⾊体によって決められる性別と、外性器の性別が異なる[RH]

連鎖種別 <<真性半陰陽$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

登録中疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<真性半陰陽$構成要素
登録中疾患・染⾊体によって決められる性別と、外性器の性別が異なるp/o 1.. 染⾊体によって決められる性別と、外性器の性別が異なる[RH]

連鎖種別 <<真性半陰陽$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

登録中疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] デニス・ドラッシュ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デニス・ドラッシュ症候群・腎不全p/o 1.. 腎不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

デニス・ドラッシュ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
デニス・ドラッシュ症候群・腎不全p/o 1.. 腎不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

デニス・ドラッシュ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Frasier症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Frasier症候群・索状性腺p/o 1.. 索状性腺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Frasier症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Frasier症候群・索状性腺p/o 1.. 索状性腺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Frasier症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] WARG症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
WARG症候群・精神遅滞p/o 1.. 精神遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

WARG症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
WARG症候群・精神遅滞p/o 1.. 精神遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

WARG症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] camptomelic dysplasia
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
camptomelic dysplasia・彎曲した四肢p/o 1.. 彎曲した四肢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

camptomelic dysplasia 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
camptomelic dysplasia・彎曲した四肢p/o 1.. 彎曲した四肢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

camptomelic dysplasia 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 真性半陰陽
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 46XX真性半陰陽
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性半陰陽・染⾊体によって決められる性別と、外性器の性別が異なるp/o 1.. 染⾊体によって決められる性別と、外性器の性別が異なる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

真性半陰陽 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性半陰陽・染⾊体によって決められる性別と、外性器の性別が異なるp/o 1.. 染⾊体によって決められる性別と、外性器の性別が異なる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

真性半陰陽 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 46XX真性半陰陽
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 真性半陰陽
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<真性半陰陽$構成要素
46XX真性半陰陽・染⾊体によって決められる性別と、外性器の性別が異なるp/o 1.. 染⾊体によって決められる性別と、外性器の性別が異なる[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

46XX真性半陰陽 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<真性半陰陽$構成要素
46XX真性半陰陽・染⾊体によって決められる性別と、外性器の性別が異なるp/o 1.. 染⾊体によって決められる性別と、外性器の性別が異なる[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

46XX真性半陰陽 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 混合型性腺異形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合型性腺異形成・⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺p/o 1.. ⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺状態$異常状態%原因
⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 混合型性腺異形成・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺状態$異常状態%結果
⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 混合型性腺異形成・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
混合型性腺異形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 混合型性腺異形成・⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺[RH]

原因
a/o 1.. 混合型性腺異形成・⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺[RH]

混合型性腺異形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合型性腺異形成・⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺p/o 1.. ⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺状態$異常状態%原因
⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 混合型性腺異形成・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺状態$異常状態%結果
⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 混合型性腺異形成・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
混合型性腺異形成・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 混合型性腺異形成・⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺[RH]

原因
a/o 1.. 混合型性腺異形成・⼀側の性腺が精巣、⼀側の性腺が索状性腺[RH]

混合型性腺異形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] XX男性
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
XX男性・外性器は男性型だが性染⾊体がXXp/o 1.. 外性器は男性型だが性染⾊体がXX[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外性器は男性型だが性染⾊体がXX状態$異常状態%原因
外性器は男性型だが性染⾊体がXX・暫定連鎖(原因)a/o 1.. XX男性・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<外性器は男性型だが性染⾊体がXX状態$異常状態%結果
外性器は男性型だが性染⾊体がXX・暫定連鎖(結果)a/o 1.. XX男性・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
XX男性・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. XX男性・外性器は男性型だが性染⾊体がXX[RH]

原因
a/o 1.. XX男性・外性器は男性型だが性染⾊体がXX[RH]

XX男性 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
XX男性・外性器は男性型だが性染⾊体がXXp/o 1.. 外性器は男性型だが性染⾊体がXX[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外性器は男性型だが性染⾊体がXX状態$異常状態%原因
外性器は男性型だが性染⾊体がXX・暫定連鎖(原因)a/o 1.. XX男性・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<外性器は男性型だが性染⾊体がXX状態$異常状態%結果
外性器は男性型だが性染⾊体がXX・暫定連鎖(結果)a/o 1.. XX男性・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
XX男性・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. XX男性・外性器は男性型だが性染⾊体がXX[RH]

原因
a/o 1.. XX男性・外性器は男性型だが性染⾊体がXX[RH]

XX男性 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 精巣退縮
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 精巣退縮・精巣退縮
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精巣退縮・精巣退縮p/o 1.. 精巣退縮

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精巣退縮状態$異常状態%原因a/o 1.. 精巣退縮・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<精巣退縮状態$異常状態%結果a/o 1.. 精巣退縮・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
精巣退縮・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 精巣退縮・精巣退縮[RH]
原因

a/o 1.. 精巣退縮・精巣退縮[RH]

精巣退縮 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
精巣退縮・精巣退縮p/o 1.. 精巣退縮

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精巣退縮状態$異常状態%原因a/o 1.. 精巣退縮・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<精巣退縮状態$異常状態%結果a/o 1.. 精巣退縮・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
精巣退縮・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 精巣退縮・精巣退縮[RH]
原因

a/o 1.. 精巣退縮・精巣退縮[RH]

精巣退縮 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 精巣退縮・精巣退縮
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 精巣退縮
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

精巣退縮・精巣退縮 因果構造物（＝因果連鎖）精巣退縮・精巣退縮 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Smith-Lemli-Opitz症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Smith-Lemli-Opitz症候群・7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損p/o 1.. 7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損状態$異常状態%原因
7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Smith-Lemli-Opitz症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損状態$異常状態%結果
7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Smith-Lemli-Opitz症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Smith-Lemli-Opitz症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. Smith-Lemli-Opitz症候群・7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損[RH]
原因a/o 1.. Smith-Lemli-Opitz症候群・7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損[RH]

Smith-Lemli-Opitz症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Smith-Lemli-Opitz症候群・7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損p/o 1.. 7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損状態$異常状態%原因
7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Smith-Lemli-Opitz症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損状態$異常状態%結果
7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Smith-Lemli-Opitz症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Smith-Lemli-Opitz症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. Smith-Lemli-Opitz症候群・7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損[RH]
原因a/o 1.. Smith-Lemli-Opitz症候群・7-デヒドロコレステロール還元酵素⽋損[RH]

Smith-Lemli-Opitz症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性副腎リポイド過形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<副腎⽪質リポイド過形成$構成要素
先天性副腎リポイド過形成・副腎⽪質過形成p/o 1.. 副腎⽪質過形成[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質リポイド過形成$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

先天性副腎リポイド過形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<副腎⽪質リポイド過形成$構成要素
先天性副腎リポイド過形成・副腎⽪質過形成p/o 1.. 副腎⽪質過形成[RH]

連鎖種別 <<副腎⽪質リポイド過形成$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

先天性副腎リポイド過形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 矮⼩陰茎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
矮⼩陰茎・⼩陰茎p/o 1.. ⼩陰茎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩陰茎状態$異常状態%原因
⼩陰茎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 矮⼩陰茎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼩陰茎状態$異常状態%結果
⼩陰茎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 矮⼩陰茎・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
矮⼩陰茎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 矮⼩陰茎・⼩陰茎[RH]
原因

a/o 1.. 矮⼩陰茎・⼩陰茎[RH]

矮⼩陰茎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
矮⼩陰茎・⼩陰茎p/o 1.. ⼩陰茎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩陰茎状態$異常状態%原因
⼩陰茎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 矮⼩陰茎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼩陰茎状態$異常状態%結果
⼩陰茎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 矮⼩陰茎・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
矮⼩陰茎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 矮⼩陰茎・⼩陰茎[RH]
原因

a/o 1.. 矮⼩陰茎・⼩陰茎[RH]

矮⼩陰茎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Muller管遺残症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Muller管遺残症・Muller管遺残p/o 1.. Muller管遺残[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Muller管遺残状態$異常状態%原因
Muller管遺残・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Muller管遺残症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Muller管遺残状態$異常状態%結果
Muller管遺残・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Muller管遺残症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Muller管遺残症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. Muller管遺残症・Muller管遺残[RH]
原因a/o 1.. Muller管遺残症・Muller管遺残[RH]

Muller管遺残症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Muller管遺残症・Muller管遺残p/o 1.. Muller管遺残[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Muller管遺残状態$異常状態%原因
Muller管遺残・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Muller管遺残症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Muller管遺残状態$異常状態%結果
Muller管遺残・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Muller管遺残症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Muller管遺残症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. Muller管遺残症・Muller管遺残[RH]
原因a/o 1.. Muller管遺残症・Muller管遺残[RH]

Muller管遺残症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ステロイドホルモン産⽣異常
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] ステロイドホルモン産⽣異常・ステロイドホルモン産⽣異常
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ステロイドホルモン産⽣異常・ステロイドホルモン産⽣異常p/o 1.. ステロイドホルモン産⽣異常

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ステロイドホルモン産⽣異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. ステロイドホルモン産⽣異常・暫定連鎖[RH]

▼結果 <<ステロイドホルモン産⽣異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ステロイドホルモン産⽣異常・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ステロイドホルモン産⽣異常・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ステロイドホルモン産⽣異常・ステロイドホルモン産⽣異常[RH]

原因
a/o 1.. ステロイドホルモン産⽣異常・ステロイドホルモン産⽣異常[RH]

ステロイドホルモン産⽣異常 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ステロイドホルモン産⽣異常・ステロイドホルモン産⽣異常p/o 1.. ステロイドホルモン産⽣異常

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ステロイドホルモン産⽣異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. ステロイドホルモン産⽣異常・暫定連鎖[RH]

▼結果 <<ステロイドホルモン産⽣異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ステロイドホルモン産⽣異常・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ステロイドホルモン産⽣異常・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ステロイドホルモン産⽣異常・ステロイドホルモン産⽣異常[RH]

原因
a/o 1.. ステロイドホルモン産⽣異常・ステロイドホルモン産⽣異常[RH]

ステロイドホルモン産⽣異常 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ステロイドホルモン産⽣異常・ステロイドホルモン産⽣異常
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / ステロイドホルモン産⽣異常
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

ステロイドホルモン産⽣異常・ステロイドホルモン産⽣異常 因果構造物（＝因果連鎖）ステロイドホルモン産⽣異常・ステロイドホルモン産⽣異常 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胎盤アロマターゼ異常症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎盤アロマターゼ異常症・胎盤のアロマターゼ活性低下p/o 1.. 胎盤のアロマターゼ活性低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胎盤のアロマターゼ活性低下状態$異常状態%原因
胎盤のアロマターゼ活性低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 胎盤アロマターゼ異常症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胎盤のアロマターゼ活性低下状態$異常状態%結果
胎盤のアロマターゼ活性低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胎盤アロマターゼ異常症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
胎盤アロマターゼ異常症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 胎盤アロマターゼ異常症・胎盤のアロマターゼ活性低下[RH]
原因a/o 1.. 胎盤アロマターゼ異常症・胎盤のアロマターゼ活性低下[RH]

胎盤アロマターゼ異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎盤アロマターゼ異常症・胎盤のアロマターゼ活性低下p/o 1.. 胎盤のアロマターゼ活性低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胎盤のアロマターゼ活性低下状態$異常状態%原因
胎盤のアロマターゼ活性低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 胎盤アロマターゼ異常症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胎盤のアロマターゼ活性低下状態$異常状態%結果
胎盤のアロマターゼ活性低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胎盤アロマターゼ異常症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
胎盤アロマターゼ異常症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 胎盤アロマターゼ異常症・胎盤のアロマターゼ活性低下[RH]
原因a/o 1.. 胎盤アロマターゼ異常症・胎盤のアロマターゼ活性低下[RH]

胎盤アロマターゼ異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Rokitansky症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Rokitansky症候群・先天性膣⽋損p/o 1.. 先天性膣⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性膣⽋損状態$異常状態%原因
先天性膣⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Rokitansky症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性膣⽋損状態$異常状態%結果
先天性膣⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Rokitansky症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Rokitansky症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Rokitansky症候群・先天性膣⽋損[RH]

原因a/o 1.. Rokitansky症候群・先天性膣⽋損[RH]

Rokitansky症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Rokitansky症候群・先天性膣⽋損p/o 1.. 先天性膣⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性膣⽋損状態$異常状態%原因
先天性膣⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Rokitansky症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<先天性膣⽋損状態$異常状態%結果
先天性膣⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Rokitansky症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Rokitansky症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Rokitansky症候群・先天性膣⽋損[RH]

原因a/o 1.. Rokitansky症候群・先天性膣⽋損[RH]

Rokitansky症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症・17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損p/o 1.. 17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損状態$異常状態%原因
17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損状態$異常状態%結果
17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症・17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損[RH]
原因

a/o 1.. 17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症・17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損[RH]

17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症・17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損p/o 1.. 17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損状態$異常状態%原因
17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損状態$異常状態%結果
17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症・17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損[RH]
原因

a/o 1.. 17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症・17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損[RH]

17β-⽔酸化ステロイド酸化還元酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 男性ホルモン不応症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性ホルモン不応症・男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分p/o 1.. 男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分状態$異常状態%原因
男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 男性ホルモン不応症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分状態$異常状態%結果a/o 1.. 男性ホルモン不応症・外性器⼥性化[RH]
▼結果 <<男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分状態$異常状態%結果
男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 男性ホルモン不応症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
男性ホルモン不応症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 男性ホルモン不応症・男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分[RH]
原因

a/o 1.. 男性ホルモン不応症・男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性ホルモン不応症・外性器⼥性化p/o 1.. 外性器⼥性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<外性器⼥性化状態$異常状態%原因

a/o 1.. 男性ホルモン不応症・男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分[RH]

男性ホルモン不応症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性ホルモン不応症・男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分p/o 1.. 男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分状態$異常状態%原因
男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 男性ホルモン不応症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分状態$異常状態%結果a/o 1.. 男性ホルモン不応症・外性器⼥性化[RH]
▼結果 <<男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分状態$異常状態%結果
男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 男性ホルモン不応症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
男性ホルモン不応症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 男性ホルモン不応症・男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分[RH]
原因

a/o 1.. 男性ホルモン不応症・男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
男性ホルモン不応症・外性器⼥性化p/o 1.. 外性器⼥性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<外性器⼥性化状態$異常状態%原因

a/o 1.. 男性ホルモン不応症・男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分[RH]

男性ホルモン不応症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 精巣⼥性化症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 完全型精巣⼥性化症，不完全型精巣⼥性化症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<男性ホルモン不応症$構成要素
精巣⼥性化症候群・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分p/o 1.. 部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

連鎖種別 <<男性ホルモン不応症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%原因
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 精巣⼥性化症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%結果
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 精巣⼥性化症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
精巣⼥性化症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 精巣⼥性化症候群・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]
原因

a/o 1.. 精巣⼥性化症候群・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

精巣⼥性化症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<男性ホルモン不応症$構成要素
精巣⼥性化症候群・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分p/o 1.. 部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

連鎖種別 <<男性ホルモン不応症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%原因
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 精巣⼥性化症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%結果
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 精巣⼥性化症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
精巣⼥性化症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 精巣⼥性化症候群・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]
原因

a/o 1.. 精巣⼥性化症候群・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

精巣⼥性化症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 完全型精巣⼥性化症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 精巣⼥性化症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<精巣⼥性化症候群$構成要素
完全型精巣⼥性化症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分p/o 1.. 部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%原因
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 完全型精巣⼥性化症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%結果
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 完全型精巣⼥性化症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
完全型精巣⼥性化症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<精巣⼥性化症候群$構成要素%結果
a/o 1.. 完全型精巣⼥性化症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

原因 <<精巣⼥性化症候群$構成要素%原因a/o 1.. 完全型精巣⼥性化症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

完全型精巣⼥性化症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<精巣⼥性化症候群$構成要素
完全型精巣⼥性化症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分p/o 1.. 部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%原因
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 完全型精巣⼥性化症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%結果
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 完全型精巣⼥性化症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
完全型精巣⼥性化症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果 <<精巣⼥性化症候群$構成要素%結果
a/o 1.. 完全型精巣⼥性化症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

原因 <<精巣⼥性化症候群$構成要素%原因a/o 1.. 完全型精巣⼥性化症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

完全型精巣⼥性化症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 不完全型精巣⼥性化症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 精巣⼥性化症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<精巣⼥性化症候群$構成要素
不完全型精巣⼥性化症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分p/o 1.. 部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%原因
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 不完全型精巣⼥性化症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%結果
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 不完全型精巣⼥性化症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不完全型精巣⼥性化症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<精巣⼥性化症候群$構成要素%結果

a/o 1.. 不完全型精巣⼥性化症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]
原因 <<精巣⼥性化症候群$構成要素%原因

a/o 1.. 不完全型精巣⼥性化症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

不完全型精巣⼥性化症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<精巣⼥性化症候群$構成要素
不完全型精巣⼥性化症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分p/o 1.. 部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%原因
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 不完全型精巣⼥性化症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%結果
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 不完全型精巣⼥性化症・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不完全型精巣⼥性化症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<精巣⼥性化症候群$構成要素%結果

a/o 1.. 不完全型精巣⼥性化症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]
原因 <<精巣⼥性化症候群$構成要素%原因

a/o 1.. 不完全型精巣⼥性化症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

不完全型精巣⼥性化症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 部分的男性ホルモン不応症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<不完全型精巣⼥性化症$構成要素
部分的男性ホルモン不応症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分p/o 1.. 部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

連鎖種別 <<不完全型精巣⼥性化症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%原因
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 部分的男性ホルモン不応症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%結果
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 部分的男性ホルモン不応症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
部分的男性ホルモン不応症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 部分的男性ホルモン不応症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]
原因a/o 1.. 部分的男性ホルモン不応症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

部分的男性ホルモン不応症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<不完全型精巣⼥性化症$構成要素
部分的男性ホルモン不応症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分p/o 1.. 部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

連鎖種別 <<不完全型精巣⼥性化症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%原因
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 部分的男性ホルモン不応症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分状態$異常状態%結果
部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 部分的男性ホルモン不応症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
部分的男性ホルモン不応症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 部分的男性ホルモン不応症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]
原因a/o 1.. 部分的男性ホルモン不応症・部分的に男性ホルモンの作⽤が不⼗分[RH]

部分的男性ホルモン不応症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 男性ホルモン不応性男性不妊症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<男性ホルモン不応症$構成要素
男性ホルモン不応性男性不妊症・男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分p/o 1.. 男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分[RH]

連鎖種別 <<男性ホルモン不応症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

男性ホルモン不応性男性不妊症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<男性ホルモン不応症$構成要素
男性ホルモン不応性男性不妊症・男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分p/o 1.. 男性ホルモンの作⽤発現が不⼗分[RH]

連鎖種別 <<男性ホルモン不応症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

男性ホルモン不応性男性不妊症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 5α-還元酵素⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
5α-還元酵素⽋損症・5α-還元酵素⽋損p/o 1.. 5α-還元酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<5α-還元酵素⽋損状態$異常状態%結果
5α-還元酵素⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 5α-還元酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<5α-還元酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 5α-還元酵素⽋損症・テストステロンからジヒドロテストステロンへの代謝障害[RH]

構成要素 <<
5α-還元酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 5α-還元酵素⽋損症・5α-還元酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
5α-還元酵素⽋損症・テストステロンからジヒドロテストステロンへの代謝障害p/o 1.. テストステロンからジヒドロテストステロンへの代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<テストステロンからジヒドロテストステロンへの代謝障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 5α-還元酵素⽋損症・5α-還元酵素⽋損[RH]

5α-還元酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
5α-還元酵素⽋損症・5α-還元酵素⽋損p/o 1.. 5α-還元酵素⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<5α-還元酵素⽋損状態$異常状態%結果
5α-還元酵素⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 5α-還元酵素⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<5α-還元酵素⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 5α-還元酵素⽋損症・テストステロンからジヒドロテストステロンへの代謝障害[RH]

構成要素 <<
5α-還元酵素⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 5α-還元酵素⽋損症・5α-還元酵素⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
5α-還元酵素⽋損症・テストステロンからジヒドロテストステロンへの代謝障害p/o 1.. テストステロンからジヒドロテストステロンへの代謝障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<テストステロンからジヒドロテストステロンへの代謝障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 5α-還元酵素⽋損症・5α-還元酵素⽋損[RH]

5α-還元酵素⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] XY性腺形成不全症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
XY性腺形成不全症・外性器は⼥性型だが、性染⾊体がXY型p/o 1.. 外性器は⼥性型だが、性染⾊体がXY型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<外性器は⼥性型だが、性染⾊体がXY型状態$異常状態%結果
外性器は⼥性型だが、性染⾊体がXY型・暫定連鎖(結果)a/o 1.. XY性腺形成不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
XY性腺形成不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. XY性腺形成不全症・外性器は⼥性型だが、性染⾊体がXY型[RH]

XY性腺形成不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
XY性腺形成不全症・外性器は⼥性型だが、性染⾊体がXY型p/o 1.. 外性器は⼥性型だが、性染⾊体がXY型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<外性器は⼥性型だが、性染⾊体がXY型状態$異常状態%結果
外性器は⼥性型だが、性染⾊体がXY型・暫定連鎖(結果)a/o 1.. XY性腺形成不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
XY性腺形成不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因a/o 1.. XY性腺形成不全症・外性器は⼥性型だが、性染⾊体がXY型[RH]

XY性腺形成不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] SF1異常症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
SF1異常症・SF1遺伝⼦異常p/o 1.. SF1遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SF1遺伝⼦異常状態$異常状態%原因
SF1遺伝⼦異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. SF1異常症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<SF1遺伝⼦異常状態$異常状態%結果
SF1遺伝⼦異常・暫定連鎖(結果)a/o 1.. SF1異常症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
SF1異常症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. SF1異常症・SF1遺伝⼦異常[RH]
原因a/o 1.. SF1異常症・SF1遺伝⼦異常[RH]

SF1異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
SF1異常症・SF1遺伝⼦異常p/o 1.. SF1遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SF1遺伝⼦異常状態$異常状態%原因
SF1遺伝⼦異常・暫定連鎖(原因)a/o 1.. SF1異常症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<SF1遺伝⼦異常状態$異常状態%結果
SF1遺伝⼦異常・暫定連鎖(結果)a/o 1.. SF1異常症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
SF1異常症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. SF1異常症・SF1遺伝⼦異常[RH]
原因a/o 1.. SF1異常症・SF1遺伝⼦異常[RH]

SF1異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胎児期精巣退縮症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<精巣退縮$構成要素
胎児期精巣退縮症候群・胎児期の精巣退縮p/o 1.. 胎児期の精巣退縮[RH]

連鎖種別 <<精巣退縮$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児期の精巣退縮状態$異常状態%原因
胎児期の精巣退縮・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 胎児期精巣退縮症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
胎児期精巣退縮症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 胎児期精巣退縮症候群・胎児期の精巣退縮[RH]

胎児期精巣退縮症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<精巣退縮$構成要素
胎児期精巣退縮症候群・胎児期の精巣退縮p/o 1.. 胎児期の精巣退縮[RH]

連鎖種別 <<精巣退縮$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児期の精巣退縮状態$異常状態%原因
胎児期の精巣退縮・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 胎児期精巣退縮症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
胎児期精巣退縮症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 胎児期精巣退縮症候群・胎児期の精巣退縮[RH]

胎児期精巣退縮症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] P450 oxidoreductase⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
P450 oxidoreductase⽋損症・P450 oxidoreductase⽋損p/o 1.. P450 oxidoreductase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

P450 oxidoreductase⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
P450 oxidoreductase⽋損症・P450 oxidoreductase⽋損p/o 1.. P450 oxidoreductase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

P450 oxidoreductase⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] インスリン抵抗性糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インスリン抵抗性糖尿病・インスリン抵抗性p/o 1.. インスリン抵抗性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<インスリン抵抗性状態$異常状態%結果a/o 1.. インスリン抵抗性糖尿病・⾼⾎糖[RH]
▼結果 <<インスリン抵抗性状態$異常状態%結果a/o 1.. インスリン抵抗性糖尿病・蛋⽩異化の亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インスリン抵抗性糖尿病・⾼⾎糖p/o 1.. ⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. インスリン抵抗性糖尿病・インスリン抵抗性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インスリン抵抗性糖尿病・蛋⽩異化の亢進p/o 1.. 蛋⽩異化の亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<蛋⽩異化の亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. インスリン抵抗性糖尿病・インスリン抵抗性[RH]

インスリン抵抗性糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インスリン抵抗性糖尿病・インスリン抵抗性p/o 1.. インスリン抵抗性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<インスリン抵抗性状態$異常状態%結果a/o 1.. インスリン抵抗性糖尿病・⾼⾎糖[RH]
▼結果 <<インスリン抵抗性状態$異常状態%結果a/o 1.. インスリン抵抗性糖尿病・蛋⽩異化の亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インスリン抵抗性糖尿病・⾼⾎糖p/o 1.. ⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. インスリン抵抗性糖尿病・インスリン抵抗性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インスリン抵抗性糖尿病・蛋⽩異化の亢進p/o 1.. 蛋⽩異化の亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<蛋⽩異化の亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. インスリン抵抗性糖尿病・インスリン抵抗性[RH]

インスリン抵抗性糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 異常インスリン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異常インスリン⾎症・構造異常のインスリンの分泌p/o 1.. 構造異常のインスリンの分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<構造異常のインスリンの分泌状態$異常状態%原因
構造異常のインスリンの分泌・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 異常インスリン⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<構造異常のインスリンの分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 異常インスリン⾎症・⾼⾎糖[RH]
▼結果 <<構造異常のインスリンの分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 異常インスリン⾎症・蛋⽩異化の亢進[RH]
▼結果 <<構造異常のインスリンの分泌状態$異常状態%結果
構造異常のインスリンの分泌・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 異常インスリン⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
異常インスリン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 異常インスリン⾎症・構造異常のインスリンの分泌[RH]

原因
a/o 1.. 異常インスリン⾎症・構造異常のインスリンの分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異常インスリン⾎症・⾼⾎糖p/o 1.. ⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼⾎糖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 異常インスリン⾎症・構造異常のインスリンの分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異常インスリン⾎症・蛋⽩異化の亢進p/o 1.. 蛋⽩異化の亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<蛋⽩異化の亢進状態$異常状態%原因
a/o 1.. 異常インスリン⾎症・構造異常のインスリンの分泌[RH]

異常インスリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
異常インスリン⾎症・構造異常のインスリンの分泌p/o 1.. 構造異常のインスリンの分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<構造異常のインスリンの分泌状態$異常状態%原因
構造異常のインスリンの分泌・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 異常インスリン⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<構造異常のインスリンの分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 異常インスリン⾎症・⾼⾎糖[RH]
▼結果 <<構造異常のインスリンの分泌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 異常インスリン⾎症・蛋⽩異化の亢進[RH]
▼結果 <<構造異常のインスリンの分泌状態$異常状態%結果
構造異常のインスリンの分泌・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 異常インスリン⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
異常インスリン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 異常インスリン⾎症・構造異常のインスリンの分泌[RH]

原因
a/o 1.. 異常インスリン⾎症・構造異常のインスリンの分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異常インスリン⾎症・⾼⾎糖p/o 1.. ⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼⾎糖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 異常インスリン⾎症・構造異常のインスリンの分泌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異常インスリン⾎症・蛋⽩異化の亢進p/o 1.. 蛋⽩異化の亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<蛋⽩異化の亢進状態$異常状態%原因
a/o 1.. 異常インスリン⾎症・構造異常のインスリンの分泌[RH]

異常インスリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 異常プロインスリン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異常プロインスリン⾎症・プロインスリン⾼値p/o 1.. プロインスリン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<プロインスリン⾼値状態$異常状態%原因
プロインスリン⾼値・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 異常プロインスリン⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<プロインスリン⾼値状態$異常状態%結果
プロインスリン⾼値・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 異常プロインスリン⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
異常プロインスリン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 異常プロインスリン⾎症・プロインスリン⾼値[RH]
原因

a/o 1.. 異常プロインスリン⾎症・プロインスリン⾼値[RH]

異常プロインスリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
異常プロインスリン⾎症・プロインスリン⾼値p/o 1.. プロインスリン⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<プロインスリン⾼値状態$異常状態%原因
プロインスリン⾼値・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 異常プロインスリン⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<プロインスリン⾼値状態$異常状態%結果
プロインスリン⾼値・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 異常プロインスリン⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
異常プロインスリン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 異常プロインスリン⾎症・プロインスリン⾼値[RH]
原因

a/o 1.. 異常プロインスリン⾎症・プロインスリン⾼値[RH]

異常プロインスリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] インスリン抵抗性A型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インスリン抵抗性A型・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

インスリン抵抗性A型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インスリン抵抗性A型・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

インスリン抵抗性A型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 妖精症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<インスリン抵抗性A型$構成要素
妖精症・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<インスリン抵抗性A型$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因a/o 1.. 妖精症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
妖精症・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 妖精症・糖尿病[RH]

妖精症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<インスリン抵抗性A型$構成要素
妖精症・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<インスリン抵抗性A型$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因a/o 1.. 妖精症・脂肪組織の過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
妖精症・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. 妖精症・糖尿病[RH]

妖精症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Rabson-Mendenhall症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<インスリン抵抗性A型$構成要素
Rabson-Mendenhall症候群・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<インスリン抵抗性A型$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因
a/o 1.. Rabson-Mendenhall症候群・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Rabson-Mendenhall症候群・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. Rabson-Mendenhall症候群・糖尿病[RH]

Rabson-Mendenhall症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<インスリン抵抗性A型$構成要素
Rabson-Mendenhall症候群・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<インスリン抵抗性A型$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因
a/o 1.. Rabson-Mendenhall症候群・脂肪組織の過剰蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Rabson-Mendenhall症候群・脂肪組織の過剰蓄積p/o 1.. 脂肪組織の過剰蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脂肪組織の過剰蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. Rabson-Mendenhall症候群・糖尿病[RH]

Rabson-Mendenhall症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 膵炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 膵炎・膵炎
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膵炎・膵炎p/o 1.. 膵炎

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膵炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 膵炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<膵炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 膵炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<膵炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 膵炎・上腹部痛[RH]
構成要素 <<
膵炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 膵炎・膵炎[RH]
原因a/o 1.. 膵炎・膵炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膵炎・上腹部痛p/o 1.. 上腹部痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上腹部痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 膵炎・膵炎[RH]

膵炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膵炎・膵炎p/o 1.. 膵炎

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膵炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 膵炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<膵炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 膵炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<膵炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 膵炎・上腹部痛[RH]
構成要素 <<
膵炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 膵炎・膵炎[RH]
原因a/o 1.. 膵炎・膵炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膵炎・上腹部痛p/o 1.. 上腹部痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上腹部痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 膵炎・膵炎[RH]

膵炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 膵炎・膵炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 膵炎
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

膵炎・膵炎 因果構造物（＝因果連鎖）膵炎・膵炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先端巨⼤症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先端巨⼤症・成⻑ホルモン分泌過剰p/o 1.. 成⻑ホルモン分泌過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑ホルモン分泌過剰状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン分泌過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先端巨⼤症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果
成⻑ホルモン分泌過剰・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先端巨⼤症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
先端巨⼤症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 先端巨⼤症・成⻑ホルモン分泌過剰[RH]

原因
a/o 1.. 先端巨⼤症・成⻑ホルモン分泌過剰[RH]

先端巨⼤症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先端巨⼤症・成⻑ホルモン分泌過剰p/o 1.. 成⻑ホルモン分泌過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成⻑ホルモン分泌過剰状態$異常状態%原因
成⻑ホルモン分泌過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 先端巨⼤症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<成⻑ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果
成⻑ホルモン分泌過剰・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 先端巨⼤症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
先端巨⼤症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 先端巨⼤症・成⻑ホルモン分泌過剰[RH]

原因
a/o 1.. 先端巨⼤症・成⻑ホルモン分泌過剰[RH]

先端巨⼤症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] グルカゴノーマ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルカゴノーマ・グルカゴン産⽣腫瘍p/o 1.. グルカゴン産⽣腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グルカゴン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果
グルカゴン産⽣腫瘍・暫定連鎖(結果)a/o 1.. グルカゴノーマ・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<グルカゴン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. グルカゴノーマ・グルカゴン過剰分泌[RH]

構成要素 <<
グルカゴノーマ・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. グルカゴノーマ・グルカゴン産⽣腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルカゴノーマ・グルカゴン過剰分泌p/o 1.. グルカゴン過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<グルカゴン過剰分泌状態$異常状態%原因a/o 1.. グルカゴノーマ・グルカゴン産⽣腫瘍[RH]

グルカゴノーマ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルカゴノーマ・グルカゴン産⽣腫瘍p/o 1.. グルカゴン産⽣腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グルカゴン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果
グルカゴン産⽣腫瘍・暫定連鎖(結果)a/o 1.. グルカゴノーマ・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<グルカゴン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. グルカゴノーマ・グルカゴン過剰分泌[RH]

構成要素 <<
グルカゴノーマ・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. グルカゴノーマ・グルカゴン産⽣腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グルカゴノーマ・グルカゴン過剰分泌p/o 1.. グルカゴン過剰分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<グルカゴン過剰分泌状態$異常状態%原因a/o 1.. グルカゴノーマ・グルカゴン産⽣腫瘍[RH]

グルカゴノーマ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アルドステロン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<原発性アルドステロン症$構成要素
アルドステロン症・アルドステロン産⽣過剰p/o 1.. アルドステロン産⽣過剰[RH]

連鎖種別 <<原発性アルドステロン症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%原因
アルドステロン産⽣過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. アルドステロン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<アルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果
アルドステロン産⽣過剰・暫定連鎖(結果)a/o 1.. アルドステロン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<アルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. アルドステロン症・アルドステロン⾼値[RH]

構成要素 <<
アルドステロン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. アルドステロン症・アルドステロン産⽣過剰[RH]
原因

a/o 1.. アルドステロン症・アルドステロン産⽣過剰[RH]
▼構成要素 <<原発性アルドステロン症$構成要素
アルドステロン症・アルドステロン⾼値p/o 1.. アルドステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<原発性アルドステロン症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルドステロン⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. アルドステロン症・アルドステロン産⽣過剰[RH]

アルドステロン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<原発性アルドステロン症$構成要素
アルドステロン症・アルドステロン産⽣過剰p/o 1.. アルドステロン産⽣過剰[RH]

連鎖種別 <<原発性アルドステロン症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%原因
アルドステロン産⽣過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. アルドステロン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<アルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果
アルドステロン産⽣過剰・暫定連鎖(結果)a/o 1.. アルドステロン症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<アルドステロン産⽣過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. アルドステロン症・アルドステロン⾼値[RH]

構成要素 <<
アルドステロン症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. アルドステロン症・アルドステロン産⽣過剰[RH]
原因

a/o 1.. アルドステロン症・アルドステロン産⽣過剰[RH]
▼構成要素 <<原発性アルドステロン症$構成要素
アルドステロン症・アルドステロン⾼値p/o 1.. アルドステロン⾼値[RH]

連鎖種別 <<原発性アルドステロン症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルドステロン⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. アルドステロン症・アルドステロン産⽣過剰[RH]

アルドステロン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (7)] 無痛性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症，慢性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症，

亜急性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症，甲状腺腫瘍・甲状腺機能亢進症，
甲状腺腫・甲状腺機能亢進症，機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症，
多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰p/o 1.. 甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%原因
甲状腺ホルモン分泌過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・体重減少[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・頻脈[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・発汗過多[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・糖尿病[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・⼿指振戦[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・易疲労感[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・動悸[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・⾷欲亢進[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・⾎中甲状腺ホルモン⾼値[RH]

構成要素 <<
甲状腺機能亢進症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因

a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・発汗過多p/o 1.. 発汗過多[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発汗過多状態$異常状態%原因

a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺機能亢進症・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・⼿指振戦p/o 1.. ⼿指振戦[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼿指振戦状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症 甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]

甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰p/o 1.. 甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%原因
甲状腺ホルモン分泌過剰・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・体重減少[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果

a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・頻脈[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・発汗過多[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・糖尿病[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・⼿指振戦[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・易疲労感[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・動悸[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・⾷欲亢進[RH]
▼結果 <<甲状腺ホルモン分泌過剰状態$異常状態%結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・⾎中甲状腺ホルモン⾼値[RH]

構成要素 <<
甲状腺機能亢進症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・頻脈p/o 1.. 頻脈[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頻脈状態$異常状態%原因

a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・発汗過多p/o 1.. 発汗過多[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発汗過多状態$異常状態%原因

a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺機能亢進症・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糖尿病状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・⼿指振戦p/o 1.. ⼿指振戦[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼿指振戦状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症 甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]

甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[ ]
連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼿指振戦状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・動悸p/o 1.. 動悸[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<動悸状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・⾷欲亢進p/o 1.. ⾷欲亢進[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷欲亢進状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・⾎中甲状腺ホルモン⾼値p/o 1.. ⾎中甲状腺ホルモン⾼値[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中甲状腺ホルモン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]

[ ]
連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼿指振戦状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・易疲労感p/o 1.. 易疲労感[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易疲労感状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・動悸p/o 1.. 動悸[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<動悸状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・⾷欲亢進p/o 1.. ⾷欲亢進[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷欲亢進状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]

▼構成要素 <<バセドウ病$構成要素
甲状腺機能亢進症・⾎中甲状腺ホルモン⾼値p/o 1.. ⾎中甲状腺ホルモン⾼値[RH]

連鎖種別 <<バセドウ病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中甲状腺ホルモン⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 甲状腺機能亢進症・甲状腺ホルモン分泌過剰[RH]
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[Class Name] 無痛性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺機能亢進症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

無痛性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）無痛性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺機能亢進症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

慢性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）慢性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 830 ]

[Class Name] 亜急性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺機能亢進症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

亜急性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）亜急性甲状腺炎・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺腫瘍・甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺機能亢進症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

甲状腺腫瘍・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）甲状腺腫瘍・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺腫・甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺機能亢進症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

甲状腺腫・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）甲状腺腫・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺機能亢進症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）機能性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 甲状腺機能亢進症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）多発性結節性甲状腺腫・甲状腺機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ソマトスタチノーマ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ソマトスタチノーマ・ソマトスタチン産⽣腫瘍p/o 1.. ソマトスタチン産⽣腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ソマトスタチン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果
ソマトスタチン産⽣腫瘍・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ソマトスタチノーマ・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ソマトスタチノーマ・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. ソマトスタチノーマ・ソマトスタチン産⽣腫瘍[RH]

ソマトスタチノーマ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ソマトスタチノーマ・ソマトスタチン産⽣腫瘍p/o 1.. ソマトスタチン産⽣腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ソマトスタチン産⽣腫瘍状態$異常状態%結果
ソマトスタチン産⽣腫瘍・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ソマトスタチノーマ・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ソマトスタチノーマ・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因
a/o 1.. ソマトスタチノーマ・ソマトスタチン産⽣腫瘍[RH]

ソマトスタチノーマ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] stiff-man症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
stiff-man症候群・筋強直p/o 1.. 筋強直[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋強直状態$異常状態%原因
筋強直・暫定連鎖(原因)a/o 1.. stiff-man症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<筋強直状態$異常状態%結果
筋強直・暫定連鎖(結果)a/o 1.. stiff-man症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
stiff-man症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. stiff-man症候群・筋強直[RH]
原因

a/o 1.. stiff-man症候群・筋強直[RH]

stiff-man症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
stiff-man症候群・筋強直p/o 1.. 筋強直[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋強直状態$異常状態%原因
筋強直・暫定連鎖(原因)a/o 1.. stiff-man症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<筋強直状態$異常状態%結果
筋強直・暫定連鎖(結果)a/o 1.. stiff-man症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
stiff-man症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. stiff-man症候群・筋強直[RH]
原因

a/o 1.. stiff-man症候群・筋強直[RH]

stiff-man症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] インスリン⾃⼰免疫症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インスリン⾃⼰免疫症候群・⾎中インスリン抗体陽性p/o 1.. ⾎中インスリン抗体陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中インスリン抗体陽性状態$異常状態%原因
⾎中インスリン抗体陽性・暫定連鎖(原因)a/o 1.. インスリン⾃⼰免疫症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾎中インスリン抗体陽性状態$異常状態%結果
⾎中インスリン抗体陽性・暫定連鎖(結果)a/o 1.. インスリン⾃⼰免疫症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
インスリン⾃⼰免疫症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. インスリン⾃⼰免疫症候群・⾎中インスリン抗体陽性[RH]

原因
a/o 1.. インスリン⾃⼰免疫症候群・⾎中インスリン抗体陽性[RH]

インスリン⾃⼰免疫症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インスリン⾃⼰免疫症候群・⾎中インスリン抗体陽性p/o 1.. ⾎中インスリン抗体陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中インスリン抗体陽性状態$異常状態%原因
⾎中インスリン抗体陽性・暫定連鎖(原因)a/o 1.. インスリン⾃⼰免疫症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾎中インスリン抗体陽性状態$異常状態%結果
⾎中インスリン抗体陽性・暫定連鎖(結果)a/o 1.. インスリン⾃⼰免疫症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
インスリン⾃⼰免疫症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. インスリン⾃⼰免疫症候群・⾎中インスリン抗体陽性[RH]

原因
a/o 1.. インスリン⾃⼰免疫症候群・⾎中インスリン抗体陽性[RH]

インスリン⾃⼰免疫症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Down症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Down症候群・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Down症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Down症候群・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Down症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Werner症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Werner症候群・早⽼症p/o 1.. 早⽼症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<早⽼症状態$異常状態%原因
早⽼症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Werner症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<早⽼症状態$異常状態%結果
早⽼症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Werner症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Werner症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Werner症候群・早⽼症[RH]
原因a/o 1.. Werner症候群・早⽼症[RH]

Werner症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Werner症候群・早⽼症p/o 1.. 早⽼症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<早⽼症状態$異常状態%原因
早⽼症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Werner症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<早⽼症状態$異常状態%結果
早⽼症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Werner症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Werner症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Werner症候群・早⽼症[RH]
原因a/o 1.. Werner症候群・早⽼症[RH]

Werner症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Wolfram症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Wolfram症候群・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Wolfram症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Wolfram症候群・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Wolfram症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] セルロプラスミン低下症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
セルロプラスミン低下症・⾎中セルロプラスミン低値p/o 1.. ⾎中セルロプラスミン低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中セルロプラスミン低値状態$異常状態%原因
⾎中セルロプラスミン低値・暫定連鎖(原因)a/o 1.. セルロプラスミン低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾎中セルロプラスミン低値状態$異常状態%結果
⾎中セルロプラスミン低値・暫定連鎖(結果)a/o 1.. セルロプラスミン低下症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
セルロプラスミン低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. セルロプラスミン低下症・⾎中セルロプラスミン低値[RH]

原因
a/o 1.. セルロプラスミン低下症・⾎中セルロプラスミン低値[RH]

セルロプラスミン低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
セルロプラスミン低下症・⾎中セルロプラスミン低値p/o 1.. ⾎中セルロプラスミン低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎中セルロプラスミン低値状態$異常状態%原因
⾎中セルロプラスミン低値・暫定連鎖(原因)a/o 1.. セルロプラスミン低下症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾎中セルロプラスミン低値状態$異常状態%結果
⾎中セルロプラスミン低値・暫定連鎖(結果)a/o 1.. セルロプラスミン低下症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
セルロプラスミン低下症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. セルロプラスミン低下症・⾎中セルロプラスミン低値[RH]

原因
a/o 1.. セルロプラスミン低下症・⾎中セルロプラスミン低値[RH]

セルロプラスミン低下症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脂肪萎縮性糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪萎縮性糖尿病・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

脂肪萎縮性糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪萎縮性糖尿病・糖尿病p/o 1.. 糖尿病

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

脂肪萎縮性糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 筋強直性ジストロフィー
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィー・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

筋強直性ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィー・筋緊張低下p/o 1.. 筋緊張低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

筋強直性ジストロフィー 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Alstrom症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Alstrom症候群・難聴p/o 1.. 難聴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Alstrom症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Alstrom症候群・難聴p/o 1.. 難聴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Alstrom症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 妊娠糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
妊娠糖尿病・妊娠をきっかけとした糖尿病p/o 1.. 妊娠をきっかけとした糖尿病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<妊娠をきっかけとした糖尿病状態$異常状態%原因
妊娠をきっかけとした糖尿病・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 妊娠糖尿病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<妊娠をきっかけとした糖尿病状態$異常状態%結果
妊娠をきっかけとした糖尿病・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 妊娠糖尿病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<妊娠をきっかけとした糖尿病状態$異常状態%結果

a/o 1.. 妊娠糖尿病・⾼⾎糖[RH]
構成要素 <<
妊娠糖尿病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 妊娠糖尿病・妊娠をきっかけとした糖尿病[RH]

原因
a/o 1.. 妊娠糖尿病・妊娠をきっかけとした糖尿病[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
妊娠糖尿病・⾼⾎糖p/o 1.. ⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎糖状態$異常状態%原因

a/o 1.. 妊娠糖尿病・妊娠をきっかけとした糖尿病[RH]

妊娠糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
妊娠糖尿病・妊娠をきっかけとした糖尿病p/o 1.. 妊娠をきっかけとした糖尿病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<妊娠をきっかけとした糖尿病状態$異常状態%原因
妊娠をきっかけとした糖尿病・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 妊娠糖尿病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<妊娠をきっかけとした糖尿病状態$異常状態%結果
妊娠をきっかけとした糖尿病・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 妊娠糖尿病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<妊娠をきっかけとした糖尿病状態$異常状態%結果

a/o 1.. 妊娠糖尿病・⾼⾎糖[RH]
構成要素 <<
妊娠糖尿病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 妊娠糖尿病・妊娠をきっかけとした糖尿病[RH]

原因
a/o 1.. 妊娠糖尿病・妊娠をきっかけとした糖尿病[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
妊娠糖尿病・⾼⾎糖p/o 1.. ⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎糖状態$異常状態%原因

a/o 1.. 妊娠糖尿病・妊娠をきっかけとした糖尿病[RH]

妊娠糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児永続性糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児永続性糖尿病・新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病p/o 1.. 新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病状態$異常状態%原因
新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児永続性糖尿病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病状態$異常状態%結果
新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児永続性糖尿病・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児永続性糖尿病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 新⽣児永続性糖尿病・新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児永続性糖尿病・新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病[RH]

新⽣児永続性糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児永続性糖尿病・新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病p/o 1.. 新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病状態$異常状態%原因
新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児永続性糖尿病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病状態$異常状態%結果
新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児永続性糖尿病・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児永続性糖尿病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 新⽣児永続性糖尿病・新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児永続性糖尿病・新⽣児期からの⼀過性でない糖尿病[RH]

新⽣児永続性糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児⼀過性糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性糖尿病・新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖p/o 1.. 新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖状態$異常状態%原因
新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性糖尿病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖状態$異常状態%結果
新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児⼀過性糖尿病・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児⼀過性糖尿病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性糖尿病・新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児⼀過性糖尿病・新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖[RH]

新⽣児⼀過性糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児⼀過性糖尿病・新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖p/o 1.. 新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖状態$異常状態%原因
新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児⼀過性糖尿病・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖状態$異常状態%結果
新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児⼀過性糖尿病・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児⼀過性糖尿病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 新⽣児⼀過性糖尿病・新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児⼀過性糖尿病・新⽣児期する⼀過性の⾼⾎糖[RH]

新⽣児⼀過性糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 後天性免疫不全症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性免疫不全症・後天的な免疫不全p/o 1.. 後天的な免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<後天的な免疫不全状態$異常状態%原因
後天的な免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 後天性免疫不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<後天的な免疫不全状態$異常状態%結果
後天的な免疫不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 後天性免疫不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
後天性免疫不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 後天性免疫不全症・後天的な免疫不全[RH]
原因

a/o 1.. 後天性免疫不全症・後天的な免疫不全[RH]

後天性免疫不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性免疫不全症・後天的な免疫不全p/o 1.. 後天的な免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<後天的な免疫不全状態$異常状態%原因
後天的な免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 後天性免疫不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<後天的な免疫不全状態$異常状態%結果
後天的な免疫不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 後天性免疫不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
後天性免疫不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 後天性免疫不全症・後天的な免疫不全[RH]
原因

a/o 1.. 後天性免疫不全症・後天的な免疫不全[RH]

後天性免疫不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児ＨＩＶ感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児ＨＩＶ感染症・HIV感染p/o 1.. HIV感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HIV感染状態$異常状態%原因
HIV感染・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児ＨＩＶ感染症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<HIV感染状態$異常状態%結果
HIV感染・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児ＨＩＶ感染症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児ＨＩＶ感染症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 新⽣児ＨＩＶ感染症・HIV感染[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児ＨＩＶ感染症・HIV感染[RH]

新⽣児ＨＩＶ感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児ＨＩＶ感染症・HIV感染p/o 1.. HIV感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HIV感染状態$異常状態%原因
HIV感染・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 新⽣児ＨＩＶ感染症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<HIV感染状態$異常状態%結果
HIV感染・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 新⽣児ＨＩＶ感染症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
新⽣児ＨＩＶ感染症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 新⽣児ＨＩＶ感染症・HIV感染[RH]
原因a/o 1.. 新⽣児ＨＩＶ感染症・HIV感染[RH]

新⽣児ＨＩＶ感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] T細胞およびB細胞免疫不全症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
T細胞およびB細胞免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. T細胞およびB細胞免疫不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. T細胞およびB細胞免疫不全症・易感染性[RH]
構成要素 <<
T細胞およびB細胞免疫不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. T細胞およびB細胞免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
T細胞およびB細胞免疫不全症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. T細胞およびB細胞免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

T細胞およびB細胞免疫不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
T細胞およびB細胞免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. T細胞およびB細胞免疫不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. T細胞およびB細胞免疫不全症・易感染性[RH]
構成要素 <<
T細胞およびB細胞免疫不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. T細胞およびB細胞免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
T細胞およびB細胞免疫不全症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. T細胞およびB細胞免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

T細胞およびB細胞免疫不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 重症複合免疫不全症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<T細胞およびB細胞免疫不全症$構成要素
重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<T細胞およびB細胞免疫不全症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 重症複合免疫不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
重症複合免疫不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

重症複合免疫不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<T細胞およびB細胞免疫不全症$構成要素
重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<T細胞およびB細胞免疫不全症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 重症複合免疫不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
重症複合免疫不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

重症複合免疫不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] T（－）B（＋）重症複合免疫不全症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<T細胞およびB細胞免疫不全症$構成要素
T（－）B（＋）重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<T細胞およびB細胞免疫不全症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. T（－）B（＋）重症複合免疫不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%結果
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. T（－）B（＋）重症複合免疫不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
T（－）B（＋）重症複合免疫不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. T（－）B（＋）重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

原因
a/o 1.. T（－）B（＋）重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

T（－）B（＋）重症複合免疫不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<T細胞およびB細胞免疫不全症$構成要素
T（－）B（＋）重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<T細胞およびB細胞免疫不全症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. T（－）B（＋）重症複合免疫不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%結果
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. T（－）B（＋）重症複合免疫不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
T（－）B（＋）重症複合免疫不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. T（－）B（＋）重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

原因
a/o 1.. T（－）B（＋）重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

T（－）B（＋）重症複合免疫不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] γC⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<T（－）B（＋）重症複合免疫不全症$構成要素
γC⽋損症・細胞性免疫不全と抗体産⽣不全p/o 1.. 細胞性免疫不全と抗体産⽣不全[RH]

連鎖種別 <<T（－）B（＋）重症複合免疫不全症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

γC⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<T（－）B（＋）重症複合免疫不全症$構成要素
γC⽋損症・細胞性免疫不全と抗体産⽣不全p/o 1.. 細胞性免疫不全と抗体産⽣不全[RH]

連鎖種別 <<T（－）B（＋）重症複合免疫不全症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

γC⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Jak3⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<γC⽋損症$構成要素
Jak3⽋損症・細胞性免疫不全と抗体産⽣不全p/o 1.. 細胞性免疫不全と抗体産⽣不全[RH]

連鎖種別 <<γC⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

Jak3⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<γC⽋損症$構成要素
Jak3⽋損症・細胞性免疫不全と抗体産⽣不全p/o 1.. 細胞性免疫不全と抗体産⽣不全[RH]

連鎖種別 <<γC⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

Jak3⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] IL-7Rα⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Jak3⽋損症$構成要素
IL-7Rα⽋損症・細胞性免疫不全と抗体産⽣不全p/o 1.. 細胞性免疫不全と抗体産⽣不全[RH]

連鎖種別 <<Jak3⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

IL-7Rα⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Jak3⽋損症$構成要素
IL-7Rα⽋損症・細胞性免疫不全と抗体産⽣不全p/o 1.. 細胞性免疫不全と抗体産⽣不全[RH]

連鎖種別 <<Jak3⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

IL-7Rα⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] CD45⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<IL-7Rα⽋損症$構成要素
CD45⽋損症・細胞性免疫不全と抗体産⽣不全p/o 1.. 細胞性免疫不全と抗体産⽣不全[RH]

連鎖種別 <<IL-7Rα⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

CD45⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<IL-7Rα⽋損症$構成要素
CD45⽋損症・細胞性免疫不全と抗体産⽣不全p/o 1.. 細胞性免疫不全と抗体産⽣不全[RH]

連鎖種別 <<IL-7Rα⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

CD45⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] CD3δ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<CD45⽋損症$構成要素
CD3δ⽋損症・細胞性免疫不全と抗体産⽣不全p/o 1.. 細胞性免疫不全と抗体産⽣不全[RH]

連鎖種別 <<CD45⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

CD3δ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<CD45⽋損症$構成要素
CD3δ⽋損症・細胞性免疫不全と抗体産⽣不全p/o 1.. 細胞性免疫不全と抗体産⽣不全[RH]

連鎖種別 <<CD45⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

CD3δ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] T（－）B（－）重症複合免疫不全症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<T（－）B（＋）重症複合免疫不全症$構成要素
T（－）B（－）重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<T（－）B（＋）重症複合免疫不全症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. T（－）B（－）重症複合免疫不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%結果
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. T（－）B（－）重症複合免疫不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
T（－）B（－）重症複合免疫不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. T（－）B（－）重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

原因
a/o 1.. T（－）B（－）重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

T（－）B（－）重症複合免疫不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<T（－）B（＋）重症複合免疫不全症$構成要素
T（－）B（－）重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<T（－）B（＋）重症複合免疫不全症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. T（－）B（－）重症複合免疫不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%結果
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. T（－）B（－）重症複合免疫不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
T（－）B（－）重症複合免疫不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. T（－）B（－）重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

原因
a/o 1.. T（－）B（－）重症複合免疫不全症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

T（－）B（－）重症複合免疫不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] RAG1／2⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<T（－）B（－）重症複合免疫不全症$構成要素
RAG1／2⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<T（－）B（－）重症複合免疫不全症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

RAG1／2⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<T（－）B（－）重症複合免疫不全症$構成要素
RAG1／2⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<T（－）B（－）重症複合免疫不全症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

RAG1／2⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Artemis⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<RAG1／2⽋損症$構成要素
Artemis⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<RAG1／2⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Artemis⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<RAG1／2⽋損症$構成要素
Artemis⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<RAG1／2⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Artemis⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 細網異形成症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Artemis⽋損症$構成要素
細網異形成症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<Artemis⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 細網異形成症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%結果
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 細網異形成症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
細網異形成症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 細網異形成症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]
原因

a/o 1.. 細網異形成症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

細網異形成症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Artemis⽋損症$構成要素
細網異形成症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<Artemis⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 細網異形成症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%結果
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 細網異形成症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
細網異形成症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 細網異形成症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]
原因

a/o 1.. 細網異形成症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

細網異形成症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Omenn症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<細網異形成症$構成要素
Omenn症候群・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<細網異形成症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Omenn症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%結果
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Omenn症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Omenn症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Omenn症候群・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

原因
a/o 1.. Omenn症候群・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

Omenn症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<細網異形成症$構成要素
Omenn症候群・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<細網異形成症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Omenn症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%結果
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Omenn症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Omenn症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Omenn症候群・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

原因
a/o 1.. Omenn症候群・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

Omenn症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] DNA ligase Ⅵ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Omenn症候群$構成要素
DNA ligase Ⅵ⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<Omenn症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. DNA ligase Ⅵ⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%結果
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. DNA ligase Ⅵ⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
DNA ligase Ⅵ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. DNA ligase Ⅵ⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]
原因a/o 1.. DNA ligase Ⅵ⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

DNA ligase Ⅵ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Omenn症候群$構成要素
DNA ligase Ⅵ⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<Omenn症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%原因
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. DNA ligase Ⅵ⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全状態$異常状態%結果
T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. DNA ligase Ⅵ⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
DNA ligase Ⅵ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. DNA ligase Ⅵ⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]
原因a/o 1.. DNA ligase Ⅵ⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

DNA ligase Ⅵ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼IgM⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<DNA ligase Ⅵ⽋損症$構成要素
⾼IgM⾎症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<DNA ligase Ⅵ⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾼IgM⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<DNA ligase Ⅵ⽋損症$構成要素
⾼IgM⾎症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<DNA ligase Ⅵ⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾼IgM⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] X連鎖⾼IgM症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖⾼IgM症候群・X連鎖遺伝p/o 1.. X連鎖遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

X連鎖⾼IgM症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖⾼IgM症候群・X連鎖遺伝p/o 1.. X連鎖遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

X連鎖⾼IgM症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 常染⾊体劣性⾼IgM⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体劣性⾼IgM⾎症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

常染⾊体劣性⾼IgM⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体劣性⾼IgM⾎症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

常染⾊体劣性⾼IgM⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] CD40⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<DNA ligase Ⅵ⽋損症$構成要素
CD40⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<DNA ligase Ⅵ⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

CD40⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<DNA ligase Ⅵ⽋損症$構成要素
CD40⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<DNA ligase Ⅵ⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

CD40⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] MHCクラスⅡ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<CD40⽋損症$構成要素
MHCクラスⅡ⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<CD40⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

MHCクラスⅡ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<CD40⽋損症$構成要素
MHCクラスⅡ⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<CD40⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

MHCクラスⅡ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] CD3γとCD3ε⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<MHCクラスⅡ⽋損症$構成要素
CD3γとCD3ε⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<MHCクラスⅡ⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

CD3γとCD3ε⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<MHCクラスⅡ⽋損症$構成要素
CD3γとCD3ε⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<MHCクラスⅡ⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

CD3γとCD3ε⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] CD8⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<CD3γとCD3ε⽋損症$構成要素
CD8⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<CD3γとCD3ε⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

CD8⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<CD3γとCD3ε⽋損症$構成要素
CD8⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<CD3γとCD3ε⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

CD8⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ZAP70⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<CD8⽋損症$構成要素
ZAP70⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<CD8⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ZAP70⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<CD8⽋損症$構成要素
ZAP70⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<CD8⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ZAP70⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] TAP-1⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<ZAP70⽋損症$構成要素
TAP-1⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<ZAP70⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

TAP-1⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ZAP70⽋損症$構成要素
TAP-1⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<ZAP70⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

TAP-1⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] TAP-2⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<TAP-1⽋損症$構成要素
TAP-2⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<TAP-1⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

TAP-2⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<TAP-1⽋損症$構成要素
TAP-2⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<TAP-1⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

TAP-2⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] winged helix nude⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<TAP-2⽋損症$構成要素
winged helix nude⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<TAP-2⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

winged helix nude⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<TAP-2⽋損症$構成要素
winged helix nude⽋損症・T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全p/o 1.. T細胞系とB細胞系の両⽅の免疫不全[RH]

連鎖種別 <<TAP-2⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

winged helix nude⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] X連鎖無γ-グロブリン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖無γ-グロブリン⾎症・X連鎖遺伝p/o 1.. X連鎖遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

X連鎖無γ-グロブリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖無γ-グロブリン⾎症・X連鎖遺伝p/o 1.. X連鎖遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

X連鎖無γ-グロブリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 常染⾊体劣性無γ-グロブリン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体劣性無γ-グロブリン⾎症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

常染⾊体劣性無γ-グロブリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体劣性無γ-グロブリン⾎症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

常染⾊体劣性無γ-グロブリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 877 ]

[Class Name] Ig重鎖遺伝⼦⽋失症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ig重鎖遺伝⼦⽋失症・B細胞数低下p/o 1.. B細胞数低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Ig重鎖遺伝⼦⽋失症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ig重鎖遺伝⼦⽋失症・B細胞数低下p/o 1.. B細胞数低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Ig重鎖遺伝⼦⽋失症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] κ鎖⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
κ鎖⽋損症・イムノグロブリンのκ鎖⽋損p/o 1.. イムノグロブリンのκ鎖⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<イムノグロブリンのκ鎖⽋損状態$異常状態%原因
イムノグロブリンのκ鎖⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. κ鎖⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<イムノグロブリンのκ鎖⽋損状態$異常状態%結果
イムノグロブリンのκ鎖⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. κ鎖⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
κ鎖⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. κ鎖⽋損症・イムノグロブリンのκ鎖⽋損[RH]

原因
a/o 1.. κ鎖⽋損症・イムノグロブリンのκ鎖⽋損[RH]

κ鎖⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
κ鎖⽋損症・イムノグロブリンのκ鎖⽋損p/o 1.. イムノグロブリンのκ鎖⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<イムノグロブリンのκ鎖⽋損状態$異常状態%原因
イムノグロブリンのκ鎖⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. κ鎖⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<イムノグロブリンのκ鎖⽋損状態$異常状態%結果
イムノグロブリンのκ鎖⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. κ鎖⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
κ鎖⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. κ鎖⽋損症・イムノグロブリンのκ鎖⽋損[RH]

原因
a/o 1.. κ鎖⽋損症・イムノグロブリンのκ鎖⽋損[RH]

κ鎖⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] AID⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
AID⽋損症・activation-induced cytidine deaminase⽋損p/o 1.. activation-induced cytidine deaminase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<activation-induced cytidine deaminase⽋損状態$異常状態%原因
activation-induced cytidine deaminase⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. AID⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<activation-induced cytidine deaminase⽋損状態$異常状態%結果
activation-induced cytidine deaminase⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. AID⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
AID⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. AID⽋損症・activation-induced cytidine deaminase⽋損[RH]
原因a/o 1.. AID⽋損症・activation-induced cytidine deaminase⽋損[RH]

AID⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
AID⽋損症・activation-induced cytidine deaminase⽋損p/o 1.. activation-induced cytidine deaminase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<activation-induced cytidine deaminase⽋損状態$異常状態%原因
activation-induced cytidine deaminase⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. AID⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<activation-induced cytidine deaminase⽋損状態$異常状態%結果
activation-induced cytidine deaminase⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. AID⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
AID⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. AID⽋損症・activation-induced cytidine deaminase⽋損[RH]
原因a/o 1.. AID⽋損症・activation-induced cytidine deaminase⽋損[RH]

AID⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] UNG⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
UNG⽋損症・uracil-DNA glycosylase⽋損p/o 1.. uracil-DNA glycosylase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<uracil-DNA glycosylase⽋損状態$異常状態%原因
uracil-DNA glycosylase⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. UNG⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<uracil-DNA glycosylase⽋損状態$異常状態%結果
uracil-DNA glycosylase⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. UNG⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
UNG⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. UNG⽋損症・uracil-DNA glycosylase⽋損[RH]
原因a/o 1.. UNG⽋損症・uracil-DNA glycosylase⽋損[RH]

UNG⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
UNG⽋損症・uracil-DNA glycosylase⽋損p/o 1.. uracil-DNA glycosylase⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<uracil-DNA glycosylase⽋損状態$異常状態%原因
uracil-DNA glycosylase⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. UNG⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<uracil-DNA glycosylase⽋損状態$異常状態%結果
uracil-DNA glycosylase⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. UNG⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
UNG⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. UNG⽋損症・uracil-DNA glycosylase⽋損[RH]
原因a/o 1.. UNG⽋損症・uracil-DNA glycosylase⽋損[RH]

UNG⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ICOS⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ICOS⽋損症・inducible costimulator⽋損p/o 1.. inducible costimulator⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<inducible costimulator⽋損状態$異常状態%原因
inducible costimulator⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ICOS⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<inducible costimulator⽋損状態$異常状態%結果
inducible costimulator⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ICOS⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ICOS⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ICOS⽋損症・inducible costimulator⽋損[RH]
原因a/o 1.. ICOS⽋損症・inducible costimulator⽋損[RH]

ICOS⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ICOS⽋損症・inducible costimulator⽋損p/o 1.. inducible costimulator⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<inducible costimulator⽋損状態$異常状態%原因
inducible costimulator⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ICOS⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<inducible costimulator⽋損状態$異常状態%結果
inducible costimulator⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ICOS⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ICOS⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ICOS⽋損症・inducible costimulator⽋損[RH]
原因a/o 1.. ICOS⽋損症・inducible costimulator⽋損[RH]

ICOS⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 選択的Ig⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
選択的Ig⽋損症・特定のIgが⽋損p/o 1.. 特定のIgが⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<特定のIgが⽋損状態$異常状態%結果
特定のIgが⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 選択的Ig⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
選択的Ig⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 選択的Ig⽋損症・特定のIgが⽋損[RH]

選択的Ig⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
選択的Ig⽋損症・特定のIgが⽋損p/o 1.. 特定のIgが⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<特定のIgが⽋損状態$異常状態%結果
特定のIgが⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 選択的Ig⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
選択的Ig⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因

a/o 1.. 選択的Ig⽋損症・特定のIgが⽋損[RH]

選択的Ig⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] IgGサブクラス⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IgGサブクラス⽋損症・１つないし複数のIgGサブクラス低下p/o 1.. １つないし複数のIgGサブクラス低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<１つないし複数のIgGサブクラス低下状態$異常状態%原因
１つないし複数のIgGサブクラス低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. IgGサブクラス⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<１つないし複数のIgGサブクラス低下状態$異常状態%結果
１つないし複数のIgGサブクラス低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. IgGサブクラス⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
IgGサブクラス⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. IgGサブクラス⽋損症・１つないし複数のIgGサブクラス低下[RH]

原因a/o 1.. IgGサブクラス⽋損症・１つないし複数のIgGサブクラス低下[RH]

IgGサブクラス⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
IgGサブクラス⽋損症・１つないし複数のIgGサブクラス低下p/o 1.. １つないし複数のIgGサブクラス低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<１つないし複数のIgGサブクラス低下状態$異常状態%原因
１つないし複数のIgGサブクラス低下・暫定連鎖(原因)a/o 1.. IgGサブクラス⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<１つないし複数のIgGサブクラス低下状態$異常状態%結果
１つないし複数のIgGサブクラス低下・暫定連鎖(結果)a/o 1.. IgGサブクラス⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
IgGサブクラス⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. IgGサブクラス⽋損症・１つないし複数のIgGサブクラス低下[RH]

原因a/o 1.. IgGサブクラス⽋損症・１つないし複数のIgGサブクラス低下[RH]

IgGサブクラス⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] IgA⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IgA⽋損症・IgA⽋損p/o 1.. IgA⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IgA⽋損状態$異常状態%原因
IgA⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. IgA⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<IgA⽋損状態$異常状態%結果
IgA⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. IgA⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
IgA⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. IgA⽋損症・IgA⽋損[RH]
原因

a/o 1.. IgA⽋損症・IgA⽋損[RH]

IgA⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
IgA⽋損症・IgA⽋損p/o 1.. IgA⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IgA⽋損状態$異常状態%原因
IgA⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. IgA⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<IgA⽋損状態$異常状態%結果
IgA⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. IgA⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
IgA⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. IgA⽋損症・IgA⽋損[RH]
原因

a/o 1.. IgA⽋損症・IgA⽋損[RH]

IgA⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特異抗体不全症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特異抗体不全症・特異な抗原に対する抗体産⽣不良p/o 1.. 特異な抗原に対する抗体産⽣不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特異な抗原に対する抗体産⽣不良状態$異常状態%原因
特異な抗原に対する抗体産⽣不良・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 特異抗体不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<特異な抗原に対する抗体産⽣不良状態$異常状態%結果
特異な抗原に対する抗体産⽣不良・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 特異抗体不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
特異抗体不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 特異抗体不全症・特異な抗原に対する抗体産⽣不良[RH]
原因a/o 1.. 特異抗体不全症・特異な抗原に対する抗体産⽣不良[RH]

特異抗体不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特異抗体不全症・特異な抗原に対する抗体産⽣不良p/o 1.. 特異な抗原に対する抗体産⽣不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特異な抗原に対する抗体産⽣不良状態$異常状態%原因
特異な抗原に対する抗体産⽣不良・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 特異抗体不全症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<特異な抗原に対する抗体産⽣不良状態$異常状態%結果
特異な抗原に対する抗体産⽣不良・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 特異抗体不全症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
特異抗体不全症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 特異抗体不全症・特異な抗原に対する抗体産⽣不良[RH]
原因a/o 1.. 特異抗体不全症・特異な抗原に対する抗体産⽣不良[RH]

特異抗体不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症・⼀過性の低Iｇ⾎症p/o 1.. ⼀過性の低Iｇ⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀過性の低Iｇ⾎症状態$異常状態%原因
⼀過性の低Iｇ⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼀過性の低Iｇ⾎症状態$異常状態%結果
⼀過性の低Iｇ⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症・⼀過性の低Iｇ⾎症[RH]
原因a/o 1.. 乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症・⼀過性の低Iｇ⾎症[RH]

乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症・⼀過性の低Iｇ⾎症p/o 1.. ⼀過性の低Iｇ⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀過性の低Iｇ⾎症状態$異常状態%原因
⼀過性の低Iｇ⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼀過性の低Iｇ⾎症状態$異常状態%結果
⼀過性の低Iｇ⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症・⼀過性の低Iｇ⾎症[RH]
原因a/o 1.. 乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症・⼀過性の低Iｇ⾎症[RH]

乳児⼀過性低γ-グロブリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ウィスコット・オルドリッチ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウィスコット・オルドリッチ症候群・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. ウィスコット・オルドリッチ症候群・Wiskott-Aldrich syndrome protein遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウィスコット・オルドリッチ症候群・Wiskott-Aldrich syndrome protein遺伝⼦異常p/o 1.. Wiskott-Aldrich syndrome protein遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Wiskott-Aldrich syndrome protein遺伝⼦異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ウィスコット・オルドリッチ症候群・易感染性[RH]

ウィスコット・オルドリッチ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウィスコット・オルドリッチ症候群・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. ウィスコット・オルドリッチ症候群・Wiskott-Aldrich syndrome protein遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウィスコット・オルドリッチ症候群・Wiskott-Aldrich syndrome protein遺伝⼦異常p/o 1.. Wiskott-Aldrich syndrome protein遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Wiskott-Aldrich syndrome protein遺伝⼦異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ウィスコット・オルドリッチ症候群・易感染性[RH]

ウィスコット・オルドリッチ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] X連鎖⾎⼩板減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖⾎⼩板減少症・X連鎖遺伝p/o 1.. X連鎖遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

X連鎖⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖⾎⼩板減少症・X連鎖遺伝p/o 1.. X連鎖遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

X連鎖⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 889 ]

[Class Name] DNA修復障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DNA修復障害・DNA修復機構の障害p/o 1.. DNA修復機構の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<DNA修復機構の障害状態$異常状態%原因
DNA修復機構の障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. DNA修復障害・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<DNA修復機構の障害状態$異常状態%結果
DNA修復機構の障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. DNA修復障害・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
DNA修復障害・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. DNA修復障害・DNA修復機構の障害[RH]
原因a/o 1.. DNA修復障害・DNA修復機構の障害[RH]

DNA修復障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
DNA修復障害・DNA修復機構の障害p/o 1.. DNA修復機構の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<DNA修復機構の障害状態$異常状態%原因
DNA修復機構の障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. DNA修復障害・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<DNA修復機構の障害状態$異常状態%結果
DNA修復機構の障害・暫定連鎖(結果)a/o 1.. DNA修復障害・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
DNA修復障害・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. DNA修復障害・DNA修復機構の障害[RH]
原因a/o 1.. DNA修復障害・DNA修復機構の障害[RH]

DNA修復障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症・⼩脳失調p/o 1.. ⼩脳失調[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩脳失調状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症・ataxia-telangiectasia遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症・ataxia-telangiectasia遺伝⼦異常p/o 1.. ataxia-telangiectasia遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ataxia-telangiectasia遺伝⼦異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症・⼩脳失調[RH]

⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症・⼩脳失調p/o 1.. ⼩脳失調[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩脳失調状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症・ataxia-telangiectasia遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症・ataxia-telangiectasia遺伝⼦異常p/o 1.. ataxia-telangiectasia遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ataxia-telangiectasia遺伝⼦異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症・⼩脳失調[RH]

⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Ataxia様症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症$構成要素
Ataxia様症候群・⼩脳失調p/o 1.. ⼩脳失調[RH]

連鎖種別 <<⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩脳失調状態$異常状態%原因a/o 1.. Ataxia様症候群・慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]
▼原因 <<⼩脳失調状態$異常状態%原因
⼩脳失調・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Ataxia様症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼩脳失調状態$異常状態%結果
⼩脳失調・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Ataxia様症候群・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ataxia様症候群・慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ataxia様症候群・⼩脳失調[RH]
構成要素 <<
Ataxia様症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. Ataxia様症候群・⼩脳失調[RH]
原因

a/o 1.. Ataxia様症候群・⼩脳失調[RH]

Ataxia様症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症$構成要素
Ataxia様症候群・⼩脳失調p/o 1.. ⼩脳失調[RH]

連鎖種別 <<⽑細⾎管拡張性⼩脳失調症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩脳失調状態$異常状態%原因a/o 1.. Ataxia様症候群・慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]
▼原因 <<⼩脳失調状態$異常状態%原因
⼩脳失調・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Ataxia様症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⼩脳失調状態$異常状態%結果
⼩脳失調・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Ataxia様症候群・暫定連鎖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ataxia様症候群・慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積p/o 1.. 慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性成⼈型GM2ガングリオシドーシスにおけるGM2ガングリオシドの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ataxia様症候群・⼩脳失調[RH]
構成要素 <<
Ataxia様症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. Ataxia様症候群・⼩脳失調[RH]
原因

a/o 1.. Ataxia様症候群・⼩脳失調[RH]

Ataxia様症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Nijimegen breakage症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Nijimegen breakage症候群・DNA修復機構の障害p/o 1.. DNA修復機構の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<DNA修復機構の障害状態$異常状態%原因
DNA修復機構の障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Nijimegen breakage症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<DNA修復機構の障害状態$異常状態%結果a/o 1.. Nijimegen breakage症候群・⾼い放射線感受性[RH]
▼結果 <<DNA修復機構の障害状態$異常状態%結果a/o 1.. Nijimegen breakage症候群・悪性腫瘍合併[RH]

構成要素 <<
Nijimegen breakage症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Nijimegen breakage症候群・DNA修復機構の障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Nijimegen breakage症候群・⾼い放射線感受性p/o 1.. ⾼い放射線感受性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼い放射線感受性状態$異常状態%原因a/o 1.. Nijimegen breakage症候群・DNA修復機構の障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Nijimegen breakage症候群・悪性腫瘍合併p/o 1.. 悪性腫瘍合併[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性腫瘍合併状態$異常状態%原因

a/o 1.. Nijimegen breakage症候群・DNA修復機構の障害[RH]

Nijimegen breakage症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Nijimegen breakage症候群・DNA修復機構の障害p/o 1.. DNA修復機構の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<DNA修復機構の障害状態$異常状態%原因
DNA修復機構の障害・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Nijimegen breakage症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<DNA修復機構の障害状態$異常状態%結果a/o 1.. Nijimegen breakage症候群・⾼い放射線感受性[RH]
▼結果 <<DNA修復機構の障害状態$異常状態%結果a/o 1.. Nijimegen breakage症候群・悪性腫瘍合併[RH]

構成要素 <<
Nijimegen breakage症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Nijimegen breakage症候群・DNA修復機構の障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Nijimegen breakage症候群・⾼い放射線感受性p/o 1.. ⾼い放射線感受性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼い放射線感受性状態$異常状態%原因a/o 1.. Nijimegen breakage症候群・DNA修復機構の障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Nijimegen breakage症候群・悪性腫瘍合併p/o 1.. 悪性腫瘍合併[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性腫瘍合併状態$異常状態%原因

a/o 1.. Nijimegen breakage症候群・DNA修復機構の障害[RH]

Nijimegen breakage症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] DNA ligaseⅣ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DNA ligaseⅣ⽋損症・DNA ligaseⅣ⽋損p/o 1.. DNA ligaseⅣ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<DNA ligaseⅣ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. DNA ligaseⅣ⽋損症・⾼い放射線感受性[RH]

▼結果 <<DNA ligaseⅣ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. DNA ligaseⅣ⽋損症・悪性腫瘍合併[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DNA ligaseⅣ⽋損症・⾼い放射線感受性p/o 1.. ⾼い放射線感受性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼い放射線感受性状態$異常状態%原因
a/o 1.. DNA ligaseⅣ⽋損症・DNA ligaseⅣ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DNA ligaseⅣ⽋損症・悪性腫瘍合併p/o 1.. 悪性腫瘍合併[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性腫瘍合併状態$異常状態%原因
a/o 1.. DNA ligaseⅣ⽋損症・DNA ligaseⅣ⽋損[RH]

DNA ligaseⅣ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
DNA ligaseⅣ⽋損症・DNA ligaseⅣ⽋損p/o 1.. DNA ligaseⅣ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<DNA ligaseⅣ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. DNA ligaseⅣ⽋損症・⾼い放射線感受性[RH]

▼結果 <<DNA ligaseⅣ⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. DNA ligaseⅣ⽋損症・悪性腫瘍合併[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DNA ligaseⅣ⽋損症・⾼い放射線感受性p/o 1.. ⾼い放射線感受性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼い放射線感受性状態$異常状態%原因
a/o 1.. DNA ligaseⅣ⽋損症・DNA ligaseⅣ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DNA ligaseⅣ⽋損症・悪性腫瘍合併p/o 1.. 悪性腫瘍合併[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性腫瘍合併状態$異常状態%原因
a/o 1.. DNA ligaseⅣ⽋損症・DNA ligaseⅣ⽋損[RH]

DNA ligaseⅣ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Bloom症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bloom症候群・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Bloom症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Bloom症候群・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Bloom症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸腺⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺⽋損症・胸腺完全⽋損p/o 1.. 胸腺完全⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腺完全⽋損状態$異常状態%原因
胸腺完全⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 胸腺⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胸腺完全⽋損状態$異常状態%結果
胸腺完全⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胸腺⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
胸腺⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 胸腺⽋損症・胸腺完全⽋損[RH]
原因a/o 1.. 胸腺⽋損症・胸腺完全⽋損[RH]

胸腺⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺⽋損症・胸腺完全⽋損p/o 1.. 胸腺完全⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腺完全⽋損状態$異常状態%原因
胸腺完全⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 胸腺⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<胸腺完全⽋損状態$異常状態%結果
胸腺完全⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 胸腺⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
胸腺⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. 胸腺⽋損症・胸腺完全⽋損[RH]
原因a/o 1.. 胸腺⽋損症・胸腺完全⽋損[RH]

胸腺⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] DiGeorge症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] DiGeorge症候群完全⽋損型，DiGeorge症候群部分⽋損型
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DiGeorge症候群・細胞性免疫不全p/o 1.. 細胞性免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. DiGeorge症候群・プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損[RH]

▼結果 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. DiGeorge症候群・易感染性[RH]

▼原因 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸腺完全⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DiGeorge症候群・プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損p/o 1.. プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. DiGeorge症候群・細胞性免疫不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DiGeorge症候群・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. DiGeorge症候群・細胞性免疫不全[RH]

DiGeorge症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
DiGeorge症候群・細胞性免疫不全p/o 1.. 細胞性免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. DiGeorge症候群・プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損[RH]

▼結果 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. DiGeorge症候群・易感染性[RH]

▼原因 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸腺完全⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DiGeorge症候群・プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損p/o 1.. プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. DiGeorge症候群・細胞性免疫不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DiGeorge症候群・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. DiGeorge症候群・細胞性免疫不全[RH]

DiGeorge症候群 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 897 ]

[Class Name] DiGeorge症候群完全⽋損型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / DiGeorge症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<DiGeorge症候群$構成要素
DiGeorge症候群完全⽋損型・細胞性免疫不全p/o 1.. 細胞性免疫不全[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. DiGeorge症候群完全⽋損型・プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損[RH]

▼原因 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%原因a/o 1.. DiGeorge症候群完全⽋損型・胸腺完全⽋損[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%結果a/o 1.. DiGeorge症候群完全⽋損型・易感染性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DiGeorge症候群完全⽋損型・プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損p/o 1.. プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. DiGeorge症候群完全⽋損型・細胞性免疫不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DiGeorge症候群完全⽋損型・胸腺完全⽋損p/o 1.. 胸腺完全⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺完全⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. DiGeorge症候群完全⽋損型・細胞性免疫不全[RH]

▼構成要素 <<DiGeorge症候群$構成要素
DiGeorge症候群完全⽋損型・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<DiGeorge症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. DiGeorge症候群完全⽋損型・細胞性免疫不全[RH]

DiGeorge症候群完全⽋損型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<DiGeorge症候群$構成要素
DiGeorge症候群完全⽋損型・細胞性免疫不全p/o 1.. 細胞性免疫不全[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. DiGeorge症候群完全⽋損型・プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損[RH]

▼原因 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%原因a/o 1.. DiGeorge症候群完全⽋損型・胸腺完全⽋損[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%結果a/o 1.. DiGeorge症候群完全⽋損型・易感染性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DiGeorge症候群完全⽋損型・プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損p/o 1.. プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. DiGeorge症候群完全⽋損型・細胞性免疫不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
DiGeorge症候群完全⽋損型・胸腺完全⽋損p/o 1.. 胸腺完全⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺完全⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. DiGeorge症候群完全⽋損型・細胞性免疫不全[RH]

▼構成要素 <<DiGeorge症候群$構成要素
DiGeorge症候群完全⽋損型・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<DiGeorge症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. DiGeorge症候群完全⽋損型・細胞性免疫不全[RH]

DiGeorge症候群完全⽋損型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] DiGeorge症候群部分⽋損型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / DiGeorge症候群
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<DiGeorge症候群$構成要素
DiGeorge症候群部分⽋損型・細胞性免疫不全p/o 1.. 細胞性免疫不全[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. DiGeorge症候群部分⽋損型・プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損[RH]

▼結果 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%結果a/o 1.. DiGeorge症候群部分⽋損型・易感染性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
DiGeorge症候群部分⽋損型・プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損p/o 1.. プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. DiGeorge症候群部分⽋損型・細胞性免疫不全[RH]
▼構成要素 <<DiGeorge症候群$構成要素
DiGeorge症候群部分⽋損型・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<DiGeorge症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. DiGeorge症候群部分⽋損型・細胞性免疫不全[RH]

DiGeorge症候群部分⽋損型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<DiGeorge症候群$構成要素
DiGeorge症候群部分⽋損型・細胞性免疫不全p/o 1.. 細胞性免疫不全[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. DiGeorge症候群部分⽋損型・プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損[RH]

▼結果 <<細胞性免疫不全状態$異常状態%結果a/o 1.. DiGeorge症候群部分⽋損型・易感染性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
DiGeorge症候群部分⽋損型・プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損p/o 1.. プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<プリンヌクレオシドホスホリラーゼの⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. DiGeorge症候群部分⽋損型・細胞性免疫不全[RH]
▼構成要素 <<DiGeorge症候群$構成要素
DiGeorge症候群部分⽋損型・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<DiGeorge症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. DiGeorge症候群部分⽋損型・細胞性免疫不全[RH]

DiGeorge症候群部分⽋損型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Winged helix nude⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Winged helix nude⽋損症・脱⽑p/o 1.. 脱⽑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Winged helix nude⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Winged helix nude⽋損症・脱⽑p/o 1.. 脱⽑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Winged helix nude⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽩⼦症を伴う免疫不全症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⼦症を伴う免疫不全症・部分的⽩⼦症p/o 1.. 部分的⽩⼦症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽩⼦症を伴う免疫不全症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⼦症を伴う免疫不全症・部分的⽩⼦症p/o 1.. 部分的⽩⼦症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽩⼦症を伴う免疫不全症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 901 ]

[Class Name] チェディアック・東症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⽩⼦症を伴う免疫不全症$構成要素
チェディアック・東症候群・部分的⽩⼦症p/o 1.. 部分的⽩⼦症[RH]

連鎖種別 <<⽩⼦症を伴う免疫不全症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<部分的⽩⼦症状態$異常状態%結果a/o 1.. チェディアック・東症候群・⽇光過敏症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
チェディアック・東症候群・⽇光過敏症p/o 1.. ⽇光過敏症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽇光過敏症状態$異常状態%原因a/o 1.. チェディアック・東症候群・部分的⽩⼦症[RH]

チェディアック・東症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⽩⼦症を伴う免疫不全症$構成要素
チェディアック・東症候群・部分的⽩⼦症p/o 1.. 部分的⽩⼦症[RH]

連鎖種別 <<⽩⼦症を伴う免疫不全症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<部分的⽩⼦症状態$異常状態%結果a/o 1.. チェディアック・東症候群・⽇光過敏症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
チェディアック・東症候群・⽇光過敏症p/o 1.. ⽇光過敏症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽇光過敏症状態$異常状態%原因a/o 1.. チェディアック・東症候群・部分的⽩⼦症[RH]

チェディアック・東症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Griscelli症候群2型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<チェディアック・東症候群$構成要素
Griscelli症候群2型・部分的⽩⼦症p/o 1.. 部分的⽩⼦症[RH]

連鎖種別 <<チェディアック・東症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Griscelli症候群2型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<チェディアック・東症候群$構成要素
Griscelli症候群2型・部分的⽩⼦症p/o 1.. 部分的⽩⼦症[RH]

連鎖種別 <<チェディアック・東症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Griscelli症候群2型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・T細胞の異常活性化p/o 1.. T細胞の異常活性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<T細胞の異常活性化状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・発熱[RH]
▼結果 <<T細胞の異常活性化状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・サイトカイン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・T細胞の異常活性化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・サイトカイン⾎症p/o 1.. サイトカイン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・T細胞の異常活性化[RH]

家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・T細胞の異常活性化p/o 1.. T細胞の異常活性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<T細胞の異常活性化状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・発熱[RH]
▼結果 <<T細胞の異常活性化状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・サイトカイン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・T細胞の異常活性化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・サイトカイン⾎症p/o 1.. サイトカイン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・T細胞の異常活性化[RH]

家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Perforin⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Perforin⽋損症・⾎球貪⾷p/o 1.. ⾎球貪⾷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎球貪⾷状態$異常状態%原因a/o 1.. Perforin⽋損症・サイトカイン⾎症[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
Perforin⽋損症・サイトカイン⾎症p/o 1.. サイトカイン⾎症[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. Perforin⽋損症・⾎球貪⾷[RH]

Perforin⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Perforin⽋損症・⾎球貪⾷p/o 1.. ⾎球貪⾷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎球貪⾷状態$異常状態%原因a/o 1.. Perforin⽋損症・サイトカイン⾎症[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
Perforin⽋損症・サイトカイン⾎症p/o 1.. サイトカイン⾎症[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<サイトカイン⾎症状態$異常状態%結果a/o 1.. Perforin⽋損症・⾎球貪⾷[RH]

Perforin⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Munc⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Munc⽋損症・Munc⽋損p/o 1.. Munc⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Munc⽋損状態$異常状態%原因
Munc⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Munc⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Munc⽋損状態$異常状態%結果
Munc⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Munc⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Munc⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. Munc⽋損症・T細胞の異常活性化[RH]
構成要素 <<
Munc⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Munc⽋損症・Munc⽋損[RH]

原因a/o 1.. Munc⽋損症・Munc⽋損[RH]
▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
Munc⽋損症・T細胞の異常活性化p/o 1.. T細胞の異常活性化[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞の異常活性化状態$異常状態%原因a/o 1.. Munc⽋損症・Munc⽋損[RH]

Munc⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Munc⽋損症・Munc⽋損p/o 1.. Munc⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Munc⽋損状態$異常状態%原因
Munc⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Munc⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Munc⽋損状態$異常状態%結果
Munc⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Munc⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Munc⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. Munc⽋損症・T細胞の異常活性化[RH]
構成要素 <<
Munc⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Munc⽋損症・Munc⽋損[RH]

原因a/o 1.. Munc⽋損症・Munc⽋損[RH]
▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
Munc⽋損症・T細胞の異常活性化p/o 1.. T細胞の異常活性化[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞の異常活性化状態$異常状態%原因a/o 1.. Munc⽋損症・Munc⽋損[RH]

Munc⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] X連鎖リンパ増殖症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖リンパ増殖症候群・X連鎖遺伝p/o 1.. X連鎖遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

X連鎖リンパ増殖症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖リンパ増殖症候群・X連鎖遺伝p/o 1.. X連鎖遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

X連鎖リンパ増殖症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・リンパ節腫脹p/o 1.. リンパ節腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ節腫脹状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・リンパ球のアポトーシスに対する耐性[RH]
▼結果 <<リンパ節腫脹状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・⾼γグロブリン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・リンパ球のアポトーシスに対する耐性p/o 1.. リンパ球のアポトーシスに対する耐性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リンパ球のアポトーシスに対する耐性状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・リンパ節腫脹[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・⾼γグロブリン⾎症p/o 1.. ⾼γグロブリン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼γグロブリン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・リンパ節腫脹[RH]

⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・リンパ節腫脹p/o 1.. リンパ節腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ節腫脹状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・リンパ球のアポトーシスに対する耐性[RH]
▼結果 <<リンパ節腫脹状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・⾼γグロブリン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・リンパ球のアポトーシスに対する耐性p/o 1.. リンパ球のアポトーシスに対する耐性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リンパ球のアポトーシスに対する耐性状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・リンパ節腫脹[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・⾼γグロブリン⾎症p/o 1.. ⾼γグロブリン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼γグロブリン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群・リンパ節腫脹[RH]

⾃⼰免疫性リンパ増殖症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] CD95（Fas）⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
CD95（Fas）⽋損症・CD95⽋損p/o 1.. CD95⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CD95⽋損状態$異常状態%原因
CD95⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. CD95（Fas）⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<CD95⽋損状態$異常状態%結果
CD95⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. CD95（Fas）⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
CD95（Fas）⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. CD95（Fas）⽋損症・CD95⽋損[RH]

原因
a/o 1.. CD95（Fas）⽋損症・CD95⽋損[RH]

CD95（Fas）⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
CD95（Fas）⽋損症・CD95⽋損p/o 1.. CD95⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CD95⽋損状態$異常状態%原因
CD95⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. CD95（Fas）⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<CD95⽋損状態$異常状態%結果
CD95⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. CD95（Fas）⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
CD95（Fas）⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. CD95（Fas）⽋損症・CD95⽋損[RH]

原因
a/o 1.. CD95（Fas）⽋損症・CD95⽋損[RH]

CD95（Fas）⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] CD95L（Fasリガンド）⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<CD95（Fas）⽋損症$構成要素
CD95L（Fasリガンド）⽋損症・CD95リガンド⽋損p/o 1.. CD95リガンド⽋損[RH]

連鎖種別 <<CD95（Fas）⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CD95リガンド⽋損状態$異常状態%原因
CD95リガンド⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. CD95L（Fasリガンド）⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<CD95リガンド⽋損状態$異常状態%結果
CD95リガンド⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. CD95L（Fasリガンド）⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
CD95L（Fasリガンド）⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. CD95L（Fasリガンド）⽋損症・CD95リガンド⽋損[RH]

原因
a/o 1.. CD95L（Fasリガンド）⽋損症・CD95リガンド⽋損[RH]

CD95L（Fasリガンド）⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<CD95（Fas）⽋損症$構成要素
CD95L（Fasリガンド）⽋損症・CD95リガンド⽋損p/o 1.. CD95リガンド⽋損[RH]

連鎖種別 <<CD95（Fas）⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CD95リガンド⽋損状態$異常状態%原因
CD95リガンド⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. CD95L（Fasリガンド）⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<CD95リガンド⽋損状態$異常状態%結果
CD95リガンド⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. CD95L（Fasリガンド）⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
CD95L（Fasリガンド）⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. CD95L（Fasリガンド）⽋損症・CD95リガンド⽋損[RH]

原因
a/o 1.. CD95L（Fasリガンド）⽋損症・CD95リガンド⽋損[RH]

CD95L（Fasリガンド）⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Caspase10⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<CD95L（Fasリガンド）⽋損症$構成要素
Caspase10⽋損症・Captase10⽋損p/o 1.. Captase10⽋損[RH]

連鎖種別 <<CD95L（Fasリガンド）⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Captase10⽋損状態$異常状態%原因
Captase10⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Caspase10⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Captase10⽋損状態$異常状態%結果
Captase10⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Caspase10⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Caspase10⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. Caspase10⽋損症・Captase10⽋損[RH]
原因a/o 1.. Caspase10⽋損症・Captase10⽋損[RH]

Caspase10⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<CD95L（Fasリガンド）⽋損症$構成要素
Caspase10⽋損症・Captase10⽋損p/o 1.. Captase10⽋損[RH]

連鎖種別 <<CD95L（Fasリガンド）⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Captase10⽋損状態$異常状態%原因
Captase10⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Caspase10⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Captase10⽋損状態$異常状態%結果
Captase10⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Caspase10⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Caspase10⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. Caspase10⽋損症・Captase10⽋損[RH]
原因a/o 1.. Caspase10⽋損症・Captase10⽋損[RH]

Caspase10⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Caspase8⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Caspase10⽋損症$構成要素
Caspase8⽋損症・Captase8⽋損p/o 1.. Captase8⽋損[RH]

連鎖種別 <<Caspase10⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Captase8⽋損状態$異常状態%原因
Captase8⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Caspase8⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Captase8⽋損状態$異常状態%結果
Captase8⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Caspase8⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Caspase8⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Caspase8⽋損症・Captase8⽋損[RH]

原因
a/o 1.. Caspase8⽋損症・Captase8⽋損[RH]

Caspase8⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Caspase10⽋損症$構成要素
Caspase8⽋損症・Captase8⽋損p/o 1.. Captase8⽋損[RH]

連鎖種別 <<Caspase10⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Captase8⽋損状態$異常状態%原因
Captase8⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Caspase8⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Captase8⽋損状態$異常状態%結果
Captase8⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Caspase8⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Caspase8⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Caspase8⽋損症・Captase8⽋損[RH]

原因
a/o 1.. Caspase8⽋損症・Captase8⽋損[RH]

Caspase8⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 重症先天性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症先天性好中球減少症・好中球減少p/o 1.. 好中球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好中球減少状態$異常状態%原因
好中球減少・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 重症先天性好中球減少症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<好中球減少状態$異常状態%結果
好中球減少・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 重症先天性好中球減少症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
重症先天性好中球減少症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 重症先天性好中球減少症・好中球減少[RH]
原因

a/o 1.. 重症先天性好中球減少症・好中球減少[RH]

重症先天性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症先天性好中球減少症・好中球減少p/o 1.. 好中球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好中球減少状態$異常状態%原因
好中球減少・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 重症先天性好中球減少症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<好中球減少状態$異常状態%結果
好中球減少・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 重症先天性好中球減少症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
重症先天性好中球減少症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 重症先天性好中球減少症・好中球減少[RH]
原因

a/o 1.. 重症先天性好中球減少症・好中球減少[RH]

重症先天性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Kostmann症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<重症先天性好中球減少症$構成要素
Kostmann症候群・好中球減少p/o 1.. 好中球減少[RH]

連鎖種別 <<重症先天性好中球減少症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球減少状態$異常状態%原因
好中球減少・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Kostmann症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<好中球減少状態$異常状態%結果
好中球減少・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Kostmann症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<好中球減少状態$異常状態%結果a/o 1.. Kostmann症候群・易感染性[RH]

構成要素 <<
Kostmann症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Kostmann症候群・好中球減少[RH]
原因a/o 1.. Kostmann症候群・好中球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Kostmann症候群・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. Kostmann症候群・好中球減少[RH]

Kostmann症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<重症先天性好中球減少症$構成要素
Kostmann症候群・好中球減少p/o 1.. 好中球減少[RH]

連鎖種別 <<重症先天性好中球減少症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球減少状態$異常状態%原因
好中球減少・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Kostmann症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<好中球減少状態$異常状態%結果
好中球減少・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Kostmann症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<好中球減少状態$異常状態%結果a/o 1.. Kostmann症候群・易感染性[RH]

構成要素 <<
Kostmann症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Kostmann症候群・好中球減少[RH]
原因a/o 1.. Kostmann症候群・好中球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Kostmann症候群・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. Kostmann症候群・好中球減少[RH]

Kostmann症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 周期性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Kostmann症候群$構成要素
周期性好中球減少症・周期的な好中球減少p/o 1.. 周期的な好中球減少[RH]

連鎖種別 <<Kostmann症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<周期的な好中球減少状態$異常状態%原因
周期的な好中球減少・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 周期性好中球減少症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<周期的な好中球減少状態$異常状態%結果

a/o 1.. 周期性好中球減少症・易感染性[RH]
▼結果 <<周期的な好中球減少状態$異常状態%結果
周期的な好中球減少・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 周期性好中球減少症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
周期性好中球減少症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 周期性好中球減少症・周期的な好中球減少[RH]

原因
a/o 1.. 周期性好中球減少症・周期的な好中球減少[RH]

▼構成要素 <<Kostmann症候群$構成要素
周期性好中球減少症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<Kostmann症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 周期性好中球減少症・周期的な好中球減少[RH]

周期性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Kostmann症候群$構成要素
周期性好中球減少症・周期的な好中球減少p/o 1.. 周期的な好中球減少[RH]

連鎖種別 <<Kostmann症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<周期的な好中球減少状態$異常状態%原因
周期的な好中球減少・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 周期性好中球減少症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<周期的な好中球減少状態$異常状態%結果

a/o 1.. 周期性好中球減少症・易感染性[RH]
▼結果 <<周期的な好中球減少状態$異常状態%結果
周期的な好中球減少・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 周期性好中球減少症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
周期性好中球減少症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 周期性好中球減少症・周期的な好中球減少[RH]

原因
a/o 1.. 周期性好中球減少症・周期的な好中球減少[RH]

▼構成要素 <<Kostmann症候群$構成要素
周期性好中球減少症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<Kostmann症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 周期性好中球減少症・周期的な好中球減少[RH]

周期性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] X連鎖好中球減少症/⾻髄異形成症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖好中球減少症/⾻髄異形成症・好中球減少p/o 1.. 好中球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<好中球減少状態$異常状態%結果
a/o 1.. X連鎖好中球減少症/⾻髄異形成症・易感染性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖好中球減少症/⾻髄異形成症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. X連鎖好中球減少症/⾻髄異形成症・好中球減少[RH]

X連鎖好中球減少症/⾻髄異形成症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖好中球減少症/⾻髄異形成症・好中球減少p/o 1.. 好中球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<好中球減少状態$異常状態%結果
a/o 1.. X連鎖好中球減少症/⾻髄異形成症・易感染性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖好中球減少症/⾻髄異形成症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. X連鎖好中球減少症/⾻髄異形成症・好中球減少[RH]

X連鎖好中球減少症/⾻髄異形成症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽩⾎球接着不全症1
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球接着不全p/o 1.. ⽩⾎球接着不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%原因
⽩⾎球接着不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%結果
⽩⾎球接着不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球増多[RH]
▼結果 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・臍帯脱落遅延[RH]

構成要素 <<
⽩⾎球接着不全症1・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球接着不全[RH]
原因

a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球接着不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球増多p/o 1.. ⽩⾎球増多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球増多状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球接着不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球接着不全症1・臍帯脱落遅延p/o 1.. 臍帯脱落遅延[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<臍帯脱落遅延状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球接着不全[RH]

⽩⾎球接着不全症1 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球接着不全p/o 1.. ⽩⾎球接着不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%原因
⽩⾎球接着不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%結果
⽩⾎球接着不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球増多[RH]
▼結果 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・臍帯脱落遅延[RH]

構成要素 <<
⽩⾎球接着不全症1・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球接着不全[RH]
原因

a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球接着不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球増多p/o 1.. ⽩⾎球増多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球増多状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球接着不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球接着不全症1・臍帯脱落遅延p/o 1.. 臍帯脱落遅延[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<臍帯脱落遅延状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症1・⽩⾎球接着不全[RH]

⽩⾎球接着不全症1 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 917 ]

[Class Name] ⽩⾎球接着不全症2
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⽩⾎球接着不全症1$構成要素
⽩⾎球接着不全症2・⽩⾎球接着不全p/o 1.. ⽩⾎球接着不全[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎球接着不全症1$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%原因
⽩⾎球接着不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症2・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%結果
⽩⾎球接着不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症2・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⽩⾎球接着不全症2・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症2・⽩⾎球接着不全[RH]
原因a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症2・⽩⾎球接着不全[RH]

⽩⾎球接着不全症2 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⽩⾎球接着不全症1$構成要素
⽩⾎球接着不全症2・⽩⾎球接着不全p/o 1.. ⽩⾎球接着不全[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎球接着不全症1$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%原因
⽩⾎球接着不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症2・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%結果
⽩⾎球接着不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症2・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⽩⾎球接着不全症2・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症2・⽩⾎球接着不全[RH]
原因a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症2・⽩⾎球接着不全[RH]

⽩⾎球接着不全症2 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽩⾎球接着不全症3
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⽩⾎球接着不全症2$構成要素
⽩⾎球接着不全症3・⽩⾎球接着不全p/o 1.. ⽩⾎球接着不全[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎球接着不全症2$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%原因
⽩⾎球接着不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症3・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%結果
⽩⾎球接着不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症3・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⽩⾎球接着不全症3・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症3・⽩⾎球接着不全[RH]
原因a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症3・⽩⾎球接着不全[RH]

⽩⾎球接着不全症3 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⽩⾎球接着不全症2$構成要素
⽩⾎球接着不全症3・⽩⾎球接着不全p/o 1.. ⽩⾎球接着不全[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎球接着不全症2$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%原因
⽩⾎球接着不全・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症3・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⽩⾎球接着不全状態$異常状態%結果
⽩⾎球接着不全・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症3・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⽩⾎球接着不全症3・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症3・⽩⾎球接着不全[RH]
原因a/o 1.. ⽩⾎球接着不全症3・⽩⾎球接着不全[RH]

⽩⾎球接着不全症3 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Rac-2⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Rac-2⽋損症・Rac-2⽋損p/o 1.. Rac-2⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Rac-2⽋損状態$異常状態%原因
Rac-2⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Rac-2⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Rac-2⽋損状態$異常状態%結果
Rac-2⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Rac-2⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Rac-2⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Rac-2⽋損症・Rac-2⽋損[RH]
原因a/o 1.. Rac-2⽋損症・Rac-2⽋損[RH]

Rac-2⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Rac-2⽋損症・Rac-2⽋損p/o 1.. Rac-2⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Rac-2⽋損状態$異常状態%原因
Rac-2⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Rac-2⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Rac-2⽋損状態$異常状態%結果
Rac-2⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Rac-2⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Rac-2⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Rac-2⽋損症・Rac-2⽋損[RH]
原因a/o 1.. Rac-2⽋損症・Rac-2⽋損[RH]

Rac-2⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] β-actin⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
β-actin⽋損症・β-actin⽋損p/o 1.. β-actin⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<β-actin⽋損状態$異常状態%原因
β-actin⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. β-actin⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<β-actin⽋損状態$異常状態%結果
β-actin⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. β-actin⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
β-actin⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. β-actin⽋損症・β-actin⽋損[RH]
原因a/o 1.. β-actin⽋損症・β-actin⽋損[RH]

β-actin⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
β-actin⽋損症・β-actin⽋損p/o 1.. β-actin⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<β-actin⽋損状態$異常状態%原因
β-actin⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. β-actin⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<β-actin⽋損状態$異常状態%結果
β-actin⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. β-actin⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
β-actin⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. β-actin⽋損症・β-actin⽋損[RH]
原因a/o 1.. β-actin⽋損症・β-actin⽋損[RH]

β-actin⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 限局性若年性⻭周囲炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
限局性若年性⻭周囲炎・限局性⻭周囲炎p/o 1.. 限局性⻭周囲炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<限局性⻭周囲炎状態$異常状態%原因
限局性⻭周囲炎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 限局性若年性⻭周囲炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<限局性⻭周囲炎状態$異常状態%結果
限局性⻭周囲炎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 限局性若年性⻭周囲炎・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
限局性若年性⻭周囲炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 限局性若年性⻭周囲炎・限局性⻭周囲炎[RH]
原因

a/o 1.. 限局性若年性⻭周囲炎・限局性⻭周囲炎[RH]

限局性若年性⻭周囲炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
限局性若年性⻭周囲炎・限局性⻭周囲炎p/o 1.. 限局性⻭周囲炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<限局性⻭周囲炎状態$異常状態%原因
限局性⻭周囲炎・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 限局性若年性⻭周囲炎・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<限局性⻭周囲炎状態$異常状態%結果
限局性⻭周囲炎・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 限局性若年性⻭周囲炎・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
限局性若年性⻭周囲炎・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 限局性若年性⻭周囲炎・限局性⻭周囲炎[RH]
原因

a/o 1.. 限局性若年性⻭周囲炎・限局性⻭周囲炎[RH]

限局性若年性⻭周囲炎 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 922 ]

[Class Name] Papillon-Lefevre症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Papillon-Lefevre症候群・⻭周囲炎p/o 1.. ⻭周囲炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻭周囲炎状態$異常状態%原因a/o 1.. Papillon-Lefevre症候群・⽩⾎球⾛化不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Papillon-Lefevre症候群・⽩⾎球⾛化不全p/o 1.. ⽩⾎球⾛化不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽩⾎球⾛化不全状態$異常状態%結果a/o 1.. Papillon-Lefevre症候群・⻭周囲炎[RH]

Papillon-Lefevre症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Papillon-Lefevre症候群・⻭周囲炎p/o 1.. ⻭周囲炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻭周囲炎状態$異常状態%原因a/o 1.. Papillon-Lefevre症候群・⽩⾎球⾛化不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Papillon-Lefevre症候群・⽩⾎球⾛化不全p/o 1.. ⽩⾎球⾛化不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽩⾎球⾛化不全状態$異常状態%結果a/o 1.. Papillon-Lefevre症候群・⻭周囲炎[RH]

Papillon-Lefevre症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特異顆粒⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特異顆粒⽋損症・C/EBPE遺伝⼦変異p/o 1.. C/EBPE遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C/EBPE遺伝⼦変異状態$異常状態%原因
C/EBPE遺伝⼦変異・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 特異顆粒⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C/EBPE遺伝⼦変異状態$異常状態%結果
C/EBPE遺伝⼦変異・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 特異顆粒⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
特異顆粒⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 特異顆粒⽋損症・C/EBPE遺伝⼦変異[RH]
原因a/o 1.. 特異顆粒⽋損症・C/EBPE遺伝⼦変異[RH]

特異顆粒⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特異顆粒⽋損症・C/EBPE遺伝⼦変異p/o 1.. C/EBPE遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C/EBPE遺伝⼦変異状態$異常状態%原因
C/EBPE遺伝⼦変異・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 特異顆粒⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C/EBPE遺伝⼦変異状態$異常状態%結果
C/EBPE遺伝⼦変異・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 特異顆粒⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
特異顆粒⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. 特異顆粒⽋損症・C/EBPE遺伝⼦変異[RH]
原因a/o 1.. 特異顆粒⽋損症・C/EBPE遺伝⼦変異[RH]

特異顆粒⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Shwachman-Diamond症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<特異顆粒⽋損症$構成要素
Shwachman-Diamond症候群・SBDS遺伝⼦変異p/o 1.. SBDS遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<特異顆粒⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SBDS遺伝⼦変異状態$異常状態%原因
SBDS遺伝⼦変異・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Shwachman-Diamond症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<SBDS遺伝⼦変異状態$異常状態%結果
SBDS遺伝⼦変異・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Shwachman-Diamond症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Shwachman-Diamond症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Shwachman-Diamond症候群・SBDS遺伝⼦変異[RH]
原因a/o 1.. Shwachman-Diamond症候群・SBDS遺伝⼦変異[RH]

Shwachman-Diamond症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特異顆粒⽋損症$構成要素
Shwachman-Diamond症候群・SBDS遺伝⼦変異p/o 1.. SBDS遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<特異顆粒⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SBDS遺伝⼦変異状態$異常状態%原因
SBDS遺伝⼦変異・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Shwachman-Diamond症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<SBDS遺伝⼦変異状態$異常状態%結果
SBDS遺伝⼦変異・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Shwachman-Diamond症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Shwachman-Diamond症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Shwachman-Diamond症候群・SBDS遺伝⼦変異[RH]
原因a/o 1.. Shwachman-Diamond症候群・SBDS遺伝⼦変異[RH]

Shwachman-Diamond症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性⾁芽腫症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] X連鎖慢性⾁芽腫症，常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常p/o 1.. ⾷細胞の殺菌能異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷細胞の殺菌能異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性⾁芽腫症・易感染性[RH]
▼結果 <<⾷細胞の殺菌能異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ節炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾁芽腫症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常[RH]

慢性⾁芽腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常p/o 1.. ⾷細胞の殺菌能異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷細胞の殺菌能異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性⾁芽腫症・易感染性[RH]
▼結果 <<⾷細胞の殺菌能異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ節炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾁芽腫症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常[RH]

慢性⾁芽腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] X連鎖慢性⾁芽腫症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 慢性⾁芽腫症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<慢性⾁芽腫症$構成要素
X連鎖慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常p/o 1.. ⾷細胞の殺菌能異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷細胞の殺菌能異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. X連鎖慢性⾁芽腫症・易感染性[RH]

▼結果 <<⾷細胞の殺菌能異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. X連鎖慢性⾁芽腫症・リンパ節炎[RH]

▼構成要素 <<慢性⾁芽腫症$構成要素
X連鎖慢性⾁芽腫症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<慢性⾁芽腫症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. X連鎖慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖慢性⾁芽腫症・リンパ節炎p/o 1.. リンパ節炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. X連鎖慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常[RH]

X連鎖慢性⾁芽腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性⾁芽腫症$構成要素
X連鎖慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常p/o 1.. ⾷細胞の殺菌能異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷細胞の殺菌能異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. X連鎖慢性⾁芽腫症・易感染性[RH]

▼結果 <<⾷細胞の殺菌能異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. X連鎖慢性⾁芽腫症・リンパ節炎[RH]

▼構成要素 <<慢性⾁芽腫症$構成要素
X連鎖慢性⾁芽腫症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<慢性⾁芽腫症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. X連鎖慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X連鎖慢性⾁芽腫症・リンパ節炎p/o 1.. リンパ節炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. X連鎖慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常[RH]

X連鎖慢性⾁芽腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 慢性⾁芽腫症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<慢性⾁芽腫症$構成要素
常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常p/o 1.. ⾷細胞の殺菌能異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾷細胞の殺菌能異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・易感染性[RH]
▼結果 <<⾷細胞の殺菌能異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・リンパ節炎[RH]
▼構成要素 <<慢性⾁芽腫症$構成要素
常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<慢性⾁芽腫症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. 常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・リンパ節炎p/o 1.. リンパ節炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常[RH]

常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性⾁芽腫症$構成要素
常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常p/o 1.. ⾷細胞の殺菌能異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾷細胞の殺菌能異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・易感染性[RH]
▼結果 <<⾷細胞の殺菌能異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・リンパ節炎[RH]
▼構成要素 <<慢性⾁芽腫症$構成要素
常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<慢性⾁芽腫症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. 常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・リンパ節炎p/o 1.. リンパ節炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症・⾷細胞の殺菌能異常[RH]

常染⾊体劣性慢性⾁芽腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 好中球G-6PD⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好中球G-6PD⽋損症・G-6PD⽋損p/o 1.. G-6PD⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<G-6PD⽋損状態$異常状態%原因
G-6PD⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 好中球G-6PD⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<G-6PD⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好中球G-6PD⽋損症・溶⾎性貧⾎[RH]
構成要素 <<
好中球G-6PD⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 好中球G-6PD⽋損症・G-6PD⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好中球G-6PD⽋損症・溶⾎性貧⾎p/o 1.. 溶⾎性貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 好中球G-6PD⽋損症・G-6PD⽋損[RH]

好中球G-6PD⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好中球G-6PD⽋損症・G-6PD⽋損p/o 1.. G-6PD⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<G-6PD⽋損状態$異常状態%原因
G-6PD⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 好中球G-6PD⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<G-6PD⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好中球G-6PD⽋損症・溶⾎性貧⾎[RH]
構成要素 <<
好中球G-6PD⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. 好中球G-6PD⽋損症・G-6PD⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好中球G-6PD⽋損症・溶⾎性貧⾎p/o 1.. 溶⾎性貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 好中球G-6PD⽋損症・G-6PD⽋損[RH]

好中球G-6PD⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ミエロペルオキシダーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・ミエロペルオキシダーゼ⽋損p/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ミエロペルオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%原因
ミエロペルオキシダーゼ⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ミエロペルオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・易感染性[RH]
▼結果 <<ミエロペルオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%結果
ミエロペルオキシダーゼ⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・ミエロペルオキシダーゼ⽋損[RH]

原因
a/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・ミエロペルオキシダーゼ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因

a/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・ミエロペルオキシダーゼ⽋損[RH]

ミエロペルオキシダーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・ミエロペルオキシダーゼ⽋損p/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ミエロペルオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%原因
ミエロペルオキシダーゼ⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<ミエロペルオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・易感染性[RH]
▼結果 <<ミエロペルオキシダーゼ⽋損状態$異常状態%結果
ミエロペルオキシダーゼ⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・ミエロペルオキシダーゼ⽋損[RH]

原因
a/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・ミエロペルオキシダーゼ⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因

a/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ⽋損症・ミエロペルオキシダーゼ⽋損[RH]

ミエロペルオキシダーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] IL-12とIL-23受容体⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IL-12とIL-23受容体⽋損症・IL-12とIL-23受容体⽋損p/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IL-12とIL-23受容体⽋損状態$異常状態%原因
IL-12とIL-23受容体⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<IL-12とIL-23受容体⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損症・易感染性[RH]
▼結果 <<IL-12とIL-23受容体⽋損状態$異常状態%結果
IL-12とIL-23受容体⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
IL-12とIL-23受容体⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損症・IL-12とIL-23受容体⽋損[RH]

原因a/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損症・IL-12とIL-23受容体⽋損[RH]
▼構成要素 <<ミエロペルオキシダーゼ⽋損症$構成要素
IL-12とIL-23受容体⽋損症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<ミエロペルオキシダーゼ⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損症・IL-12とIL-23受容体⽋損[RH]

IL-12とIL-23受容体⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
IL-12とIL-23受容体⽋損症・IL-12とIL-23受容体⽋損p/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IL-12とIL-23受容体⽋損状態$異常状態%原因
IL-12とIL-23受容体⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<IL-12とIL-23受容体⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損症・易感染性[RH]
▼結果 <<IL-12とIL-23受容体⽋損状態$異常状態%結果
IL-12とIL-23受容体⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
IL-12とIL-23受容体⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損症・IL-12とIL-23受容体⽋損[RH]

原因a/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損症・IL-12とIL-23受容体⽋損[RH]
▼構成要素 <<ミエロペルオキシダーゼ⽋損症$構成要素
IL-12とIL-23受容体⽋損症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<ミエロペルオキシダーゼ⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. IL-12とIL-23受容体⽋損症・IL-12とIL-23受容体⽋損[RH]

IL-12とIL-23受容体⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] IL-12p40⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<IL-12とIL-23受容体⽋損症$構成要素
IL-12p40⽋損症・IL-12p40⽋損p/o 1.. IL-12p40⽋損[RH]

連鎖種別 <<IL-12とIL-23受容体⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IL-12p40⽋損状態$異常状態%原因
IL-12p40⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. IL-12p40⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<IL-12p40⽋損状態$異常状態%結果
IL-12p40⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. IL-12p40⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
IL-12p40⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. IL-12p40⽋損症・IL-12p40⽋損[RH]

原因
a/o 1.. IL-12p40⽋損症・IL-12p40⽋損[RH]

IL-12p40⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<IL-12とIL-23受容体⽋損症$構成要素
IL-12p40⽋損症・IL-12p40⽋損p/o 1.. IL-12p40⽋損[RH]

連鎖種別 <<IL-12とIL-23受容体⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IL-12p40⽋損状態$異常状態%原因
IL-12p40⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. IL-12p40⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<IL-12p40⽋損状態$異常状態%結果
IL-12p40⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. IL-12p40⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
IL-12p40⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. IL-12p40⽋損症・IL-12p40⽋損[RH]

原因
a/o 1.. IL-12p40⽋損症・IL-12p40⽋損[RH]

IL-12p40⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] IFN-γ受容体⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<IL-12p40⽋損症$構成要素
IFN-γ受容体⽋損症・IFN-γ受容体⽋損p/o 1.. IFN-γ受容体⽋損[RH]

連鎖種別 <<IL-12p40⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<IFN-γ受容体⽋損状態$異常状態%原因
IFN-γ受容体⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. IFN-γ受容体⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<IFN-γ受容体⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. IFN-γ受容体⽋損症・マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすい[RH]
▼結果 <<IFN-γ受容体⽋損状態$異常状態%結果
IFN-γ受容体⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. IFN-γ受容体⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
IFN-γ受容体⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. IFN-γ受容体⽋損症・IFN-γ受容体⽋損[RH]
原因a/o 1.. IFN-γ受容体⽋損症・IFN-γ受容体⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IFN-γ受容体⽋損症・マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすいp/o 1.. マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすい[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすい状態$異常状態%原因
a/o 1.. IFN-γ受容体⽋損症・IFN-γ受容体⽋損[RH]

IFN-γ受容体⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<IL-12p40⽋損症$構成要素
IFN-γ受容体⽋損症・IFN-γ受容体⽋損p/o 1.. IFN-γ受容体⽋損[RH]

連鎖種別 <<IL-12p40⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<IFN-γ受容体⽋損状態$異常状態%原因
IFN-γ受容体⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. IFN-γ受容体⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<IFN-γ受容体⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. IFN-γ受容体⽋損症・マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすい[RH]
▼結果 <<IFN-γ受容体⽋損状態$異常状態%結果
IFN-γ受容体⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. IFN-γ受容体⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
IFN-γ受容体⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. IFN-γ受容体⽋損症・IFN-γ受容体⽋損[RH]
原因a/o 1.. IFN-γ受容体⽋損症・IFN-γ受容体⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IFN-γ受容体⽋損症・マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすいp/o 1.. マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすい[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすい状態$異常状態%原因
a/o 1.. IFN-γ受容体⽋損症・IFN-γ受容体⽋損[RH]

IFN-γ受容体⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] STAT1⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
STAT1⽋損症・STAT1⽋損p/o 1.. STAT1⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<STAT1⽋損状態$異常状態%原因
STAT1⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. STAT1⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<STAT1⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. STAT1⽋損症・マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすい[RH]
▼結果 <<STAT1⽋損状態$異常状態%結果
STAT1⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. STAT1⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
STAT1⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. STAT1⽋損症・STAT1⽋損[RH]
原因a/o 1.. STAT1⽋損症・STAT1⽋損[RH]

▼構成要素 <<IFN-γ受容体⽋損症$構成要素
STAT1⽋損症・マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすいp/o 1.. マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすい[RH]

連鎖種別 <<IFN-γ受容体⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすい状態$異常状態%原因a/o 1.. STAT1⽋損症・STAT1⽋損[RH]

STAT1⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
STAT1⽋損症・STAT1⽋損p/o 1.. STAT1⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<STAT1⽋損状態$異常状態%原因
STAT1⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. STAT1⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<STAT1⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. STAT1⽋損症・マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすい[RH]
▼結果 <<STAT1⽋損状態$異常状態%結果
STAT1⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. STAT1⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
STAT1⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. STAT1⽋損症・STAT1⽋損[RH]
原因a/o 1.. STAT1⽋損症・STAT1⽋損[RH]

▼構成要素 <<IFN-γ受容体⽋損症$構成要素
STAT1⽋損症・マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすいp/o 1.. マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすい[RH]

連鎖種別 <<IFN-γ受容体⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<マイコバクテリアとサルモネラ菌に感染しやすい状態$異常状態%原因a/o 1.. STAT1⽋損症・STAT1⽋損[RH]

STAT1⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 免疫不全症を伴う無汗性外胚葉形成異常
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
免疫不全症を伴う無汗性外胚葉形成異常・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

免疫不全症を伴う無汗性外胚葉形成異常 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
免疫不全症を伴う無汗性外胚葉形成異常・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

免疫不全症を伴う無汗性外胚葉形成異常 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損p/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損状態$異常状態%原因
IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・易感染性[RH]
▼結果 <<IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・TIR-IRAK情報伝達系障害[RH]
構成要素 <<
IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・TIR-IRAK情報伝達系障害p/o 1.. TIR-IRAK情報伝達系障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<TIR-IRAK情報伝達系障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損[RH]

IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損p/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損状態$異常状態%原因
IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・易感染性[RH]
▼結果 <<IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・TIR-IRAK情報伝達系障害[RH]
構成要素 <<
IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・TIR-IRAK情報伝達系障害p/o 1.. TIR-IRAK情報伝達系障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<TIR-IRAK情報伝達系障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症・IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損[RH]

IL-1受容体関連キナーゼ4⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] WHIM症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・好中球減少p/o 1.. 好中球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好中球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. WHIM症候群・CXCR4遺伝⼦異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・CXCR4遺伝⼦異常p/o 1.. CXCR4遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<CXCR4遺伝⼦異常状態$異常状態%結果a/o 1.. WHIM症候群・好中球減少[RH]

WHIM症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・好中球減少p/o 1.. 好中球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好中球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. WHIM症候群・CXCR4遺伝⼦異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・CXCR4遺伝⼦異常p/o 1.. CXCR4遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<CXCR4遺伝⼦異常状態$異常状態%結果a/o 1.. WHIM症候群・好中球減少[RH]

WHIM症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 疣贅状表⽪異形成症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
疣贅状表⽪異形成症・疣贅状表⽪p/o 1.. 疣贅状表⽪[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<疣贅状表⽪状態$異常状態%原因
疣贅状表⽪・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 疣贅状表⽪異形成症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<疣贅状表⽪状態$異常状態%結果
疣贅状表⽪・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 疣贅状表⽪異形成症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
疣贅状表⽪異形成症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 疣贅状表⽪異形成症・疣贅状表⽪[RH]
原因

a/o 1.. 疣贅状表⽪異形成症・疣贅状表⽪[RH]

疣贅状表⽪異形成症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
疣贅状表⽪異形成症・疣贅状表⽪p/o 1.. 疣贅状表⽪[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<疣贅状表⽪状態$異常状態%原因
疣贅状表⽪・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 疣贅状表⽪異形成症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<疣贅状表⽪状態$異常状態%結果
疣贅状表⽪・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 疣贅状表⽪異形成症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
疣贅状表⽪異形成症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 疣贅状表⽪異形成症・疣贅状表⽪[RH]
原因

a/o 1.. 疣贅状表⽪異形成症・疣贅状表⽪[RH]

疣贅状表⽪異形成症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] マンノース結合蛋⽩⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マンノース結合蛋⽩⽋損症・マンノース結合蛋⽩⽋損p/o 1.. マンノース結合蛋⽩⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マンノース結合蛋⽩⽋損状態$異常状態%原因
マンノース結合蛋⽩⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. マンノース結合蛋⽩⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<マンノース結合蛋⽩⽋損状態$異常状態%結果
マンノース結合蛋⽩⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. マンノース結合蛋⽩⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
マンノース結合蛋⽩⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. マンノース結合蛋⽩⽋損症・マンノース結合蛋⽩⽋損[RH]
原因

a/o 1.. マンノース結合蛋⽩⽋損症・マンノース結合蛋⽩⽋損[RH]

マンノース結合蛋⽩⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マンノース結合蛋⽩⽋損症・マンノース結合蛋⽩⽋損p/o 1.. マンノース結合蛋⽩⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マンノース結合蛋⽩⽋損状態$異常状態%原因
マンノース結合蛋⽩⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. マンノース結合蛋⽩⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<マンノース結合蛋⽩⽋損状態$異常状態%結果
マンノース結合蛋⽩⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. マンノース結合蛋⽩⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
マンノース結合蛋⽩⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. マンノース結合蛋⽩⽋損症・マンノース結合蛋⽩⽋損[RH]
原因

a/o 1.. マンノース結合蛋⽩⽋損症・マンノース結合蛋⽩⽋損[RH]

マンノース結合蛋⽩⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] MASP2⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MASP2⽋損症・マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損p/o 1.. マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損状態$異常状態%原因
マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. MASP2⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損状態$異常状態%結果
マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. MASP2⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
MASP2⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. MASP2⽋損症・マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損[RH]

原因a/o 1.. MASP2⽋損症・マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損[RH]

MASP2⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
MASP2⽋損症・マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損p/o 1.. マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損状態$異常状態%原因
マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. MASP2⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損状態$異常状態%結果
マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. MASP2⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
MASP2⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. MASP2⽋損症・マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損[RH]

原因a/o 1.. MASP2⽋損症・マンノース結合蛋⽩結合セリンプロテアーゼ2⽋損[RH]

MASP2⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性地中海熱
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性地中海熱・反復性発熱p/o 1.. 反復性発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

家族性地中海熱 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性地中海熱・反復性発熱p/o 1.. 反復性発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

家族性地中海熱 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] TNF受容体関連周期性症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
TNF受容体関連周期性症候群・反復性発熱p/o 1.. 反復性発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<反復性発熱状態$異常状態%原因
a/o 1.. TNF受容体関連周期性症候群・TNF結合可能可溶性サイトカイン受容体減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
TNF受容体関連周期性症候群・TNF結合可能可溶性サイトカイン受容体減少p/o 1.. TNF結合可能可溶性サイトカイン受容体減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<TNF結合可能可溶性サイトカイン受容体減少状態$異常状態%結果
a/o 1.. TNF受容体関連周期性症候群・反復性発熱[RH]

TNF受容体関連周期性症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
TNF受容体関連周期性症候群・反復性発熱p/o 1.. 反復性発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<反復性発熱状態$異常状態%原因
a/o 1.. TNF受容体関連周期性症候群・TNF結合可能可溶性サイトカイン受容体減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
TNF受容体関連周期性症候群・TNF結合可能可溶性サイトカイン受容体減少p/o 1.. TNF結合可能可溶性サイトカイン受容体減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<TNF結合可能可溶性サイトカイン受容体減少状態$異常状態%結果
a/o 1.. TNF受容体関連周期性症候群・反復性発熱[RH]

TNF受容体関連周期性症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼IgD症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼IgD症候群・⾼IgD⾎症p/o 1.. ⾼IgD⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼IgD⾎症状態$異常状態%原因
⾼IgD⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾼IgD症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼IgD⾎症状態$異常状態%結果
⾼IgD⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾼IgD症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⾼IgD症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ⾼IgD症候群・⾼IgD⾎症[RH]
原因a/o 1.. ⾼IgD症候群・⾼IgD⾎症[RH]

⾼IgD症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼IgD症候群・⾼IgD⾎症p/o 1.. ⾼IgD⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼IgD⾎症状態$異常状態%原因
⾼IgD⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾼IgD症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼IgD⾎症状態$異常状態%結果
⾼IgD⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾼IgD症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⾼IgD症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. ⾼IgD症候群・⾼IgD⾎症[RH]
原因a/o 1.. ⾼IgD症候群・⾼IgD⾎症[RH]

⾼IgD症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Muckle-Wellsk症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Muckle-Wellsk症候群・cold-induced autoinflammatory syndrome 1遺伝⼦異常p/o 1.. cold-induced autoinflammatory syndrome 1遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Muckle-Wellsk症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Muckle-Wellsk症候群・cold-induced autoinflammatory syndrome 1遺伝⼦異常p/o 1.. cold-induced autoinflammatory syndrome 1遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Muckle-Wellsk症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性寒冷⾃⼰炎症性症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Muckle-Wellsk症候群$構成要素
家族性寒冷⾃⼰炎症性症候群・cold-induced autoinflammatory syndrome 1遺伝⼦異常p/o 1.. cold-induced autoinflammatory syndrome 1遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<Muckle-Wellsk症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

家族性寒冷⾃⼰炎症性症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Muckle-Wellsk症候群$構成要素
家族性寒冷⾃⼰炎症性症候群・cold-induced autoinflammatory syndrome 1遺伝⼦異常p/o 1.. cold-induced autoinflammatory syndrome 1遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<Muckle-Wellsk症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

家族性寒冷⾃⼰炎症性症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児期発症多臓器炎症性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児期発症多臓器炎症性疾患・発疹p/o 1.. 発疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

新⽣児期発症多臓器炎症性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児期発症多臓器炎症性疾患・発疹p/o 1.. 発疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

新⽣児期発症多臓器炎症性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性乳児神経⽪膚関節症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<新⽣児期発症多臓器炎症性疾患$構成要素
慢性乳児神経⽪膚関節症候群・発疹p/o 1.. 発疹[RH]

連鎖種別 <<新⽣児期発症多臓器炎症性疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発疹状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性乳児神経⽪膚関節症候群・胎児期よりCandida albicans感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性乳児神経⽪膚関節症候群・胎児期よりCandida albicans感染p/o 1.. 胎児期よりCandida albicans感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胎児期よりCandida albicans感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性乳児神経⽪膚関節症候群・発疹[RH]

慢性乳児神経⽪膚関節症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<新⽣児期発症多臓器炎症性疾患$構成要素
慢性乳児神経⽪膚関節症候群・発疹p/o 1.. 発疹[RH]

連鎖種別 <<新⽣児期発症多臓器炎症性疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発疹状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性乳児神経⽪膚関節症候群・胎児期よりCandida albicans感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性乳児神経⽪膚関節症候群・胎児期よりCandida albicans感染p/o 1.. 胎児期よりCandida albicans感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胎児期よりCandida albicans感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性乳児神経⽪膚関節症候群・発疹[RH]

慢性乳児神経⽪膚関節症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 化膿性・無菌性関節炎, 壊疽性膿⽪症, ニキビ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
化膿性・無菌性関節炎, 壊疽性膿⽪症, ニキビ症候群・関節炎p/o 1.. 関節炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

化膿性・無菌性関節炎, 壊疽性膿⽪症, ニキビ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
化膿性・無菌性関節炎, 壊疽性膿⽪症, ニキビ症候群・関節炎p/o 1.. 関節炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

化膿性・無菌性関節炎, 壊疽性膿⽪症, ニキビ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Blau症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Blau症候群・ブドウ膜炎p/o 1.. ブドウ膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Blau症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Blau症候群・ブドウ膜炎p/o 1.. ブドウ膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

Blau症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] C1q⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C1q⽋損症・C1q⽋損p/o 1.. C1q⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C1q⽋損状態$異常状態%原因
C1q⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C1q⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C1q⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. C1q⽋損症・易感染性[RH]
▼結果 <<C1q⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. C1q⽋損症・補体溶菌活性の⽋損[RH]
▼結果 <<C1q⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. C1q⽋損症・免疫複合体の溶解⽋損[RH]
▼結果 <<C1q⽋損状態$異常状態%結果
C1q⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C1q⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C1q⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. C1q⽋損症・C1q⽋損[RH]

原因
a/o 1.. C1q⽋損症・C1q⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C1q⽋損症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. C1q⽋損症・C1q⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C1q⽋損症・補体溶菌活性の⽋損p/o 1.. 補体溶菌活性の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<補体溶菌活性の⽋損状態$異常状態%原因
a/o 1.. C1q⽋損症・C1q⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C1q⽋損症・免疫複合体の溶解⽋損p/o 1.. 免疫複合体の溶解⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫複合体の溶解⽋損状態$異常状態%原因

a/o 1.. C1q⽋損症・C1q⽋損[RH]

C1q⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
C1q⽋損症・C1q⽋損p/o 1.. C1q⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C1q⽋損状態$異常状態%原因
C1q⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C1q⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C1q⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. C1q⽋損症・易感染性[RH]
▼結果 <<C1q⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. C1q⽋損症・補体溶菌活性の⽋損[RH]
▼結果 <<C1q⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. C1q⽋損症・免疫複合体の溶解⽋損[RH]
▼結果 <<C1q⽋損状態$異常状態%結果
C1q⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C1q⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C1q⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. C1q⽋損症・C1q⽋損[RH]

原因
a/o 1.. C1q⽋損症・C1q⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C1q⽋損症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因
a/o 1.. C1q⽋損症・C1q⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C1q⽋損症・補体溶菌活性の⽋損p/o 1.. 補体溶菌活性の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<補体溶菌活性の⽋損状態$異常状態%原因
a/o 1.. C1q⽋損症・C1q⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C1q⽋損症・免疫複合体の溶解⽋損p/o 1.. 免疫複合体の溶解⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫複合体の溶解⽋損状態$異常状態%原因

a/o 1.. C1q⽋損症・C1q⽋損[RH]

C1q⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] C1r⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] C4⽋損症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<C1q⽋損症$構成要素
C1r⽋損症・C1r⽋損p/o 1.. C1r⽋損[RH]

連鎖種別 <<C1q⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C1r⽋損状態$異常状態%原因
C1r⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C1r⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C1r⽋損状態$異常状態%結果
C1r⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C1r⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C1r⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. C1r⽋損症・C1r⽋損[RH]
原因

a/o 1.. C1r⽋損症・C1r⽋損[RH]
原因a/o 1.. C4⽋損[RH]
結果a/o 1.. C4⽋損[RH]

C1r⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<C1q⽋損症$構成要素
C1r⽋損症・C1r⽋損p/o 1.. C1r⽋損[RH]

連鎖種別 <<C1q⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C1r⽋損状態$異常状態%原因
C1r⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C1r⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C1r⽋損状態$異常状態%結果
C1r⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C1r⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C1r⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. C1r⽋損症・C1r⽋損[RH]
原因

a/o 1.. C1r⽋損症・C1r⽋損[RH]
原因a/o 1.. C4⽋損[RH]
結果a/o 1.. C4⽋損[RH]

C1r⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] C4⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / C1r⽋損症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<C1r⽋損症$構成要素
C4⽋損症・C4⽋損p/o 1.. C4⽋損[RH]

連鎖種別 <<C1r⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C4⽋損状態$異常状態%原因
C4⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C4⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C4⽋損状態$異常状態%結果
C4⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C4⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<C1r⽋損症$構成要素
C4⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<C1r⽋損症$構成要素%結果a/o 1.. C4⽋損症・C4⽋損[RH]
原因 <<C1r⽋損症$構成要素%原因

a/o 1.. C4⽋損症・C4⽋損[RH]

C4⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<C1r⽋損症$構成要素
C4⽋損症・C4⽋損p/o 1.. C4⽋損[RH]

連鎖種別 <<C1r⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C4⽋損状態$異常状態%原因
C4⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C4⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C4⽋損状態$異常状態%結果
C4⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C4⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<C1r⽋損症$構成要素
C4⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果 <<C1r⽋損症$構成要素%結果a/o 1.. C4⽋損症・C4⽋損[RH]
原因 <<C1r⽋損症$構成要素%原因

a/o 1.. C4⽋損症・C4⽋損[RH]

C4⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 953 ]

[Class Name] C2⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<C4⽋損症$構成要素
C2⽋損症・C2⽋損p/o 1.. C2⽋損[RH]

連鎖種別 <<C4⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C2⽋損状態$異常状態%原因
C2⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C2⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C2⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C2⽋損症・易感染性[RH]
▼結果 <<C2⽋損状態$異常状態%結果
C2⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C2⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C2⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. C2⽋損症・C2⽋損[RH]
原因a/o 1.. C2⽋損症・C2⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C2⽋損症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. C2⽋損症・C2⽋損[RH]

C2⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<C4⽋損症$構成要素
C2⽋損症・C2⽋損p/o 1.. C2⽋損[RH]

連鎖種別 <<C4⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C2⽋損状態$異常状態%原因
C2⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C2⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C2⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C2⽋損症・易感染性[RH]
▼結果 <<C2⽋損状態$異常状態%結果
C2⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C2⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C2⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. C2⽋損症・C2⽋損[RH]
原因a/o 1.. C2⽋損症・C2⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C2⽋損症・易感染性p/o 1.. 易感染性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<易感染性状態$異常状態%原因a/o 1.. C2⽋損症・C2⽋損[RH]

C2⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] C3⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<C2⽋損症$構成要素
C3⽋損症・C3⽋損p/o 1.. C3⽋損[RH]

連鎖種別 <<C2⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C3⽋損状態$異常状態%原因
C3⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C3⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C3⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C3⽋損症・反復細菌感染[RH]

構成要素 <<
C3⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. C3⽋損症・C3⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C3⽋損症・反復細菌感染p/o 1.. 反復細菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<反復細菌感染状態$異常状態%原因a/o 1.. C3⽋損症・C3⽋損[RH]

C3⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<C2⽋損症$構成要素
C3⽋損症・C3⽋損p/o 1.. C3⽋損[RH]

連鎖種別 <<C2⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C3⽋損状態$異常状態%原因
C3⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C3⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C3⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C3⽋損症・反復細菌感染[RH]

構成要素 <<
C3⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. C3⽋損症・C3⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C3⽋損症・反復細菌感染p/o 1.. 反復細菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<反復細菌感染状態$異常状態%原因a/o 1.. C3⽋損症・C3⽋損[RH]

C3⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] C5⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<C3⽋損症$構成要素
C5⽋損症・C5⽋損p/o 1.. C5⽋損[RH]

連鎖種別 <<C3⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C5⽋損状態$異常状態%原因
C5⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C5⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C5⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C5⽋損症・ナイセリア感染[RH]
▼結果 <<C5⽋損状態$異常状態%結果
C5⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C5⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C5⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. C5⽋損症・C5⽋損[RH]
原因a/o 1.. C5⽋損症・C5⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C5⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因a/o 1.. C5⽋損症・C5⽋損[RH]

C5⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<C3⽋損症$構成要素
C5⽋損症・C5⽋損p/o 1.. C5⽋損[RH]

連鎖種別 <<C3⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C5⽋損状態$異常状態%原因
C5⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C5⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C5⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C5⽋損症・ナイセリア感染[RH]
▼結果 <<C5⽋損状態$異常状態%結果
C5⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C5⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C5⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. C5⽋損症・C5⽋損[RH]
原因a/o 1.. C5⽋損症・C5⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C5⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因a/o 1.. C5⽋損症・C5⽋損[RH]

C5⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] C6⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<C5⽋損症$構成要素
C6⽋損症・C6⽋損p/o 1.. C6⽋損[RH]

連鎖種別 <<C5⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C6⽋損状態$異常状態%原因
C6⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C6⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C6⽋損状態$異常状態%結果
C6⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C6⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C6⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. C6⽋損症・ナイセリア感染[RH]
▼結果 <<C6⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. C6⽋損症・殺菌活性の⽋損[RH]
構成要素 <<
C6⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. C6⽋損症・C6⽋損[RH]
原因

a/o 1.. C6⽋損症・C6⽋損[RH]
▼構成要素 <<C5⽋損症$構成要素
C6⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<C5⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因a/o 1.. C6⽋損症・C6⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
C6⽋損症・殺菌活性の⽋損p/o 1.. 殺菌活性の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<殺菌活性の⽋損状態$異常状態%原因
a/o 1.. C6⽋損症・C6⽋損[RH]

C6⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<C5⽋損症$構成要素
C6⽋損症・C6⽋損p/o 1.. C6⽋損[RH]

連鎖種別 <<C5⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C6⽋損状態$異常状態%原因
C6⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C6⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C6⽋損状態$異常状態%結果
C6⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C6⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C6⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. C6⽋損症・ナイセリア感染[RH]
▼結果 <<C6⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. C6⽋損症・殺菌活性の⽋損[RH]
構成要素 <<
C6⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. C6⽋損症・C6⽋損[RH]
原因

a/o 1.. C6⽋損症・C6⽋損[RH]
▼構成要素 <<C5⽋損症$構成要素
C6⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<C5⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因a/o 1.. C6⽋損症・C6⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
C6⽋損症・殺菌活性の⽋損p/o 1.. 殺菌活性の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<殺菌活性の⽋損状態$異常状態%原因
a/o 1.. C6⽋損症・C6⽋損[RH]

C6⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] C7⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<C6⽋損症$構成要素
C7⽋損症・C７⽋損p/o 1.. C７⽋損[RH]

連鎖種別 <<C6⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C７⽋損状態$異常状態%原因
C７⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C7⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C７⽋損状態$異常状態%結果
C７⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C7⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C７⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. C7⽋損症・ナイセリア感染[RH]
構成要素 <<
C7⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. C7⽋損症・C７⽋損[RH]
原因a/o 1.. C7⽋損症・C７⽋損[RH]

▼構成要素 <<C6⽋損症$構成要素
C7⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<C6⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因a/o 1.. C7⽋損症・C７⽋損[RH]

C7⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<C6⽋損症$構成要素
C7⽋損症・C７⽋損p/o 1.. C７⽋損[RH]

連鎖種別 <<C6⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C７⽋損状態$異常状態%原因
C７⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C7⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C７⽋損状態$異常状態%結果
C７⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C7⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C７⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. C7⽋損症・ナイセリア感染[RH]
構成要素 <<
C7⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. C7⽋損症・C７⽋損[RH]
原因a/o 1.. C7⽋損症・C７⽋損[RH]

▼構成要素 <<C6⽋損症$構成要素
C7⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<C6⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因a/o 1.. C7⽋損症・C７⽋損[RH]

C7⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 959 ]

[Class Name] C8α⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<C7⽋損症$構成要素
C8α⽋損症・C８α⽋損p/o 1.. C８α⽋損[RH]

連鎖種別 <<C7⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C８α⽋損状態$異常状態%原因
C８α⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C8α⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C８α⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C8α⽋損症・ナイセリア感染[RH]
▼結果 <<C８α⽋損状態$異常状態%結果
C８α⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C8α⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C8α⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. C8α⽋損症・C８α⽋損[RH]
原因a/o 1.. C8α⽋損症・C８α⽋損[RH]

▼構成要素 <<C7⽋損症$構成要素
C8α⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<C7⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因a/o 1.. C8α⽋損症・C８α⽋損[RH]

C8α⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<C7⽋損症$構成要素
C8α⽋損症・C８α⽋損p/o 1.. C８α⽋損[RH]

連鎖種別 <<C7⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C８α⽋損状態$異常状態%原因
C８α⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C8α⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C８α⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C8α⽋損症・ナイセリア感染[RH]
▼結果 <<C８α⽋損状態$異常状態%結果
C８α⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C8α⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C8α⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. C8α⽋損症・C８α⽋損[RH]
原因a/o 1.. C8α⽋損症・C８α⽋損[RH]

▼構成要素 <<C7⽋損症$構成要素
C8α⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<C7⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因a/o 1.. C8α⽋損症・C８α⽋損[RH]

C8α⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] C8β⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<C8α⽋損症$構成要素
C8β⽋損症・C８β⽋損p/o 1.. C８β⽋損[RH]

連鎖種別 <<C8α⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C８β⽋損状態$異常状態%原因
C８β⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C8β⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C８β⽋損状態$異常状態%結果
C８β⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C8β⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C8β⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. C8β⽋損症・C８β⽋損[RH]
原因

a/o 1.. C8β⽋損症・C８β⽋損[RH]

C8β⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<C8α⽋損症$構成要素
C8β⽋損症・C８β⽋損p/o 1.. C８β⽋損[RH]

連鎖種別 <<C8α⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C８β⽋損状態$異常状態%原因
C８β⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C8β⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C８β⽋損状態$異常状態%結果
C８β⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C8β⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C8β⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. C8β⽋損症・C８β⽋損[RH]
原因

a/o 1.. C8β⽋損症・C８β⽋損[RH]

C8β⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] C9⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<C7⽋損症$構成要素
C9⽋損症・C9⽋損p/o 1.. C9⽋損[RH]

連鎖種別 <<C7⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<C9⽋損状態$異常状態%原因
C9⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C9⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C9⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C9⽋損症・補体溶菌活性の⽋損[RH]
▼結果 <<C9⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C9⽋損症・ナイセリア感染[RH]
▼結果 <<C9⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C9⽋損症・殺菌活性の⽋損[RH]

構成要素 <<
C9⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. C9⽋損症・C9⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C9⽋損症・補体溶菌活性の⽋損p/o 1.. 補体溶菌活性の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<補体溶菌活性の⽋損状態$異常状態%原因a/o 1.. C9⽋損症・C9⽋損[RH]

▼構成要素 <<C7⽋損症$構成要素
C9⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<C7⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因a/o 1.. C9⽋損症・C9⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C9⽋損症・殺菌活性の⽋損p/o 1.. 殺菌活性の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<殺菌活性の⽋損状態$異常状態%原因a/o 1.. C9⽋損症・C9⽋損[RH]

C9⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<C7⽋損症$構成要素
C9⽋損症・C9⽋損p/o 1.. C9⽋損[RH]

連鎖種別 <<C7⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<C9⽋損状態$異常状態%原因
C9⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C9⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C9⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C9⽋損症・補体溶菌活性の⽋損[RH]
▼結果 <<C9⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C9⽋損症・ナイセリア感染[RH]
▼結果 <<C9⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. C9⽋損症・殺菌活性の⽋損[RH]

構成要素 <<
C9⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. C9⽋損症・C9⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C9⽋損症・補体溶菌活性の⽋損p/o 1.. 補体溶菌活性の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<補体溶菌活性の⽋損状態$異常状態%原因a/o 1.. C9⽋損症・C9⽋損[RH]

▼構成要素 <<C7⽋損症$構成要素
C9⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<C7⽋損症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因a/o 1.. C9⽋損症・C9⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C9⽋損症・殺菌活性の⽋損p/o 1.. 殺菌活性の⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<殺菌活性の⽋損状態$異常状態%原因a/o 1.. C9⽋損症・C9⽋損[RH]

C9⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] C1 inhibitor⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
C1 inhibitor⽋損症・C1 inhibitor⽋損p/o 1.. C1 inhibitor⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C1 inhibitor⽋損状態$異常状態%原因
C1 inhibitor⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C1 inhibitor⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C1 inhibitor⽋損状態$異常状態%結果
C1 inhibitor⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C1 inhibitor⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C1 inhibitor⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. C1 inhibitor⽋損症・C1 inhibitor⽋損[RH]
原因

a/o 1.. C1 inhibitor⽋損症・C1 inhibitor⽋損[RH]

C1 inhibitor⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
C1 inhibitor⽋損症・C1 inhibitor⽋損p/o 1.. C1 inhibitor⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<C1 inhibitor⽋損状態$異常状態%原因
C1 inhibitor⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. C1 inhibitor⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<C1 inhibitor⽋損状態$異常状態%結果
C1 inhibitor⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. C1 inhibitor⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
C1 inhibitor⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果

a/o 1.. C1 inhibitor⽋損症・C1 inhibitor⽋損[RH]
原因

a/o 1.. C1 inhibitor⽋損症・C1 inhibitor⽋損[RH]

C1 inhibitor⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Factor I⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Factor I⽋損症・Factor I⽋損p/o 1.. Factor I⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Factor I⽋損状態$異常状態%原因
Factor I⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Factor I⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Factor I⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. Factor I⽋損症・反復細菌感染[RH]
▼結果 <<Factor I⽋損状態$異常状態%結果
Factor I⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Factor I⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Factor I⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Factor I⽋損症・Factor I⽋損[RH]
原因a/o 1.. Factor I⽋損症・Factor I⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Factor I⽋損症・反復細菌感染p/o 1.. 反復細菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<反復細菌感染状態$異常状態%原因a/o 1.. Factor I⽋損症・Factor I⽋損[RH]

Factor I⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Factor I⽋損症・Factor I⽋損p/o 1.. Factor I⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Factor I⽋損状態$異常状態%原因
Factor I⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Factor I⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Factor I⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. Factor I⽋損症・反復細菌感染[RH]
▼結果 <<Factor I⽋損状態$異常状態%結果
Factor I⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Factor I⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Factor I⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Factor I⽋損症・Factor I⽋損[RH]
原因a/o 1.. Factor I⽋損症・Factor I⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Factor I⽋損症・反復細菌感染p/o 1.. 反復細菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<反復細菌感染状態$異常状態%原因a/o 1.. Factor I⽋損症・Factor I⽋損[RH]

Factor I⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Factor H⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Factor I⽋損症$構成要素
Factor H⽋損症・Factor H⽋損p/o 1.. Factor H⽋損[RH]

連鎖種別 <<Factor I⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Factor H⽋損状態$異常状態%原因
Factor H⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Factor H⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Factor H⽋損状態$異常状態%結果
Factor H⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Factor H⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Factor H⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Factor H⽋損症・Factor H⽋損[RH]
原因a/o 1.. Factor H⽋損症・Factor H⽋損[RH]

Factor H⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Factor I⽋損症$構成要素
Factor H⽋損症・Factor H⽋損p/o 1.. Factor H⽋損[RH]

連鎖種別 <<Factor I⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Factor H⽋損状態$異常状態%原因
Factor H⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Factor H⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Factor H⽋損状態$異常状態%結果
Factor H⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Factor H⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Factor H⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Factor H⽋損症・Factor H⽋損[RH]
原因a/o 1.. Factor H⽋損症・Factor H⽋損[RH]

Factor H⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Factor D⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<Factor H⽋損症$構成要素
Factor D⽋損症・Factor D⽋損p/o 1.. Factor D⽋損[RH]

連鎖種別 <<Factor H⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Factor D⽋損状態$異常状態%原因
Factor D⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Factor D⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Factor D⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. Factor D⽋損症・ナイセリア感染[RH]
▼結果 <<Factor D⽋損状態$異常状態%結果
Factor D⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Factor D⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Factor D⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Factor D⽋損症・Factor D⽋損[RH]
原因a/o 1.. Factor D⽋損症・Factor D⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Factor D⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因a/o 1.. Factor D⽋損症・Factor D⽋損[RH]

Factor D⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Factor H⽋損症$構成要素
Factor D⽋損症・Factor D⽋損p/o 1.. Factor D⽋損[RH]

連鎖種別 <<Factor H⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Factor D⽋損状態$異常状態%原因
Factor D⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Factor D⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Factor D⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. Factor D⽋損症・ナイセリア感染[RH]
▼結果 <<Factor D⽋損状態$異常状態%結果
Factor D⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Factor D⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Factor D⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. Factor D⽋損症・Factor D⽋損[RH]
原因a/o 1.. Factor D⽋損症・Factor D⽋損[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Factor D⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因a/o 1.. Factor D⽋損症・Factor D⽋損[RH]

Factor D⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Properdin⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Properdin⽋損症・Properdin⽋損p/o 1.. Properdin⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Properdin⽋損状態$異常状態%原因
Properdin⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Properdin⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Properdin⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. Properdin⽋損症・ナイセリア感染[RH]
▼結果 <<Properdin⽋損状態$異常状態%結果
Properdin⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Properdin⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Properdin⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Properdin⽋損症・Properdin⽋損[RH]

原因
a/o 1.. Properdin⽋損症・Properdin⽋損[RH]

▼構成要素 <<Factor D⽋損症$構成要素
Properdin⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<Factor D⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. Properdin⽋損症・Properdin⽋損[RH]

Properdin⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Properdin⽋損症・Properdin⽋損p/o 1.. Properdin⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Properdin⽋損状態$異常状態%原因
Properdin⽋損・暫定連鎖(原因)a/o 1.. Properdin⽋損症・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<Properdin⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. Properdin⽋損症・ナイセリア感染[RH]
▼結果 <<Properdin⽋損状態$異常状態%結果
Properdin⽋損・暫定連鎖(結果)a/o 1.. Properdin⽋損症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
Properdin⽋損症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果
a/o 1.. Properdin⽋損症・Properdin⽋損[RH]

原因
a/o 1.. Properdin⽋損症・Properdin⽋損[RH]

▼構成要素 <<Factor D⽋損症$構成要素
Properdin⽋損症・ナイセリア感染p/o 1.. ナイセリア感染[RH]

連鎖種別 <<Factor D⽋損症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ナイセリア感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. Properdin⽋損症・Properdin⽋損[RH]

Properdin⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼IgE症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼IgE症候群・⾼IgE⾎症p/o 1.. ⾼IgE⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼IgE⾎症状態$異常状態%原因
⾼IgE⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾼IgE症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼IgE⾎症状態$異常状態%結果
⾼IgE⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾼IgE症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⾼IgE症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. ⾼IgE症候群・⾼IgE⾎症[RH]
原因

a/o 1.. ⾼IgE症候群・⾼IgE⾎症[RH]

⾼IgE症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼IgE症候群・⾼IgE⾎症p/o 1.. ⾼IgE⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼IgE⾎症状態$異常状態%原因
⾼IgE⾎症・暫定連鎖(原因)a/o 1.. ⾼IgE症候群・暫定連鎖[RH]
▼結果 <<⾼IgE⾎症状態$異常状態%結果
⾼IgE⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. ⾼IgE症候群・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
⾼IgE症候群・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

結果a/o 1.. ⾼IgE症候群・⾼IgE⾎症[RH]
原因

a/o 1.. ⾼IgE症候群・⾼IgE⾎症[RH]

⾼IgE症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性じんま疹
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性じんま疹・真⽪に浮腫が⽣じ⽪膚が限局性に扁平に隆起した膨疹p/o 1.. 真⽪に浮腫が⽣じ⽪膚が限局性に扁平に隆起した膨疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<真⽪に浮腫が⽣じ⽪膚が限局性に扁平に隆起した膨疹状態$異常状態%原因
真⽪に浮腫が⽣じ⽪膚が限局性に扁平に隆起した膨疹・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 急性じんま疹・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
急性じんま疹・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 急性じんま疹・真⽪に浮腫が⽣じ⽪膚が限局性に扁平に隆起した膨疹[RH]

急性じんま疹 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性じんま疹・真⽪に浮腫が⽣じ⽪膚が限局性に扁平に隆起した膨疹p/o 1.. 真⽪に浮腫が⽣じ⽪膚が限局性に扁平に隆起した膨疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<真⽪に浮腫が⽣じ⽪膚が限局性に扁平に隆起した膨疹状態$異常状態%原因
真⽪に浮腫が⽣じ⽪膚が限局性に扁平に隆起した膨疹・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 急性じんま疹・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
急性じんま疹・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 急性じんま疹・真⽪に浮腫が⽣じ⽪膚が限局性に扁平に隆起した膨疹[RH]

急性じんま疹 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アナフィラキシーショック
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アナフィラキシーショック・循環不全p/o 1.. 循環不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<循環不全状態$異常状態%結果a/o 1.. アナフィラキシーショック・全⾝倦怠感[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アナフィラキシーショック・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. アナフィラキシーショック・循環不全[RH]

アナフィラキシーショック 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アナフィラキシーショック・循環不全p/o 1.. 循環不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<循環不全状態$異常状態%結果a/o 1.. アナフィラキシーショック・全⾝倦怠感[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アナフィラキシーショック・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. アナフィラキシーショック・循環不全[RH]

アナフィラキシーショック 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎p/o 1.. 溶⾎性貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・⾚⾎球破壊[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・全⾝倦怠感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・⾚⾎球破壊p/o 1.. ⾚⾎球破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾚⾎球破壊状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎[RH]

⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎p/o 1.. 溶⾎性貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・⾚⾎球破壊[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・全⾝倦怠感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・⾚⾎球破壊p/o 1.. ⾚⾎球破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾚⾎球破壊状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎[RH]

⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎p/o 1.. 溶⾎性貧⾎[RH]

連鎖種別 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・全⾝倦怠感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下p/o 1.. ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎[RH]

▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎[RH]

温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎p/o 1.. 溶⾎性貧⾎[RH]

連鎖種別 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎状態$異常状態%結果a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・全⾝倦怠感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下p/o 1.. ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビンのβ鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎[RH]

▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎[RH]

温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎⼩板減少性紫斑病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⼩板減少性紫斑病・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎⼩板減少性紫斑病・抗⾎⼩板抗体陽性[RH]
▼結果 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎⼩板減少性紫斑病・易出⾎性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⼩板減少性紫斑病・抗⾎⼩板抗体陽性p/o 1.. 抗⾎⼩板抗体陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<抗⾎⼩板抗体陽性状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎⼩板減少性紫斑病・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⼩板減少性紫斑病・易出⾎性p/o 1.. 易出⾎性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易出⾎性状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎⼩板減少性紫斑病・⾎⼩板減少[RH]

⾎⼩板減少性紫斑病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⼩板減少性紫斑病・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎⼩板減少性紫斑病・抗⾎⼩板抗体陽性[RH]
▼結果 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎⼩板減少性紫斑病・易出⾎性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⼩板減少性紫斑病・抗⾎⼩板抗体陽性p/o 1.. 抗⾎⼩板抗体陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<抗⾎⼩板抗体陽性状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎⼩板減少性紫斑病・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⼩板減少性紫斑病・易出⾎性p/o 1.. 易出⾎性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<易出⾎性状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎⼩板減少性紫斑病・⾎⼩板減少[RH]

⾎⼩板減少性紫斑病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性⾎⼩板減少性紫斑病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性⾎⼩板減少性紫斑病・紫斑p/o 1.. 紫斑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<紫斑状態$異常状態%原因
紫斑・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 特発性⾎⼩板減少性紫斑病・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
特発性⾎⼩板減少性紫斑病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 特発性⾎⼩板減少性紫斑病・紫斑[RH]

特発性⾎⼩板減少性紫斑病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性⾎⼩板減少性紫斑病・紫斑p/o 1.. 紫斑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<紫斑状態$異常状態%原因
紫斑・暫定連鎖(原因)a/o 1.. 特発性⾎⼩板減少性紫斑病・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
特発性⾎⼩板減少性紫斑病・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
結果a/o 1.. 特発性⾎⼩板減少性紫斑病・紫斑[RH]

特発性⾎⼩板減少性紫斑病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 臍ヘルニア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (6)] 絞扼性臍ヘルニア，⾮還納性臍ヘルニア，閉塞性臍ヘルニア，壊疽性臍ヘルニア，

臍ヘルニア嵌頓，I-cell病・臍ヘルニア
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
臍ヘルニア・腸管が⽪膚と腹膜に包まれた状態で臍輪から脱出した状態p/o 1.. 腸管が⽪膚と腹膜に包まれた状態で臍輪から脱出した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腸管が⽪膚と腹膜に包まれた状態で臍輪から脱出した状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 臍ヘルニア・臍輪の閉鎖不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
臍ヘルニア・臍輪の閉鎖不全p/o 1.. 臍輪の閉鎖不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<臍輪の閉鎖不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 臍ヘルニア・腸管が⽪膚と腹膜に包まれた状態で臍輪から脱出した状態[RH]

臍ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
臍ヘルニア・腸管が⽪膚と腹膜に包まれた状態で臍輪から脱出した状態p/o 1.. 腸管が⽪膚と腹膜に包まれた状態で臍輪から脱出した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腸管が⽪膚と腹膜に包まれた状態で臍輪から脱出した状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 臍ヘルニア・臍輪の閉鎖不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
臍ヘルニア・臍輪の閉鎖不全p/o 1.. 臍輪の閉鎖不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<臍輪の閉鎖不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 臍ヘルニア・腸管が⽪膚と腹膜に包まれた状態で臍輪から脱出した状態[RH]

臍ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 976 ]

[Class Name] 絞扼性臍ヘルニア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 臍ヘルニア
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
絞扼性臍ヘルニア・臍ヘルニアが臍輪により締め付けられ⾎⾏障害を伴う状態p/o 1.. 臍ヘルニアが臍輪により締め付けられ⾎⾏障害を伴う状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

絞扼性臍ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
絞扼性臍ヘルニア・臍ヘルニアが臍輪により締め付けられ⾎⾏障害を伴う状態p/o 1.. 臍ヘルニアが臍輪により締め付けられ⾎⾏障害を伴う状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

絞扼性臍ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾮還納性臍ヘルニア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 臍ヘルニア
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮還納性臍ヘルニア・臍ヘルニアが押しても腹腔内へ戻らない状態p/o 1.. 臍ヘルニアが押しても腹腔内へ戻らない状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾮還納性臍ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮還納性臍ヘルニア・臍ヘルニアが押しても腹腔内へ戻らない状態p/o 1.. 臍ヘルニアが押しても腹腔内へ戻らない状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾮還納性臍ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 閉塞性臍ヘルニア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 臍ヘルニア
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性臍ヘルニア・臍ヘルニア内腔の通過障害p/o 1.. 臍ヘルニア内腔の通過障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

閉塞性臍ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性臍ヘルニア・臍ヘルニア内腔の通過障害p/o 1.. 臍ヘルニア内腔の通過障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

閉塞性臍ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 壊疽性臍ヘルニア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 臍ヘルニア
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

壊疽性臍ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）壊疽性臍ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 臍ヘルニア嵌頓
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 臍ヘルニア
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
臍ヘルニア嵌頓・臍ヘルニアに腸管の⾎⾏障害ありp/o 1.. 臍ヘルニアに腸管の⾎⾏障害あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

臍ヘルニア嵌頓 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
臍ヘルニア嵌頓・臍ヘルニアに腸管の⾎⾏障害ありp/o 1.. 臍ヘルニアに腸管の⾎⾏障害あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

臍ヘルニア嵌頓 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] I-cell病・臍ヘルニア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 臍ヘルニア
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

I-cell病・臍ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）I-cell病・臍ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] フェニルケトン尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (1)] 古典的フェニルケトン尿症
[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェニルケトン尿症・体内にフェニルアラニンの蓄積p/o 1.. 体内にフェニルアラニンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<体内にフェニルアラニンの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. フェニルケトン尿症・痙攣[RH]

▼結果 <<体内にフェニルアラニンの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. フェニルケトン尿症・精神遅滞[RH]

▼結果 <<体内にフェニルアラニンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. フェニルケトン尿症・脳波異常[RH]
▼結果 <<体内にフェニルアラニンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. フェニルケトン尿症・ネズミの尿臭の尿[RH]
▼結果 <<体内にフェニルアラニンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. フェニルケトン尿症・⾼フェニルアラニン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェニルケトン尿症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. フェニルケトン尿症・体内にフェニルアラニンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェニルケトン尿症・精神遅滞p/o 1.. 精神遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. フェニルケトン尿症・体内にフェニルアラニンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェニルケトン尿症・脳波異常p/o 1.. 脳波異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脳波異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. フェニルケトン尿症・体内にフェニルアラニンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェニルケトン尿症・ネズミの尿臭の尿p/o 1.. ネズミの尿臭の尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ネズミの尿臭の尿状態$異常状態%原因a/o 1.. フェニルケトン尿症・体内にフェニルアラニンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェニルケトン尿症・⾼フェニルアラニン⾎症p/o 1.. ⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼フェニルアラニン⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. フェニルケトン尿症・体内にフェニルアラニンの蓄積[RH]

フェニルケトン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェニルケトン尿症・体内にフェニルアラニンの蓄積p/o 1.. 体内にフェニルアラニンの蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<体内にフェニルアラニンの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. フェニルケトン尿症・痙攣[RH]

▼結果 <<体内にフェニルアラニンの蓄積状態$異常状態%結果
a/o 1.. フェニルケトン尿症・精神遅滞[RH]

▼結果 <<体内にフェニルアラニンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. フェニルケトン尿症・脳波異常[RH]
▼結果 <<体内にフェニルアラニンの蓄積状態$異常状態%結果a/o 1.. フェニルケトン尿症・ネズミの尿臭の尿[RH]
▼結果 <<体内にフェニルアラニンの蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. フェニルケトン尿症・⾼フェニルアラニン⾎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェニルケトン尿症・痙攣p/o 1.. 痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<痙攣状態$異常状態%原因
a/o 1.. フェニルケトン尿症・体内にフェニルアラニンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェニルケトン尿症・精神遅滞p/o 1.. 精神遅滞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精神遅滞状態$異常状態%原因a/o 1.. フェニルケトン尿症・体内にフェニルアラニンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェニルケトン尿症・脳波異常p/o 1.. 脳波異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脳波異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. フェニルケトン尿症・体内にフェニルアラニンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェニルケトン尿症・ネズミの尿臭の尿p/o 1.. ネズミの尿臭の尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ネズミの尿臭の尿状態$異常状態%原因a/o 1.. フェニルケトン尿症・体内にフェニルアラニンの蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェニルケトン尿症・⾼フェニルアラニン⾎症p/o 1.. ⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼フェニルアラニン⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. フェニルケトン尿症・体内にフェニルアラニンの蓄積[RH]

フェニルケトン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 古典的フェニルケトン尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / フェニルケトン尿症
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
古典的フェニルケトン尿症・古典的フェニルケトン尿症の⾼フェニルアラニン⾎症p/o 1.. 古典的フェニルケトン尿症の⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<古典的フェニルケトン尿症の⾼フェニルアラニン⾎症状態$異常状態%結果
古典的フェニルケトン尿症の⾼フェニルアラニン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 古典的フェニルケトン尿症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
古典的フェニルケトン尿症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 古典的フェニルケトン尿症・古典的フェニルケトン尿症の⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

古典的フェニルケトン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
古典的フェニルケトン尿症・古典的フェニルケトン尿症の⾼フェニルアラニン⾎症p/o 1.. 古典的フェニルケトン尿症の⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<古典的フェニルケトン尿症の⾼フェニルアラニン⾎症状態$異常状態%結果
古典的フェニルケトン尿症の⾼フェニルアラニン⾎症・暫定連鎖(結果)a/o 1.. 古典的フェニルケトン尿症・暫定連鎖[RH]

構成要素 <<
古典的フェニルケトン尿症・暫定連鎖p/o 1.. 暫定連鎖

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因a/o 1.. 古典的フェニルケトン尿症・古典的フェニルケトン尿症の⾼フェニルアラニン⾎症[RH]

古典的フェニルケトン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (20)] 1型糖尿病，⾃⼰免疫性糖尿病，特発性糖尿病，2型糖尿病，

インスリン分泌不全糖尿病，MODY1，MODY2，MODY3，MODY4，
MODY5，MODY6，MIDD，幼児肥満・糖尿病，学童肥満・糖尿病，
思春期肥満・糖尿病，病的肥満症・糖尿病，薬物誘発性肥満症・糖尿病，
妖精症・糖尿病，Rabson-Mendenhall症候群・糖尿病，
甲状腺機能亢進症・糖尿病

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖尿病・空腹時⾎糖126mg/dl以上p/o 1.. 空腹時⾎糖126mg/dl以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
糖尿病・空腹時⾎糖126mg/dl以上p/o 1.. 空腹時⾎糖126mg/dl以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 1型糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<糖尿病$構成要素
1型糖尿病・空腹時⾎糖126mg/dl以上p/o 1.. 空腹時⾎糖126mg/dl以上[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

1型糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<糖尿病$構成要素
1型糖尿病・空腹時⾎糖126mg/dl以上p/o 1.. 空腹時⾎糖126mg/dl以上[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

1型糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾃⼰免疫性糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<糖尿病$構成要素
⾃⼰免疫性糖尿病・空腹時⾎糖126mg/dl以上p/o 1.. 空腹時⾎糖126mg/dl以上[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾃⼰免疫性糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<糖尿病$構成要素
⾃⼰免疫性糖尿病・空腹時⾎糖126mg/dl以上p/o 1.. 空腹時⾎糖126mg/dl以上[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾃⼰免疫性糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<糖尿病$構成要素
特発性糖尿病・空腹時⾎糖126mg/dl以上p/o 1.. 空腹時⾎糖126mg/dl以上[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

特発性糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<糖尿病$構成要素
特発性糖尿病・空腹時⾎糖126mg/dl以上p/o 1.. 空腹時⾎糖126mg/dl以上[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

特発性糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 2型糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<糖尿病$構成要素
2型糖尿病・空腹時⾎糖126mg/dl以上p/o 1.. 空腹時⾎糖126mg/dl以上[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

2型糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<糖尿病$構成要素
2型糖尿病・空腹時⾎糖126mg/dl以上p/o 1.. 空腹時⾎糖126mg/dl以上[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

2型糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] インスリン分泌不全糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<糖尿病$構成要素
インスリン分泌不全糖尿病・空腹時⾎糖126mg/dl以上p/o 1.. 空腹時⾎糖126mg/dl以上[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

インスリン分泌不全糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<糖尿病$構成要素
インスリン分泌不全糖尿病・空腹時⾎糖126mg/dl以上p/o 1.. 空腹時⾎糖126mg/dl以上[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

インスリン分泌不全糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] MODY1
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY1・インスリン分泌不全p/o 1.. インスリン分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<インスリン分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. MODY1・⾼⾎糖[RH]
▼結果 <<インスリン分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. MODY1・蛋⽩異化の亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY1・⾼⾎糖p/o 1.. ⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. MODY1・インスリン分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY1・蛋⽩異化の亢進p/o 1.. 蛋⽩異化の亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<蛋⽩異化の亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. MODY1・インスリン分泌不全[RH]

MODY1 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY1・インスリン分泌不全p/o 1.. インスリン分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<インスリン分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. MODY1・⾼⾎糖[RH]
▼結果 <<インスリン分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. MODY1・蛋⽩異化の亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY1・⾼⾎糖p/o 1.. ⾼⾎糖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎糖状態$異常状態%原因a/o 1.. MODY1・インスリン分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY1・蛋⽩異化の亢進p/o 1.. 蛋⽩異化の亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<蛋⽩異化の亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. MODY1・インスリン分泌不全[RH]

MODY1 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] MODY2
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY2・インスリン分泌不全p/o 1.. インスリン分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<インスリン分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. MODY2・⼦宮内発育不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY2・⼦宮内発育不全p/o 1.. ⼦宮内発育不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼦宮内発育不全状態$異常状態%原因a/o 1.. MODY2・インスリン分泌不全[RH]

MODY2 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY2・インスリン分泌不全p/o 1.. インスリン分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<インスリン分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. MODY2・⼦宮内発育不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY2・⼦宮内発育不全p/o 1.. ⼦宮内発育不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼦宮内発育不全状態$異常状態%原因a/o 1.. MODY2・インスリン分泌不全[RH]

MODY2 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] MODY3
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY3・MODY (maturity onset diabetes of the young)遺伝⼦異常p/o 1.. MODY (maturity onset diabetes of the young)遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

MODY3 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY3・MODY (maturity onset diabetes of the young)遺伝⼦異常p/o 1.. MODY (maturity onset diabetes of the young)遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

MODY3 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] MODY4
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY4・インスリン分泌不全p/o 1.. インスリン分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<インスリン分泌不全状態$異常状態%原因a/o 1.. MODY4・13q12.1に局在するIPF1遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY4・13q12.1に局在するIPF1遺伝⼦異常p/o 1.. 13q12.1に局在するIPF1遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<13q12.1に局在するIPF1遺伝⼦異常状態$異常状態%結果a/o 1.. MODY4・インスリン分泌不全[RH]

MODY4 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY4・インスリン分泌不全p/o 1.. インスリン分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<インスリン分泌不全状態$異常状態%原因a/o 1.. MODY4・13q12.1に局在するIPF1遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY4・13q12.1に局在するIPF1遺伝⼦異常p/o 1.. 13q12.1に局在するIPF1遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<13q12.1に局在するIPF1遺伝⼦異常状態$異常状態%結果a/o 1.. MODY4・インスリン分泌不全[RH]

MODY4 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] MODY5
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY5・MODY (maturity onset diabetes of the young)遺伝⼦異常p/o 1.. MODY (maturity onset diabetes of the young)遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

MODY5 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY5・MODY (maturity onset diabetes of the young)遺伝⼦異常p/o 1.. MODY (maturity onset diabetes of the young)遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

MODY5 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] MODY6
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY6・インスリン分泌不全p/o 1.. インスリン分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

MODY6 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
MODY6・インスリン分泌不全p/o 1.. インスリン分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

MODY6 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] MIDD
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MIDD・難聴p/o 1.. 難聴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

MIDD 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
MIDD・難聴p/o 1.. 難聴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

MIDD 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 幼児肥満・糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

幼児肥満・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）幼児肥満・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学童肥満・糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

学童肥満・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）学童肥満・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 思春期肥満・糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

思春期肥満・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）思春期肥満・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 病的肥満症・糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

病的肥満症・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）病的肥満症・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬物誘発性肥満症・糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

薬物誘発性肥満症・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）薬物誘発性肥満症・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 妖精症・糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

妖精症・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）妖精症・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Rabson-Mendenhall症候群・糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

Rabson-Mendenhall症候群・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）Rabson-Mendenhall症候群・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⼩児科20140507b.xml ]

[ Page - 1005 ]

[Class Name] 甲状腺機能亢進症・糖尿病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 糖尿病
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

甲状腺機能亢進症・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）甲状腺機能亢進症・糖尿病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 17，20デスモラーゼ⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes] 

[Graph (85%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
17，20デスモラーゼ⽋損症・17，20デスモラーゼ⽋損p/o 1.. 17，20デスモラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

17，20デスモラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
17，20デスモラーゼ⽋損症・17，20デスモラーゼ⽋損p/o 1.. 17，20デスモラーゼ⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

17，20デスモラーゼ⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）


