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[Class Name] 気管・気管⽀の先天的異常
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (9)] 気管無形成，気管⾷道瘻，先天性気管狭窄症，先天性気管⽀狭窄症，

気管・気管⽀軟化症，先天性気管⽀閉鎖症，Ectopic bronchus，
気管⽀胆管瘻，Klippel-Feil症候群

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀の先天的異常・気管・気管⽀の先天的異常【異常状態】p/o 1.. 気管・気管⽀の先天的異常【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

気管・気管⽀の先天的異常 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀の先天的異常・気管・気管⽀の先天的異常【異常状態】p/o 1.. 気管・気管⽀の先天的異常【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

気管・気管⽀の先天的異常 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管無形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・先天的に気管無形成p/o 1.. 先天的に気管無形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天的に気管無形成状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管無形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管無形成・先天的に気管無形成[RH]
▼原因 <<気管無形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管無形成・先天性形成異常[RH]
▼結果 <<気管無形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 気管無形成・先天的に気管が未形成[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・先天的に気管が未形成p/o 1.. 先天的に気管が未形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天的に気管が未形成状態$異常状態%原因a/o 0.. 気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way strong
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・先天性形成異常p/o 0.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 0.. 気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<気管無形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 気管無形成・先天性形成異常[RH]
▼結果 <<気管無形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 気管無形成・先天的に気管が未形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・先天的に気管が未形成p/o 0.. 先天的に気管が未形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<先天的に気管が未形成状態$異常状態%原因a/o 0.. 気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・先天的に気管無形成p/o 0.. 先天的に気管無形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖

気管無形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・先天的に気管無形成p/o 1.. 先天的に気管無形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天的に気管無形成状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管無形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管無形成・先天的に気管無形成[RH]
▼原因 <<気管無形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管無形成・先天性形成異常[RH]
▼結果 <<気管無形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 気管無形成・先天的に気管が未形成[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・先天的に気管が未形成p/o 1.. 先天的に気管が未形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天的に気管が未形成状態$異常状態%原因a/o 0.. 気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way strong
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・先天性形成異常p/o 0.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 0.. 気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<気管無形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 気管無形成・先天性形成異常[RH]
▼結果 <<気管無形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 気管無形成・先天的に気管が未形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・先天的に気管が未形成p/o 0.. 先天的に気管が未形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<先天的に気管が未形成状態$異常状態%原因a/o 0.. 気管無形成・気管無形成・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管無形成・先天的に気管無形成p/o 0.. 先天的に気管無形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖

気管無形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #派⽣連鎖a/o 1 #派⽣連鎖
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[Class Name] 気管⾷道瘻
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常

[Sub Classes (5)] 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型，
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型，
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型，
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型，
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⾷道瘻・気管⾷道瘻・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻・気管⾷道瘻・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻・呼吸器感染症[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻・気管⾷道瘻・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⾷道瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⾷道瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]
▼原因 <<気管⾷道瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⾷道瘻・先天性発達障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻・先天性発達障害p/o 1.. 先天性発達障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性発達障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻・気管⾷道瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻・気管⾷道瘻・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⾷道瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⾷道瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⾷道瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]
▼結果 <<気管⾷道瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⾷道瘻・⼝腔内唾液が貯留[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻・⼝腔内唾液が貯留p/o 1.. ⼝腔内唾液が貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼝腔内唾液が貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⾷道瘻・気管⾷道瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻・呼吸器感染症p/o 1.. 呼吸器感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸器感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⾷道瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

気管⾷道瘻 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⾷道瘻・気管⾷道瘻・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻・気管⾷道瘻・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻・呼吸器感染症[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻・気管⾷道瘻・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⾷道瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⾷道瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]
▼原因 <<気管⾷道瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⾷道瘻・先天性発達障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻・先天性発達障害p/o 1.. 先天性発達障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性発達障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⾷道瘻・気管⾷道瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻・気管⾷道瘻・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⾷道瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⾷道瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⾷道瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]
▼結果 <<気管⾷道瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⾷道瘻・⼝腔内唾液が貯留[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻・⼝腔内唾液が貯留p/o 1.. ⼝腔内唾液が貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼝腔内唾液が貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⾷道瘻・気管⾷道瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻・呼吸器感染症p/o 1.. 呼吸器感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸器感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⾷道瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

気管⾷道瘻 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼原因 <<呼吸器感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⾷道瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]
▼原因 <<呼吸器感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⾷道瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]
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[Class Name] 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常 / 気管⾷道瘻

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⾷道瘻$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

▼結果 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通しているp/o 1.. ⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⾷道瘻$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

▼結果 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通しているp/o 1.. ⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ａ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常 / 気管⾷道瘻

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⾷道瘻$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

▼結果 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通しているp/o 1.. ⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⾷道瘻$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

▼結果 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通しているp/o 1.. ⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｂ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常 / 気管⾷道瘻

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⾷道瘻$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

▼結果 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通しているp/o 1.. ⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⾷道瘻$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

▼結果 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通しているp/o 1.. ⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｃ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常 / 気管⾷道瘻

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⾷道瘻$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

▼結果 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通しているp/o 1.. ⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⾷道瘻$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

▼結果 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通しているp/o 1.. ⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｄ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常 / 気管⾷道瘻

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⾷道瘻$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

▼結果 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通しているp/o 1.. ⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⾷道瘻$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

▼結果 <<気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通しているp/o 1.. ⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道閉鎖または気管と⾷道が瘻孔で交通している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⾷道瘻Ｖｏｒｔ，Ｇｒｏｓｓの分類Ｅ型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性気管狭窄症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・先天的に気管が狭窄しているp/o 1.. 先天的に気管が狭窄している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天的に気管が狭窄している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<先天的に気管が狭窄している状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天的に気管が狭窄している[RH]
▼原因 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管軟⾻形成異常[RH]
▼原因 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・重複⼤動脈⼸[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・先天性気管軟⾻形成異常p/o 1.. 先天性気管軟⾻形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性気管軟⾻形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・重複⼤動脈⼸p/o 1.. 重複⼤動脈⼸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<重複⼤動脈⼸状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天的に気管が狭窄している[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・喘鳴[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性気管狭窄症・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・分節性狭窄型先天性気管狭窄症[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・びまん狭窄型先天性気管狭窄症[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性気管狭窄症・漏⽃状狭窄型先天性気管狭窄症[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・換気障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・喘鳴p/o 1.. 喘鳴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

先天性気管狭窄症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・先天的に気管が狭窄しているp/o 1.. 先天的に気管が狭窄している[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天的に気管が狭窄している状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<先天的に気管が狭窄している状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天的に気管が狭窄している[RH]
▼原因 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管軟⾻形成異常[RH]
▼原因 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・重複⼤動脈⼸[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・先天性気管軟⾻形成異常p/o 1.. 先天性気管軟⾻形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性気管軟⾻形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・重複⼤動脈⼸p/o 1.. 重複⼤動脈⼸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<重複⼤動脈⼸状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天的に気管が狭窄している[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・喘鳴[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性気管狭窄症・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・分節性狭窄型先天性気管狭窄症[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・びまん狭窄型先天性気管狭窄症[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性気管狭窄症・漏⽃状狭窄型先天性気管狭窄症[RH]
▼結果 <<先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管狭窄症・換気障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・喘鳴p/o 1.. 喘鳴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

先天性気管狭窄症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・分節性狭窄型先天性気管狭窄症p/o 1.. 分節性狭窄型先天性気管狭窄症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分節性狭窄型先天性気管狭窄症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・びまん狭窄型先天性気管狭窄症p/o 1.. びまん狭窄型先天性気管狭窄症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん狭窄型先天性気管狭窄症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・漏⽃状狭窄型先天性気管狭窄症p/o 1.. 漏⽃状狭窄型先天性気管狭窄症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<漏⽃状狭窄型先天性気管狭窄症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・換気障害p/o 1.. 換気障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<換気障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・分節性狭窄型先天性気管狭窄症p/o 1.. 分節性狭窄型先天性気管狭窄症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分節性狭窄型先天性気管狭窄症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・びまん狭窄型先天性気管狭窄症p/o 1.. びまん狭窄型先天性気管狭窄症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん狭窄型先天性気管狭窄症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・漏⽃状狭窄型先天性気管狭窄症p/o 1.. 漏⽃状狭窄型先天性気管狭窄症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<漏⽃状狭窄型先天性気管狭窄症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管狭窄症・換気障害p/o 1.. 換気障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<換気障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管狭窄症・先天性気管狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 先天性気管⽀狭窄症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀狭窄症・先天的に気管⽀狭窄をみとめるp/o 1.. 先天的に気管⽀狭窄をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天的に気管⽀狭窄をみとめる状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<先天的に気管⽀狭窄をみとめる状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀狭窄症・先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天的に気管⽀狭窄をみとめる[RH]
▼原因 <<先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天的形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀狭窄症・先天的形成異常p/o 1.. 先天的形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天的形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀狭窄症・先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天的に気管⽀狭窄をみとめる[RH]
▼結果 <<先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀狭窄症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性気管⽀狭窄症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀狭窄症・先天的に気管⽀狭窄をみとめるp/o 1.. 先天的に気管⽀狭窄をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天的に気管⽀狭窄をみとめる状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<先天的に気管⽀狭窄をみとめる状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀狭窄症・先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天的に気管⽀狭窄をみとめる[RH]
▼原因 <<先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天的形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀狭窄症・先天的形成異常p/o 1.. 先天的形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天的形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀狭窄症・先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天的に気管⽀狭窄をみとめる[RH]
▼結果 <<先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀狭窄症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀狭窄症・先天性気管⽀狭窄症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性気管⽀狭窄症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管・気管⽀軟化症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常

[Sub Classes (2)] 先天性気管・気管⽀軟化症，続発性気管・気管⽀軟化症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたすp/o 1.. 気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

▼原因 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・先天性[RH]
▼原因 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・後天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・後天性p/o 1.. 後天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<後天性状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

▼結果 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・咳嗽[RH]

▼結果 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・呼気性呼吸困難[RH]
▼結果 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・⼑鞘型気管・気管⽀軟化症[RH]
▼結果 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・三⽇⽉型気管・気管⽀軟化症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・呼気性呼吸困難p/o 1.. 呼気性呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼気性呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・⼑鞘型気管・気管⽀軟化症p/o 1.. ⼑鞘型気管・気管⽀軟化症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼑鞘型気管・気管⽀軟化症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・三⽇⽉型気管・気管⽀軟化症p/o 1.. 三⽇⽉型気管・気管⽀軟化症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<三⽇⽉型気管・気管⽀軟化症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

気管・気管⽀軟化症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたすp/o 1.. 気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

▼原因 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・先天性[RH]
▼原因 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・後天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・後天性p/o 1.. 後天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<後天性状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

▼結果 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・咳嗽[RH]

▼結果 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・呼気性呼吸困難[RH]
▼結果 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・⼑鞘型気管・気管⽀軟化症[RH]
▼結果 <<気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・三⽇⽉型気管・気管⽀軟化症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・呼気性呼吸困難p/o 1.. 呼気性呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼気性呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・⼑鞘型気管・気管⽀軟化症p/o 1.. ⼑鞘型気管・気管⽀軟化症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼑鞘型気管・気管⽀軟化症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管・気管⽀軟化症・三⽇⽉型気管・気管⽀軟化症p/o 1.. 三⽇⽉型気管・気管⽀軟化症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<三⽇⽉型気管・気管⽀軟化症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管・気管⽀軟化症・気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

気管・気管⽀軟化症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性気管・気管⽀軟化症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常 / 気管・気管⽀軟化症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管・気管⽀軟化症$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたすp/o 1.. 気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]
▼原因 <<先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・Ehlers-Danlos症候群[RH]
▼原因 <<先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・未熟児[RH]
▼原因 <<先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管⽀肺前腸奇形[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・Ehlers-Danlos症候群p/o 1.. Ehlers-Danlos症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ehlers-Danlos症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・未熟児p/o 1.. 未熟児[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<未熟児状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管⽀肺前腸奇形p/o 1.. 先天性気管⽀肺前腸奇形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性気管⽀肺前腸奇形状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]
▼結果 <<先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天的に気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・先天的に気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたすp/o 1.. 先天的に気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天的に気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性気管・気管⽀軟化症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管・気管⽀軟化症$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたすp/o 1.. 気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]
▼原因 <<先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・Ehlers-Danlos症候群[RH]
▼原因 <<先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・未熟児[RH]
▼原因 <<先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管⽀肺前腸奇形[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・Ehlers-Danlos症候群p/o 1.. Ehlers-Danlos症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ehlers-Danlos症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・未熟児p/o 1.. 未熟児[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<未熟児状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管⽀肺前腸奇形p/o 1.. 先天性気管⽀肺前腸奇形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性気管⽀肺前腸奇形状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]
▼結果 <<先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天的に気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管・気管⽀軟化症・先天的に気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたすp/o 1.. 先天的に気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天的に気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管・気管⽀軟化症・先天性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性気管・気管⽀軟化症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 続発性気管・気管⽀軟化症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常 / 気管・気管⽀軟化症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管・気管⽀軟化症$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたすp/o 1.. 気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]
▼原因 <<続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・⼤⾎管による気管・気管⽀圧迫[RH]
▼原因 <<続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・気管内挿管[RH]
▼原因 <<続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・悪性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・⼤⾎管による気管・気管⽀圧迫p/o 1.. ⼤⾎管による気管・気管⽀圧迫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼤⾎管による気管・気管⽀圧迫状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・気管内挿管p/o 1.. 気管内挿管[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管内挿管状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]
▼結果 <<続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・外的要因で気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・外的要因で気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたすp/o 1.. 外的要因で気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<外的要因で気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因

a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性気管・気管⽀軟化症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管・気管⽀軟化症$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたすp/o 1.. 気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]
▼原因 <<続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・⼤⾎管による気管・気管⽀圧迫[RH]
▼原因 <<続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・気管内挿管[RH]
▼原因 <<続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・悪性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・⼤⾎管による気管・気管⽀圧迫p/o 1.. ⼤⾎管による気管・気管⽀圧迫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼤⾎管による気管・気管⽀圧迫状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・気管内挿管p/o 1.. 気管内挿管[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管内挿管状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]
▼結果 <<続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・外的要因で気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管・気管⽀軟化症・外的要因で気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたすp/o 1.. 外的要因で気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<外的要因で気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%原因

a/o 1.. 続発性気管・気管⽀軟化症・続発性気管・気管⽀軟化症・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性気管・気管⽀軟化症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性気管⽀閉鎖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・胎⽣期に葉気管⽀から亜区域気管⽀レベルの気管⽀が狭窄し、その末梢の気管⽀が嚢胞状に拡張するまれな疾患p/o 1.. 胎⽣期に葉気管⽀から亜区域気管⽀レベルの気管⽀が狭窄し、その末梢の気管⽀が嚢胞状に拡張するまれな疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎⽣期に葉気管⽀から亜区域気管⽀レベルの気管⽀が狭窄し、その末梢の気管⽀が嚢胞状に拡張するまれな疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胎⽣期に葉気管⽀から亜区域気管⽀レベルの気管⽀が狭窄し、その末梢の気管⽀が嚢胞状に拡張するまれな疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・胎⽣期に葉気管⽀から亜区域気管⽀レベルの気管⽀が狭窄し、その末梢の気管⽀が嚢胞状に拡張するまれな疾患[RH]
▼原因 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・胎⽣期の⼀時的気管⽀動脈⾎流障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・胎⽣期の⼀時的気管⽀動脈⾎流障害p/o 1.. 胎⽣期の⼀時的気管⽀動脈⾎流障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胎⽣期の⼀時的気管⽀動脈⾎流障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・胎⽣期に葉気管⽀から亜区域気管⽀レベルの気管⽀が狭窄し、その末梢の気管⽀が嚢胞状に拡張するまれな疾患[RH]
▼結果 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・咳嗽[RH]
▼結果 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・⾎痰[RH]
▼結果 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・胸痛[RH]
▼結果 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・粘液栓[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・粘液栓p/o 1.. 粘液栓[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘液栓状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<粘液栓状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・局所性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・局所性気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. 局所性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<局所性気管⽀拡張症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・粘液栓[RH]

先天性気管⽀閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・胎⽣期に葉気管⽀から亜区域気管⽀レベルの気管⽀が狭窄し、その末梢の気管⽀が嚢胞状に拡張するまれな疾患p/o 1.. 胎⽣期に葉気管⽀から亜区域気管⽀レベルの気管⽀が狭窄し、その末梢の気管⽀が嚢胞状に拡張するまれな疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎⽣期に葉気管⽀から亜区域気管⽀レベルの気管⽀が狭窄し、その末梢の気管⽀が嚢胞状に拡張するまれな疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胎⽣期に葉気管⽀から亜区域気管⽀レベルの気管⽀が狭窄し、その末梢の気管⽀が嚢胞状に拡張するまれな疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・胎⽣期に葉気管⽀から亜区域気管⽀レベルの気管⽀が狭窄し、その末梢の気管⽀が嚢胞状に拡張するまれな疾患[RH]
▼原因 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・胎⽣期の⼀時的気管⽀動脈⾎流障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・胎⽣期の⼀時的気管⽀動脈⾎流障害p/o 1.. 胎⽣期の⼀時的気管⽀動脈⾎流障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胎⽣期の⼀時的気管⽀動脈⾎流障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・胎⽣期に葉気管⽀から亜区域気管⽀レベルの気管⽀が狭窄し、その末梢の気管⽀が嚢胞状に拡張するまれな疾患[RH]
▼結果 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・咳嗽[RH]
▼結果 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・⾎痰[RH]
▼結果 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・胸痛[RH]
▼結果 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・粘液栓[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・粘液栓p/o 1.. 粘液栓[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘液栓状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・先天性気管⽀閉鎖症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<粘液栓状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・局所性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀閉鎖症・局所性気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. 局所性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<局所性気管⽀拡張症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性気管⽀閉鎖症・粘液栓[RH]

先天性気管⽀閉鎖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Ectopic bronchus
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常

[Sub Classes (2)] 過剰気管⽀，転位気管⽀
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在p/o 1.. 肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%結果a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%結果a/o 1.. 過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%結果a/o 1.. 転位気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ectopic bronchus・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]
▼原因 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・先天的形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・先天的形成異常p/o 1.. 先天的形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天的形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ectopic bronchus・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]

▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ectopic bronchus・過剰気管⽀【異常状態】[RH]

▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ectopic bronchus・転位気管⽀【異常状態】[RH]

▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ectopic bronchus・気管気管⽀[RH]

▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ectopic bronchus・気管三分岐[RH]

▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ectopic bronchus・副⼼臓⽀[RH]

▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ectopic bronchus・Bridging bronchus[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・過剰気管⽀【異常状態】p/o 1.. 過剰気管⽀【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<過剰気管⽀状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・転位気管⽀【異常状態】p/o 1.. 転位気管⽀【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<転位気管⽀状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・気管気管⽀p/o 1.. 気管気管⽀[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管気管⽀状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・気管三分岐p/o 1.. 気管三分岐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管三分岐状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・副⼼臓⽀p/o 1.. 副⼼臓⽀[RH]

Ectopic bronchus 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在p/o 1.. 肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%結果a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%結果a/o 1.. 過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%結果a/o 1.. 転位気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ectopic bronchus・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]
▼原因 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・先天的形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・先天的形成異常p/o 1.. 先天的形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天的形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ectopic bronchus・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]

▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ectopic bronchus・過剰気管⽀【異常状態】[RH]

▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ectopic bronchus・転位気管⽀【異常状態】[RH]

▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ectopic bronchus・気管気管⽀[RH]

▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ectopic bronchus・気管三分岐[RH]

▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ectopic bronchus・副⼼臓⽀[RH]

▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ectopic bronchus・Bridging bronchus[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・過剰気管⽀【異常状態】p/o 1.. 過剰気管⽀【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<過剰気管⽀状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・転位気管⽀【異常状態】p/o 1.. 転位気管⽀【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<転位気管⽀状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・気管気管⽀p/o 1.. 気管気管⽀[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管気管⽀状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・気管三分岐p/o 1.. 気管三分岐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管三分岐状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・副⼼臓⽀p/o 1.. 副⼼臓⽀[RH]

Ectopic bronchus 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼原因 <<気管三分岐状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・副⼼臓⽀p/o 1.. 副⼼臓⽀[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副⼼臓⽀状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・Bridging bronchusp/o 1.. Bridging bronchus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Bridging bronchus状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<気管三分岐状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・副⼼臓⽀p/o 1.. 副⼼臓⽀[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副⼼臓⽀状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ectopic bronchus・Bridging bronchusp/o 1.. Bridging bronchus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Bridging bronchus状態$異常状態%原因a/o 1.. Ectopic bronchus・Ectopic bronchus・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 過剰気管⽀
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常 / Ectopic bronchus

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<Ectopic bronchus$構成要素
過剰気管⽀・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在p/o 1.. 肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%原因a/o 1.. 過剰気管⽀・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%結果a/o 1.. 過剰気管⽀・過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<Ectopic bronchus$構成要素
過剰気管⽀・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<Ectopic bronchus$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過剰気管⽀・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]
▼原因 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 過剰気管⽀・先天的形成異常[RH]

▼構成要素 <<Ectopic bronchus$構成要素
過剰気管⽀・先天的形成異常p/o 1.. 先天的形成異常[RH]

連鎖種別 <<Ectopic bronchus$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天的形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 過剰気管⽀・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過剰気管⽀・過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 過剰気管⽀・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]
▼結果 <<過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過剰気管⽀・正常気管⽀に加えて存在する過剰な気管⽀[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過剰気管⽀・正常気管⽀に加えて存在する過剰な気管⽀p/o 1.. 正常気管⽀に加えて存在する過剰な気管⽀[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<正常気管⽀に加えて存在する過剰な気管⽀状態$異常状態%原因a/o 1.. 過剰気管⽀・過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]

過剰気管⽀ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Ectopic bronchus$構成要素
過剰気管⽀・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在p/o 1.. 肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%原因a/o 1.. 過剰気管⽀・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%結果a/o 1.. 過剰気管⽀・過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<Ectopic bronchus$構成要素
過剰気管⽀・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<Ectopic bronchus$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過剰気管⽀・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]
▼原因 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 過剰気管⽀・先天的形成異常[RH]

▼構成要素 <<Ectopic bronchus$構成要素
過剰気管⽀・先天的形成異常p/o 1.. 先天的形成異常[RH]

連鎖種別 <<Ectopic bronchus$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天的形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 過剰気管⽀・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過剰気管⽀・過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 過剰気管⽀・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]
▼結果 <<過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過剰気管⽀・正常気管⽀に加えて存在する過剰な気管⽀[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過剰気管⽀・正常気管⽀に加えて存在する過剰な気管⽀p/o 1.. 正常気管⽀に加えて存在する過剰な気管⽀[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<正常気管⽀に加えて存在する過剰な気管⽀状態$異常状態%原因a/o 1.. 過剰気管⽀・過剰気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]

過剰気管⽀ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 転位気管⽀
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常 / Ectopic bronchus

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<Ectopic bronchus$構成要素
転位気管⽀・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在p/o 1.. 肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%原因a/o 1.. 転位気管⽀・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%結果

a/o 1.. 転位気管⽀・転位気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<Ectopic bronchus$構成要素
転位気管⽀・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<Ectopic bronchus$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 転位気管⽀・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]
▼原因 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 転位気管⽀・先天的形成異常[RH]
▼構成要素 <<Ectopic bronchus$構成要素
転位気管⽀・先天的形成異常p/o 1.. 先天的形成異常[RH]

連鎖種別 <<Ectopic bronchus$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天的形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 転位気管⽀・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転位気管⽀・転位気管⽀・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 転位気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<転位気管⽀・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転位気管⽀・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]
▼結果 <<転位気管⽀・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 転位気管⽀・気管⽀の位置が転位し、本来の分岐位置から離れたところから分岐しているもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転位気管⽀・気管⽀の位置が転位し、本来の分岐位置から離れたところから分岐しているものp/o 1.. 気管⽀の位置が転位し、本来の分岐位置から離れたところから分岐しているもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀の位置が転位し、本来の分岐位置から離れたところから分岐しているもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 転位気管⽀・転位気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]

転位気管⽀ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<Ectopic bronchus$構成要素
転位気管⽀・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在p/o 1.. 肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%原因a/o 1.. 転位気管⽀・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在状態$異常状態%結果

a/o 1.. 転位気管⽀・転位気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<Ectopic bronchus$構成要素
転位気管⽀・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<Ectopic bronchus$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 転位気管⽀・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]
▼原因 <<Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 転位気管⽀・先天的形成異常[RH]
▼構成要素 <<Ectopic bronchus$構成要素
転位気管⽀・先天的形成異常p/o 1.. 先天的形成異常[RH]

連鎖種別 <<Ectopic bronchus$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天的形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 転位気管⽀・Ectopic bronchus・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転位気管⽀・転位気管⽀・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 転位気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<転位気管⽀・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転位気管⽀・肺区域解剖学的に正常では存在しない部位に異常分岐する気管⽀が存在[RH]
▼結果 <<転位気管⽀・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 転位気管⽀・気管⽀の位置が転位し、本来の分岐位置から離れたところから分岐しているもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転位気管⽀・気管⽀の位置が転位し、本来の分岐位置から離れたところから分岐しているものp/o 1.. 気管⽀の位置が転位し、本来の分岐位置から離れたところから分岐しているもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀の位置が転位し、本来の分岐位置から離れたところから分岐しているもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 転位気管⽀・転位気管⽀・暫定連鎖(結果)[RH]

転位気管⽀ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⽀胆管瘻
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀胆管瘻・異常に胆管と気管⽀の間に交通が有る状態p/o 1.. 異常に胆管と気管⽀の間に交通が有る状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<異常に胆管と気管⽀の間に交通が有る状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<異常に胆管と気管⽀の間に交通が有る状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀胆管瘻・気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・異常に胆管と気管⽀の間に交通が有る状態[RH]

▼原因 <<気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀胆管瘻・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀胆管瘻・気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・異常に胆管と気管⽀の間に交通が有る状態[RH]

▼結果 <<気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・湿性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀胆管瘻・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀胆管瘻 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀胆管瘻・異常に胆管と気管⽀の間に交通が有る状態p/o 1.. 異常に胆管と気管⽀の間に交通が有る状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<異常に胆管と気管⽀の間に交通が有る状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<異常に胆管と気管⽀の間に交通が有る状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀胆管瘻・気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・異常に胆管と気管⽀の間に交通が有る状態[RH]

▼原因 <<気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀胆管瘻・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀胆管瘻・気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・異常に胆管と気管⽀の間に交通が有る状態[RH]

▼結果 <<気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・湿性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀胆管瘻・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀胆管瘻・気管⽀胆管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀胆管瘻 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Klippel-Feil症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 気管・気管⽀の先天的異常

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Klippel-Feil症候群・頚椎癒合による先天性の奇形p/o 1.. 頚椎癒合による先天性の奇形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頚椎癒合による先天性の奇形状態$異常状態%原因a/o 1.. Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<頚椎癒合による先天性の奇形状態$異常状態%結果

a/o 1.. Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Klippel-Feil症候群・頚椎癒合による先天性の奇形[RH]
▼原因 <<Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Klippel-Feil症候群・先天形成異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Klippel-Feil症候群・先天形成異常p/o 1.. 先天形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Klippel-Feil症候群・頚椎癒合による先天性の奇形[RH]

▼結果 <<Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Klippel-Feil症候群・側弯[RH]
▼結果 <<Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Klippel-Feil症候群・気管の⻑さ異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Klippel-Feil症候群・側弯p/o 1.. 側弯[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<側弯状態$異常状態%原因
a/o 1.. Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Klippel-Feil症候群・気管の⻑さ異常p/o 1.. 気管の⻑さ異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管の⻑さ異常状態$異常状態%原因a/o 1.. Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

Klippel-Feil症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Klippel-Feil症候群・頚椎癒合による先天性の奇形p/o 1.. 頚椎癒合による先天性の奇形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頚椎癒合による先天性の奇形状態$異常状態%原因a/o 1.. Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<頚椎癒合による先天性の奇形状態$異常状態%結果

a/o 1.. Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Klippel-Feil症候群・頚椎癒合による先天性の奇形[RH]
▼原因 <<Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Klippel-Feil症候群・先天形成異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Klippel-Feil症候群・先天形成異常p/o 1.. 先天形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Klippel-Feil症候群・頚椎癒合による先天性の奇形[RH]

▼結果 <<Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Klippel-Feil症候群・側弯[RH]
▼結果 <<Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Klippel-Feil症候群・気管の⻑さ異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Klippel-Feil症候群・側弯p/o 1.. 側弯[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<側弯状態$異常状態%原因
a/o 1.. Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Klippel-Feil症候群・気管の⻑さ異常p/o 1.. 気管の⻑さ異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管の⻑さ異常状態$異常状態%原因a/o 1.. Klippel-Feil症候群・Klippel-Feil症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

Klippel-Feil症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 免疫性肺疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (3)] グッドパスチャー症候群，過敏性肺臓炎，好酸球性肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
免疫性肺疾患・免疫学的機序により肺に障害を来している疾患p/o 1.. 免疫学的機序により肺に障害を来している疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

免疫性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
免疫性肺疾患・免疫学的機序により肺に障害を来している疾患p/o 1.. 免疫学的機序により肺に障害を来している疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

免疫性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] グッドパスチャー症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
[Sub Classes (1)] びまん性肺胞出⾎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患p/o 1.. 抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患[RH]
▼原因 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. グッドパスチャー症候群・抗基底膜抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・抗基底膜抗体p/o 1.. 抗基底膜抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<抗基底膜抗体状態$異常状態%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. グッドパスチャー症候群・抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・喀⾎[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・呼吸困難[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・⾎尿[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・タンパク尿[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・浮腫[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・急速進⾏性⽷球体腎炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・喀⾎p/o 1.. 喀⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・⾎尿p/o 1.. ⾎尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎尿状態$異常状態%原因a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

グッドパスチャー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患p/o 1.. 抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患[RH]
▼原因 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. グッドパスチャー症候群・抗基底膜抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・抗基底膜抗体p/o 1.. 抗基底膜抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<抗基底膜抗体状態$異常状態%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. グッドパスチャー症候群・抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・喀⾎[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・呼吸困難[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・⾎尿[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・タンパク尿[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・浮腫[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グッドパスチャー症候群・急速進⾏性⽷球体腎炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・喀⾎p/o 1.. 喀⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・⾎尿p/o 1.. ⾎尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎尿状態$異常状態%原因a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

グッドパスチャー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎尿状態$異常状態%原因

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・タンパク尿p/o 1.. タンパク尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<タンパク尿状態$異常状態%原因

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・浮腫p/o 1.. 浮腫[RH]

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

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・急速進⾏性⽷球体腎炎p/o 1.. 急速進⾏性⽷球体腎炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急速進⾏性⽷球体腎炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎尿状態$異常状態%原因

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・タンパク尿p/o 1.. タンパク尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<タンパク尿状態$異常状態%原因

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・浮腫p/o 1.. 浮腫[RH]

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

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
グッドパスチャー症候群・急速進⾏性⽷球体腎炎p/o 1.. 急速進⾏性⽷球体腎炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急速進⾏性⽷球体腎炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. グッドパスチャー症候群・グッドパスチャー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] びまん性肺胞出⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / グッドパスチャー症候群

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<グッドパスチャー症候群$構成要素
びまん性肺胞出⾎・抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患p/o 1.. 抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・顕微鏡的多発⾎管炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・ウェゲナー⾁芽腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・全⾝性エリテマトーデス【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・グッドパスチャー症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・肺ヘモジデローシス【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・DIC[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・顕微鏡的多発⾎管炎【異常状態】p/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・ウェゲナー⾁芽腫【異常状態】p/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群【異常状態】p/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・全⾝性エリテマトーデス【異常状態】p/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・グッドパスチャー症候群【異常状態】p/o 1.. グッドパスチャー症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<グッドパスチャー症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・肺ヘモジデローシス【異常状態】p/o 1.. 肺ヘモジデローシス【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺ヘモジデローシス状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・DICp/o 1.. DIC[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<DIC状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患[RH]
▼結果 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・さまざまな原因により肺胞⽑細⾎管や細動脈などの⼩型⾎管に障害を来し肺胞腔内に⾎液が充満した病態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・さまざまな原因により肺胞⽑細⾎管や細動脈などの⼩型⾎管に障害を来し肺胞腔内に⾎液が充満した病態p/o 1.. さまざまな原因により肺胞⽑細⾎管や細動脈などの⼩型⾎管に障害を来し肺胞腔内に⾎液が充満した病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さまざまな原因により肺胞⽑細⾎管や細動脈などの⼩型⾎管に障害を来し肺胞腔内に⾎液が充満した病態状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

びまん性肺胞出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<グッドパスチャー症候群$構成要素
びまん性肺胞出⾎・抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患p/o 1.. 抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・顕微鏡的多発⾎管炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・ウェゲナー⾁芽腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・全⾝性エリテマトーデス【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・グッドパスチャー症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・肺ヘモジデローシス【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・DIC[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・顕微鏡的多発⾎管炎【異常状態】p/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・ウェゲナー⾁芽腫【異常状態】p/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群【異常状態】p/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・全⾝性エリテマトーデス【異常状態】p/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・グッドパスチャー症候群【異常状態】p/o 1.. グッドパスチャー症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<グッドパスチャー症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・肺ヘモジデローシス【異常状態】p/o 1.. 肺ヘモジデローシス【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺ヘモジデローシス状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・DICp/o 1.. DIC[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<DIC状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・抗基底膜抗体を原因とする⾃⼰免疫疾患[RH]
▼結果 <<びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・さまざまな原因により肺胞⽑細⾎管や細動脈などの⼩型⾎管に障害を来し肺胞腔内に⾎液が充満した病態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞出⾎・さまざまな原因により肺胞⽑細⾎管や細動脈などの⼩型⾎管に障害を来し肺胞腔内に⾎液が充満した病態p/o 1.. さまざまな原因により肺胞⽑細⾎管や細動脈などの⼩型⾎管に障害を来し肺胞腔内に⾎液が充満した病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さまざまな原因により肺胞⽑細⾎管や細動脈などの⼩型⾎管に障害を来し肺胞腔内に⾎液が充満した病態状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性肺胞出⾎・びまん性肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

びまん性肺胞出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 過敏性肺臓炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
[Sub Classes (18)] 急性型過敏性肺臓炎，亜急性型過敏性肺臓炎，慢性型過敏性肺臓炎，

夏型過敏性肺臓炎，農夫肺，加湿器肺，⿃飼病，さとうきび肺，
きのこ作業者肺，かえで樹⽪はぎ職⼈肺，コルク肺，⻨芽労働者肺，
屋根ふき労働者肺，コーヒー労働者肺，チーズ洗い病，イソシアネート肺，
空調病，IgG4関連⾃⼰免疫性疾患

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 農夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 農夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 加湿器肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿃飼病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿃飼病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. さとうきび肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. さとうきび肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. コルク肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. コルク肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)[RH]

過敏性肺臓炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 農夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 農夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 加湿器肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿃飼病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿃飼病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. さとうきび肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. さとうきび肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. コルク肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. コルク肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)[RH]

過敏性肺臓炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 過敏性肺臓炎・ＩＩＩ型、ＩＶ型アレルギー反応[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・ＩＩＩ型、ＩＶ型アレルギー反応p/o 1.. ＩＩＩ型、ＩＶ型アレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ＩＩＩ型、ＩＶ型アレルギー反応状態$異常状態%結果a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過敏性肺臓炎・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過敏性肺臓炎・呼吸困難[RH]
▼結果 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過敏性肺臓炎・すりガラス状陰影[RH]
▼結果 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過敏性肺臓炎・⾁芽性胞隔炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・⾁芽性胞隔炎p/o 1.. ⾁芽性胞隔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾁芽性胞隔炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 過敏性肺臓炎・ＩＩＩ型、ＩＶ型アレルギー反応[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・ＩＩＩ型、ＩＶ型アレルギー反応p/o 1.. ＩＩＩ型、ＩＶ型アレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ＩＩＩ型、ＩＶ型アレルギー反応状態$異常状態%結果a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過敏性肺臓炎・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過敏性肺臓炎・呼吸困難[RH]
▼結果 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過敏性肺臓炎・すりガラス状陰影[RH]
▼結果 <<過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過敏性肺臓炎・⾁芽性胞隔炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性肺臓炎・⾁芽性胞隔炎p/o 1.. ⾁芽性胞隔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾁芽性胞隔炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 過敏性肺臓炎・過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 急性型過敏性肺臓炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
急性型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性型過敏性肺臓炎・急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性型過敏性肺臓炎・急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性型過敏性肺臓炎・⼤量の抗原を吸⼊し４－６時間後に発症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性型過敏性肺臓炎・⼤量の抗原を吸⼊し４－６時間後に発症p/o 1.. ⼤量の抗原を吸⼊し４－６時間後に発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼤量の抗原を吸⼊し４－６時間後に発症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性型過敏性肺臓炎・急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

急性型過敏性肺臓炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
急性型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性型過敏性肺臓炎・急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性型過敏性肺臓炎・急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性型過敏性肺臓炎・⼤量の抗原を吸⼊し４－６時間後に発症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性型過敏性肺臓炎・⼤量の抗原を吸⼊し４－６時間後に発症p/o 1.. ⼤量の抗原を吸⼊し４－６時間後に発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼤量の抗原を吸⼊し４－６時間後に発症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性型過敏性肺臓炎・急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

急性型過敏性肺臓炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 亜急性型過敏性肺臓炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
亜急性型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性型過敏性肺臓炎・亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性型過敏性肺臓炎・亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 亜急性型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 亜急性型過敏性肺臓炎・少量の抗原を断続的に⻑期に曝露されたときに肺にアレルギー性炎症をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性型過敏性肺臓炎・少量の抗原を断続的に⻑期に曝露されたときに肺にアレルギー性炎症をきたすp/o 1.. 少量の抗原を断続的に⻑期に曝露されたときに肺にアレルギー性炎症をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<少量の抗原を断続的に⻑期に曝露されたときに肺にアレルギー性炎症をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 亜急性型過敏性肺臓炎・亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

亜急性型過敏性肺臓炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
亜急性型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 亜急性型過敏性肺臓炎・亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性型過敏性肺臓炎・亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 亜急性型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 亜急性型過敏性肺臓炎・少量の抗原を断続的に⻑期に曝露されたときに肺にアレルギー性炎症をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
亜急性型過敏性肺臓炎・少量の抗原を断続的に⻑期に曝露されたときに肺にアレルギー性炎症をきたすp/o 1.. 少量の抗原を断続的に⻑期に曝露されたときに肺にアレルギー性炎症をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<少量の抗原を断続的に⻑期に曝露されたときに肺にアレルギー性炎症をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 亜急性型過敏性肺臓炎・亜急性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

亜急性型過敏性肺臓炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性型過敏性肺臓炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
慢性型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性型過敏性肺臓炎・慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・⻑期にわたり抗原吸⼊をくりかえしアレルギー性炎症をきたし不可逆性の変化をきたしたもの[RH]
▼結果 <<慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・肺の萎縮、線状影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性型過敏性肺臓炎・⻑期にわたり抗原吸⼊をくりかえしアレルギー性炎症をきたし不可逆性の変化をきたしたものp/o 1.. ⻑期にわたり抗原吸⼊をくりかえしアレルギー性炎症をきたし不可逆性の変化をきたしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻑期にわたり抗原吸⼊をくりかえしアレルギー性炎症をきたし不可逆性の変化をきたしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性型過敏性肺臓炎・肺の萎縮、線状影p/o 1.. 肺の萎縮、線状影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の萎縮、線状影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性型過敏性肺臓炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
慢性型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性型過敏性肺臓炎・慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・⻑期にわたり抗原吸⼊をくりかえしアレルギー性炎症をきたし不可逆性の変化をきたしたもの[RH]
▼結果 <<慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・肺の萎縮、線状影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性型過敏性肺臓炎・⻑期にわたり抗原吸⼊をくりかえしアレルギー性炎症をきたし不可逆性の変化をきたしたものp/o 1.. ⻑期にわたり抗原吸⼊をくりかえしアレルギー性炎症をきたし不可逆性の変化をきたしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻑期にわたり抗原吸⼊をくりかえしアレルギー性炎症をきたし不可逆性の変化をきたしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性型過敏性肺臓炎・肺の萎縮、線状影p/o 1.. 肺の萎縮、線状影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の萎縮、線状影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性型過敏性肺臓炎・慢性型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性型過敏性肺臓炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 夏型過敏性肺臓炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・トリコスポロン・アサヒ[RH]
▼原因 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・トリコスポロン・ムコイデス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・トリコスポロン・アサヒp/o 1.. トリコスポロン・アサヒ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<トリコスポロン・アサヒ状態$異常状態%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・トリコスポロン・ムコイデスp/o 1.. トリコスポロン・ムコイデス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<トリコスポロン・ムコイデス状態$異常状態%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・トリコスポロンの胞⼦の吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・急性型[RH]
▼結果 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・亜急性型[RH]
▼結果 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・慢性型[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・トリコスポロンの胞⼦の吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. トリコスポロンの胞⼦の吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<トリコスポロンの胞⼦の吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・急性型p/o 1.. 急性型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性型状態$異常状態%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・亜急性型p/o 1.. 亜急性型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<亜急性型状態$異常状態%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

夏型過敏性肺臓炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・トリコスポロン・アサヒ[RH]
▼原因 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・トリコスポロン・ムコイデス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・トリコスポロン・アサヒp/o 1.. トリコスポロン・アサヒ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<トリコスポロン・アサヒ状態$異常状態%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・トリコスポロン・ムコイデスp/o 1.. トリコスポロン・ムコイデス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<トリコスポロン・ムコイデス状態$異常状態%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・トリコスポロンの胞⼦の吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・急性型[RH]
▼結果 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・亜急性型[RH]
▼結果 <<夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・慢性型[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・トリコスポロンの胞⼦の吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. トリコスポロンの胞⼦の吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<トリコスポロンの胞⼦の吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・急性型p/o 1.. 急性型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性型状態$異常状態%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・亜急性型p/o 1.. 亜急性型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<亜急性型状態$異常状態%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

夏型過敏性肺臓炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<亜急性型状態$異常状態%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・慢性型p/o 1.. 慢性型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性型状態$異常状態%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<亜急性型状態$異常状態%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
夏型過敏性肺臓炎・慢性型p/o 1.. 慢性型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性型状態$異常状態%原因a/o 1.. 夏型過敏性肺臓炎・夏型過敏性肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 農夫肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
農夫肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 農夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<農夫肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 農夫肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼原因 <<農夫肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 農夫肺・好熱性の放射菌　Thermoactinomyce vulgaris[RH]
▼原因 <<農夫肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 農夫肺・Saccharopolyspora rectivirgula[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
農夫肺・好熱性の放射菌　Thermoactinomyce vulgarisp/o 1.. 好熱性の放射菌　Thermoactinomyce vulgaris[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<好熱性の放射菌　Thermoactinomyce vulgaris状態$異常状態%結果a/o 1.. 農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
農夫肺・Saccharopolyspora rectivirgulap/o 1.. Saccharopolyspora rectivirgula[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Saccharopolyspora rectivirgula状態$異常状態%結果

a/o 1.. 農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 農夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<農夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 農夫肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<農夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 農夫肺・好熱性の放射菌を含んだ⼲し草からのほこりを反復吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
農夫肺・好熱性の放射菌を含んだ⼲し草からのほこりを反復吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 好熱性の放射菌を含んだ⼲し草からのほこりを反復吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好熱性の放射菌を含んだ⼲し草からのほこりを反復吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

農夫肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
農夫肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 農夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<農夫肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 農夫肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼原因 <<農夫肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 農夫肺・好熱性の放射菌　Thermoactinomyce vulgaris[RH]
▼原因 <<農夫肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 農夫肺・Saccharopolyspora rectivirgula[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
農夫肺・好熱性の放射菌　Thermoactinomyce vulgarisp/o 1.. 好熱性の放射菌　Thermoactinomyce vulgaris[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<好熱性の放射菌　Thermoactinomyce vulgaris状態$異常状態%結果a/o 1.. 農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
農夫肺・Saccharopolyspora rectivirgulap/o 1.. Saccharopolyspora rectivirgula[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Saccharopolyspora rectivirgula状態$異常状態%結果

a/o 1.. 農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 農夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<農夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 農夫肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<農夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 農夫肺・好熱性の放射菌を含んだ⼲し草からのほこりを反復吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
農夫肺・好熱性の放射菌を含んだ⼲し草からのほこりを反復吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 好熱性の放射菌を含んだ⼲し草からのほこりを反復吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好熱性の放射菌を含んだ⼲し草からのほこりを反復吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 農夫肺・農夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

農夫肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 加湿器肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
加湿器肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 加湿器肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Thermophilic actinomycetes[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Thermoactinomyces vulgaris[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Thermoactinomyces candidus[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Flavobacterium meningosepticum[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Candida albicans[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Cephalosporium acremonium[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Trichoderma viridae[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Aspergillus fumigatus[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Micropolyspora faeni[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Naegleria gruberi[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Thermophilic actinomycetesp/o 1.. Thermophilic actinomycetes[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Thermophilic actinomycetes状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Thermoactinomyces vulgarisp/o 1.. Thermoactinomyces vulgaris[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Thermoactinomyces vulgaris状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Thermoactinomyces candidusp/o 1.. Thermoactinomyces candidus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Thermoactinomyces candidus状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Flavobacterium meningosepticump/o 1.. Flavobacterium meningosepticum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Flavobacterium meningosepticum状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Candida albicansp/o 1.. Candida albicans[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Candida albicans状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Cephalosporium acremoniump/o 1.. Cephalosporium acremonium[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Cephalosporium acremonium状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Trichoderma viridaep/o 1.. Trichoderma viridae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Trichoderma viridae状態$異常状態%結果

加湿器肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
加湿器肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 加湿器肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Thermophilic actinomycetes[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Thermoactinomyces vulgaris[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Thermoactinomyces candidus[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Flavobacterium meningosepticum[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Candida albicans[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Cephalosporium acremonium[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Trichoderma viridae[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Aspergillus fumigatus[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Micropolyspora faeni[RH]

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・Naegleria gruberi[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Thermophilic actinomycetesp/o 1.. Thermophilic actinomycetes[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Thermophilic actinomycetes状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Thermoactinomyces vulgarisp/o 1.. Thermoactinomyces vulgaris[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Thermoactinomyces vulgaris状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Thermoactinomyces candidusp/o 1.. Thermoactinomyces candidus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Thermoactinomyces candidus状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Flavobacterium meningosepticump/o 1.. Flavobacterium meningosepticum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Flavobacterium meningosepticum状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Candida albicansp/o 1.. Candida albicans[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Candida albicans状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Cephalosporium acremoniump/o 1.. Cephalosporium acremonium[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Cephalosporium acremonium状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Trichoderma viridaep/o 1.. Trichoderma viridae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Trichoderma viridae状態$異常状態%結果

加湿器肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Trichoderma viridaep/o 1.. Trichoderma viridae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Trichoderma viridae状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Aspergillus fumigatusp/o 1.. Aspergillus fumigatus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Aspergillus fumigatus状態$異常状態%結果a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Micropolyspora faenip/o 1.. Micropolyspora faeni[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Micropolyspora faeni状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Naegleria gruberip/o 1.. Naegleria gruberi[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Naegleria gruberi状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 加湿器肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<加湿器肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 加湿器肺・真菌や細菌により汚染された加湿器の⽔を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・真菌や細菌により汚染された加湿器の⽔を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 真菌や細菌により汚染された加湿器の⽔を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<真菌や細菌により汚染された加湿器の⽔を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Trichoderma viridaep/o 1.. Trichoderma viridae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Trichoderma viridae状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Aspergillus fumigatusp/o 1.. Aspergillus fumigatus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Aspergillus fumigatus状態$異常状態%結果a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Micropolyspora faenip/o 1.. Micropolyspora faeni[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Micropolyspora faeni状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・Naegleria gruberip/o 1.. Naegleria gruberi[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Naegleria gruberi状態$異常状態%結果
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 加湿器肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<加湿器肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 加湿器肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<加湿器肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 加湿器肺・真菌や細菌により汚染された加湿器の⽔を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
加湿器肺・真菌や細菌により汚染された加湿器の⽔を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 真菌や細菌により汚染された加湿器の⽔を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<真菌や細菌により汚染された加湿器の⽔を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 加湿器肺・加湿器肺・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ⿃飼病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
⿃飼病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿃飼病・⿃飼病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿃飼病・⿃飼病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿃飼病・⿃飼病・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⿃飼病・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿃飼病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⿃飼病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼原因 <<⿃飼病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⿃飼病・⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿃飼病・⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパクp/o 1.. ⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿃飼病・⿃飼病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿃飼病・⿃飼病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⿃飼病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿃飼病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⿃飼病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<⿃飼病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⿃飼病・⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿃飼病・⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. ⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿃飼病・⿃飼病・暫定連鎖(結果)[RH]

⿃飼病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
⿃飼病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿃飼病・⿃飼病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿃飼病・⿃飼病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿃飼病・⿃飼病・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⿃飼病・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿃飼病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⿃飼病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼原因 <<⿃飼病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⿃飼病・⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿃飼病・⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパクp/o 1.. ⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿃飼病・⿃飼病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿃飼病・⿃飼病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⿃飼病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿃飼病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⿃飼病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<⿃飼病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⿃飼病・⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿃飼病・⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. ⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿃類の排泄物や⽻⽑中に含まれる異種タンパク吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿃飼病・⿃飼病・暫定連鎖(結果)[RH]

⿃飼病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] さとうきび肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
さとうきび肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. さとうきび肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<さとうきび肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. さとうきび肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<さとうきび肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. さとうきび肺・Thermoactinomyces vulgaris[RH]
▼原因 <<さとうきび肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. さとうきび肺・Micropolyspora faeni[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
さとうきび肺・Thermoactinomyces vulgarisp/o 1.. Thermoactinomyces vulgaris[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Thermoactinomyces vulgaris状態$異常状態%結果a/o 1.. さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
さとうきび肺・Micropolyspora faenip/o 1.. Micropolyspora faeni[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Micropolyspora faeni状態$異常状態%結果a/o 1.. さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. さとうきび肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さとうきび肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. さとうきび肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<さとうきび肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. さとうきび肺・  バガス（さとうきびの廃棄物）吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
さとうきび肺・  バガス（さとうきびの廃棄物）吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1..   バガス（さとうきびの廃棄物）吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<バガス（さとうきびの廃棄物）吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(結果)[RH]

さとうきび肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
さとうきび肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. さとうきび肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<さとうきび肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. さとうきび肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<さとうきび肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. さとうきび肺・Thermoactinomyces vulgaris[RH]
▼原因 <<さとうきび肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. さとうきび肺・Micropolyspora faeni[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
さとうきび肺・Thermoactinomyces vulgarisp/o 1.. Thermoactinomyces vulgaris[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Thermoactinomyces vulgaris状態$異常状態%結果a/o 1.. さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
さとうきび肺・Micropolyspora faenip/o 1.. Micropolyspora faeni[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Micropolyspora faeni状態$異常状態%結果a/o 1.. さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. さとうきび肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さとうきび肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. さとうきび肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<さとうきび肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. さとうきび肺・  バガス（さとうきびの廃棄物）吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
さとうきび肺・  バガス（さとうきびの廃棄物）吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1..   バガス（さとうきびの廃棄物）吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<バガス（さとうきびの廃棄物）吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. さとうきび肺・さとうきび肺・暫定連鎖(結果)[RH]

さとうきび肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] きのこ作業者肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
きのこ作業者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. きのこ作業者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. きのこ作業者肺・Thermoactinomyces vulgaris[RH]
▼原因 <<きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. きのこ作業者肺・Micropolyspora faeni[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
きのこ作業者肺・Thermoactinomyces vulgarisp/o 1.. Thermoactinomyces vulgaris[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Thermoactinomyces vulgaris状態$異常状態%結果a/o 1.. きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
きのこ作業者肺・Micropolyspora faenip/o 1.. Micropolyspora faeni[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Micropolyspora faeni状態$異常状態%結果a/o 1.. きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. きのこ作業者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. きのこ作業者肺・ キノコ栽培⽤の堆肥吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
きのこ作業者肺・ キノコ栽培⽤の堆肥吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1..  キノコ栽培⽤の堆肥吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<キノコ栽培⽤の堆肥吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

きのこ作業者肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
きのこ作業者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. きのこ作業者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. きのこ作業者肺・Thermoactinomyces vulgaris[RH]
▼原因 <<きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. きのこ作業者肺・Micropolyspora faeni[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
きのこ作業者肺・Thermoactinomyces vulgarisp/o 1.. Thermoactinomyces vulgaris[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Thermoactinomyces vulgaris状態$異常状態%結果a/o 1.. きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
きのこ作業者肺・Micropolyspora faenip/o 1.. Micropolyspora faeni[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Micropolyspora faeni状態$異常状態%結果a/o 1.. きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. きのこ作業者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. きのこ作業者肺・ キノコ栽培⽤の堆肥吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
きのこ作業者肺・ キノコ栽培⽤の堆肥吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1..  キノコ栽培⽤の堆肥吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<キノコ栽培⽤の堆肥吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. きのこ作業者肺・きのこ作業者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

きのこ作業者肺 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 42 ]

[Class Name] かえで樹⽪はぎ職⼈肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
かえで樹⽪はぎ職⼈肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
かえで樹⽪はぎ職⼈肺・かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・クリプトローマ-コルチカーレ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
かえで樹⽪はぎ職⼈肺・クリプトローマ-コルチカーレp/o 1.. クリプトローマ-コルチカーレ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<クリプトローマ-コルチカーレ状態$異常状態%結果

a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
かえで樹⽪はぎ職⼈肺・かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・害⾍の寄⽣したカエデ樹⽪吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
かえで樹⽪はぎ職⼈肺・害⾍の寄⽣したカエデ樹⽪吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 害⾍の寄⽣したカエデ樹⽪吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<害⾍の寄⽣したカエデ樹⽪吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)[RH]

かえで樹⽪はぎ職⼈肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
かえで樹⽪はぎ職⼈肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
かえで樹⽪はぎ職⼈肺・かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・クリプトローマ-コルチカーレ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
かえで樹⽪はぎ職⼈肺・クリプトローマ-コルチカーレp/o 1.. クリプトローマ-コルチカーレ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<クリプトローマ-コルチカーレ状態$異常状態%結果

a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
かえで樹⽪はぎ職⼈肺・かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・害⾍の寄⽣したカエデ樹⽪吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
かえで樹⽪はぎ職⼈肺・害⾍の寄⽣したカエデ樹⽪吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 害⾍の寄⽣したカエデ樹⽪吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<害⾍の寄⽣したカエデ樹⽪吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. かえで樹⽪はぎ職⼈肺・かえで樹⽪はぎ職⼈肺・暫定連鎖(結果)[RH]

かえで樹⽪はぎ職⼈肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] コルク肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
コルク肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. コルク肺・コルク肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. コルク肺・コルク肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コルク肺・コルク肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. コルク肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<コルク肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コルク肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<コルク肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. コルク肺・ かびたコルクの粉塵[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コルク肺・ かびたコルクの粉塵p/o 1..  かびたコルクの粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<かびたコルクの粉塵状態$異常状態%結果a/o 1.. コルク肺・コルク肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コルク肺・コルク肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コルク肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コルク肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. コルク肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<コルク肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コルク肺・ かびたコルクの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コルク肺・ かびたコルクの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1..  かびたコルクの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<かびたコルクの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. コルク肺・コルク肺・暫定連鎖(結果)[RH]

コルク肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
コルク肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. コルク肺・コルク肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. コルク肺・コルク肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コルク肺・コルク肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. コルク肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<コルク肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コルク肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<コルク肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. コルク肺・ かびたコルクの粉塵[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コルク肺・ かびたコルクの粉塵p/o 1..  かびたコルクの粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<かびたコルクの粉塵状態$異常状態%結果a/o 1.. コルク肺・コルク肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コルク肺・コルク肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コルク肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コルク肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. コルク肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<コルク肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コルク肺・ かびたコルクの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コルク肺・ かびたコルクの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1..  かびたコルクの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<かびたコルクの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. コルク肺・コルク肺・暫定連鎖(結果)[RH]

コルク肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⻨芽労働者肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
⻨芽労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⻨芽労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⻨芽労働者肺・アスペルギルス-クラバツス[RH]
▼原因 <<⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⻨芽労働者肺・アスペルギルス-フミガーツス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻨芽労働者肺・アスペルギルス-クラバツスp/o 1.. アスペルギルス-クラバツス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アスペルギルス-クラバツス状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻨芽労働者肺・アスペルギルス-フミガーツスp/o 1.. アスペルギルス-フミガーツス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アスペルギルス-フミガーツス状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⻨芽労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⻨芽労働者肺・かびた⼤⻨，モルトの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻨芽労働者肺・かびた⼤⻨，モルトの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. かびた⼤⻨，モルトの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<かびた⼤⻨，モルトの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

⻨芽労働者肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
⻨芽労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⻨芽労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⻨芽労働者肺・アスペルギルス-クラバツス[RH]
▼原因 <<⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⻨芽労働者肺・アスペルギルス-フミガーツス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻨芽労働者肺・アスペルギルス-クラバツスp/o 1.. アスペルギルス-クラバツス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アスペルギルス-クラバツス状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻨芽労働者肺・アスペルギルス-フミガーツスp/o 1.. アスペルギルス-フミガーツス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アスペルギルス-フミガーツス状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⻨芽労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⻨芽労働者肺・かびた⼤⻨，モルトの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻨芽労働者肺・かびた⼤⻨，モルトの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. かびた⼤⻨，モルトの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<かびた⼤⻨，モルトの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻨芽労働者肺・⻨芽労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

⻨芽労働者肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 屋根ふき労働者肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
屋根ふき労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 屋根ふき労働者肺・屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
屋根ふき労働者肺・屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 屋根ふき労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 屋根ふき労働者肺・ワラ，アシなど屋根ふきとして⽤いられるものの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
屋根ふき労働者肺・ワラ，アシなど屋根ふきとして⽤いられるものの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. ワラ，アシなど屋根ふきとして⽤いられるものの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ワラ，アシなど屋根ふきとして⽤いられるものの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 屋根ふき労働者肺・屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

屋根ふき労働者肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
屋根ふき労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 屋根ふき労働者肺・屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
屋根ふき労働者肺・屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 屋根ふき労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 屋根ふき労働者肺・ワラ，アシなど屋根ふきとして⽤いられるものの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
屋根ふき労働者肺・ワラ，アシなど屋根ふきとして⽤いられるものの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. ワラ，アシなど屋根ふきとして⽤いられるものの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ワラ，アシなど屋根ふきとして⽤いられるものの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 屋根ふき労働者肺・屋根ふき労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

屋根ふき労働者肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] コーヒー労働者肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
コーヒー労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. コーヒー労働者肺・コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. コーヒー労働者肺・コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コーヒー労働者肺・コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コーヒー労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. コーヒー労働者肺・コーヒー⾖の粉塵[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コーヒー労働者肺・コーヒー⾖の粉塵p/o 1.. コーヒー⾖の粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<コーヒー⾖の粉塵状態$異常状態%結果

a/o 1.. コーヒー労働者肺・コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コーヒー労働者肺・コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. コーヒー労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. コーヒー労働者肺・ コーヒー⾖の粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コーヒー労働者肺・ コーヒー⾖の粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1..  コーヒー⾖の粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コーヒー⾖の粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. コーヒー労働者肺・コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

コーヒー労働者肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
コーヒー労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. コーヒー労働者肺・コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. コーヒー労働者肺・コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コーヒー労働者肺・コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コーヒー労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. コーヒー労働者肺・コーヒー⾖の粉塵[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コーヒー労働者肺・コーヒー⾖の粉塵p/o 1.. コーヒー⾖の粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<コーヒー⾖の粉塵状態$異常状態%結果

a/o 1.. コーヒー労働者肺・コーヒー労働者肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コーヒー労働者肺・コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. コーヒー労働者肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. コーヒー労働者肺・ コーヒー⾖の粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コーヒー労働者肺・ コーヒー⾖の粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1..  コーヒー⾖の粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コーヒー⾖の粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. コーヒー労働者肺・コーヒー労働者肺・暫定連鎖(結果)[RH]

コーヒー労働者肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] チーズ洗い病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
チーズ洗い病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. チーズ洗い病・チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. チーズ洗い病・チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チーズ洗い病・チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)p/o 1.. チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. チーズ洗い病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼原因 <<チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. チーズ洗い病・あおかび[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
チーズ洗い病・あおかびp/o 1.. あおかび[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<あおかび状態$異常状態%結果
a/o 1.. チーズ洗い病・チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チーズ洗い病・チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. チーズ洗い病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. チーズ洗い病・かびたチーズの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チーズ洗い病・かびたチーズの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. かびたチーズの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<かびたチーズの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. チーズ洗い病・チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)[RH]

チーズ洗い病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
チーズ洗い病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. チーズ洗い病・チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. チーズ洗い病・チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チーズ洗い病・チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)p/o 1.. チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. チーズ洗い病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼原因 <<チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. チーズ洗い病・あおかび[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
チーズ洗い病・あおかびp/o 1.. あおかび[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<あおかび状態$異常状態%結果
a/o 1.. チーズ洗い病・チーズ洗い病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チーズ洗い病・チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. チーズ洗い病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. チーズ洗い病・かびたチーズの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チーズ洗い病・かびたチーズの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. かびたチーズの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<かびたチーズの吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. チーズ洗い病・チーズ洗い病・暫定連鎖(結果)[RH]

チーズ洗い病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] イソシアネート肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
イソシアネート肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. イソシアネート肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソシアネート肺・イソシアネートp/o 1.. イソシアネート[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<イソシアネート状態$異常状態%結果a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. イソシアネート肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. イソシアネート肺・⾎清アルブミンと結合したイソシアネートに対する特異抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソシアネート肺・イソシアネート吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. イソシアネート吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<イソシアネート吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソシアネート肺・⾎清アルブミンと結合したイソシアネートに対する特異抗体p/o 1.. ⾎清アルブミンと結合したイソシアネートに対する特異抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清アルブミンと結合したイソシアネートに対する特異抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)[RH]

イソシアネート肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
イソシアネート肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. イソシアネート肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼原因 <<イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソシアネート肺・イソシアネートp/o 1.. イソシアネート[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<イソシアネート状態$異常状態%結果a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. イソシアネート肺・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼結果 <<イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. イソシアネート肺・⾎清アルブミンと結合したイソシアネートに対する特異抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソシアネート肺・イソシアネート吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. イソシアネート吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<イソシアネート吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
イソシアネート肺・⾎清アルブミンと結合したイソシアネートに対する特異抗体p/o 1.. ⾎清アルブミンと結合したイソシアネートに対する特異抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清アルブミンと結合したイソシアネートに対する特異抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. イソシアネート肺・イソシアネート肺・暫定連鎖(結果)[RH]

イソシアネート肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 空調病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
空調病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・空調病・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 空調病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 空調病・Thermophilic actinomycetes[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 空調病・Thermoactinomyces vulgaris[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 空調病・Thermoactinomyces candidus[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 空調病・Flavobacterium meningosepticum[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 空調病・Candida albicans[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 空調病・Cephalosporium acremonium[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 空調病・Trichoderma viridae[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 空調病・Aspergillus fumigatus[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 空調病・Micropolyspora faeni[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 空調病・Naegleria gruberi[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Thermophilic actinomycetesp/o 1.. Thermophilic actinomycetes[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Thermophilic actinomycetes状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Thermoactinomyces vulgarisp/o 1.. Thermoactinomyces vulgaris[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Thermoactinomyces vulgaris状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Thermoactinomyces candidusp/o 1.. Thermoactinomyces candidus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Thermoactinomyces candidus状態$異常状態%結果

a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Flavobacterium meningosepticump/o 1.. Flavobacterium meningosepticum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Flavobacterium meningosepticum状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Candida albicansp/o 1.. Candida albicans[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Candida albicans状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Cephalosporium acremoniump/o 1.. Cephalosporium acremonium[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Cephalosporium acremonium状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Trichoderma viridaep/o 1.. Trichoderma viridae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Trichoderma viridae状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Aspergillus fumigatusp/o 1.. Aspergillus fumigatus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Aspergillus fumigatus状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Micropolyspora faenip/o 1.. Micropolyspora faeni[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Micropolyspora faeni状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Naegleria gruberip/o 1.. Naegleria gruberi[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Naegleria gruberi状態$異常状態%結果

a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・空調病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 空調病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

空調病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
空調病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・空調病・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 空調病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 空調病・Thermophilic actinomycetes[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 空調病・Thermoactinomyces vulgaris[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 空調病・Thermoactinomyces candidus[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 空調病・Flavobacterium meningosepticum[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 空調病・Candida albicans[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 空調病・Cephalosporium acremonium[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 空調病・Trichoderma viridae[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 空調病・Aspergillus fumigatus[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 空調病・Micropolyspora faeni[RH]
▼原因 <<空調病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 空調病・Naegleria gruberi[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Thermophilic actinomycetesp/o 1.. Thermophilic actinomycetes[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Thermophilic actinomycetes状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Thermoactinomyces vulgarisp/o 1.. Thermoactinomyces vulgaris[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Thermoactinomyces vulgaris状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Thermoactinomyces candidusp/o 1.. Thermoactinomyces candidus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Thermoactinomyces candidus状態$異常状態%結果

a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Flavobacterium meningosepticump/o 1.. Flavobacterium meningosepticum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Flavobacterium meningosepticum状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Candida albicansp/o 1.. Candida albicans[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Candida albicans状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Cephalosporium acremoniump/o 1.. Cephalosporium acremonium[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Cephalosporium acremonium状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Trichoderma viridaep/o 1.. Trichoderma viridae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Trichoderma viridae状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Aspergillus fumigatusp/o 1.. Aspergillus fumigatus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Aspergillus fumigatus状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Micropolyspora faenip/o 1.. Micropolyspora faeni[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Micropolyspora faeni状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・Naegleria gruberip/o 1.. Naegleria gruberi[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Naegleria gruberi状態$異常状態%結果

a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・空調病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 空調病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

空調病 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼結果 <<Naegleria gruberi状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・空調病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 空調病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<空調病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 空調病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<空調病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 空調病・真菌や細菌により汚染された空調施設の冷却⽔を使⽤した空調中の抗原を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・真菌や細菌により汚染された空調施設の冷却⽔を使⽤した空調中の抗原を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 真菌や細菌により汚染された空調施設の冷却⽔を使⽤した空調中の抗原を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<真菌や細菌により汚染された空調施設の冷却⽔を使⽤した空調中の抗原を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<Naegleria gruberi状態$異常状態%結果a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・空調病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 空調病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<空調病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 空調病・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<空調病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 空調病・真菌や細菌により汚染された空調施設の冷却⽔を使⽤した空調中の抗原を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
空調病・真菌や細菌により汚染された空調施設の冷却⽔を使⽤した空調中の抗原を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 真菌や細菌により汚染された空調施設の冷却⽔を使⽤した空調中の抗原を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<真菌や細菌により汚染された空調施設の冷却⽔を使⽤した空調中の抗原を吸⼊することにより発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 空調病・空調病・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] IgG4関連⾃⼰免疫性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 過敏性肺臓炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・IgG4関連疾患である⾃⼰免疫性膵炎や硬化性唾液腺炎や硬化性胆管炎に合併する形質細胞⾁芽腫や間質性肺炎[RH]

▼結果 <<IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・⾎液中のIgG4⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・IgG4関連疾患である⾃⼰免疫性膵炎や硬化性唾液腺炎や硬化性胆管炎に合併する形質細胞⾁芽腫や間質性肺炎p/o 1.. IgG4関連疾患である⾃⼰免疫性膵炎や硬化性唾液腺炎や硬化性胆管炎に合併する形質細胞⾁芽腫や間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<IgG4関連疾患である⾃⼰免疫性膵炎や硬化性唾液腺炎や硬化性胆管炎に合併する形質細胞⾁芽腫や間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・⾎液中のIgG4⾼値p/o 1.. ⾎液中のIgG4⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液中のIgG4⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

IgG4関連⾃⼰免疫性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<過敏性肺臓炎$構成要素
IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎p/o 1.. 有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・有機粉塵吸⼊により発⽣するアレルギー性肺炎[RH]

▼結果 <<IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・IgG4関連疾患である⾃⼰免疫性膵炎や硬化性唾液腺炎や硬化性胆管炎に合併する形質細胞⾁芽腫や間質性肺炎[RH]

▼結果 <<IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・⾎液中のIgG4⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・IgG4関連疾患である⾃⼰免疫性膵炎や硬化性唾液腺炎や硬化性胆管炎に合併する形質細胞⾁芽腫や間質性肺炎p/o 1.. IgG4関連疾患である⾃⼰免疫性膵炎や硬化性唾液腺炎や硬化性胆管炎に合併する形質細胞⾁芽腫や間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<IgG4関連疾患である⾃⼰免疫性膵炎や硬化性唾液腺炎や硬化性胆管炎に合併する形質細胞⾁芽腫や間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・⾎液中のIgG4⾼値p/o 1.. ⾎液中のIgG4⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液中のIgG4⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・IgG4関連⾃⼰免疫性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

IgG4関連⾃⼰免疫性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 好酸球性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
[Sub Classes (9)] 単純性肺好酸球増加症，遷延性肺好酸球増加症，好酸球増加性喘息，

慢性好酸球性肺炎，急性好酸球性肺炎，ＡＮＣＡ関連⾎管炎，
肺好酸球性⾁芽腫症，アレルギー性気管⽀肺真菌症，結節性多発性動脈炎

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好酸球性肺炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球性肺炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 好酸球性肺炎・発熱[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 好酸球性肺炎・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 好酸球性肺炎・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球性肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因
a/o 1.. 好酸球性肺炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球性肺炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 好酸球性肺炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球性肺炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 好酸球性肺炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

好酸球性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好酸球性肺炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球性肺炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 好酸球性肺炎・発熱[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 好酸球性肺炎・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 好酸球性肺炎・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球性肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因
a/o 1.. 好酸球性肺炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球性肺炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 好酸球性肺炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球性肺炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 好酸球性肺炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

好酸球性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 単純性肺好酸球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
単純性肺好酸球増加症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼原因 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・Ascaris lumbricoides[RH]
▼原因 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・Strongyloides stercoralis[RH]
▼原因 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・Necator americanus.[RH]
▼原因 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・Ancylostoma duodenale[RH]
▼原因 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・原因不明[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・Ascaris lumbricoidesp/o 1.. Ascaris lumbricoides[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Ascaris lumbricoides状態$異常状態%結果a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・Strongyloides stercoralisp/o 1.. Strongyloides stercoralis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Strongyloides stercoralis状態$異常状態%結果

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・Necator americanus.p/o 1.. Necator americanus.[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Necator americanus.状態$異常状態%結果
a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・Ancylostoma duodenalep/o 1.. Ancylostoma duodenale[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Ancylostoma duodenale状態$異常状態%結果a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・原因不明p/o 1.. 原因不明[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<原因不明状態$異常状態%結果

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・１ヶ⽉未満で⾃然寛解を⽰すことが多い肺の好酸球浸潤で多くは寄⽣⾍による[RH]
▼結果 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・移動する浸潤影[RH]
▼結果 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・末梢⾎の好酸球の増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・１ヶ⽉未満で⾃然寛解を⽰すことが多い肺の好酸球浸潤で多くは寄⽣⾍によるp/o 1.. １ヶ⽉未満で⾃然寛解を⽰すことが多い肺の好酸球浸潤で多くは寄⽣⾍による[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<１ヶ⽉未満で⾃然寛解を⽰すことが多い肺の好酸球浸潤で多くは寄⽣⾍による状態$異常状態%原因a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・移動する浸潤影p/o 1.. 移動する浸潤影[RH]

単純性肺好酸球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
単純性肺好酸球増加症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼原因 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・Ascaris lumbricoides[RH]
▼原因 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・Strongyloides stercoralis[RH]
▼原因 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・Necator americanus.[RH]
▼原因 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・Ancylostoma duodenale[RH]
▼原因 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・原因不明[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・Ascaris lumbricoidesp/o 1.. Ascaris lumbricoides[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Ascaris lumbricoides状態$異常状態%結果a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・Strongyloides stercoralisp/o 1.. Strongyloides stercoralis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Strongyloides stercoralis状態$異常状態%結果

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・Necator americanus.p/o 1.. Necator americanus.[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Necator americanus.状態$異常状態%結果
a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・Ancylostoma duodenalep/o 1.. Ancylostoma duodenale[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Ancylostoma duodenale状態$異常状態%結果a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・原因不明p/o 1.. 原因不明[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<原因不明状態$異常状態%結果

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・１ヶ⽉未満で⾃然寛解を⽰すことが多い肺の好酸球浸潤で多くは寄⽣⾍による[RH]
▼結果 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・移動する浸潤影[RH]
▼結果 <<単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・末梢⾎の好酸球の増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・１ヶ⽉未満で⾃然寛解を⽰すことが多い肺の好酸球浸潤で多くは寄⽣⾍によるp/o 1.. １ヶ⽉未満で⾃然寛解を⽰すことが多い肺の好酸球浸潤で多くは寄⽣⾍による[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<１ヶ⽉未満で⾃然寛解を⽰すことが多い肺の好酸球浸潤で多くは寄⽣⾍による状態$異常状態%原因a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・移動する浸潤影p/o 1.. 移動する浸潤影[RH]

単純性肺好酸球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼原因 <<１ヶ⽉未満で⾃然寛解を⽰すことが多い肺の好酸球浸潤で多くは寄⽣⾍による状態$異常状態%原因
a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・移動する浸潤影p/o 1.. 移動する浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<移動する浸潤影状態$異常状態%原因

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・末梢⾎の好酸球の増加p/o 1.. 末梢⾎の好酸球の増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢⾎の好酸球の増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<１ヶ⽉未満で⾃然寛解を⽰すことが多い肺の好酸球浸潤で多くは寄⽣⾍による状態$異常状態%原因
a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・移動する浸潤影p/o 1.. 移動する浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<移動する浸潤影状態$異常状態%原因

a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純性肺好酸球増加症・末梢⾎の好酸球の増加p/o 1.. 末梢⾎の好酸球の増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢⾎の好酸球の増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 単純性肺好酸球増加症・単純性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 遷延性肺好酸球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
遷延性肺好酸球増加症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 遷延性肺好酸球増加症・遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遷延性肺好酸球増加症・遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 遷延性肺好酸球増加症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 遷延性肺好酸球増加症・肺実質あるいは末梢⾎中に好酸球が増加する状態が１ヶ⽉以上遷延するもの、現在は慢性好酸球性肺炎や他の原因に分類される[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遷延性肺好酸球増加症・肺実質あるいは末梢⾎中に好酸球が増加する状態が１ヶ⽉以上遷延するもの、現在は慢性好酸球性肺炎や他の原因に分類されるp/o 1.. 肺実質あるいは末梢⾎中に好酸球が増加する状態が１ヶ⽉以上遷延するもの、現在は慢性好酸球性肺炎や他の原因に分類される[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺実質あるいは末梢⾎中に好酸球が増加する状態が１ヶ⽉以上遷延するもの、現在は慢性好酸球性肺炎や他の原因に分類される状態$異常状態%原因a/o 1.. 遷延性肺好酸球増加症・遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

遷延性肺好酸球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
遷延性肺好酸球増加症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 遷延性肺好酸球増加症・遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遷延性肺好酸球増加症・遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 遷延性肺好酸球増加症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 遷延性肺好酸球増加症・肺実質あるいは末梢⾎中に好酸球が増加する状態が１ヶ⽉以上遷延するもの、現在は慢性好酸球性肺炎や他の原因に分類される[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
遷延性肺好酸球増加症・肺実質あるいは末梢⾎中に好酸球が増加する状態が１ヶ⽉以上遷延するもの、現在は慢性好酸球性肺炎や他の原因に分類されるp/o 1.. 肺実質あるいは末梢⾎中に好酸球が増加する状態が１ヶ⽉以上遷延するもの、現在は慢性好酸球性肺炎や他の原因に分類される[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺実質あるいは末梢⾎中に好酸球が増加する状態が１ヶ⽉以上遷延するもの、現在は慢性好酸球性肺炎や他の原因に分類される状態$異常状態%原因a/o 1.. 遷延性肺好酸球増加症・遷延性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

遷延性肺好酸球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 好酸球増加性喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
好酸球増加性喘息・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 好酸球増加性喘息・好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加性喘息・好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 好酸球増加性喘息・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

▼結果 <<好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 好酸球増加性喘息・肺の好酸球浸潤及び喘息症状を認めるもの、現在のアレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症 とほぼ同様のもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加性喘息・肺の好酸球浸潤及び喘息症状を認めるもの、現在のアレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症 とほぼ同様のものp/o 1.. 肺の好酸球浸潤及び喘息症状を認めるもの、現在のアレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症 とほぼ同様のもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の好酸球浸潤及び喘息症状を認めるもの、現在のアレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症 とほぼ同様のもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 好酸球増加性喘息・好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

好酸球増加性喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
好酸球増加性喘息・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 好酸球増加性喘息・好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加性喘息・好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 好酸球増加性喘息・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

▼結果 <<好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 好酸球増加性喘息・肺の好酸球浸潤及び喘息症状を認めるもの、現在のアレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症 とほぼ同様のもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加性喘息・肺の好酸球浸潤及び喘息症状を認めるもの、現在のアレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症 とほぼ同様のものp/o 1.. 肺の好酸球浸潤及び喘息症状を認めるもの、現在のアレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症 とほぼ同様のもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の好酸球浸潤及び喘息症状を認めるもの、現在のアレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症 とほぼ同様のもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 好酸球増加性喘息・好酸球増加性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

好酸球増加性喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性好酸球性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
慢性好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

▼結果 <<慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・１ヶ⽉以上持続する肺の好酸球浸潤[RH]

▼結果 <<慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・体重減少[RH]

▼結果 <<慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・気管⽀肺胞洗浄液にて好酸球が２５％以上[RH]

▼結果 <<慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・びまん性の末梢優位の浸潤影[RH]
▼結果 <<慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・末梢⾎好酸球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好酸球性肺炎・１ヶ⽉以上持続する肺の好酸球浸潤p/o 1.. １ヶ⽉以上持続する肺の好酸球浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<１ヶ⽉以上持続する肺の好酸球浸潤状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好酸球性肺炎・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好酸球性肺炎・気管⽀肺胞洗浄液にて好酸球が２５％以上p/o 1.. 気管⽀肺胞洗浄液にて好酸球が２５％以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀肺胞洗浄液にて好酸球が２５％以上状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好酸球性肺炎・びまん性の末梢優位の浸潤影p/o 1.. びまん性の末梢優位の浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<びまん性の末梢優位の浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好酸球性肺炎・末梢⾎好酸球増加p/o 1.. 末梢⾎好酸球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢⾎好酸球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性好酸球性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
慢性好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

▼結果 <<慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・１ヶ⽉以上持続する肺の好酸球浸潤[RH]

▼結果 <<慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・体重減少[RH]

▼結果 <<慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・気管⽀肺胞洗浄液にて好酸球が２５％以上[RH]

▼結果 <<慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・びまん性の末梢優位の浸潤影[RH]
▼結果 <<慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・末梢⾎好酸球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好酸球性肺炎・１ヶ⽉以上持続する肺の好酸球浸潤p/o 1.. １ヶ⽉以上持続する肺の好酸球浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<１ヶ⽉以上持続する肺の好酸球浸潤状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好酸球性肺炎・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好酸球性肺炎・気管⽀肺胞洗浄液にて好酸球が２５％以上p/o 1.. 気管⽀肺胞洗浄液にて好酸球が２５％以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀肺胞洗浄液にて好酸球が２５％以上状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好酸球性肺炎・びまん性の末梢優位の浸潤影p/o 1.. びまん性の末梢優位の浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<びまん性の末梢優位の浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好酸球性肺炎・末梢⾎好酸球増加p/o 1.. 末梢⾎好酸球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢⾎好酸球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性好酸球性肺炎・慢性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性好酸球性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性好酸球性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
急性好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

▼原因 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・喫煙の開始[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・喫煙の開始p/o 1.. 喫煙の開始[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<喫煙の開始状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・⼀ヶ⽉以内で多くは７⽇以内の急性発症[RH]
▼結果 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・肺の好酸球増加[RH]
▼結果 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・PaO2<60Torr or PaO2/FIO2<300Torr[RH]
▼結果 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・両側びまん性浸潤影[RH]
▼結果 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・ステロイドにより直ちに回復[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・⼀ヶ⽉以内で多くは７⽇以内の急性発症p/o 1.. ⼀ヶ⽉以内で多くは７⽇以内の急性発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀ヶ⽉以内で多くは７⽇以内の急性発症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・肺の好酸球増加p/o 1.. 肺の好酸球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の好酸球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・PaO2<60Torr or PaO2/FIO2<300Torrp/o 1.. PaO2<60Torr or PaO2/FIO2<300Torr[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<PaO2<60Torr or PaO2/FIO2<300Torr状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・両側びまん性浸潤影p/o 1.. 両側びまん性浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側びまん性浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・ステロイドにより直ちに回復p/o 1.. ステロイドにより直ちに回復[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ステロイドにより直ちに回復状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

急性好酸球性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
急性好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

▼原因 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・喫煙の開始[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・喫煙の開始p/o 1.. 喫煙の開始[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<喫煙の開始状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・⼀ヶ⽉以内で多くは７⽇以内の急性発症[RH]
▼結果 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・肺の好酸球増加[RH]
▼結果 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・PaO2<60Torr or PaO2/FIO2<300Torr[RH]
▼結果 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・両側びまん性浸潤影[RH]
▼結果 <<急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・ステロイドにより直ちに回復[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・⼀ヶ⽉以内で多くは７⽇以内の急性発症p/o 1.. ⼀ヶ⽉以内で多くは７⽇以内の急性発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀ヶ⽉以内で多くは７⽇以内の急性発症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・肺の好酸球増加p/o 1.. 肺の好酸球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の好酸球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・PaO2<60Torr or PaO2/FIO2<300Torrp/o 1.. PaO2<60Torr or PaO2/FIO2<300Torr[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<PaO2<60Torr or PaO2/FIO2<300Torr状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・両側びまん性浸潤影p/o 1.. 両側びまん性浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側びまん性浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性好酸球性肺炎・ステロイドにより直ちに回復p/o 1.. ステロイドにより直ちに回復[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ステロイドにより直ちに回復状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

急性好酸球性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ステロイドにより直ちに回復状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ステロイドにより直ちに回復状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性好酸球性肺炎・急性好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ＡＮＣＡ関連⾎管炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎

[Sub Classes (3)] ウェゲナー⾁芽腫，顕微鏡的多発⾎管炎，
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
ＡＮＣＡ関連⾎管炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ＡＮＣＡ関連⾎管炎・ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＡＮＣＡ関連⾎管炎・ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ＡＮＣＡ関連⾎管炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＡＮＣＡ関連⾎管炎・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＡＮＣＡ関連⾎管炎・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ＡＮＣＡ関連⾎管炎・ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

ＡＮＣＡ関連⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
ＡＮＣＡ関連⾎管炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ＡＮＣＡ関連⾎管炎・ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＡＮＣＡ関連⾎管炎・ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ＡＮＣＡ関連⾎管炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＡＮＣＡ関連⾎管炎・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＡＮＣＡ関連⾎管炎・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ＡＮＣＡ関連⾎管炎・ＡＮＣＡ関連⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

ＡＮＣＡ関連⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ウェゲナー⾁芽腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎 / ＡＮＣＡ関連⾎管炎

[Sub Classes (2)] 壊死性⾁芽腫性⾎管炎，上気道病変
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・上気道の壊死性⾁芽腫p/o 1.. 上気道の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上気道の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<上気道の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<上気道の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・上気道の壊死性⾁芽腫[RH]
▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・壊死性⾁芽腫性炎症[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・壊死性⾁芽腫性炎症p/o 1.. 壊死性⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<壊死性⾁芽腫性炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・上気道の壊死性⾁芽腫[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・壊死性半⽉体形成腎炎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・発熱[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・⾎痰[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・体重減少[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・呼吸困難[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・⾎尿[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・浮腫[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・膿性⿐漏[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・⿐出⾎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・蛋⽩尿[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

ウェゲナー⾁芽腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・上気道の壊死性⾁芽腫p/o 1.. 上気道の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上気道の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<上気道の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<上気道の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・上気道の壊死性⾁芽腫[RH]
▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・壊死性⾁芽腫性炎症[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・壊死性⾁芽腫性炎症p/o 1.. 壊死性⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<壊死性⾁芽腫性炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・上気道の壊死性⾁芽腫[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・壊死性半⽉体形成腎炎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・発熱[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・⾎痰[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・体重減少[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・呼吸困難[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・⾎尿[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・浮腫[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・膿性⿐漏[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・⿐出⾎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・蛋⽩尿[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

ウェゲナー⾁芽腫 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 62 ]

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・⿐出⾎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・蛋⽩尿[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]
▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・下気道・肺の壊死性⾁芽腫p/o 1.. 下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下気道・肺の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎p/o 1.. 全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・壊死性半⽉体形成腎炎p/o 1.. 壊死性半⽉体形成腎炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<壊死性半⽉体形成腎炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 1.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・⾎尿p/o 1.. ⾎尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎尿状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・浮腫p/o 1.. 浮腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<浮腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）状態$異常状態%原因a/o 1

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・⿐出⾎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・蛋⽩尿[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]
▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・下気道・肺の壊死性⾁芽腫p/o 1.. 下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下気道・肺の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎p/o 1.. 全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・壊死性半⽉体形成腎炎p/o 1.. 壊死性半⽉体形成腎炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<壊死性半⽉体形成腎炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 1.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・⾎尿p/o 1.. ⾎尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎尿状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・浮腫p/o 1.. 浮腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<浮腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）状態$異常状態%原因a/o 1
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ウェゲナ ⾁芽腫 抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３ ＡＮＣＡ） 抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３ ＡＮＣＡ）[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）状態$異常状態%原因

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・膿性⿐漏p/o 1.. 膿性⿐漏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膿性⿐漏状態$異常状態%原因

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・⿐出⾎p/o 1.. ⿐出⾎[RH]

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

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・蛋⽩尿p/o 1.. 蛋⽩尿[RH]

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

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫p/o 1.. 上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way strong
▼構成要素 <<ＡＮＣＡ関連⾎管炎$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・⾎痰p/o 0.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)p/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・⾎痰[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・発熱[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・体重減少[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・呼吸困難[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・⾎尿[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・浮腫[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]
▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. ウェゲナ ⾁芽腫 上気道の壊死性⾁芽腫[RH]

ウェゲナ ⾁芽腫 抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３ ＡＮＣＡ） 抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３ ＡＮＣＡ）[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）状態$異常状態%原因

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・膿性⿐漏p/o 1.. 膿性⿐漏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膿性⿐漏状態$異常状態%原因

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・⿐出⾎p/o 1.. ⿐出⾎[RH]

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

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・蛋⽩尿p/o 1.. 蛋⽩尿[RH]

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

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫p/o 1.. 上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way strong
▼構成要素 <<ＡＮＣＡ関連⾎管炎$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・⾎痰p/o 0.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)p/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・⾎痰[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・発熱[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・体重減少[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・呼吸困難[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・⾎尿[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・浮腫[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]
▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. ウェゲナ ⾁芽腫 上気道の壊死性⾁芽腫[RH]
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▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]
▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・上気道の壊死性⾁芽腫[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・壊死性半⽉体形成腎炎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・膿性⿐漏[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・⿐出⾎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・蛋⽩尿[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]
▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・乾性咳嗽p/o 0.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・発熱p/o 0.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・体重減少p/o 0.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 0.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・⾎尿p/o 0.. ⾎尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<⾎尿状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・浮腫p/o 0.. 浮腫[RH]

▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]
▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・上気道の壊死性⾁芽腫[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・壊死性半⽉体形成腎炎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・膿性⿐漏[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・⿐出⾎[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・蛋⽩尿[RH]
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]
▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・乾性咳嗽p/o 0.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・発熱p/o 0.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・体重減少p/o 0.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 0.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・⾎尿p/o 0.. ⾎尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<⾎尿状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・浮腫p/o 0.. 浮腫[RH]
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関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・浮腫p/o 0.. 浮腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<浮腫状態$異常状態%原因

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎p/o 0.. 抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・上気道の壊死性⾁芽腫p/o 0.. 上気道の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<上気道の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・下気道・肺の壊死性⾁芽腫p/o 0.. 下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<下気道・肺の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎p/o 0.. 全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・壊死性半⽉体形成腎炎p/o 0.. 壊死性半⽉体形成腎炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<壊死性半⽉体形成腎炎状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）p/o 0.. 抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）状態$異常状態%原因

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・膿性⿐漏p/o 0.. 膿性⿐漏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<膿性⿐漏状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・⿐出⾎p/o 0.. ⿐出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<⿐出⾎状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・蛋⽩尿p/o 0.. 蛋⽩尿[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・浮腫p/o 0.. 浮腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<浮腫状態$異常状態%原因

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎p/o 0.. 抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・上気道の壊死性⾁芽腫p/o 0.. 上気道の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<上気道の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・下気道・肺の壊死性⾁芽腫p/o 0.. 下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<下気道・肺の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎p/o 0.. 全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<全⾝性壊死性⾁芽腫性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・壊死性半⽉体形成腎炎p/o 0.. 壊死性半⽉体形成腎炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<壊死性半⽉体形成腎炎状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）p/o 0.. 抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）状態$異常状態%原因

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・膿性⿐漏p/o 0.. 膿性⿐漏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<膿性⿐漏状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・⿐出⾎p/o 0.. ⿐出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<⿐出⾎状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・蛋⽩尿p/o 0.. 蛋⽩尿[RH]
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関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・蛋⽩尿p/o 0.. 蛋⽩尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<蛋⽩尿状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・壊死性⾁芽腫性炎症p/o 0.. 壊死性⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<壊死性⾁芽腫性炎症状態$異常状態%結果

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)p/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・壊死性⾁芽腫性炎症[RH]

▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫p/o 0.. 上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 0.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・蛋⽩尿p/o 0.. 蛋⽩尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<蛋⽩尿状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・壊死性⾁芽腫性炎症p/o 0.. 壊死性⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<壊死性⾁芽腫性炎症状態$異常状態%結果

a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)p/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・壊死性⾁芽腫性炎症[RH]

▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫p/o 0.. 上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<上・下気道・肺の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウェゲナー⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 0.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 0.. ウェゲナー⾁芽腫・ウェゲナー⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
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[Class Name] 壊死性⾁芽腫性⾎管炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎 / ＡＮＣＡ関連⾎管炎 / ウェゲナー⾁芽腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウェゲナー⾁芽腫$構成要素
壊死性⾁芽腫性⾎管炎・上気道の壊死性⾁芽腫p/o 1.. 上気道の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<上気道の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 壊死性⾁芽腫性⾎管炎・壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
壊死性⾁芽腫性⾎管炎・壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 壊死性⾁芽腫性⾎管炎・上気道の壊死性⾁芽腫[RH]
▼結果 <<壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 壊死性⾁芽腫性⾎管炎・⼩動脈・細動脈を中⼼に巨細胞を交えた類上⽪細胞・好中球を中⼼とする細胞からなる⾁芽腫を認める[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
壊死性⾁芽腫性⾎管炎・⼩動脈・細動脈を中⼼に巨細胞を交えた類上⽪細胞・好中球を中⼼とする細胞からなる⾁芽腫を認めるp/o 1.. ⼩動脈・細動脈を中⼼に巨細胞を交えた類上⽪細胞・好中球を中⼼とする細胞からなる⾁芽腫を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩動脈・細動脈を中⼼に巨細胞を交えた類上⽪細胞・好中球を中⼼とする細胞からなる⾁芽腫を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 壊死性⾁芽腫性⾎管炎・壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

壊死性⾁芽腫性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウェゲナー⾁芽腫$構成要素
壊死性⾁芽腫性⾎管炎・上気道の壊死性⾁芽腫p/o 1.. 上気道の壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<上気道の壊死性⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 壊死性⾁芽腫性⾎管炎・壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
壊死性⾁芽腫性⾎管炎・壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 壊死性⾁芽腫性⾎管炎・上気道の壊死性⾁芽腫[RH]
▼結果 <<壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 壊死性⾁芽腫性⾎管炎・⼩動脈・細動脈を中⼼に巨細胞を交えた類上⽪細胞・好中球を中⼼とする細胞からなる⾁芽腫を認める[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
壊死性⾁芽腫性⾎管炎・⼩動脈・細動脈を中⼼に巨細胞を交えた類上⽪細胞・好中球を中⼼とする細胞からなる⾁芽腫を認めるp/o 1.. ⼩動脈・細動脈を中⼼に巨細胞を交えた類上⽪細胞・好中球を中⼼とする細胞からなる⾁芽腫を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩動脈・細動脈を中⼼に巨細胞を交えた類上⽪細胞・好中球を中⼼とする細胞からなる⾁芽腫を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 壊死性⾁芽腫性⾎管炎・壊死性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

壊死性⾁芽腫性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 68 ]

[Class Name] 上気道病変
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎 / ＡＮＣＡ関連⾎管炎 / ウェゲナー⾁芽腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウェゲナー⾁芽腫$構成要素
上気道病変・上気道を中⼼とする巨細胞を交えた類上⽪細胞・好中球を中⼼とする細胞からなる壊死性⾁芽腫p/o 1.. 上気道を中⼼とする巨細胞を交えた類上⽪細胞・好中球を中⼼とする細胞からなる壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<ウェゲナー⾁芽腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

上気道病変 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウェゲナー⾁芽腫$構成要素
上気道病変・上気道を中⼼とする巨細胞を交えた類上⽪細胞・好中球を中⼼とする細胞からなる壊死性⾁芽腫p/o 1.. 上気道を中⼼とする巨細胞を交えた類上⽪細胞・好中球を中⼼とする細胞からなる壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<ウェゲナー⾁芽腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

上気道病変 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 顕微鏡的多発⾎管炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎 / ＡＮＣＡ関連⾎管炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ＡＮＣＡ関連⾎管炎$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・巣状壊死性⽷球体腎炎[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・⾎管炎性神経障害、しびれ[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎p/o 1.. 微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・巣状壊死性⽷球体腎炎p/o 1.. 巣状壊死性⽷球体腎炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<巣状壊死性⽷球体腎炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・⾎管炎性神経障害、しびれp/o 1.. ⾎管炎性神経障害、しびれ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎管炎性神経障害、しびれ状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎p/o 1.. 微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

顕微鏡的多発⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ＡＮＣＡ関連⾎管炎$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・巣状壊死性⽷球体腎炎[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・⾎管炎性神経障害、しびれ[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎p/o 1.. 微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・巣状壊死性⽷球体腎炎p/o 1.. 巣状壊死性⽷球体腎炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<巣状壊死性⽷球体腎炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・⾎管炎性神経障害、しびれp/o 1.. ⾎管炎性神経障害、しびれ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎管炎性神経障害、しびれ状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発⾎管炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎p/o 1.. 微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

顕微鏡的多発⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎・顕微鏡的多発⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎 / ＡＮＣＡ関連⾎管炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ＡＮＣＡ関連⾎管炎$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼原因 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎p/o 1.. 好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球増多[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・体重減少[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・アレルギー性⿐炎[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・多発単神経炎、しびれ[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・肺浸潤影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球増多p/o 1.. 好酸球増多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球増多状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀喘息状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・アレルギー性⿐炎p/o 1.. アレルギー性⿐炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アレルギー性⿐炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
構成要素 疾患$構成要素

Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ＡＮＣＡ関連⾎管炎$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼原因 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎p/o 1.. 好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球増多[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・体重減少[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・アレルギー性⿐炎[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・多発単神経炎、しびれ[RH]
▼結果 <<Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・肺浸潤影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球増多p/o 1.. 好酸球増多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球増多状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀喘息状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・アレルギー性⿐炎p/o 1.. アレルギー性⿐炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アレルギー性⿐炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
構成要素 疾患$構成要素

Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アレルギー性⿐炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・多発単神経炎、しびれp/o 1.. 多発単神経炎、しびれ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発単神経炎、しびれ状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・肺浸潤影p/o 1.. 肺浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺浸潤影状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<好酸球性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<好酸球性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<好酸球性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アレルギー性⿐炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・多発単神経炎、しびれp/o 1.. 多発単神経炎、しびれ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発単神経炎、しびれ状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・肺浸潤影p/o 1.. 肺浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺浸潤影状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<好酸球性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<好酸球性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<好酸球性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃｈｕｒｇ-Ｓｔｒａｕｓｓ症候群・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 肺好酸球性⾁芽腫症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患p/o 1.. 肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患[RH]

▼原因 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・喫煙[RH]

▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・発熱[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・胸痛[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・体重減少[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・労作時呼吸困難[RH]
▼原因 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

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

a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way strong

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way strong

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・胸痛p/o 0.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

肺好酸球性⾁芽腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患p/o 1.. 肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患[RH]

▼原因 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・喫煙[RH]

▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・発熱[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・胸痛[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・体重減少[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・労作時呼吸困難[RH]
▼原因 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

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

a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way strong

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way strong

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・胸痛p/o 0.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

肺好酸球性⾁芽腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
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関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・胸痛[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・発熱[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・体重減少[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・労作時呼吸困難[RH]
▼原因 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・乾性咳嗽p/o 0.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・発熱p/o 0.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・体重減少p/o 0.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・喫煙p/o 0.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・喫煙[RH]

▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患p/o 0.. 肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・労作時呼吸困難p/o 0.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 0.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・胸痛[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・発熱[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・体重減少[RH]
▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・労作時呼吸困難[RH]
▼原因 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・乾性咳嗽p/o 0.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・発熱p/o 0.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・体重減少p/o 0.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・喫煙p/o 0.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・喫煙[RH]

▼結果 <<肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患p/o 0.. 肺内に好酸球、リンパ球などの浸潤を伴うランゲルハンス細胞の⾮腫瘍性増殖、線維化、嚢胞形成を来す疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・労作時呼吸困難p/o 0.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球性⾁芽腫症・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 0.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 0.. 肺好酸球性⾁芽腫症・肺好酸球性⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak
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[Class Name] アレルギー性気管⽀肺真菌症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎

[Sub Classes (1)] アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・Aspergillusに対するアレルギー反応[RH]

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・Candida albicansに対するアレルギー反応[RH]

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・Schizophyllum communeに対するアレルギー反応[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・Aspergillusに対するアレルギー反応p/o 1.. Aspergillusに対するアレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Aspergillusに対するアレルギー反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・Candida albicansに対するアレルギー反応p/o 1.. Candida albicansに対するアレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Candida albicansに対するアレルギー反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・Schizophyllum communeに対するアレルギー反応p/o 1.. Schizophyllum communeに対するアレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Schizophyllum communeに対するアレルギー反応状態$異常状態%結果a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・真菌抗原に対する沈降抗体陽性[RH]
▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・⾎清中ＩｇＥが1000ng/mL以上[RH]
▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・中枢性気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・好酸球浸潤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀喘息状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・真菌抗原に対する沈降抗体陽性p/o 1.. 真菌抗原に対する沈降抗体陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<真菌抗原に対する沈降抗体陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギ 性気管⽀肺真菌症 ⾎清中Ｉ Ｅが1000 / L以上p/o 1.. ⾎清中Ｉ Ｅが1000 / L以上[RH]

アレルギー性気管⽀肺真菌症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・Aspergillusに対するアレルギー反応[RH]

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・Candida albicansに対するアレルギー反応[RH]

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・Schizophyllum communeに対するアレルギー反応[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・Aspergillusに対するアレルギー反応p/o 1.. Aspergillusに対するアレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Aspergillusに対するアレルギー反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・Candida albicansに対するアレルギー反応p/o 1.. Candida albicansに対するアレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Candida albicansに対するアレルギー反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・Schizophyllum communeに対するアレルギー反応p/o 1.. Schizophyllum communeに対するアレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Schizophyllum communeに対するアレルギー反応状態$異常状態%結果a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・真菌抗原に対する沈降抗体陽性[RH]
▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・⾎清中ＩｇＥが1000ng/mL以上[RH]
▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・中枢性気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・好酸球浸潤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀喘息状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・真菌抗原に対する沈降抗体陽性p/o 1.. 真菌抗原に対する沈降抗体陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<真菌抗原に対する沈降抗体陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギ 性気管⽀肺真菌症 ⾎清中Ｉ Ｅが1000 / L以上p/o 1.. ⾎清中Ｉ Ｅが1000 / L以上[RH]

アレルギー性気管⽀肺真菌症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<真菌抗原に対する沈降抗体陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・⾎清中ＩｇＥが1000ng/mL以上p/o 1.. ⾎清中ＩｇＥが1000ng/mL以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清中ＩｇＥが1000ng/mL以上状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・中枢性気管⽀拡張p/o 1.. 中枢性気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢性気管⽀拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・好酸球浸潤p/o 1.. 好酸球浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球浸潤状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<真菌抗原に対する沈降抗体陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・⾎清中ＩｇＥが1000ng/mL以上p/o 1.. ⾎清中ＩｇＥが1000ng/mL以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清中ＩｇＥが1000ng/mL以上状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・中枢性気管⽀拡張p/o 1.. 中枢性気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢性気管⽀拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺真菌症・好酸球浸潤p/o 1.. 好酸球浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球浸潤状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺真菌症・アレルギー性気管⽀肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎 / アレルギー性気管⽀肺真菌症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・Aspergillus nigerに対するアレルギー反応[RH]

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・Aspergillus flavusに対するアレルギー反応[RH]

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・Aspergillus oryaeに対するアレルギー反応[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・Aspergillus nigerに対するアレルギー反応p/o 1.. Aspergillus nigerに対するアレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Aspergillus nigerに対するアレルギー反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・Aspergillus flavusに対するアレルギー反応p/o 1.. Aspergillus flavusに対するアレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Aspergillus flavusに対するアレルギー反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・Aspergillus oryaeに対するアレルギー反応p/o 1.. Aspergillus oryaeに対するアレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Aspergillus oryaeに対するアレルギー反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アスペルギルス抗原に対する沈降抗体陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アスペルギルス抗原に対する沈降抗体陽性p/o 1.. アスペルギルス抗原に対する沈降抗体陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アスペルギルス抗原に対する沈降抗体陽性状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アレルギー性気管⽀肺真菌症$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・Aspergillus nigerに対するアレルギー反応[RH]

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・Aspergillus flavusに対するアレルギー反応[RH]

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・Aspergillus oryaeに対するアレルギー反応[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・Aspergillus nigerに対するアレルギー反応p/o 1.. Aspergillus nigerに対するアレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Aspergillus nigerに対するアレルギー反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・Aspergillus flavusに対するアレルギー反応p/o 1.. Aspergillus flavusに対するアレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Aspergillus flavusに対するアレルギー反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・Aspergillus oryaeに対するアレルギー反応p/o 1.. Aspergillus oryaeに対するアレルギー反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Aspergillus oryaeに対するアレルギー反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

▼結果 <<アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アスペルギルス抗原に対する沈降抗体陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アスペルギルス抗原に対する沈降抗体陽性p/o 1.. アスペルギルス抗原に対する沈降抗体陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アスペルギルス抗原に対する沈降抗体陽性状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

アレルギー性気管⽀肺アスペルギルス症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 結節性多発性動脈炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎

[Sub Classes (1)] 全⾝性壊死性⾎管炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
結節性多発性動脈炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患[RH]
▼結果 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・COP（BOOP)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患p/o 1.. 中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・COP（BOOP)p/o 1.. COP（BOOP)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<COP（BOOP)状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
結節性多発性動脈炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<好酸球性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
結節性多発性動脈炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<好酸球性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
結節性多発性動脈炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<好酸球性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・乾性咳嗽p/o 0.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素

結節性多発性動脈炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
結節性多発性動脈炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患[RH]
▼結果 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・COP（BOOP)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患p/o 1.. 中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・COP（BOOP)p/o 1.. COP（BOOP)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<COP（BOOP)状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
結節性多発性動脈炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<好酸球性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
結節性多発性動脈炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<好酸球性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<好酸球性肺炎$構成要素
結節性多発性動脈炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<好酸球性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発性動脈炎・好酸球性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患p/o 1.. 肺局所に好酸球が存在し、好酸球が存在することが病因と思われる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・乾性咳嗽p/o 0.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素

結節性多発性動脈炎 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 79 ]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・乾性咳嗽p/o 0.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・間質性肺炎p/o 0.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 0.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 結節性多発性動脈炎・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 結節性多発性動脈炎・中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患[RH]
▼結果 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 結節性多発性動脈炎・COP（BOOP)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患p/o 0.. 中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患状態$異常状態%原因a/o 0.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・COP（BOOP)p/o 0.. COP（BOOP)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<COP（BOOP)状態$異常状態%原因a/o 0.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・乾性咳嗽p/o 0.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・間質性肺炎p/o 0.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 0.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 結節性多発性動脈炎・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 結節性多発性動脈炎・中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患[RH]
▼結果 <<結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 結節性多発性動脈炎・COP（BOOP)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患p/o 0.. 中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患状態$異常状態%原因a/o 0.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発性動脈炎・COP（BOOP)p/o 0.. COP（BOOP)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<COP（BOOP)状態$異常状態%原因a/o 0.. 結節性多発性動脈炎・結節性多発性動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
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[Class Name] 全⾝性壊死性⾎管炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 免疫性肺疾患
 / 好酸球性肺炎 / 結節性多発性動脈炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性壊死性⾎管炎・中から⼩型の筋型動脈にフィブリノイド壊死性⾎管炎を認めるp/o 1.. 中から⼩型の筋型動脈にフィブリノイド壊死性⾎管炎を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼構成要素 <<多発性⾎管炎重複症候群$構成要素
全⾝性壊死性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<多発性⾎管炎重複症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性壊死性⾎管炎・中から⼩型の筋型動脈にフィブリノイド壊死性⾎管炎を認めるp/o 0.. 中から⼩型の筋型動脈にフィブリノイド壊死性⾎管炎を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

全⾝性壊死性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性壊死性⾎管炎・中から⼩型の筋型動脈にフィブリノイド壊死性⾎管炎を認めるp/o 1.. 中から⼩型の筋型動脈にフィブリノイド壊死性⾎管炎を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼構成要素 <<多発性⾎管炎重複症候群$構成要素
全⾝性壊死性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<多発性⾎管炎重複症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性壊死性⾎管炎・中から⼩型の筋型動脈にフィブリノイド壊死性⾎管炎を認めるp/o 0.. 中から⼩型の筋型動脈にフィブリノイド壊死性⾎管炎を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

全⾝性壊死性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺の先天性形成異常
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (10)] Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群，嚢胞性線維症，α1-アンチトリプシン⽋損症，

肺硝⼦膜症，気管⽀肺異形成，周産期間質性肺気腫，先天性嚢胞，
肺の分葉異常，完全（両葉）または⽚側無発⽣，慢性肺疾患（CLD)

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺の先天性形成異常・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺の先天性形成異常・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺の先天性形成異常・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺の先天性形成異常・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

▼原因 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺の先天性形成異常・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺の先天性形成異常・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺の先天性形成異常・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

肺の先天性形成異常 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺の先天性形成異常・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺の先天性形成異常・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺の先天性形成異常・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺の先天性形成異常・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

▼原因 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺の先天性形成異常・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺の先天性形成異常・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺の先天性形成異常・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

肺の先天性形成異常 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesiap/o 1.. primary ciliary dyskinesia[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性気道感染症[RH]
▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性副⿐腔炎[RH]
▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・滲出性中⽿炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]
▼原因 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張症【異常状態】[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・内臓逆位[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・膿性痰[RH]
▼原因 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. 気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀拡張症状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・内臓逆位p/o 1.. 内臓逆位[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内臓逆位状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・膿性痰p/o 1.. 膿性痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膿性痰状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性気道感染症p/o 1.. 慢性気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性気道感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性副⿐腔炎p/o 1.. 慢性副⿐腔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性副⿐腔炎状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・滲出性中⽿炎p/o 1.. 滲出性中⽿炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<滲出性中⽿炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

▼構成要素 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果

Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesiap/o 1.. primary ciliary dyskinesia[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性気道感染症[RH]
▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性副⿐腔炎[RH]
▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・滲出性中⽿炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]
▼原因 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張症【異常状態】[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・内臓逆位[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・膿性痰[RH]
▼原因 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. 気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀拡張症状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・内臓逆位p/o 1.. 内臓逆位[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内臓逆位状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・膿性痰p/o 1.. 膿性痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膿性痰状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性気道感染症p/o 1.. 慢性気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性気道感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性副⿐腔炎p/o 1.. 慢性副⿐腔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性副⿐腔炎状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・滲出性中⽿炎p/o 1.. 滲出性中⽿炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<滲出性中⽿炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

▼構成要素 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果

Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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/ Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]
▼構成要素 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way strong

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群p/o 1.. 線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・膿性痰p/o 0.. 膿性痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<膿性痰状態$異常状態%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・膿性痰[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・湿性咳嗽[RH]
▼原因 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張症【異常状態】[RH]
▼原因 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・内臓逆位[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・湿性咳嗽p/o 0.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性副⿐腔炎p/o 0.. 慢性副⿐腔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<慢性副⿐腔炎状態$異常状態%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesiap/o 0.. primary ciliary dyskinesia[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果
a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性副⿐腔炎[RH]

▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性気道感染症[RH]
▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・滲出性中⽿炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)p/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張[RH]

▼原因 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張p/o 0.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因

a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張症【異常状態】p/o 0.. 気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<気管⽀拡張症状態$異常状態%原因
a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性気道感染症p/o 0.. 慢性気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<慢性気道感染症状態$異常状態%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

/ Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]
▼構成要素 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way strong

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群p/o 1.. 線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・膿性痰p/o 0.. 膿性痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<膿性痰状態$異常状態%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・膿性痰[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・湿性咳嗽[RH]
▼原因 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張症【異常状態】[RH]
▼原因 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・内臓逆位[RH]
▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・湿性咳嗽p/o 0.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性副⿐腔炎p/o 0.. 慢性副⿐腔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<慢性副⿐腔炎状態$異常状態%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesiap/o 0.. primary ciliary dyskinesia[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果
a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性副⿐腔炎[RH]

▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性気道感染症[RH]
▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<primary ciliary dyskinesia状態$異常状態%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・滲出性中⽿炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)p/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張[RH]

▼原因 <<Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張p/o 0.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因

a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・気管⽀拡張症【異常状態】p/o 0.. 気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<気管⽀拡張症状態$異常状態%原因
a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・慢性気道感染症p/o 0.. 慢性気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<慢性気道感染症状態$異常状態%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]
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連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<慢性気道感染症状態$異常状態%原因
a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・滲出性中⽿炎p/o 0.. 滲出性中⽿炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<滲出性中⽿炎状態$異常状態%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・常染⾊体劣性遺伝p/o 0.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・内臓逆位p/o 0.. 内臓逆位[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<内臓逆位状態$異常状態%原因
a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群p/o 0.. 線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群状態$異常状態%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<慢性気道感染症状態$異常状態%原因
a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・滲出性中⽿炎p/o 0.. 滲出性中⽿炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<滲出性中⽿炎状態$異常状態%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・primary ciliary dyskinesia[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・常染⾊体劣性遺伝p/o 0.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・内臓逆位p/o 0.. 内臓逆位[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<内臓逆位状態$異常状態%原因
a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群p/o 0.. 線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<線⽑の機能不全をもち、とくに気管⽀拡張症，内臓逆位，慢性副⿐腔炎を併せもつ⼀連の症候群状態$異常状態%原因a/o 0.. Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・Ｋａｒｔａｇｅｎｅｒ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
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[Class Name] 嚢胞性線維症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・難治性の下気道感染症p/o 1.. 難治性の下気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<難治性の下気道感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<難治性の下気道感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・難治性の下気道感染症[RH]
▼原因 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 嚢胞性線維症・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・気管⽀拡張[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・Clイオンチャンネルの透過性障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・Clイオンチャンネルの透過性障害p/o 1.. Clイオンチャンネルの透過性障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Clイオンチャンネルの透過性障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・難治性の下気道感染症[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 嚢胞性線維症・膵外分泌機能不全[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 嚢胞性線維症・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・喀痰増加[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 嚢胞性線維症・腹満[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・脂肪便[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・男性不妊[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 嚢胞性線維症・慢性気道感染症[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・気道表⾯の⽔分量の低下[RH]
▼原因 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 嚢胞性線維症・気管⽀拡張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・膵外分泌機能不全p/o 1.. 膵外分泌機能不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膵外分泌機能不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

嚢胞性線維症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・難治性の下気道感染症p/o 1.. 難治性の下気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<難治性の下気道感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<難治性の下気道感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・難治性の下気道感染症[RH]
▼原因 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 嚢胞性線維症・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・気管⽀拡張[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・Clイオンチャンネルの透過性障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・Clイオンチャンネルの透過性障害p/o 1.. Clイオンチャンネルの透過性障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Clイオンチャンネルの透過性障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・難治性の下気道感染症[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 嚢胞性線維症・膵外分泌機能不全[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 嚢胞性線維症・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・喀痰増加[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 嚢胞性線維症・腹満[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・脂肪便[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・男性不妊[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 嚢胞性線維症・慢性気道感染症[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢胞性線維症・気道表⾯の⽔分量の低下[RH]
▼原因 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 嚢胞性線維症・気管⽀拡張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・膵外分泌機能不全p/o 1.. 膵外分泌機能不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膵外分泌機能不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

嚢胞性線維症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膵外分泌機能不全状態$異常状態%原因

a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・腹満p/o 1.. 腹満[RH]

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

a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・脂肪便p/o 1.. 脂肪便[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脂肪便状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・男性不妊p/o 1.. 男性不妊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<男性不妊状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・慢性気道感染症p/o 1.. 慢性気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性気道感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・気道表⾯の⽔分量の低下p/o 1.. 気道表⾯の⽔分量の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道表⾯の⽔分量の低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<本態性気管⽀拡張$構成要素
嚢胞性線維症・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<本態性気管⽀拡張$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因

a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way strong

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way strong
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・湿性咳嗽p/o 0.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膵外分泌機能不全状態$異常状態%原因

a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・腹満p/o 1.. 腹満[RH]

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

a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・脂肪便p/o 1.. 脂肪便[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脂肪便状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・男性不妊p/o 1.. 男性不妊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<男性不妊状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・慢性気道感染症p/o 1.. 慢性気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性気道感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・気道表⾯の⽔分量の低下p/o 1.. 気道表⾯の⽔分量の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道表⾯の⽔分量の低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<本態性気管⽀拡張$構成要素
嚢胞性線維症・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<本態性気管⽀拡張$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因

a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way strong

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way strong
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・湿性咳嗽p/o 0.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
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嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・呼吸困難[RH]
▼原因 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 嚢胞性線維症・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・喀痰増加[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・慢性気道感染症[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 嚢胞性線維症・膵外分泌機能不全[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・気道表⾯の⽔分量の低下[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・腹満[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 嚢胞性線維症・脂肪便[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 嚢胞性線維症・男性不妊[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・気管⽀拡張[RH]
▼原因 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・気管⽀拡張p/o 0.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・喀痰増加p/o 0.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・慢性気道感染症p/o 0.. 慢性気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<慢性気道感染症状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・常染⾊体劣性遺伝p/o 0.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 0

嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・呼吸困難[RH]
▼原因 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 嚢胞性線維症・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・喀痰増加[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・慢性気道感染症[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 嚢胞性線維症・膵外分泌機能不全[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・気道表⾯の⽔分量の低下[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・腹満[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 嚢胞性線維症・脂肪便[RH]
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 嚢胞性線維症・男性不妊[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・気管⽀拡張[RH]
▼原因 <<嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・気管⽀拡張p/o 0.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・喀痰増加p/o 0.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・慢性気道感染症p/o 0.. 慢性気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<慢性気道感染症状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・常染⾊体劣性遺伝p/o 0.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 0
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#派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果

a/o 0.. 嚢胞性線維症・Clイオンチャンネルの透過性障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・Clイオンチャンネルの透過性障害p/o 0.. Clイオンチャンネルの透過性障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<Clイオンチャンネルの透過性障害状態$異常状態%原因

a/o 0.. 嚢胞性線維症・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・難治性の下気道感染症p/o 0.. 難治性の下気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・膵外分泌機能不全p/o 0.. 膵外分泌機能不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<膵外分泌機能不全状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・気道表⾯の⽔分量の低下p/o 0.. 気道表⾯の⽔分量の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<気道表⾯の⽔分量の低下状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・腹満p/o 0.. 腹満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<腹満状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・脂肪便p/o 0.. 脂肪便[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<脂肪便状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・男性不妊p/o 0.. 男性不妊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<男性不妊状態$異常状態%原因

a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak

#派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果

a/o 0.. 嚢胞性線維症・Clイオンチャンネルの透過性障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・Clイオンチャンネルの透過性障害p/o 0.. Clイオンチャンネルの透過性障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<Clイオンチャンネルの透過性障害状態$異常状態%原因

a/o 0.. 嚢胞性線維症・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・難治性の下気道感染症p/o 0.. 難治性の下気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・膵外分泌機能不全p/o 0.. 膵外分泌機能不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<膵外分泌機能不全状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・気道表⾯の⽔分量の低下p/o 0.. 気道表⾯の⽔分量の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<気道表⾯の⽔分量の低下状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・腹満p/o 0.. 腹満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<腹満状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・脂肪便p/o 0.. 脂肪便[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<脂肪便状態$異常状態%原因a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢胞性線維症・男性不妊p/o 0.. 男性不妊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<男性不妊状態$異常状態%原因

a/o 0.. 嚢胞性線維症・嚢胞性線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
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[Class Name] α1-アンチトリプシン⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患p/o 1.. α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患[RH]
▼原因 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果
a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・若年性肺気腫[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・肝硬変[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・下葉優位な汎⼩葉性肺気腫[RH]
▼原因 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・若年性肺気腫p/o 1.. 若年性肺気腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<若年性肺気腫状態$異常状態%原因a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積p/o 1.. α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積状態$異常状態%原因

a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・慢性肝炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・慢性肝炎p/o 1.. 慢性肝炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性肝炎状態$異常状態%原因a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・肝硬変p/o 1.. 肝硬変[RH]

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

a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・下葉優位な汎⼩葉性肺気腫p/o 1.. 下葉優位な汎⼩葉性肺気腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下葉優位な汎⼩葉性肺気腫状態$異常状態%原因a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<汎細葉型肺気腫$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別 <<汎細葉型肺気腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]
関連

α1-アンチトリプシン⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患p/o 1.. α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患[RH]
▼原因 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果
a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・若年性肺気腫[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・肝硬変[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・下葉優位な汎⼩葉性肺気腫[RH]
▼原因 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・若年性肺気腫p/o 1.. 若年性肺気腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<若年性肺気腫状態$異常状態%原因a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積p/o 1.. α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積状態$異常状態%原因

a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積状態$異常状態%結果

a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・慢性肝炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・慢性肝炎p/o 1.. 慢性肝炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性肝炎状態$異常状態%原因a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・肝硬変p/o 1.. 肝硬変[RH]

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

a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・下葉優位な汎⼩葉性肺気腫p/o 1.. 下葉優位な汎⼩葉性肺気腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下葉優位な汎⼩葉性肺気腫状態$異常状態%原因a/o 1.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<汎細葉型肺気腫$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別 <<汎細葉型肺気腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]
関連

α1-アンチトリプシン⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way strong
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way strong

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・常染⾊体劣性遺伝p/o 0.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)p/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患p/o 0.. α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・若年性肺気腫p/o 0.. 若年性肺気腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<若年性肺気腫状態$異常状態%原因a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)p/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・若年性肺気腫[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・下葉優位な汎⼩葉性肺気腫[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・肝硬変[RH]
▼原因 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・下葉優位な汎⼩葉性肺気腫p/o 0.. 下葉優位な汎⼩葉性肺気腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<下葉優位な汎⼩葉性肺気腫状態$異常状態%原因a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積p/o 0.. α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積状態$異常状態%原因

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼結果 <<α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積状態$異常状態%結果

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・慢性肝炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・慢性肝炎p/o 0.. 慢性肝炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<慢性肝炎状態$異常状態%原因a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・肝硬変p/o 0.. 肝硬変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<肝硬変状態$異常状態%原因
a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 0.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果
a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o 1

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way strong
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way strong

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・常染⾊体劣性遺伝p/o 0.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)p/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患p/o 0.. α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・若年性肺気腫p/o 0.. 若年性肺気腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<若年性肺気腫状態$異常状態%原因a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)p/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・若年性肺気腫[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・下葉優位な汎⼩葉性肺気腫[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積[RH]
▼結果 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・肝硬変[RH]
▼原因 <<α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・下葉優位な汎⼩葉性肺気腫p/o 0.. 下葉優位な汎⼩葉性肺気腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<下葉優位な汎⼩葉性肺気腫状態$異常状態%原因a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積p/o 0.. α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積状態$異常状態%原因

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼結果 <<α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積状態$異常状態%結果

a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・慢性肝炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・慢性肝炎p/o 0.. 慢性肝炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<慢性肝炎状態$異常状態%原因a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシンの肝細胞内凝集・蓄積[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・肝硬変p/o 0.. 肝硬変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<肝硬変状態$異常状態%原因
a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
α1-アンチトリプシン⽋損症・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 0.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果
a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o 1



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 91 ]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 0.. α1-アンチトリプシン⽋損症・α1-アンチトリプシン⽋損症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
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[Class Name] 肺硝⼦膜症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・早産児で，表⾯活性物質の⽋乏が原因で臨床的には呼吸窮迫を⽰すp/o 1.. 早産児で，表⾯活性物質の⽋乏が原因で臨床的には呼吸窮迫を⽰す[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<早産児で，表⾯活性物質の⽋乏が原因で臨床的には呼吸窮迫を⽰す状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<早産児で，表⾯活性物質の⽋乏が原因で臨床的には呼吸窮迫を⽰す状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺硝⼦膜症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺硝⼦膜症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・早産児で，表⾯活性物質の⽋乏が原因で臨床的には呼吸窮迫を⽰す[RH]

▼原因 <<肺硝⼦膜症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・早産児（とくに在胎37週未満で⽣まれた児）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・早産児（とくに在胎37週未満で⽣まれた児）p/o 1.. 早産児（とくに在胎37週未満で⽣まれた児）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<早産児（とくに在胎37週未満で⽣まれた児）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<早産児（とくに在胎37週未満で⽣まれた児）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・サーファクタント⽋乏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・サーファクタント⽋乏p/o 1.. サーファクタント⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サーファクタント⽋乏状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・早産児（とくに在胎37週未満で⽣まれた児）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・早産児で，表⾯活性物質の⽋乏が原因で臨床的には呼吸窮迫を⽰す[RH]

▼結果 <<肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・CO2貯留[RH]

▼結果 <<肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・低酸素⾎症[RH]

▼結果 <<肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・脳室内出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・CO2貯留p/o 1.. CO2貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CO2貯留状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・脳室内出⾎p/o 1.. 脳室内出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脳室内出⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺硝⼦膜症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・早産児で，表⾯活性物質の⽋乏が原因で臨床的には呼吸窮迫を⽰すp/o 1.. 早産児で，表⾯活性物質の⽋乏が原因で臨床的には呼吸窮迫を⽰す[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<早産児で，表⾯活性物質の⽋乏が原因で臨床的には呼吸窮迫を⽰す状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<早産児で，表⾯活性物質の⽋乏が原因で臨床的には呼吸窮迫を⽰す状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺硝⼦膜症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺硝⼦膜症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・早産児で，表⾯活性物質の⽋乏が原因で臨床的には呼吸窮迫を⽰す[RH]

▼原因 <<肺硝⼦膜症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・早産児（とくに在胎37週未満で⽣まれた児）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・早産児（とくに在胎37週未満で⽣まれた児）p/o 1.. 早産児（とくに在胎37週未満で⽣まれた児）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<早産児（とくに在胎37週未満で⽣まれた児）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<早産児（とくに在胎37週未満で⽣まれた児）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・サーファクタント⽋乏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・サーファクタント⽋乏p/o 1.. サーファクタント⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サーファクタント⽋乏状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・早産児（とくに在胎37週未満で⽣まれた児）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・早産児で，表⾯活性物質の⽋乏が原因で臨床的には呼吸窮迫を⽰す[RH]

▼結果 <<肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・CO2貯留[RH]

▼結果 <<肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・低酸素⾎症[RH]

▼結果 <<肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・脳室内出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・CO2貯留p/o 1.. CO2貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CO2貯留状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硝⼦膜症・脳室内出⾎p/o 1.. 脳室内出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脳室内出⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硝⼦膜症・肺硝⼦膜症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺硝⼦膜症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⽀肺異形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀肺異形成・未成熟肺が出⽣前後の炎症・ストレスで肺胞の発達障害を来したものp/o 1.. 未成熟肺が出⽣前後の炎症・ストレスで肺胞の発達障害を来したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<未成熟肺が出⽣前後の炎症・ストレスで肺胞の発達障害を来したもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀肺異形成・気管⽀肺異形成・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<未成熟肺が出⽣前後の炎症・ストレスで肺胞の発達障害を来したもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀肺異形成・気管⽀肺異形成・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀肺異形成・気管⽀肺異形成・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⽀肺異形成・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀肺異形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・未成熟肺が出⽣前後の炎症・ストレスで肺胞の発達障害を来したもの[RH]

▼原因 <<気管⽀肺異形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・未成熟肺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀肺異形成・未成熟肺p/o 1.. 未成熟肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<未成熟肺状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・気管⽀肺異形成・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<未成熟肺状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・肺性⼼[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀肺異形成・肺性⼼p/o 1.. 肺性⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺性⼼状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀肺異形成・未成熟肺[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀肺異形成・気管⽀肺異形成・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀肺異形成・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀肺異形成・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・未成熟肺が出⽣前後の炎症・ストレスで肺胞の発達障害を来したもの[RH]

▼結果 <<気管⽀肺異形成・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・細気管⽀炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀肺異形成・細気管⽀炎p/o 1.. 細気管⽀炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細気管⽀炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・気管⽀肺異形成・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀肺異形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀肺異形成・未成熟肺が出⽣前後の炎症・ストレスで肺胞の発達障害を来したものp/o 1.. 未成熟肺が出⽣前後の炎症・ストレスで肺胞の発達障害を来したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<未成熟肺が出⽣前後の炎症・ストレスで肺胞の発達障害を来したもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀肺異形成・気管⽀肺異形成・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<未成熟肺が出⽣前後の炎症・ストレスで肺胞の発達障害を来したもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀肺異形成・気管⽀肺異形成・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀肺異形成・気管⽀肺異形成・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⽀肺異形成・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀肺異形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・未成熟肺が出⽣前後の炎症・ストレスで肺胞の発達障害を来したもの[RH]

▼原因 <<気管⽀肺異形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・未成熟肺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀肺異形成・未成熟肺p/o 1.. 未成熟肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<未成熟肺状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・気管⽀肺異形成・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<未成熟肺状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・肺性⼼[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀肺異形成・肺性⼼p/o 1.. 肺性⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺性⼼状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀肺異形成・未成熟肺[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀肺異形成・気管⽀肺異形成・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀肺異形成・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀肺異形成・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・未成熟肺が出⽣前後の炎症・ストレスで肺胞の発達障害を来したもの[RH]

▼結果 <<気管⽀肺異形成・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・細気管⽀炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀肺異形成・細気管⽀炎p/o 1.. 細気管⽀炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細気管⽀炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀肺異形成・気管⽀肺異形成・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀肺異形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 周産期間質性肺気腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・空気が肺胞から肺間質，リンパ管，胸膜下腔への漏出。p/o 1.. 空気が肺胞から肺間質，リンパ管，胸膜下腔への漏出。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<空気が肺胞から肺間質，リンパ管，胸膜下腔への漏出。状態$異常状態%原因

a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<空気が肺胞から肺間質，リンパ管，胸膜下腔への漏出。状態$異常状態%結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・空気が肺胞から肺間質，リンパ管，胸膜下腔への漏出。[RH]
▼原因 <<周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・未成熟肺[RH]
▼原因 <<周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・機械的⼈⼯換気[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・未成熟肺p/o 1.. 未成熟肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<未成熟肺状態$異常状態%結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・機械的⼈⼯換気p/o 1.. 機械的⼈⼯換気[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<機械的⼈⼯換気状態$異常状態%結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・空気が肺胞から肺間質，リンパ管，胸膜下腔への漏出。[RH]

▼結果 <<周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺野に数は様々ながら嚢胞状または線状の透亮像[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・肺野に数は様々ながら嚢胞状または線状の透亮像p/o 1.. 肺野に数は様々ながら嚢胞状または線状の透亮像[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺野に数は様々ながら嚢胞状または線状の透亮像状態$異常状態%原因

a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

周産期間質性肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・空気が肺胞から肺間質，リンパ管，胸膜下腔への漏出。p/o 1.. 空気が肺胞から肺間質，リンパ管，胸膜下腔への漏出。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<空気が肺胞から肺間質，リンパ管，胸膜下腔への漏出。状態$異常状態%原因

a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<空気が肺胞から肺間質，リンパ管，胸膜下腔への漏出。状態$異常状態%結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・空気が肺胞から肺間質，リンパ管，胸膜下腔への漏出。[RH]
▼原因 <<周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・未成熟肺[RH]
▼原因 <<周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・機械的⼈⼯換気[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・未成熟肺p/o 1.. 未成熟肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<未成熟肺状態$異常状態%結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・機械的⼈⼯換気p/o 1.. 機械的⼈⼯換気[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<機械的⼈⼯換気状態$異常状態%結果a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・空気が肺胞から肺間質，リンパ管，胸膜下腔への漏出。[RH]

▼結果 <<周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・肺野に数は様々ながら嚢胞状または線状の透亮像[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
周産期間質性肺気腫・肺野に数は様々ながら嚢胞状または線状の透亮像p/o 1.. 肺野に数は様々ながら嚢胞状または線状の透亮像[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺野に数は様々ながら嚢胞状または線状の透亮像状態$異常状態%原因

a/o 1.. 周産期間質性肺気腫・周産期間質性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞・縦隔に認める嚢胞性病変p/o 1.. 縦隔に認める嚢胞性病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔に認める嚢胞性病変状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性嚢胞・先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞・先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 先天性嚢胞・縦隔に認める嚢胞性病変[RH]

▼結果 <<先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞・気管⽀嚢胞【異常状態】[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性嚢胞・⼼膜のう胞[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞・気管⽀嚢胞【異常状態】p/o 1.. 気管⽀嚢胞【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性嚢胞・先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞・⼼膜のう胞p/o 1.. ⼼膜のう胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼膜のう胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性嚢胞・先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞・縦隔に認める嚢胞性病変p/o 1.. 縦隔に認める嚢胞性病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔に認める嚢胞性病変状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性嚢胞・先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞・先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 先天性嚢胞・縦隔に認める嚢胞性病変[RH]

▼結果 <<先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞・気管⽀嚢胞【異常状態】[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性嚢胞・⼼膜のう胞[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞・気管⽀嚢胞【異常状態】p/o 1.. 気管⽀嚢胞【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性嚢胞・先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞・⼼膜のう胞p/o 1.. ⼼膜のう胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼膜のう胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性嚢胞・先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺の分葉異常
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
[Sub Classes (4)] 奇静脈葉，過剰分葉，分葉不全，ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺の分葉異常・肺が形成される過程での先天的な異常p/o 1.. 肺が形成される過程での先天的な異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺が形成される過程での先天的な異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺の分葉異常・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺の分葉異常・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺の分葉異常・肺が形成される過程での先天的な異常[RH]
▼原因 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺の分葉異常・先天性形成異常[RH]
▼結果 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺が形成される過程での先天的な異常、副⼼臓枝に伴う過剰葉[RH]

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
肺の分葉異常・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺の分葉異常・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

肺の分葉異常 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺の分葉異常・肺が形成される過程での先天的な異常p/o 1.. 肺が形成される過程での先天的な異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺が形成される過程での先天的な異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺の分葉異常・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺の分葉異常・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺の分葉異常・肺が形成される過程での先天的な異常[RH]
▼原因 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺の分葉異常・先天性形成異常[RH]
▼結果 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺が形成される過程での先天的な異常、副⼼臓枝に伴う過剰葉[RH]

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
肺の分葉異常・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺の分葉異常・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

肺の分葉異常 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 奇静脈葉
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
 / 肺の分葉異常

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇静脈葉・本来の奇静脈が存在する位置に奇静脈がなく, 右肺の内側部を前後に⾛⾏し、上部胸壁側から上肺の⼀部を内側に巻き込んで形成したものp/o 1.. 本来の奇静脈が存在する位置に奇静脈がなく, 右肺の内側部を前後に⾛⾏し、上部胸壁側から上肺の⼀部を内側に巻き込んで形成したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<本来の奇静脈が存在する位置に奇静脈がなく, 右肺の内側部を前後に⾛⾏し、上部胸壁側から上肺の⼀部を内側に巻き込んで形成したもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 奇静脈葉・奇静脈葉・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<本来の奇静脈が存在する位置に奇静脈がなく, 右肺の内側部を前後に⾛⾏し、上部胸壁側から上肺の⼀部を内側に巻き込んで形成したもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 奇静脈葉・奇静脈葉・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇静脈葉・奇静脈葉・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 奇静脈葉・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<奇静脈葉・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 奇静脈葉・本来の奇静脈が存在する位置に奇静脈がなく, 右肺の内側部を前後に⾛⾏し、上部胸壁側から上肺の⼀部を内側に巻き込んで形成したもの[RH]
▼原因 <<奇静脈葉・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 奇静脈葉・奇静脈の⾛⾏異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇静脈葉・奇静脈の⾛⾏異常p/o 1.. 奇静脈の⾛⾏異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<奇静脈の⾛⾏異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 奇静脈葉・奇静脈葉・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇静脈葉・奇静脈葉・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 奇静脈葉・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<奇静脈葉・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 奇静脈葉・本来の奇静脈が存在する位置に奇静脈がなく, 右肺の内側部を前後に⾛⾏し、上部胸壁側から上肺の⼀部を内側に巻き込んで形成したもの[RH]
▼結果 <<奇静脈葉・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 奇静脈葉・奇静脈裂[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇静脈葉・奇静脈裂p/o 1.. 奇静脈裂[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<奇静脈裂状態$異常状態%原因

a/o 1.. 奇静脈葉・奇静脈葉・暫定連鎖(結果)[RH]

奇静脈葉 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇静脈葉・本来の奇静脈が存在する位置に奇静脈がなく, 右肺の内側部を前後に⾛⾏し、上部胸壁側から上肺の⼀部を内側に巻き込んで形成したものp/o 1.. 本来の奇静脈が存在する位置に奇静脈がなく, 右肺の内側部を前後に⾛⾏し、上部胸壁側から上肺の⼀部を内側に巻き込んで形成したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<本来の奇静脈が存在する位置に奇静脈がなく, 右肺の内側部を前後に⾛⾏し、上部胸壁側から上肺の⼀部を内側に巻き込んで形成したもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 奇静脈葉・奇静脈葉・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<本来の奇静脈が存在する位置に奇静脈がなく, 右肺の内側部を前後に⾛⾏し、上部胸壁側から上肺の⼀部を内側に巻き込んで形成したもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 奇静脈葉・奇静脈葉・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇静脈葉・奇静脈葉・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 奇静脈葉・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<奇静脈葉・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 奇静脈葉・本来の奇静脈が存在する位置に奇静脈がなく, 右肺の内側部を前後に⾛⾏し、上部胸壁側から上肺の⼀部を内側に巻き込んで形成したもの[RH]
▼原因 <<奇静脈葉・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 奇静脈葉・奇静脈の⾛⾏異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇静脈葉・奇静脈の⾛⾏異常p/o 1.. 奇静脈の⾛⾏異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<奇静脈の⾛⾏異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 奇静脈葉・奇静脈葉・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇静脈葉・奇静脈葉・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 奇静脈葉・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<奇静脈葉・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 奇静脈葉・本来の奇静脈が存在する位置に奇静脈がなく, 右肺の内側部を前後に⾛⾏し、上部胸壁側から上肺の⼀部を内側に巻き込んで形成したもの[RH]
▼結果 <<奇静脈葉・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 奇静脈葉・奇静脈裂[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇静脈葉・奇静脈裂p/o 1.. 奇静脈裂[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<奇静脈裂状態$異常状態%原因

a/o 1.. 奇静脈葉・奇静脈葉・暫定連鎖(結果)[RH]

奇静脈葉 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 過剰分葉
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
 / 肺の分葉異常

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
過剰分葉・肺が形成される過程での先天的な異常p/o 1.. 肺が形成される過程での先天的な異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺が形成される過程での先天的な異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 過剰分葉・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
過剰分葉・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の分葉異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 過剰分葉・肺が形成される過程での先天的な異常[RH]

▼原因 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 過剰分葉・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
過剰分葉・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 過剰分葉・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 過剰分葉・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
過剰分葉・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. 過剰分葉・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
過剰分葉・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過剰分葉・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 過剰分葉・先天性形成異常[RH]

過剰分葉 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
過剰分葉・肺が形成される過程での先天的な異常p/o 1.. 肺が形成される過程での先天的な異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺が形成される過程での先天的な異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 過剰分葉・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
過剰分葉・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の分葉異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 過剰分葉・肺が形成される過程での先天的な異常[RH]

▼原因 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 過剰分葉・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
過剰分葉・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 過剰分葉・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 過剰分葉・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
過剰分葉・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. 過剰分葉・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
過剰分葉・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過剰分葉・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 過剰分葉・先天性形成異常[RH]

過剰分葉 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 分葉不全
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
 / 肺の分葉異常

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
分葉不全・肺が形成される過程での先天的な異常p/o 1.. 肺が形成される過程での先天的な異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺が形成される過程での先天的な異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 分葉不全・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
分葉不全・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の分葉異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 分葉不全・肺が形成される過程での先天的な異常[RH]

▼原因 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 分葉不全・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
分葉不全・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<肺の分葉異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 分葉不全・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 分葉不全・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
分葉不全・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. 分葉不全・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
分葉不全・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 分葉不全・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 分葉不全・先天性形成異常[RH]

分葉不全 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
分葉不全・肺が形成される過程での先天的な異常p/o 1.. 肺が形成される過程での先天的な異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺が形成される過程での先天的な異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 分葉不全・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
分葉不全・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の分葉異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 分葉不全・肺が形成される過程での先天的な異常[RH]

▼原因 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 分葉不全・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
分葉不全・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<肺の分葉異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 分葉不全・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 分葉不全・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
分葉不全・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. 分葉不全・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
分葉不全・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 分葉不全・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 分葉不全・先天性形成異常[RH]

分葉不全 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
 / 肺の分葉異常

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺が形成される過程での先天的な異常、副⼼臓枝に伴う過剰葉p/o 1.. 肺が形成される過程での先天的な異常、副⼼臓枝に伴う過剰葉[RH]

連鎖種別 <<肺の分葉異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺が形成される過程での先天的な異常、副⼼臓枝に伴う過剰葉状態$異常状態%原因

a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺が形成される過程での先天的な異常、副⼼臓枝に伴う過剰葉[RH]

▼原因 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<肺の分葉異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

▼原因 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・先天性形成異常[RH]

ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺が形成される過程での先天的な異常、副⼼臓枝に伴う過剰葉p/o 1.. 肺が形成される過程での先天的な異常、副⼼臓枝に伴う過剰葉[RH]

連鎖種別 <<肺の分葉異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺が形成される過程での先天的な異常、副⼼臓枝に伴う過剰葉状態$異常状態%原因

a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺が形成される過程での先天的な異常、副⼼臓枝に伴う過剰葉[RH]

▼原因 <<肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<肺の分葉異常$構成要素
ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<肺の分葉異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の分葉異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

▼原因 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ・先天性形成異常[RH]

ｃａｒｄｉａｃ　ｌｏｂｅ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 完全（両葉）または⽚側無発⽣
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
完全（両葉）または⽚側無発⽣・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
完全（両葉）または⽚側無発⽣・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

▼原因 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
完全（両葉）または⽚側無発⽣・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
完全（両葉）または⽚側無発⽣・完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

▼結果 <<完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・気管分岐部より主気管⽀、肺実質、肺⾎管が完全に⽋損しているもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
完全（両葉）または⽚側無発⽣・気管分岐部より主気管⽀、肺実質、肺⾎管が完全に⽋損しているものp/o 1.. 気管分岐部より主気管⽀、肺実質、肺⾎管が完全に⽋損しているもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管分岐部より主気管⽀、肺実質、肺⾎管が完全に⽋損しているもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)[RH]

完全（両葉）または⽚側無発⽣ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
完全（両葉）または⽚側無発⽣・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
完全（両葉）または⽚側無発⽣・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

▼原因 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
完全（両葉）または⽚側無発⽣・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
完全（両葉）または⽚側無発⽣・完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

▼結果 <<完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・気管分岐部より主気管⽀、肺実質、肺⾎管が完全に⽋損しているもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
完全（両葉）または⽚側無発⽣・気管分岐部より主気管⽀、肺実質、肺⾎管が完全に⽋損しているものp/o 1.. 気管分岐部より主気管⽀、肺実質、肺⾎管が完全に⽋損しているもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管分岐部より主気管⽀、肺実質、肺⾎管が完全に⽋損しているもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 完全（両葉）または⽚側無発⽣・完全（両葉）または⽚側無発⽣・暫定連鎖(結果)[RH]

完全（両葉）または⽚側無発⽣ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性肺疾患（CLD)
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
[Sub Classes (2)] 肺形成不全，Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

▼原因 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・未熟肺が出⽣前後の様々な因⼦により炎症や酸化ストレスに反応して肺胞の発達障害をきたしたもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・未熟肺が出⽣前後の様々な因⼦により炎症や酸化ストレスに反応して肺胞の発達障害をきたしたものp/o 1.. 未熟肺が出⽣前後の様々な因⼦により炎症や酸化ストレスに反応して肺胞の発達障害をきたしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<未熟肺が出⽣前後の様々な因⼦により炎症や酸化ストレスに反応して肺胞の発達障害をきたしたもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・⽣後２８⽇を超えて酸素投与が必要な先天奇形を除く慢性肺障害があり、胸部レントゲン写真の異常をともなうもの[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅠ[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅡ[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅢ[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅣ[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅤ[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅢʼ[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅥ[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・⽣後２８⽇を超えて酸素投与が必要な先天奇形を除く慢性肺障害があり、胸部レントゲン写真の異常をともなうものp/o 1.. ⽣後２８⽇を超えて酸素投与が必要な先天奇形を除く慢性肺障害があり、胸部レントゲン写真の異常をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽣後２８⽇を超えて酸素投与が必要な先天奇形を除く慢性肺障害があり、胸部レントゲン写真の異常をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅠp/o 1.. CLDⅠ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅠ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅡp/o 1.. CLDⅡ[RH]

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

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅢp/o 1.. CLDⅢ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅢ状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅣp/o 1.. CLDⅣ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅣ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅤp/o 1.. CLDⅤ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅤ状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅢʼp/o 1.. CLDⅢʼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅢʼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅥp/o 1.. CLDⅥ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CLDⅥ状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性肺疾患（CLD) 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

▼原因 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・未熟肺が出⽣前後の様々な因⼦により炎症や酸化ストレスに反応して肺胞の発達障害をきたしたもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・未熟肺が出⽣前後の様々な因⼦により炎症や酸化ストレスに反応して肺胞の発達障害をきたしたものp/o 1.. 未熟肺が出⽣前後の様々な因⼦により炎症や酸化ストレスに反応して肺胞の発達障害をきたしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<未熟肺が出⽣前後の様々な因⼦により炎症や酸化ストレスに反応して肺胞の発達障害をきたしたもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・⽣後２８⽇を超えて酸素投与が必要な先天奇形を除く慢性肺障害があり、胸部レントゲン写真の異常をともなうもの[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅠ[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅡ[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅢ[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅣ[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅤ[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅢʼ[RH]
▼結果 <<慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・CLDⅥ[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・⽣後２８⽇を超えて酸素投与が必要な先天奇形を除く慢性肺障害があり、胸部レントゲン写真の異常をともなうものp/o 1.. ⽣後２８⽇を超えて酸素投与が必要な先天奇形を除く慢性肺障害があり、胸部レントゲン写真の異常をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽣後２８⽇を超えて酸素投与が必要な先天奇形を除く慢性肺障害があり、胸部レントゲン写真の異常をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅠp/o 1.. CLDⅠ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅠ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅡp/o 1.. CLDⅡ[RH]

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

a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅢp/o 1.. CLDⅢ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅢ状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅣp/o 1.. CLDⅣ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅣ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅤp/o 1.. CLDⅤ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅤ状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅢʼp/o 1.. CLDⅢʼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅢʼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺疾患（CLD)・CLDⅥp/o 1.. CLDⅥ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CLDⅥ状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性肺疾患（CLD)・慢性肺疾患（CLD)・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性肺疾患（CLD) 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺形成不全
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
 / 慢性肺疾患（CLD)

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺形成不全・形成不全の気管⽀は認めるものの、肺実質、肺⾎管が存在しないものp/o 1.. 形成不全の気管⽀は認めるものの、肺実質、肺⾎管が存在しないもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<形成不全の気管⽀は認めるものの、肺実質、肺⾎管が存在しないもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺形成不全・肺形成不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<形成不全の気管⽀は認めるものの、肺実質、肺⾎管が存在しないもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺形成不全・肺形成不全・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺形成不全・肺形成不全・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺形成不全・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺形成不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺形成不全・形成不全の気管⽀は認めるものの、肺実質、肺⾎管が存在しないもの[RH]
▼原因 <<肺形成不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺形成不全・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
肺形成不全・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺形成不全・肺形成不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺形成不全・肺形成不全・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺形成不全・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺形成不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺形成不全・形成不全の気管⽀は認めるものの、肺実質、肺⾎管が存在しないもの[RH]
▼結果 <<肺形成不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺形成不全・CLDⅠ、Ⅱに相当[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺形成不全・CLDⅠ、Ⅱに相当p/o 1.. CLDⅠ、Ⅱに相当[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅠ、Ⅱに相当状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺形成不全・肺形成不全・暫定連鎖(結果)[RH]

肺形成不全 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺形成不全・形成不全の気管⽀は認めるものの、肺実質、肺⾎管が存在しないものp/o 1.. 形成不全の気管⽀は認めるものの、肺実質、肺⾎管が存在しないもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<形成不全の気管⽀は認めるものの、肺実質、肺⾎管が存在しないもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺形成不全・肺形成不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<形成不全の気管⽀は認めるものの、肺実質、肺⾎管が存在しないもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺形成不全・肺形成不全・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺形成不全・肺形成不全・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺形成不全・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺形成不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺形成不全・形成不全の気管⽀は認めるものの、肺実質、肺⾎管が存在しないもの[RH]
▼原因 <<肺形成不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺形成不全・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
肺形成不全・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺形成不全・肺形成不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺形成不全・肺形成不全・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺形成不全・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺形成不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺形成不全・形成不全の気管⽀は認めるものの、肺実質、肺⾎管が存在しないもの[RH]
▼結果 <<肺形成不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺形成不全・CLDⅠ、Ⅱに相当[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺形成不全・CLDⅠ、Ⅱに相当p/o 1.. CLDⅠ、Ⅱに相当[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅠ、Ⅱに相当状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺形成不全・肺形成不全・暫定連鎖(結果)[RH]

肺形成不全 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺の先天性形成異常
 / 慢性肺疾患（CLD)

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性肺疾患（CLD)$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・先天性形成異常[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

▼結果 <<Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・重症肺疾患のない早産児に⽣後⼀週間頃から進⾏性の呼吸障害を認め、レントゲン上びまん性の間質性浸潤影と⼩円形透亮像をみとめるもの[RH]
▼結果 <<Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・CLDⅢがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群に相当[RH]
▼結果 <<Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・CLDⅣがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群の疑いに相当[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・重症肺疾患のない早産児に⽣後⼀週間頃から進⾏性の呼吸障害を認め、レントゲン上びまん性の間質性浸潤影と⼩円形透亮像をみとめるものp/o 1.. 重症肺疾患のない早産児に⽣後⼀週間頃から進⾏性の呼吸障害を認め、レントゲン上びまん性の間質性浸潤影と⼩円形透亮像をみとめるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重症肺疾患のない早産児に⽣後⼀週間頃から進⾏性の呼吸障害を認め、レントゲン上びまん性の間質性浸潤影と⼩円形透亮像をみとめるもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・CLDⅢがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群に相当p/o 1.. CLDⅢがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群に相当[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅢがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群に相当状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・CLDⅣがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群の疑いに相当p/o 1.. CLDⅣがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群の疑いに相当[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅣがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群の疑いに相当状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性肺疾患（CLD)$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・肺の先天性形成異常【異常状態】p/o 1.. 肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・先天性形成異常[RH]
▼構成要素 <<肺の先天性形成異常$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<肺の先天性形成異常$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・肺の先天性形成異常・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・肺の先天性形成異常【異常状態】[RH]

▼結果 <<Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・重症肺疾患のない早産児に⽣後⼀週間頃から進⾏性の呼吸障害を認め、レントゲン上びまん性の間質性浸潤影と⼩円形透亮像をみとめるもの[RH]
▼結果 <<Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・CLDⅢがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群に相当[RH]
▼結果 <<Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・CLDⅣがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群の疑いに相当[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・重症肺疾患のない早産児に⽣後⼀週間頃から進⾏性の呼吸障害を認め、レントゲン上びまん性の間質性浸潤影と⼩円形透亮像をみとめるものp/o 1.. 重症肺疾患のない早産児に⽣後⼀週間頃から進⾏性の呼吸障害を認め、レントゲン上びまん性の間質性浸潤影と⼩円形透亮像をみとめるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重症肺疾患のない早産児に⽣後⼀週間頃から進⾏性の呼吸障害を認め、レントゲン上びまん性の間質性浸潤影と⼩円形透亮像をみとめるもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・CLDⅢがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群に相当p/o 1.. CLDⅢがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群に相当[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅢがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群に相当状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・CLDⅣがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群の疑いに相当p/o 1.. CLDⅣがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群の疑いに相当[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CLDⅣがＷｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群の疑いに相当状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｗｉｌｓｏｎ-Ｍｉｋｉｔｙ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (7)] 剥離性間質性肺炎，喫煙関連間質性肺疾患，びまん性肺胞傷害，

⾮特異的間質性肺炎，通常型間質性肺炎，呼吸細気管⽀炎，
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 特発性間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性間質性肺炎・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性間質性肺炎・呼吸困難[RH]
▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性間質性肺炎・KL-6上昇[RH]
▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 特発性間質性肺炎・SP-D上昇[RH]
▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性間質性肺炎・胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・KL-6上昇p/o 1.. KL-6上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<KL-6上昇状態$異常状態%原因a/o 1

特発性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 特発性間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性間質性肺炎・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性間質性肺炎・呼吸困難[RH]
▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性間質性肺炎・KL-6上昇[RH]
▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 特発性間質性肺炎・SP-D上昇[RH]
▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性間質性肺炎・胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・KL-6上昇p/o 1.. KL-6上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<KL-6上昇状態$異常状態%原因a/o 1

特発性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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特発性間質性肺炎 KL 6上昇 KL 6上昇[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<KL-6上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・SP-D上昇p/o 1.. SP-D上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SP-D上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こすp/o 1.. 胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

特発性間質性肺炎 KL 6上昇 KL 6上昇[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<KL-6上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・SP-D上昇p/o 1.. SP-D上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SP-D上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性間質性肺炎・胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こすp/o 1.. 胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性間質性肺炎・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 剥離性間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
剥離性間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

▼結果 <<剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布[RH]

▼結果 <<剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布p/o 1.. 褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布状態$異常状態%原因
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布状態$異常状態%結果
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・喫煙[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喫煙状態$異常状態%原因
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。p/o 1.. 肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。状態$異常状態%原因
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・喫煙p/o 0.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<喫煙状態$異常状態%原因
a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布p/o 0.. 褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布状態$異常状態%結果

a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・喫煙[RH]
▼原因 <<褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布状態$異常状態%原因

a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布[RH]
▼結果 <<剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 0.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。p/o 0.. 肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。状態$異常状態%原因
a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

剥離性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
剥離性間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

▼結果 <<剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布[RH]

▼結果 <<剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布p/o 1.. 褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布状態$異常状態%原因
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布状態$異常状態%結果
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・喫煙[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喫煙状態$異常状態%原因
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。p/o 1.. 肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。状態$異常状態%原因
a/o 1.. 剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・喫煙p/o 0.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<喫煙状態$異常状態%原因
a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布p/o 0.. 褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布状態$異常状態%結果

a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・喫煙[RH]
▼原因 <<褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布状態$異常状態%原因

a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・褐⾊調のマクロファージが肺胞腔に分布[RH]
▼結果 <<剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 0.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
剥離性間質性肺炎・肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。p/o 0.. 肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<肺胞腔内に褐⾊調のマクロファージを⼀様に認め肺胞壁に均⼀な線維化病変を認め、肺胞壁は形質細胞と少数の好酸球を含む炎症細胞によって肥厚することが有る病理所⾒。状態$異常状態%原因
a/o 0.. 剥離性間質性肺炎・剥離性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

剥離性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 喫煙関連間質性肺疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼原因 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果
a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙に関連して間質性肺障害を来すもの[RH]
▼結果 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・剥離性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患【異常状態】[RH]
▼結果 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・細胞組織球症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・喫煙に関連して間質性肺障害を来すものp/o 1.. 喫煙に関連して間質性肺障害を来すもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喫煙に関連して間質性肺障害を来すもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・剥離性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 剥離性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<剥離性間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患【異常状態】p/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・細胞組織球症p/o 1.. 細胞組織球症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞組織球症状態$異常状態%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<特発性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別

喫煙関連間質性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼原因 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果
a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙に関連して間質性肺障害を来すもの[RH]
▼結果 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・剥離性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患【異常状態】[RH]
▼結果 <<喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・細胞組織球症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・喫煙に関連して間質性肺障害を来すものp/o 1.. 喫煙に関連して間質性肺障害を来すもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喫煙に関連して間質性肺障害を来すもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・剥離性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 剥離性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<剥離性間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患【異常状態】p/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・細胞組織球症p/o 1.. 細胞組織球症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞組織球症状態$異常状態%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<特発性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別

喫煙関連間質性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<特発性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・乾性咳嗽[RH]

▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<特発性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<特発性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・喫煙関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<特発性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・乾性咳嗽[RH]

▼結果 <<特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<特発性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
喫煙関連間質性肺疾患・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<特発性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 喫煙関連間質性肺疾患・特発性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] びまん性肺胞傷害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
[Sub Classes (1)] 急性間質性肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
びまん性肺胞傷害・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. びまん性肺胞傷害・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. びまん性肺胞傷害・急性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞傷害・急性呼吸促迫症候群【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞傷害・急性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 急性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性間質性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞傷害・急性呼吸促迫症候群【異常状態】p/o 1.. 急性呼吸促迫症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性呼吸促迫症候群状態$異常状態%結果
a/o 1.. びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. びまん性肺胞傷害・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

▼結果 <<びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. びまん性肺胞傷害・肺胞上⽪と肺胞⽑細⾎管内⽪の⾼度の障害に伴う硝⼦膜形成とその後の器質化を⽰す病理所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞傷害・肺胞上⽪と肺胞⽑細⾎管内⽪の⾼度の障害に伴う硝⼦膜形成とその後の器質化を⽰す病理所⾒p/o 1.. 肺胞上⽪と肺胞⽑細⾎管内⽪の⾼度の障害に伴う硝⼦膜形成とその後の器質化を⽰す病理所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞上⽪と肺胞⽑細⾎管内⽪の⾼度の障害に伴う硝⼦膜形成とその後の器質化を⽰す病理所⾒状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)[RH]

びまん性肺胞傷害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
びまん性肺胞傷害・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. びまん性肺胞傷害・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. びまん性肺胞傷害・急性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性肺胞傷害・急性呼吸促迫症候群【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞傷害・急性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 急性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性間質性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞傷害・急性呼吸促迫症候群【異常状態】p/o 1.. 急性呼吸促迫症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性呼吸促迫症候群状態$異常状態%結果
a/o 1.. びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. びまん性肺胞傷害・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

▼結果 <<びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. びまん性肺胞傷害・肺胞上⽪と肺胞⽑細⾎管内⽪の⾼度の障害に伴う硝⼦膜形成とその後の器質化を⽰す病理所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性肺胞傷害・肺胞上⽪と肺胞⽑細⾎管内⽪の⾼度の障害に伴う硝⼦膜形成とその後の器質化を⽰す病理所⾒p/o 1.. 肺胞上⽪と肺胞⽑細⾎管内⽪の⾼度の障害に伴う硝⼦膜形成とその後の器質化を⽰す病理所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞上⽪と肺胞⽑細⾎管内⽪の⾼度の障害に伴う硝⼦膜形成とその後の器質化を⽰す病理所⾒状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性肺胞傷害・びまん性肺胞傷害・暫定連鎖(結果)[RH]

びまん性肺胞傷害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
 / びまん性肺胞傷害

[Sub Classes (1)] 急性呼吸促迫症候群
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症p/o 1.. ６０⽇以内の急性の発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<６０⽇以内の急性の発症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症[RH]

▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]
▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認めるp/o 1.. 外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<混合性結合織病$構成要素
急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<混合性結合織病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着p/o 1.. びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症p/o 0.. ６０⽇以内の急性の発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<６０⽇以内の急性の発症状態$異常状態%結果a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症[RH]
▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]
▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認めるp/o 0.. 外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める状態$異常状態%原因a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 0.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着p/o 0.. びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着状態$異常状態%原因
a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症p/o 0.. ６０⽇以内の急性の発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<６０⽇以内の急性の発症状態$異常状態%結果

a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症[RH]
▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]
▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認めるp/o 0.. 外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める状態$異常状態%原因
a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 0.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 派⽣連鎖

急性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症p/o 1.. ６０⽇以内の急性の発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<６０⽇以内の急性の発症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症[RH]

▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]
▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認めるp/o 1.. 外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<混合性結合織病$構成要素
急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<混合性結合織病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着p/o 1.. びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症p/o 0.. ６０⽇以内の急性の発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<６０⽇以内の急性の発症状態$異常状態%結果a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症[RH]
▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]
▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認めるp/o 0.. 外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める状態$異常状態%原因a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 0.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着p/o 0.. びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着状態$異常状態%原因
a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症p/o 0.. ６０⽇以内の急性の発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<６０⽇以内の急性の発症状態$異常状態%結果

a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症[RH]
▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]
▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認めるp/o 0.. 外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める状態$異常状態%原因
a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 0.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 派⽣連鎖

急性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 0.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着p/o 0.. びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着状態$異常状態%原因

a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症p/o 0.. ６０⽇以内の急性の発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<６０⽇以内の急性の発症状態$異常状態%結果
a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 0.. 急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症[RH]

▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]
▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認めるp/o 0.. 外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める状態$異常状態%原因a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 0.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着p/o 0.. びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着状態$異常状態%原因a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 0.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着p/o 0.. びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着状態$異常状態%原因

a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症p/o 0.. ６０⽇以内の急性の発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<６０⽇以内の急性の発症状態$異常状態%結果
a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 0.. 急性間質性肺炎・６０⽇以内の急性の発症[RH]

▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]
▼原因 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認めるp/o 0.. 外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<外科的肺⽣検にて病理所⾒でびまん性肺胞傷害（ＤＡＤ）を認める状態$異常状態%原因a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 0.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性間質性肺炎・びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着p/o 0.. びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<びまん性間質性リンパ球浸潤、肺胞⽑細管・肺胞中隔の間質に免疫複合体が沈着状態$異常状態%原因a/o 0.. 急性間質性肺炎・急性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
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[Class Name] 急性呼吸促迫症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
 / びまん性肺胞傷害 / 急性間質性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・重篤な低酸素⾎症p/o 1.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影p/o 1.. 胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]
▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]
▼結果 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫p/o 1.. さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]
▼結果 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・⼼不全を認めない[RH]
▼原因 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・⼼不全を認めないp/o 1.. ⼼不全を認めない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼不全を認めない状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<透過性亢進性肺⽔腫$構成要素
急性呼吸促迫症候群・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別 <<透過性亢進性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way strong

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫p/o 0.. さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影p/o 0.. 胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・重篤な低酸素⾎症p/o 0.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖

急性呼吸促迫症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・重篤な低酸素⾎症p/o 1.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影p/o 1.. 胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]
▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]
▼結果 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫p/o 1.. さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]
▼結果 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・⼼不全を認めない[RH]
▼原因 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・⼼不全を認めないp/o 1.. ⼼不全を認めない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼不全を認めない状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<透過性亢進性肺⽔腫$構成要素
急性呼吸促迫症候群・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別 <<透過性亢進性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way strong

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫p/o 0.. さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影p/o 0.. 胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・重篤な低酸素⾎症p/o 0.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖

急性呼吸促迫症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・重篤な低酸素⾎症p/o 0.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・⼼不全を認めないp/o 0.. ⼼不全を認めない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<⼼不全を認めない状態$異常状態%原因

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・⼼不全を認めない[RH]

▼原因 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 0.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫p/o 0.. さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影p/o 0.. 胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・重篤な低酸素⾎症p/o 0.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・⼼不全を認めないp/o 0.. ⼼不全を認めない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<⼼不全を認めない状態$異常状態%原因

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・⼼不全を認めない[RH]

▼原因 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 0.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・重篤な低酸素⾎症p/o 0.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・⼼不全を認めないp/o 0.. ⼼不全を認めない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<⼼不全を認めない状態$異常状態%原因

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・⼼不全を認めない[RH]

▼原因 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 0.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫p/o 0.. さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影p/o 0.. 胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・重篤な低酸素⾎症p/o 0.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・⼼不全を認めないp/o 0.. ⼼不全を認めない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<⼼不全を認めない状態$異常状態%原因

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・⼼不全を認めない[RH]

▼原因 <<急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸促迫症候群・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 0.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 0.. 急性呼吸促迫症候群・急性呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 115 ]

[Class Name] ⾮特異的間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
[Sub Classes (1)] ⾮特異性間質性肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
⾮特異的間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮特異的間質性肺炎・⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮特異的間質性肺炎・⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮特異的間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾮特異的間質性肺炎・炎症細胞浸潤と線維化病巣の程度によりグループ１から３に分類される病変の時相が均⼀な間質性肺炎病理所⾒[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮特異的間質性肺炎・炎症細胞浸潤と線維化病巣の程度によりグループ１から３に分類される病変の時相が均⼀な間質性肺炎病理所⾒p/o 1.. 炎症細胞浸潤と線維化病巣の程度によりグループ１から３に分類される病変の時相が均⼀な間質性肺炎病理所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症細胞浸潤と線維化病巣の程度によりグループ１から３に分類される病変の時相が均⼀な間質性肺炎病理所⾒状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮特異的間質性肺炎・⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾮特異的間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
⾮特異的間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮特異的間質性肺炎・⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮特異的間質性肺炎・⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮特異的間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾮特異的間質性肺炎・炎症細胞浸潤と線維化病巣の程度によりグループ１から３に分類される病変の時相が均⼀な間質性肺炎病理所⾒[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮特異的間質性肺炎・炎症細胞浸潤と線維化病巣の程度によりグループ１から３に分類される病変の時相が均⼀な間質性肺炎病理所⾒p/o 1.. 炎症細胞浸潤と線維化病巣の程度によりグループ１から３に分類される病変の時相が均⼀な間質性肺炎病理所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症細胞浸潤と線維化病巣の程度によりグループ１から３に分類される病変の時相が均⼀な間質性肺炎病理所⾒状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮特異的間質性肺炎・⾮特異的間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾮特異的間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾮特異性間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
 / ⾮特異的間質性肺炎

[Sub Classes (3)] group 1　炎症細胞浸潤主体型　⾮特異的間質性肺炎，
group 2 炎症細胞と線維化を認める⾮特異性間質性肺炎，
group 3 線維化主体型　⾮特異性間質性肺炎

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮特異性間質性肺炎・⾮特異性間質性肺炎型間質性肺炎p/o 1.. ⾮特異性間質性肺炎型間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾮特異性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮特異性間質性肺炎・⾮特異性間質性肺炎型間質性肺炎p/o 1.. ⾮特異性間質性肺炎型間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾮特異性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] group 1　炎症細胞浸潤主体型　⾮特異的間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
 / ⾮特異的間質性肺炎 / ⾮特異性間質性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾮特異性間質性肺炎$構成要素
group 1　炎症細胞浸潤主体型　⾮特異的間質性肺炎・炎症細胞浸潤主体型　⾮特異的間質性肺炎p/o 1.. 炎症細胞浸潤主体型　⾮特異的間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<⾮特異性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

group 1　炎症細胞浸潤主体型　⾮特異的間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾮特異性間質性肺炎$構成要素
group 1　炎症細胞浸潤主体型　⾮特異的間質性肺炎・炎症細胞浸潤主体型　⾮特異的間質性肺炎p/o 1.. 炎症細胞浸潤主体型　⾮特異的間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<⾮特異性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

group 1　炎症細胞浸潤主体型　⾮特異的間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] group 2 炎症細胞と線維化を認める⾮特異性間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
 / ⾮特異的間質性肺炎 / ⾮特異性間質性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾮特異性間質性肺炎$構成要素
group 2 炎症細胞と線維化を認める⾮特異性間質性肺炎・炎症細胞と線維化を認める⾮特異性間質性肺炎p/o 1.. 炎症細胞と線維化を認める⾮特異性間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<⾮特異性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

group 2 炎症細胞と線維化を認める⾮特異性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾮特異性間質性肺炎$構成要素
group 2 炎症細胞と線維化を認める⾮特異性間質性肺炎・炎症細胞と線維化を認める⾮特異性間質性肺炎p/o 1.. 炎症細胞と線維化を認める⾮特異性間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<⾮特異性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

group 2 炎症細胞と線維化を認める⾮特異性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] group 3 線維化主体型　⾮特異性間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
 / ⾮特異的間質性肺炎 / ⾮特異性間質性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾮特異性間質性肺炎$構成要素
group 3 線維化主体型　⾮特異性間質性肺炎・線維化主体型　⾮特異性間質性肺炎p/o 1.. 線維化主体型　⾮特異性間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<⾮特異性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

group 3 線維化主体型　⾮特異性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾮特異性間質性肺炎$構成要素
group 3 線維化主体型　⾮特異性間質性肺炎・線維化主体型　⾮特異性間質性肺炎p/o 1.. 線維化主体型　⾮特異性間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<⾮特異性間質性肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

group 3 線維化主体型　⾮特異性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 通常型間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
[Sub Classes (1)] 特発性肺線維症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
通常型間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 通常型間質性肺炎・通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
通常型間質性肺炎・通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 通常型間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 通常型間質性肺炎・線維化の時相が多彩な間質性肺炎病理所⾒で、線維芽細胞巣を多数認め、蜂巣肺を認める[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
通常型間質性肺炎・線維化の時相が多彩な間質性肺炎病理所⾒で、線維芽細胞巣を多数認め、蜂巣肺を認めるp/o 1.. 線維化の時相が多彩な間質性肺炎病理所⾒で、線維芽細胞巣を多数認め、蜂巣肺を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<線維化の時相が多彩な間質性肺炎病理所⾒で、線維芽細胞巣を多数認め、蜂巣肺を認める状態$異常状態%原因

a/o 1.. 通常型間質性肺炎・通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

通常型間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
通常型間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 通常型間質性肺炎・通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
通常型間質性肺炎・通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 通常型間質性肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 通常型間質性肺炎・線維化の時相が多彩な間質性肺炎病理所⾒で、線維芽細胞巣を多数認め、蜂巣肺を認める[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
通常型間質性肺炎・線維化の時相が多彩な間質性肺炎病理所⾒で、線維芽細胞巣を多数認め、蜂巣肺を認めるp/o 1.. 線維化の時相が多彩な間質性肺炎病理所⾒で、線維芽細胞巣を多数認め、蜂巣肺を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<線維化の時相が多彩な間質性肺炎病理所⾒で、線維芽細胞巣を多数認め、蜂巣肺を認める状態$異常状態%原因

a/o 1.. 通常型間質性肺炎・通常型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

通常型間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性肺線維症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
 / 通常型間質性肺炎

[Sub Classes (1)] 特発性肺線維症の急性増悪
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性肺線維症・特発性肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症・特発性肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症・特発性肺線維症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 特発性肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<特発性肺線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患[RH]

▼原因 <<特発性肺線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性肺線維症・通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症・通常型間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<通常型間質性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症・特発性肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症・特発性肺線維症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特発性肺線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 特発性肺線維症・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患[RH]

▼結果 <<特発性肺線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性肺線維症・蜂巣肺[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症・蜂巣肺p/o 1.. 蜂巣肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<蜂巣肺状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性肺線維症・特発性肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

特発性肺線維症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性肺線維症・特発性肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症・特発性肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症・特発性肺線維症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 特発性肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<特発性肺線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患[RH]

▼原因 <<特発性肺線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性肺線維症・通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症・通常型間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<通常型間質性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症・特発性肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症・特発性肺線維症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特発性肺線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 特発性肺線維症・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患[RH]

▼結果 <<特発性肺線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性肺線維症・蜂巣肺[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症・蜂巣肺p/o 1.. 蜂巣肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<蜂巣肺状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性肺線維症・特発性肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

特発性肺線維症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性肺線維症の急性増悪
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
 / 通常型間質性肺炎 / 特発性肺線維症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<特発性肺線維症$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患[RH]

▼原因 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・肺炎[RH]
▼原因 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・ステロイドや免疫抑制剤の減量[RH]
▼原因 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・⼿術[RH]
▼原因 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・放射線[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・肺炎p/o 1.. 肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・ステロイドや免疫抑制剤の減量p/o 1.. ステロイドや免疫抑制剤の減量[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ステロイドや免疫抑制剤の減量状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・⼿術p/o 1.. ⼿術[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼿術状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・放射線p/o 1.. 放射線[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<放射線状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・慢性経過中に両側肺に浸潤影の出現と伴に急速な呼吸不全に⾄る[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・慢性経過中に両側肺に浸潤影の出現と伴に急速な呼吸不全に⾄るp/o 1.. 慢性経過中に両側肺に浸潤影の出現と伴に急速な呼吸不全に⾄る[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性経過中に両側肺に浸潤影の出現と伴に急速な呼吸不全に⾄る状態$異常状態%原因

a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)[RH]

特発性肺線維症の急性増悪 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特発性肺線維症$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患[RH]

▼原因 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・肺炎[RH]
▼原因 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・ステロイドや免疫抑制剤の減量[RH]
▼原因 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・⼿術[RH]
▼原因 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・放射線[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・肺炎p/o 1.. 肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・ステロイドや免疫抑制剤の減量p/o 1.. ステロイドや免疫抑制剤の減量[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ステロイドや免疫抑制剤の減量状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・⼿術p/o 1.. ⼿術[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼿術状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・放射線p/o 1.. 放射線[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<放射線状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の慢性かつ進⾏性の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・慢性経過中に両側肺に浸潤影の出現と伴に急速な呼吸不全に⾄る[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性肺線維症の急性増悪・慢性経過中に両側肺に浸潤影の出現と伴に急速な呼吸不全に⾄るp/o 1.. 慢性経過中に両側肺に浸潤影の出現と伴に急速な呼吸不全に⾄る[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性経過中に両側肺に浸潤影の出現と伴に急速な呼吸不全に⾄る状態$異常状態%原因

a/o 1.. 特発性肺線維症の急性増悪・特発性肺線維症の急性増悪・暫定連鎖(結果)[RH]

特発性肺線維症の急性増悪 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 呼吸細気管⽀炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
[Sub Classes (1)] 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
呼吸細気管⽀炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎・呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎・呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

▼結果 <<呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎・細気管⽀中⼼で膜性細気管⽀周囲のリンパ球や組織球などの炎症細胞浸潤と上⽪剥離を認め、pigmented macrophageが呼吸細気管⽀の内腔に認められる病理所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎・細気管⽀中⼼で膜性細気管⽀周囲のリンパ球や組織球などの炎症細胞浸潤と上⽪剥離を認め、pigmented macrophageが呼吸細気管⽀の内腔に認められる病理所⾒p/o 1.. 細気管⽀中⼼で膜性細気管⽀周囲のリンパ球や組織球などの炎症細胞浸潤と上⽪剥離を認め、pigmented macrophageが呼吸細気管⽀の内腔に認められる病理所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細気管⽀中⼼で膜性細気管⽀周囲のリンパ球や組織球などの炎症細胞浸潤と上⽪剥離を認め、pigmented macrophageが呼吸細気管⽀の内腔に認められる病理所⾒状態$異常状態%原因

a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎・呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

呼吸細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
呼吸細気管⽀炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎・呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎・呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

▼結果 <<呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎・細気管⽀中⼼で膜性細気管⽀周囲のリンパ球や組織球などの炎症細胞浸潤と上⽪剥離を認め、pigmented macrophageが呼吸細気管⽀の内腔に認められる病理所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎・細気管⽀中⼼で膜性細気管⽀周囲のリンパ球や組織球などの炎症細胞浸潤と上⽪剥離を認め、pigmented macrophageが呼吸細気管⽀の内腔に認められる病理所⾒p/o 1.. 細気管⽀中⼼で膜性細気管⽀周囲のリンパ球や組織球などの炎症細胞浸潤と上⽪剥離を認め、pigmented macrophageが呼吸細気管⽀の内腔に認められる病理所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細気管⽀中⼼で膜性細気管⽀周囲のリンパ球や組織球などの炎症細胞浸潤と上⽪剥離を認め、pigmented macrophageが呼吸細気管⽀の内腔に認められる病理所⾒状態$異常状態%原因

a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎・呼吸細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

呼吸細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
 / 呼吸細気管⽀炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・細気管⽀周囲の炎症細胞浸潤及び上⽪剥離p/o 1.. 細気管⽀周囲の炎症細胞浸潤及び上⽪剥離[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細気管⽀周囲の炎症細胞浸潤及び上⽪剥離状態$異常状態%原因

a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細気管⽀周囲の炎症細胞浸潤及び上⽪剥離状態$異常状態%結果

a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・細気管⽀周囲の炎症細胞浸潤及び上⽪剥離[RH]
▼原因 <<呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・喫煙[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・細気管⽀周囲の炎症細胞浸潤及び上⽪剥離[RH]
▼結果 <<呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・炎症細胞浸潤が中⼼で線維化はあまり認めない[RH]
▼結果 <<呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・乾性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・炎症細胞浸潤が中⼼で線維化はあまり認めないp/o 1.. 炎症細胞浸潤が中⼼で線維化はあまり認めない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症細胞浸潤が中⼼で線維化はあまり認めない状態$異常状態%原因a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・細気管⽀周囲の炎症細胞浸潤及び上⽪剥離p/o 1.. 細気管⽀周囲の炎症細胞浸潤及び上⽪剥離[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細気管⽀周囲の炎症細胞浸潤及び上⽪剥離状態$異常状態%原因

a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細気管⽀周囲の炎症細胞浸潤及び上⽪剥離状態$異常状態%結果

a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・細気管⽀周囲の炎症細胞浸潤及び上⽪剥離[RH]
▼原因 <<呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・喫煙[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・細気管⽀周囲の炎症細胞浸潤及び上⽪剥離[RH]
▼結果 <<呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・炎症細胞浸潤が中⼼で線維化はあまり認めない[RH]
▼結果 <<呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・乾性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・炎症細胞浸潤が中⼼で線維化はあまり認めないp/o 1.. 炎症細胞浸潤が中⼼で線維化はあまり認めない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症細胞浸潤が中⼼で線維化はあまり認めない状態$異常状態%原因a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

呼吸細気管⽀炎関連間質性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
[Sub Classes (1)] 特発性器質化肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼原因 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・ブレオマイシン[RH]
▼原因 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・ペニシラマイシン[RH]
▼原因 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・アミオダロン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・ブレオマイシンp/o 1.. ブレオマイシン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ブレオマイシン状態$異常状態%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・ペニシラマイシンp/o 1.. ペニシラマイシン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ペニシラマイシン状態$異常状態%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・アミオダロンp/o 1.. アミオダロン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アミオダロン状態$異常状態%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・ポリープ状の⾁芽組織の集塊や細気管⽀壁および周囲の線維化により，中⼼性に内腔狭窄をきたした病態　[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・ポリープ状の⾁芽組織の集塊や細気管⽀壁および周囲の線維化により，中⼼性に内腔狭窄をきたした病態　p/o 1.. ポリープ状の⾁芽組織の集塊や細気管⽀壁および周囲の線維化により，中⼼性に内腔狭窄をきたした病態　[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポリープ状の⾁芽組織の集塊や細気管⽀壁および周囲の線維化により，中⼼性に内腔狭窄をきたした病態　状態$異常状態%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特発性間質性肺炎$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼原因 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・ブレオマイシン[RH]
▼原因 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・ペニシラマイシン[RH]
▼原因 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・アミオダロン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・ブレオマイシンp/o 1.. ブレオマイシン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ブレオマイシン状態$異常状態%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・ペニシラマイシンp/o 1.. ペニシラマイシン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ペニシラマイシン状態$異常状態%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・アミオダロンp/o 1.. アミオダロン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アミオダロン状態$異常状態%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・ポリープ状の⾁芽組織の集塊や細気管⽀壁および周囲の線維化により，中⼼性に内腔狭窄をきたした病態　[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・ポリープ状の⾁芽組織の集塊や細気管⽀壁および周囲の線維化により，中⼼性に内腔狭窄をきたした病態　p/o 1.. ポリープ状の⾁芽組織の集塊や細気管⽀壁および周囲の線維化により，中⼼性に内腔狭窄をきたした病態　[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポリープ状の⾁芽組織の集塊や細気管⽀壁および周囲の線維化により，中⼼性に内腔狭窄をきたした病態　状態$異常状態%原因a/o 1.. 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性器質化肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特発性間質性肺炎
 / 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎$構成要素
特発性器質化肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・原因不明で閉塞性気管⽀炎[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・斑状の器質化肺炎[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・発熱[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・咳嗽[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・拘束性換気障害[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・ＣＤ４／ＣＤ８の低下[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・胸部レントゲン写真にて両側性ないし⽚側性のコンソリデーション[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・原因不明で閉塞性気管⽀炎p/o 1.. 原因不明で閉塞性気管⽀炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原因不明で閉塞性気管⽀炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・斑状の器質化肺炎p/o 1.. 斑状の器質化肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<斑状の器質化肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・拘束性換気障害p/o 1.. 拘束性換気障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<拘束性換気障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・ＣＤ４／ＣＤ８の低下p/o 1.. ＣＤ４／ＣＤ８の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＣＤ４／ＣＤ８の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

特発性器質化肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎$構成要素
特発性器質化肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患p/o 1.. 原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・原因不明で胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を起こす疾患[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・原因不明で閉塞性気管⽀炎[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・斑状の器質化肺炎[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・発熱[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・咳嗽[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・拘束性換気障害[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・ＣＤ４／ＣＤ８の低下[RH]
▼結果 <<特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性器質化肺炎・胸部レントゲン写真にて両側性ないし⽚側性のコンソリデーション[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・原因不明で閉塞性気管⽀炎p/o 1.. 原因不明で閉塞性気管⽀炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原因不明で閉塞性気管⽀炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・斑状の器質化肺炎p/o 1.. 斑状の器質化肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<斑状の器質化肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・拘束性換気障害p/o 1.. 拘束性換気障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<拘束性換気障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・ＣＤ４／ＣＤ８の低下p/o 1.. ＣＤ４／ＣＤ８の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＣＤ４／ＣＤ８の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

特発性器質化肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＣＤ４／ＣＤ８の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・胸部レントゲン写真にて両側性ないし⽚側性のコンソリデーションp/o 1.. 胸部レントゲン写真にて両側性ないし⽚側性のコンソリデーション[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸部レントゲン写真にて両側性ないし⽚側性のコンソリデーション状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＣＤ４／ＣＤ８の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性器質化肺炎・胸部レントゲン写真にて両側性ないし⽚側性のコンソリデーションp/o 1.. 胸部レントゲン写真にて両側性ないし⽚側性のコンソリデーション[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸部レントゲン写真にて両側性ないし⽚側性のコンソリデーション状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性器質化肺炎・特発性器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] SLEの⾎管炎に伴う肺病変
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEの⾎管炎に伴う肺病変・免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害するSLEによる⾎管炎に伴う肺病変p/o 1.. 免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害するSLEによる⾎管炎に伴う肺病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害するSLEによる⾎管炎に伴う肺病変状態$異常状態%結果a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEの⾎管炎に伴う肺病変・SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)p/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害するSLEによる⾎管炎に伴う肺病変[RH]
▼結果 <<SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・肺塞栓【異常状態】[RH]
▼結果 <<SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・肺⾼⾎圧[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEの⾎管炎に伴う肺病変・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEの⾎管炎に伴う肺病変・肺塞栓【異常状態】p/o 1.. 肺塞栓【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓状態$異常状態%原因a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEの⾎管炎に伴う肺病変・肺⾼⾎圧p/o 1.. 肺⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⾼⾎圧状態$異常状態%原因

a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

SLEの⾎管炎に伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEの⾎管炎に伴う肺病変・免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害するSLEによる⾎管炎に伴う肺病変p/o 1.. 免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害するSLEによる⾎管炎に伴う肺病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害するSLEによる⾎管炎に伴う肺病変状態$異常状態%結果a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEの⾎管炎に伴う肺病変・SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)p/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害するSLEによる⾎管炎に伴う肺病変[RH]
▼結果 <<SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・肺塞栓【異常状態】[RH]
▼結果 <<SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・肺⾼⾎圧[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEの⾎管炎に伴う肺病変・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEの⾎管炎に伴う肺病変・肺塞栓【異常状態】p/o 1.. 肺塞栓【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓状態$異常状態%原因a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEの⾎管炎に伴う肺病変・肺⾼⾎圧p/o 1.. 肺⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⾼⾎圧状態$異常状態%原因

a/o 1.. SLEの⾎管炎に伴う肺病変・SLEの⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

SLEの⾎管炎に伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (6)] 悪性上⽪性腫瘍，異型扁平上⽪異形成，転移性肺腫瘍，肺良性腫瘍，

リンパ増殖性疾患，⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

肺腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

肺腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 悪性上⽪性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
[Sub Classes (9)] 肺扁平上⽪癌，肺腺癌，⼩細胞癌，⼤細胞癌，肺腺扁平上⽪癌，

唾液腺型癌，カルチノイド腫瘍，前浸潤性病変，⾁腫様癌
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺腺癌・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 癌⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・咳嗽[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・呼吸困難[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・上⼤静脈症候群[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・Horner症候群[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・Pancoast症候群[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・ばち指[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・肥⼤性⾻関節症[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・Lambert-Eaton筋無⼒症[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・ＡＤＨ不適切分泌症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

悪性上⽪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺腺癌・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 癌⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・咳嗽[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・呼吸困難[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・上⼤静脈症候群[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・Horner症候群[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・Pancoast症候群[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・ばち指[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・肥⼤性⾻関節症[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・Lambert-Eaton筋無⼒症[RH]
▼結果 <<悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・ＡＤＨ不適切分泌症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

悪性上⽪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・上⼤静脈症候群p/o 1.. 上⼤静脈症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上⼤静脈症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・Horner症候群p/o 1.. Horner症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Horner症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・Pancoast症候群p/o 1.. Pancoast症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Pancoast症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・ばち指p/o 1.. ばち指[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ばち指状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・肥⼤性⾻関節症p/o 1.. 肥⼤性⾻関節症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肥⼤性⾻関節症状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・Lambert-Eaton筋無⼒症p/o 1.. Lambert-Eaton筋無⼒症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Lambert-Eaton筋無⼒症状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・ＡＤＨ不適切分泌症候群p/o 1.. ＡＤＨ不適切分泌症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＡＤＨ不適切分泌症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・上⼤静脈症候群p/o 1.. 上⼤静脈症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上⼤静脈症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・Horner症候群p/o 1.. Horner症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Horner症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・Pancoast症候群p/o 1.. Pancoast症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Pancoast症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・ばち指p/o 1.. ばち指[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ばち指状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・肥⼤性⾻関節症p/o 1.. 肥⼤性⾻関節症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肥⼤性⾻関節症状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・Lambert-Eaton筋無⼒症p/o 1.. Lambert-Eaton筋無⼒症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Lambert-Eaton筋無⼒症状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性上⽪性腫瘍・ＡＤＨ不適切分泌症候群p/o 1.. ＡＤＨ不適切分泌症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＡＤＨ不適切分泌症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性上⽪性腫瘍・悪性上⽪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 肺扁平上⽪癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍

[Sub Classes (4)] 乳頭型扁平上⽪癌，淡明細胞型扁平上⽪癌，⼩細胞型扁平上⽪癌，
類基底細胞型

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
肺扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 類基底細胞型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼原因 <<肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・喫煙[RH]
▼原因 <<肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・クロム塩（六価クロム化合物）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺扁平上⽪癌・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺扁平上⽪癌・クロム塩（六価クロム化合物）p/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<クロム塩（六価クロム化合物）状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・気道、肺胞領域を起源として発⽣する扁平上⽪由来の悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・閉塞性肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺扁平上⽪癌・気道、肺胞領域を起源として発⽣する扁平上⽪由来の悪性腫瘍p/o 1.. 気道、肺胞領域を起源として発⽣する扁平上⽪由来の悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道、肺胞領域を起源として発⽣する扁平上⽪由来の悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺扁平上⽪癌・閉塞性肺炎【異常状態】p/o 1.. 閉塞性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<閉塞性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

肺扁平上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
肺扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 類基底細胞型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼原因 <<肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・喫煙[RH]
▼原因 <<肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・クロム塩（六価クロム化合物）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺扁平上⽪癌・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺扁平上⽪癌・クロム塩（六価クロム化合物）p/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<クロム塩（六価クロム化合物）状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・気道、肺胞領域を起源として発⽣する扁平上⽪由来の悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・閉塞性肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺扁平上⽪癌・気道、肺胞領域を起源として発⽣する扁平上⽪由来の悪性腫瘍p/o 1.. 気道、肺胞領域を起源として発⽣する扁平上⽪由来の悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道、肺胞領域を起源として発⽣する扁平上⽪由来の悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺扁平上⽪癌・閉塞性肺炎【異常状態】p/o 1.. 閉塞性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<閉塞性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

肺扁平上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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#定義連鎖
▼原因 <<閉塞性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

#定義連鎖
▼原因 <<閉塞性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺扁平上⽪癌・肺扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 乳頭型扁平上⽪癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺扁平上⽪癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺扁平上⽪癌$構成要素
乳頭型扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳頭型扁平上⽪癌・乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳頭型扁平上⽪癌・乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 乳頭型扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 乳頭型扁平上⽪癌・乳頭状に増⽣する扁平上⽪癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳頭型扁平上⽪癌・乳頭状に増⽣する扁平上⽪癌p/o 1.. 乳頭状に増⽣する扁平上⽪癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乳頭状に増⽣する扁平上⽪癌状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳頭型扁平上⽪癌・乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

乳頭型扁平上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺扁平上⽪癌$構成要素
乳頭型扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳頭型扁平上⽪癌・乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳頭型扁平上⽪癌・乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 乳頭型扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 乳頭型扁平上⽪癌・乳頭状に増⽣する扁平上⽪癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳頭型扁平上⽪癌・乳頭状に増⽣する扁平上⽪癌p/o 1.. 乳頭状に増⽣する扁平上⽪癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乳頭状に増⽣する扁平上⽪癌状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳頭型扁平上⽪癌・乳頭型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

乳頭型扁平上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 淡明細胞型扁平上⽪癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺扁平上⽪癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺扁平上⽪癌$構成要素
淡明細胞型扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 淡明細胞型扁平上⽪癌・淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
淡明細胞型扁平上⽪癌・淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 淡明細胞型扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 淡明細胞型扁平上⽪癌・ほとんどが淡明細胞により構成される扁平上⽪癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
淡明細胞型扁平上⽪癌・ほとんどが淡明細胞により構成される扁平上⽪癌p/o 1.. ほとんどが淡明細胞により構成される扁平上⽪癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ほとんどが淡明細胞により構成される扁平上⽪癌状態$異常状態%原因

a/o 1.. 淡明細胞型扁平上⽪癌・淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

淡明細胞型扁平上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺扁平上⽪癌$構成要素
淡明細胞型扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 淡明細胞型扁平上⽪癌・淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
淡明細胞型扁平上⽪癌・淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 淡明細胞型扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 淡明細胞型扁平上⽪癌・ほとんどが淡明細胞により構成される扁平上⽪癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
淡明細胞型扁平上⽪癌・ほとんどが淡明細胞により構成される扁平上⽪癌p/o 1.. ほとんどが淡明細胞により構成される扁平上⽪癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ほとんどが淡明細胞により構成される扁平上⽪癌状態$異常状態%原因

a/o 1.. 淡明細胞型扁平上⽪癌・淡明細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

淡明細胞型扁平上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩細胞型扁平上⽪癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺扁平上⽪癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺扁平上⽪癌$構成要素
⼩細胞型扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼩細胞型扁平上⽪癌・⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩細胞型扁平上⽪癌・⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼩細胞型扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼩細胞型扁平上⽪癌・低分化な扁平上⽪癌で⼩細胞癌に類似する⼩型な腫瘍細胞により構成される[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩細胞型扁平上⽪癌・低分化な扁平上⽪癌で⼩細胞癌に類似する⼩型な腫瘍細胞により構成されるp/o 1.. 低分化な扁平上⽪癌で⼩細胞癌に類似する⼩型な腫瘍細胞により構成される[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低分化な扁平上⽪癌で⼩細胞癌に類似する⼩型な腫瘍細胞により構成される状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼩細胞型扁平上⽪癌・⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

⼩細胞型扁平上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺扁平上⽪癌$構成要素
⼩細胞型扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼩細胞型扁平上⽪癌・⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩細胞型扁平上⽪癌・⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼩細胞型扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼩細胞型扁平上⽪癌・低分化な扁平上⽪癌で⼩細胞癌に類似する⼩型な腫瘍細胞により構成される[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩細胞型扁平上⽪癌・低分化な扁平上⽪癌で⼩細胞癌に類似する⼩型な腫瘍細胞により構成されるp/o 1.. 低分化な扁平上⽪癌で⼩細胞癌に類似する⼩型な腫瘍細胞により構成される[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低分化な扁平上⽪癌で⼩細胞癌に類似する⼩型な腫瘍細胞により構成される状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼩細胞型扁平上⽪癌・⼩細胞型扁平上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

⼩細胞型扁平上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 類基底細胞型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺扁平上⽪癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺扁平上⽪癌$構成要素
類基底細胞型・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 類基底細胞型・類基底細胞型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
類基底細胞型・類基底細胞型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 類基底細胞型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<類基底細胞型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 類基底細胞型・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<類基底細胞型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 類基底細胞型・低分化な扁平上⽪癌で⽪膚の基底細胞癌に類似するもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
類基底細胞型・低分化な扁平上⽪癌で⽪膚の基底細胞癌に類似するものp/o 1.. 低分化な扁平上⽪癌で⽪膚の基底細胞癌に類似するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低分化な扁平上⽪癌で⽪膚の基底細胞癌に類似するもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 類基底細胞型・類基底細胞型・暫定連鎖(結果)[RH]

類基底細胞型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺扁平上⽪癌$構成要素
類基底細胞型・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 類基底細胞型・類基底細胞型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
類基底細胞型・類基底細胞型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 類基底細胞型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<類基底細胞型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 類基底細胞型・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<類基底細胞型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 類基底細胞型・低分化な扁平上⽪癌で⽪膚の基底細胞癌に類似するもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
類基底細胞型・低分化な扁平上⽪癌で⽪膚の基底細胞癌に類似するものp/o 1.. 低分化な扁平上⽪癌で⽪膚の基底細胞癌に類似するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低分化な扁平上⽪癌で⽪膚の基底細胞癌に類似するもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 類基底細胞型・類基底細胞型・暫定連鎖(結果)[RH]

類基底細胞型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺腺癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍

[Sub Classes (10)] 腺房型肺腺癌，乳頭型肺腺癌，細気管⽀肺胞上⽪癌，
粘液産⽣充実性腺癌，胎児型腺癌，コロイド腺癌，粘液嚢胞腺癌，
印環細胞癌，淡明細胞腺癌，混合型肺腺癌

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺腺癌・肺腺癌・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腺癌・肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 印環細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腺癌・肺腺癌・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺腺癌・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺腺癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼原因 <<肺腺癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腺癌・⽯綿[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腺癌・⽯綿p/o 1.. ⽯綿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽯綿状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺腺癌・肺腺癌・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腺癌・肺腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺腺癌・気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の悪性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腺癌・気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の悪性腫瘍p/o 1.. 気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺腺癌・肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

肺腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺腺癌・肺腺癌・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腺癌・肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 印環細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腺癌・肺腺癌・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺腺癌・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺腺癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼原因 <<肺腺癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腺癌・⽯綿[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腺癌・⽯綿p/o 1.. ⽯綿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽯綿状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺腺癌・肺腺癌・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腺癌・肺腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺腺癌・気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の悪性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腺癌・気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の悪性腫瘍p/o 1.. 気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺腺癌・肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

肺腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 腺房型肺腺癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
腺房型肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 腺房型肺腺癌・腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腺房型肺腺癌・腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 腺房型肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 腺房型肺腺癌・気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の腺管状構造や胞巣状構造を呈する悪性腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腺房型肺腺癌・気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の腺管状構造や胞巣状構造を呈する悪性腫瘍p/o 1.. 気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の腺管状構造や胞巣状構造を呈する悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の腺管状構造や胞巣状構造を呈する悪性腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. 腺房型肺腺癌・腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

腺房型肺腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
腺房型肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 腺房型肺腺癌・腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腺房型肺腺癌・腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 腺房型肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 腺房型肺腺癌・気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の腺管状構造や胞巣状構造を呈する悪性腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腺房型肺腺癌・気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の腺管状構造や胞巣状構造を呈する悪性腫瘍p/o 1.. 気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の腺管状構造や胞巣状構造を呈する悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道、肺胞領域を起源として発⽣する腺上⽪由来の腺管状構造や胞巣状構造を呈する悪性腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. 腺房型肺腺癌・腺房型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

腺房型肺腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳頭型肺腺癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
乳頭型肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳頭型肺腺癌・乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳頭型肺腺癌・乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 乳頭型肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 乳頭型肺腺癌・粘液を持たないクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞置換性に増殖しているものまたは円柱状の腫瘍細胞が肺胞構造を破壊性に増殖するもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳頭型肺腺癌・粘液を持たないクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞置換性に増殖しているものまたは円柱状の腫瘍細胞が肺胞構造を破壊性に増殖するものp/o 1.. 粘液を持たないクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞置換性に増殖しているものまたは円柱状の腫瘍細胞が肺胞構造を破壊性に増殖するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粘液を持たないクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞置換性に増殖しているものまたは円柱状の腫瘍細胞が肺胞構造を破壊性に増殖するもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 乳頭型肺腺癌・乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

乳頭型肺腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
乳頭型肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 乳頭型肺腺癌・乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳頭型肺腺癌・乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 乳頭型肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 乳頭型肺腺癌・粘液を持たないクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞置換性に増殖しているものまたは円柱状の腫瘍細胞が肺胞構造を破壊性に増殖するもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳頭型肺腺癌・粘液を持たないクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞置換性に増殖しているものまたは円柱状の腫瘍細胞が肺胞構造を破壊性に増殖するものp/o 1.. 粘液を持たないクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞置換性に増殖しているものまたは円柱状の腫瘍細胞が肺胞構造を破壊性に増殖するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粘液を持たないクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞置換性に増殖しているものまたは円柱状の腫瘍細胞が肺胞構造を破壊性に増殖するもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 乳頭型肺腺癌・乳頭型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

乳頭型肺腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 細気管⽀肺胞上⽪癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌

[Sub Classes (3)] 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌，粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌，
粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 細気管⽀肺胞上⽪癌・細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
細気管⽀肺胞上⽪癌・細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 細気管⽀肺胞上⽪癌・⼀層の腫瘍細胞が肺胞上⽪を置換性に増殖する腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細気管⽀肺胞上⽪癌・⼀層の腫瘍細胞が肺胞上⽪を置換性に増殖する腺癌p/o 1.. ⼀層の腫瘍細胞が肺胞上⽪を置換性に増殖する腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀層の腫瘍細胞が肺胞上⽪を置換性に増殖する腺癌状態$異常状態%原因

a/o 1.. 細気管⽀肺胞上⽪癌・細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

細気管⽀肺胞上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 細気管⽀肺胞上⽪癌・細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
細気管⽀肺胞上⽪癌・細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 細気管⽀肺胞上⽪癌・⼀層の腫瘍細胞が肺胞上⽪を置換性に増殖する腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細気管⽀肺胞上⽪癌・⼀層の腫瘍細胞が肺胞上⽪を置換性に増殖する腺癌p/o 1.. ⼀層の腫瘍細胞が肺胞上⽪を置換性に増殖する腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀層の腫瘍細胞が肺胞上⽪を置換性に増殖する腺癌状態$異常状態%原因

a/o 1.. 細気管⽀肺胞上⽪癌・細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

細気管⽀肺胞上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌 / 細気管⽀肺胞上⽪癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<細気管⽀肺胞上⽪癌$構成要素
粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・クララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・クララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するものp/o 1.. クララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<細気管⽀肺胞上⽪癌$構成要素
粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・クララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・クララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するものp/o 1.. クララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

粘液⾮産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌 / 細気管⽀肺胞上⽪癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<細気管⽀肺胞上⽪癌$構成要素
粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するものp/o 1.. 気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<細気管⽀肺胞上⽪癌$構成要素
粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するものp/o 1.. 気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

粘液産⽣性細気管⽀肺胞上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌 / 細気管⽀肺胞上⽪癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<細気管⽀肺胞上⽪癌$構成要素
粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞とクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が混合した腫瘍細胞またはそれ以外の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞とクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が混合した腫瘍細胞またはそれ以外の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するものp/o 1.. 気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞とクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が混合した腫瘍細胞またはそれ以外の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞とクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が混合した腫瘍細胞またはそれ以外の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<細気管⽀肺胞上⽪癌$構成要素
粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞とクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が混合した腫瘍細胞またはそれ以外の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞とクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が混合した腫瘍細胞またはそれ以外の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するものp/o 1.. 気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞とクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が混合した腫瘍細胞またはそれ以外の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀上⽪ん杯細胞類似の腫瘍細胞とクララ細胞やⅡ型肺胞上⽪細胞に類似した腫瘍細胞が混合した腫瘍細胞またはそれ以外の腫瘍細胞が肺胞上⽪置換性に増殖するもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

粘液産⽣・粘液⾮産⽣混合型あるいは⾮確定型性細気管⽀肺胞上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 粘液産⽣充実性腺癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
粘液産⽣充実性腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 粘液産⽣充実性腺癌・粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液産⽣充実性腺癌・粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 粘液産⽣充実性腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 粘液産⽣充実性腺癌・腺房、腺管、乳頭状構造を伴わず充実性に増殖する腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液産⽣充実性腺癌・腺房、腺管、乳頭状構造を伴わず充実性に増殖する腺癌p/o 1.. 腺房、腺管、乳頭状構造を伴わず充実性に増殖する腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腺房、腺管、乳頭状構造を伴わず充実性に増殖する腺癌状態$異常状態%原因a/o 1.. 粘液産⽣充実性腺癌・粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

粘液産⽣充実性腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
粘液産⽣充実性腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 粘液産⽣充実性腺癌・粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液産⽣充実性腺癌・粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 粘液産⽣充実性腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 粘液産⽣充実性腺癌・腺房、腺管、乳頭状構造を伴わず充実性に増殖する腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液産⽣充実性腺癌・腺房、腺管、乳頭状構造を伴わず充実性に増殖する腺癌p/o 1.. 腺房、腺管、乳頭状構造を伴わず充実性に増殖する腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腺房、腺管、乳頭状構造を伴わず充実性に増殖する腺癌状態$異常状態%原因a/o 1.. 粘液産⽣充実性腺癌・粘液産⽣充実性腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

粘液産⽣充実性腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胎児型腺癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
胎児型腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胎児型腺癌・胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児型腺癌・胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 胎児型腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胎児型腺癌・⾮線⽑円柱上⽪細胞が複雑な分岐腺管や桑実状の充実性胞巣を形成する腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児型腺癌・⾮線⽑円柱上⽪細胞が複雑な分岐腺管や桑実状の充実性胞巣を形成する腺癌p/o 1.. ⾮線⽑円柱上⽪細胞が複雑な分岐腺管や桑実状の充実性胞巣を形成する腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮線⽑円柱上⽪細胞が複雑な分岐腺管や桑実状の充実性胞巣を形成する腺癌状態$異常状態%原因a/o 1.. 胎児型腺癌・胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

胎児型腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
胎児型腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胎児型腺癌・胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児型腺癌・胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 胎児型腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胎児型腺癌・⾮線⽑円柱上⽪細胞が複雑な分岐腺管や桑実状の充実性胞巣を形成する腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児型腺癌・⾮線⽑円柱上⽪細胞が複雑な分岐腺管や桑実状の充実性胞巣を形成する腺癌p/o 1.. ⾮線⽑円柱上⽪細胞が複雑な分岐腺管や桑実状の充実性胞巣を形成する腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮線⽑円柱上⽪細胞が複雑な分岐腺管や桑実状の充実性胞巣を形成する腺癌状態$異常状態%原因a/o 1.. 胎児型腺癌・胎児型腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

胎児型腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] コロイド腺癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
コロイド腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. コロイド腺癌・コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コロイド腺癌・コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. コロイド腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. コロイド腺癌・粘液を貯留して拡張した肺胞腔内に腫瘍細胞が浮遊する像を呈する腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コロイド腺癌・粘液を貯留して拡張した肺胞腔内に腫瘍細胞が浮遊する像を呈する腺癌p/o 1.. 粘液を貯留して拡張した肺胞腔内に腫瘍細胞が浮遊する像を呈する腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘液を貯留して拡張した肺胞腔内に腫瘍細胞が浮遊する像を呈する腺癌状態$異常状態%原因a/o 1.. コロイド腺癌・コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

コロイド腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
コロイド腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. コロイド腺癌・コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コロイド腺癌・コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. コロイド腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. コロイド腺癌・粘液を貯留して拡張した肺胞腔内に腫瘍細胞が浮遊する像を呈する腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コロイド腺癌・粘液を貯留して拡張した肺胞腔内に腫瘍細胞が浮遊する像を呈する腺癌p/o 1.. 粘液を貯留して拡張した肺胞腔内に腫瘍細胞が浮遊する像を呈する腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘液を貯留して拡張した肺胞腔内に腫瘍細胞が浮遊する像を呈する腺癌状態$異常状態%原因a/o 1.. コロイド腺癌・コロイド腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

コロイド腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 149 ]

[Class Name] 粘液嚢胞腺癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
粘液嚢胞腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 粘液嚢胞腺癌・粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液嚢胞腺癌・粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 粘液嚢胞腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 粘液嚢胞腺癌・著明な粘液産⽣を伴う嚢胞を形成する腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液嚢胞腺癌・著明な粘液産⽣を伴う嚢胞を形成する腺癌p/o 1.. 著明な粘液産⽣を伴う嚢胞を形成する腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<著明な粘液産⽣を伴う嚢胞を形成する腺癌状態$異常状態%原因
a/o 1.. 粘液嚢胞腺癌・粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

粘液嚢胞腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
粘液嚢胞腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 粘液嚢胞腺癌・粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液嚢胞腺癌・粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 粘液嚢胞腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 粘液嚢胞腺癌・著明な粘液産⽣を伴う嚢胞を形成する腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液嚢胞腺癌・著明な粘液産⽣を伴う嚢胞を形成する腺癌p/o 1.. 著明な粘液産⽣を伴う嚢胞を形成する腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<著明な粘液産⽣を伴う嚢胞を形成する腺癌状態$異常状態%原因
a/o 1.. 粘液嚢胞腺癌・粘液嚢胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

粘液嚢胞腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 印環細胞癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
印環細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 印環細胞癌・印環細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
印環細胞癌・印環細胞癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 印環細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<印環細胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 印環細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<印環細胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 印環細胞癌・消化管に発⽣するものと同様の豊富な細胞質内粘液により核が偏在した形態を⽰す腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
印環細胞癌・消化管に発⽣するものと同様の豊富な細胞質内粘液により核が偏在した形態を⽰す腺癌p/o 1.. 消化管に発⽣するものと同様の豊富な細胞質内粘液により核が偏在した形態を⽰す腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<消化管に発⽣するものと同様の豊富な細胞質内粘液により核が偏在した形態を⽰す腺癌状態$異常状態%原因

a/o 1.. 印環細胞癌・印環細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

印環細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
印環細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 印環細胞癌・印環細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
印環細胞癌・印環細胞癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 印環細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<印環細胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 印環細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<印環細胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 印環細胞癌・消化管に発⽣するものと同様の豊富な細胞質内粘液により核が偏在した形態を⽰す腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
印環細胞癌・消化管に発⽣するものと同様の豊富な細胞質内粘液により核が偏在した形態を⽰す腺癌p/o 1.. 消化管に発⽣するものと同様の豊富な細胞質内粘液により核が偏在した形態を⽰す腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<消化管に発⽣するものと同様の豊富な細胞質内粘液により核が偏在した形態を⽰す腺癌状態$異常状態%原因

a/o 1.. 印環細胞癌・印環細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

印環細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 淡明細胞腺癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
淡明細胞腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 淡明細胞腺癌・淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
淡明細胞腺癌・淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 淡明細胞腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 淡明細胞腺癌・淡明な細胞により構成される腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
淡明細胞腺癌・淡明な細胞により構成される腺癌p/o 1.. 淡明な細胞により構成される腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<淡明な細胞により構成される腺癌状態$異常状態%原因
a/o 1.. 淡明細胞腺癌・淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

淡明細胞腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
淡明細胞腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 淡明細胞腺癌・淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
淡明細胞腺癌・淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 淡明細胞腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 淡明細胞腺癌・淡明な細胞により構成される腺癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
淡明細胞腺癌・淡明な細胞により構成される腺癌p/o 1.. 淡明な細胞により構成される腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<淡明な細胞により構成される腺癌状態$異常状態%原因
a/o 1.. 淡明細胞腺癌・淡明細胞腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

淡明細胞腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 混合型肺腺癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 肺腺癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
混合型肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 混合型肺腺癌・混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合型肺腺癌・混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 混合型肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 混合型肺腺癌・腺管型、乳頭型、細気管⽀肺胞型、粘液産⽣充実型腺癌が混在する腺上⽪由来の悪性腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合型肺腺癌・腺管型、乳頭型、細気管⽀肺胞型、粘液産⽣充実型腺癌が混在する腺上⽪由来の悪性腫瘍p/o 1.. 腺管型、乳頭型、細気管⽀肺胞型、粘液産⽣充実型腺癌が混在する腺上⽪由来の悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腺管型、乳頭型、細気管⽀肺胞型、粘液産⽣充実型腺癌が混在する腺上⽪由来の悪性腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 混合型肺腺癌・混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

混合型肺腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腺癌$構成要素
混合型肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 混合型肺腺癌・混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合型肺腺癌・混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 混合型肺腺癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 混合型肺腺癌・腺管型、乳頭型、細気管⽀肺胞型、粘液産⽣充実型腺癌が混在する腺上⽪由来の悪性腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合型肺腺癌・腺管型、乳頭型、細気管⽀肺胞型、粘液産⽣充実型腺癌が混在する腺上⽪由来の悪性腫瘍p/o 1.. 腺管型、乳頭型、細気管⽀肺胞型、粘液産⽣充実型腺癌が混在する腺上⽪由来の悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腺管型、乳頭型、細気管⽀肺胞型、粘液産⽣充実型腺癌が混在する腺上⽪由来の悪性腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 混合型肺腺癌・混合型肺腺癌・暫定連鎖(結果)[RH]

混合型肺腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩細胞癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
⼩細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍、細胞境界が不明瞭な細胞質の乏しい⼩型細胞により構成される。p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍、細胞境界が不明瞭な細胞質の乏しい⼩型細胞により構成される。[RH]

連鎖種別 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⼩細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
⼩細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍、細胞境界が不明瞭な細胞質の乏しい⼩型細胞により構成される。p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍、細胞境界が不明瞭な細胞質の乏しい⼩型細胞により構成される。[RH]

連鎖種別 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⼩細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼤細胞癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍

[Sub Classes (5)] ⼤細胞神経内分泌癌，類基底細胞癌，リンパ上⽪腫様癌，
淡明細胞型⼤細胞癌，ラブドイド形質を伴う⼤細胞癌

[Graph (38%)] 

⼤細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）⼤細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼤細胞神経内分泌癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / ⼤細胞癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤細胞神経内分泌癌・⼤型の腫瘍細胞で、神経内分泌形質や神経内分泌顆粒を証明できる⼤細胞癌p/o 1.. ⼤型の腫瘍細胞で、神経内分泌形質や神経内分泌顆粒を証明できる⼤細胞癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⼤細胞神経内分泌癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤細胞神経内分泌癌・⼤型の腫瘍細胞で、神経内分泌形質や神経内分泌顆粒を証明できる⼤細胞癌p/o 1.. ⼤型の腫瘍細胞で、神経内分泌形質や神経内分泌顆粒を証明できる⼤細胞癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⼤細胞神経内分泌癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 類基底細胞癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / ⼤細胞癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
類基底細胞癌・⽐較的⼩型の核／細胞質⽐の⾼い腫瘍細胞が胞巣辺縁に柵状配列を⽰す⼤型細胞からなる未分化腫瘍p/o 1.. ⽐較的⼩型の核／細胞質⽐の⾼い腫瘍細胞が胞巣辺縁に柵状配列を⽰す⼤型細胞からなる未分化腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

類基底細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
類基底細胞癌・⽐較的⼩型の核／細胞質⽐の⾼い腫瘍細胞が胞巣辺縁に柵状配列を⽰す⼤型細胞からなる未分化腫瘍p/o 1.. ⽐較的⼩型の核／細胞質⽐の⾼い腫瘍細胞が胞巣辺縁に柵状配列を⽰す⼤型細胞からなる未分化腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

類基底細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ上⽪腫様癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / ⼤細胞癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ上⽪腫様癌・上咽頭のリンパ上⽪腫に類似する腫瘍p/o 1.. 上咽頭のリンパ上⽪腫に類似する腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

リンパ上⽪腫様癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ上⽪腫様癌・上咽頭のリンパ上⽪腫に類似する腫瘍p/o 1.. 上咽頭のリンパ上⽪腫に類似する腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

リンパ上⽪腫様癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 淡明細胞型⼤細胞癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / ⼤細胞癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
淡明細胞型⼤細胞癌・淡明から泡沫状の細胞質を持つ⼤型の腫瘍細胞より構成される腫瘍p/o 1.. 淡明から泡沫状の細胞質を持つ⼤型の腫瘍細胞より構成される腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

淡明細胞型⼤細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
淡明細胞型⼤細胞癌・淡明から泡沫状の細胞質を持つ⼤型の腫瘍細胞より構成される腫瘍p/o 1.. 淡明から泡沫状の細胞質を持つ⼤型の腫瘍細胞より構成される腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

淡明細胞型⼤細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ラブドイド形質を伴う⼤細胞癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / ⼤細胞癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラブドイド形質を伴う⼤細胞癌・細胞室内に中間径フィラメントから構成される好酸性の⼩球体を有する⼤細胞癌p/o 1.. 細胞室内に中間径フィラメントから構成される好酸性の⼩球体を有する⼤細胞癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ラブドイド形質を伴う⼤細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ラブドイド形質を伴う⼤細胞癌・細胞室内に中間径フィラメントから構成される好酸性の⼩球体を有する⼤細胞癌p/o 1.. 細胞室内に中間径フィラメントから構成される好酸性の⼩球体を有する⼤細胞癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ラブドイド形質を伴う⼤細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺腺扁平上⽪癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
肺腺扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する扁平上⽪癌と腺癌の成分から構成される上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する扁平上⽪癌と腺癌の成分から構成される上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

肺腺扁平上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
肺腺扁平上⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する扁平上⽪癌と腺癌の成分から構成される上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する扁平上⽪癌と腺癌の成分から構成される上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

肺腺扁平上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 唾液腺型癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍

[Sub Classes (2)] 粘表⽪癌，腺様嚢胞癌
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
唾液腺型癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 唾液腺型癌・唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
唾液腺型癌・唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 唾液腺型癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 唾液腺型癌・気道粘膜下に分布する気管・気管⽀腺の存在する領域に唾液腺に⾒られる腫瘍と類似した腫瘍がみとめられる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
唾液腺型癌・気道粘膜下に分布する気管・気管⽀腺の存在する領域に唾液腺に⾒られる腫瘍と類似した腫瘍がみとめられるp/o 1.. 気道粘膜下に分布する気管・気管⽀腺の存在する領域に唾液腺に⾒られる腫瘍と類似した腫瘍がみとめられる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気道粘膜下に分布する気管・気管⽀腺の存在する領域に唾液腺に⾒られる腫瘍と類似した腫瘍がみとめられる状態$異常状態%原因
a/o 1.. 唾液腺型癌・唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)[RH]

唾液腺型癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
唾液腺型癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 唾液腺型癌・唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
唾液腺型癌・唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 唾液腺型癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 唾液腺型癌・気道粘膜下に分布する気管・気管⽀腺の存在する領域に唾液腺に⾒られる腫瘍と類似した腫瘍がみとめられる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
唾液腺型癌・気道粘膜下に分布する気管・気管⽀腺の存在する領域に唾液腺に⾒られる腫瘍と類似した腫瘍がみとめられるp/o 1.. 気道粘膜下に分布する気管・気管⽀腺の存在する領域に唾液腺に⾒られる腫瘍と類似した腫瘍がみとめられる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気道粘膜下に分布する気管・気管⽀腺の存在する領域に唾液腺に⾒られる腫瘍と類似した腫瘍がみとめられる状態$異常状態%原因
a/o 1.. 唾液腺型癌・唾液腺型癌・暫定連鎖(結果)[RH]

唾液腺型癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 粘表⽪癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 唾液腺型癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<唾液腺型癌$構成要素
粘表⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 粘表⽪癌・粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘表⽪癌・粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粘表⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 粘表⽪癌・扁平上⽪細胞、粘液産⽣細胞、及び両者の中間型の細胞から構成された悪性上⽪性腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘表⽪癌・扁平上⽪細胞、粘液産⽣細胞、及び両者の中間型の細胞から構成された悪性上⽪性腫瘍p/o 1.. 扁平上⽪細胞、粘液産⽣細胞、及び両者の中間型の細胞から構成された悪性上⽪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<扁平上⽪細胞、粘液産⽣細胞、及び両者の中間型の細胞から構成された悪性上⽪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 粘表⽪癌・粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

粘表⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<唾液腺型癌$構成要素
粘表⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 粘表⽪癌・粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘表⽪癌・粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粘表⽪癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 粘表⽪癌・扁平上⽪細胞、粘液産⽣細胞、及び両者の中間型の細胞から構成された悪性上⽪性腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘表⽪癌・扁平上⽪細胞、粘液産⽣細胞、及び両者の中間型の細胞から構成された悪性上⽪性腫瘍p/o 1.. 扁平上⽪細胞、粘液産⽣細胞、及び両者の中間型の細胞から構成された悪性上⽪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<扁平上⽪細胞、粘液産⽣細胞、及び両者の中間型の細胞から構成された悪性上⽪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 粘表⽪癌・粘表⽪癌・暫定連鎖(結果)[RH]

粘表⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 腺様嚢胞癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 唾液腺型癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<唾液腺型癌$構成要素
腺様嚢胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 腺様嚢胞癌・腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腺様嚢胞癌・腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 腺様嚢胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 腺様嚢胞癌・真の腺腔と基底膜様物質をいれる偽腺腔から構成される篩状構造を⽰す悪性上⽪性腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腺様嚢胞癌・真の腺腔と基底膜様物質をいれる偽腺腔から構成される篩状構造を⽰す悪性上⽪性腫瘍p/o 1.. 真の腺腔と基底膜様物質をいれる偽腺腔から構成される篩状構造を⽰す悪性上⽪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<真の腺腔と基底膜様物質をいれる偽腺腔から構成される篩状構造を⽰す悪性上⽪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 腺様嚢胞癌・腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

腺様嚢胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<唾液腺型癌$構成要素
腺様嚢胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 腺様嚢胞癌・腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腺様嚢胞癌・腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 腺様嚢胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 腺様嚢胞癌・真の腺腔と基底膜様物質をいれる偽腺腔から構成される篩状構造を⽰す悪性上⽪性腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腺様嚢胞癌・真の腺腔と基底膜様物質をいれる偽腺腔から構成される篩状構造を⽰す悪性上⽪性腫瘍p/o 1.. 真の腺腔と基底膜様物質をいれる偽腺腔から構成される篩状構造を⽰す悪性上⽪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<真の腺腔と基底膜様物質をいれる偽腺腔から構成される篩状構造を⽰す悪性上⽪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 腺様嚢胞癌・腺様嚢胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

腺様嚢胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] カルチノイド腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍

[Sub Classes (2)] 定型的カルチノイド，⾮定型的カルチノイド
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
カルチノイド腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. カルチノイド腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カルチノイド腫瘍・神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍[RH]
▼結果 <<カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カルチノイド腫瘍・⾎痰[RH]
▼結果 <<カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カルチノイド腫瘍・喘息様症状[RH]
▼結果 <<カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カルチノイド腫瘍・顔⾯紅潮（カルチノイド症候群）[RH]
▼結果 <<カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カルチノイド腫瘍・下痢（カルチノイド症候群）[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルチノイド腫瘍・神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍p/o 1.. 神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルチノイド腫瘍・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルチノイド腫瘍・喘息様症状p/o 1.. 喘息様症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喘息様症状状態$異常状態%原因a/o 1.. カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルチノイド腫瘍・顔⾯紅潮（カルチノイド症候群）p/o 1.. 顔⾯紅潮（カルチノイド症候群）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<顔⾯紅潮（カルチノイド症候群）状態$異常状態%原因a/o 1.. カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルチノイド腫瘍・下痢（カルチノイド症候群）p/o 1.. 下痢（カルチノイド症候群）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢（カルチノイド症候群）状態$異常状態%原因
a/o 1.. カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

カルチノイド腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
カルチノイド腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. カルチノイド腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カルチノイド腫瘍・神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍[RH]
▼結果 <<カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カルチノイド腫瘍・⾎痰[RH]
▼結果 <<カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カルチノイド腫瘍・喘息様症状[RH]
▼結果 <<カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カルチノイド腫瘍・顔⾯紅潮（カルチノイド症候群）[RH]
▼結果 <<カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カルチノイド腫瘍・下痢（カルチノイド症候群）[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルチノイド腫瘍・神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍p/o 1.. 神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルチノイド腫瘍・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルチノイド腫瘍・喘息様症状p/o 1.. 喘息様症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喘息様症状状態$異常状態%原因a/o 1.. カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルチノイド腫瘍・顔⾯紅潮（カルチノイド症候群）p/o 1.. 顔⾯紅潮（カルチノイド症候群）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<顔⾯紅潮（カルチノイド症候群）状態$異常状態%原因a/o 1.. カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カルチノイド腫瘍・下痢（カルチノイド症候群）p/o 1.. 下痢（カルチノイド症候群）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢（カルチノイド症候群）状態$異常状態%原因
a/o 1.. カルチノイド腫瘍・カルチノイド腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

カルチノイド腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 定型的カルチノイド
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / カルチノイド腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
定型的カルチノイド・⽐較的そろった円形核、やや粗雑なクロマチン、やや淡明ないし淡好酸性で顆粒状の細胞質を持つ細胞からなる特徴的な腫瘍p/o 1.. ⽐較的そろった円形核、やや粗雑なクロマチン、やや淡明ないし淡好酸性で顆粒状の細胞質を持つ細胞からなる特徴的な腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽐較的そろった円形核、やや粗雑なクロマチン、やや淡明ないし淡好酸性で顆粒状の細胞質を持つ細胞からなる特徴的な腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 定型的カルチノイド・定型的カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
定型的カルチノイド・定型的カルチノイド・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 定型的カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<定型的カルチノイド・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 定型的カルチノイド・⽐較的そろった円形核、やや粗雑なクロマチン、やや淡明ないし淡好酸性で顆粒状の細胞質を持つ細胞からなる特徴的な腫瘍[RH]
▼結果 <<定型的カルチノイド・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 定型的カルチノイド・神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍で壊死巣をみとめないもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
定型的カルチノイド・神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍で壊死巣をみとめないものp/o 1.. 神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍で壊死巣をみとめないもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍で壊死巣をみとめないもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 定型的カルチノイド・定型的カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

定型的カルチノイド 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
定型的カルチノイド・⽐較的そろった円形核、やや粗雑なクロマチン、やや淡明ないし淡好酸性で顆粒状の細胞質を持つ細胞からなる特徴的な腫瘍p/o 1.. ⽐較的そろった円形核、やや粗雑なクロマチン、やや淡明ないし淡好酸性で顆粒状の細胞質を持つ細胞からなる特徴的な腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽐較的そろった円形核、やや粗雑なクロマチン、やや淡明ないし淡好酸性で顆粒状の細胞質を持つ細胞からなる特徴的な腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 定型的カルチノイド・定型的カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
定型的カルチノイド・定型的カルチノイド・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 定型的カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<定型的カルチノイド・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 定型的カルチノイド・⽐較的そろった円形核、やや粗雑なクロマチン、やや淡明ないし淡好酸性で顆粒状の細胞質を持つ細胞からなる特徴的な腫瘍[RH]
▼結果 <<定型的カルチノイド・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 定型的カルチノイド・神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍で壊死巣をみとめないもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
定型的カルチノイド・神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍で壊死巣をみとめないものp/o 1.. 神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍で壊死巣をみとめないもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍で壊死巣をみとめないもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 定型的カルチノイド・定型的カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

定型的カルチノイド 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾮定型的カルチノイド
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / カルチノイド腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型的カルチノイド・神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍。2mm2あたり２－１０個の核分裂像が２個未満で壊死巣を有するものp/o 1.. 神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍。2mm2あたり２－１０個の核分裂像が２個未満で壊死巣を有するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾮定型的カルチノイド 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型的カルチノイド・神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍。2mm2あたり２－１０個の核分裂像が２個未満で壊死巣を有するものp/o 1.. 神経内分泌分化を⽰唆する類器官、索状、島状、柵状、リボン状、ロゼッタ様などの増殖形態を⽰す腫瘍。2mm2あたり２－１０個の核分裂像が２個未満で壊死巣を有するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾮定型的カルチノイド 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 前浸潤性病変
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍

[Sub Classes (3)] 上⽪内扁平上⽪癌，異型腺腫様過形成，
びまん性特発性肺神経内分泌細胞過形成

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
前浸潤性病変・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 前浸潤性病変・前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
前浸潤性病変・前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 前浸潤性病変・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 前浸潤性病変・⼀部に前癌病変と思われるものを含む、将来肺癌に進展する可能性を有する病変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
前浸潤性病変・⼀部に前癌病変と思われるものを含む、将来肺癌に進展する可能性を有する病変p/o 1.. ⼀部に前癌病変と思われるものを含む、将来肺癌に進展する可能性を有する病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀部に前癌病変と思われるものを含む、将来肺癌に進展する可能性を有する病変状態$異常状態%原因a/o 1.. 前浸潤性病変・前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)[RH]

前浸潤性病変 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
前浸潤性病変・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 前浸潤性病変・前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
前浸潤性病変・前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 前浸潤性病変・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 前浸潤性病変・⼀部に前癌病変と思われるものを含む、将来肺癌に進展する可能性を有する病変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
前浸潤性病変・⼀部に前癌病変と思われるものを含む、将来肺癌に進展する可能性を有する病変p/o 1.. ⼀部に前癌病変と思われるものを含む、将来肺癌に進展する可能性を有する病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀部に前癌病変と思われるものを含む、将来肺癌に進展する可能性を有する病変状態$異常状態%原因a/o 1.. 前浸潤性病変・前浸潤性病変・暫定連鎖(結果)[RH]

前浸潤性病変 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 上⽪内扁平上⽪癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 前浸潤性病変

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
上⽪内扁平上⽪癌・扁平上⽪異形成より異形成が強く上⽪全層を異型細胞が占めているp/o 1.. 扁平上⽪異形成より異形成が強く上⽪全層を異型細胞が占めている[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

上⽪内扁平上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
上⽪内扁平上⽪癌・扁平上⽪異形成より異形成が強く上⽪全層を異型細胞が占めているp/o 1.. 扁平上⽪異形成より異形成が強く上⽪全層を異型細胞が占めている[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

上⽪内扁平上⽪癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 異型腺腫様過形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 前浸潤性病変

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異型腺腫様過形成・軽度の異形成を⽰す細胞が肺胞壁を覆っている末梢肺の限局性病変p/o 1.. 軽度の異形成を⽰す細胞が肺胞壁を覆っている末梢肺の限局性病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

異型腺腫様過形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
異型腺腫様過形成・軽度の異形成を⽰す細胞が肺胞壁を覆っている末梢肺の限局性病変p/o 1.. 軽度の異形成を⽰す細胞が肺胞壁を覆っている末梢肺の限局性病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

異型腺腫様過形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] びまん性特発性肺神経内分泌細胞過形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / 前浸潤性病変

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性特発性肺神経内分泌細胞過形成・気道の線維化あるいは閉塞と関連した神経内分泌分化を⽰す異型細胞p/o 1.. 気道の線維化あるいは閉塞と関連した神経内分泌分化を⽰す異型細胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

びまん性特発性肺神経内分泌細胞過形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性特発性肺神経内分泌細胞過形成・気道の線維化あるいは閉塞と関連した神経内分泌分化を⽰す異型細胞p/o 1.. 気道の線維化あるいは閉塞と関連した神経内分泌分化を⽰す異型細胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

びまん性特発性肺神経内分泌細胞過形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾁腫様癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍

[Sub Classes (5)] 癌⾁腫，肺芽腫，多形癌，紡錘細胞癌，巨細胞癌
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
⾁腫様癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾁腫様癌・⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾁腫様癌・⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 癌⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多形癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 巨細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾁腫様癌・⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾁腫様癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼原因 <<⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾁腫様癌・喫煙[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾁腫様癌・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾁腫様癌・⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾁腫様癌・⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾁腫様癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾁腫様癌・⾁腫へのあるいは⾁腫様（紡錘形細胞あるいは巨細胞）分化を⽰す低分化の⾮⼩細胞癌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾁腫様癌・⾁腫へのあるいは⾁腫様（紡錘形細胞あるいは巨細胞）分化を⽰す低分化の⾮⼩細胞癌p/o 1.. ⾁腫へのあるいは⾁腫様（紡錘形細胞あるいは巨細胞）分化を⽰す低分化の⾮⼩細胞癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾁腫へのあるいは⾁腫様（紡錘形細胞あるいは巨細胞）分化を⽰す低分化の⾮⼩細胞癌状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾁腫様癌・⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)[RH]

⾁腫様癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性上⽪性腫瘍$構成要素
⾁腫様癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾁腫様癌・⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾁腫様癌・⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 癌⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多形癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 巨細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾁腫様癌・⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾁腫様癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼原因 <<⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾁腫様癌・喫煙[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾁腫様癌・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾁腫様癌・⾁腫様癌・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾁腫様癌・⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾁腫様癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾁腫様癌・⾁腫へのあるいは⾁腫様（紡錘形細胞あるいは巨細胞）分化を⽰す低分化の⾮⼩細胞癌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾁腫様癌・⾁腫へのあるいは⾁腫様（紡錘形細胞あるいは巨細胞）分化を⽰す低分化の⾮⼩細胞癌p/o 1.. ⾁腫へのあるいは⾁腫様（紡錘形細胞あるいは巨細胞）分化を⽰す低分化の⾮⼩細胞癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾁腫へのあるいは⾁腫様（紡錘形細胞あるいは巨細胞）分化を⽰す低分化の⾮⼩細胞癌状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾁腫様癌・⾁腫様癌・暫定連鎖(結果)[RH]

⾁腫様癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 癌⾁腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / ⾁腫様癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾁腫様癌$構成要素
癌⾁腫・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 癌⾁腫・癌⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌⾁腫・癌⾁腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 癌⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<癌⾁腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 癌⾁腫・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<癌⾁腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 癌⾁腫・腫瘍の中に上⽪性腫瘍細胞（癌腫）と間葉系腫瘍細胞（⾁腫）が混在しているもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌⾁腫・腫瘍の中に上⽪性腫瘍細胞（癌腫）と間葉系腫瘍細胞（⾁腫）が混在しているものp/o 1.. 腫瘍の中に上⽪性腫瘍細胞（癌腫）と間葉系腫瘍細胞（⾁腫）が混在しているもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腫瘍の中に上⽪性腫瘍細胞（癌腫）と間葉系腫瘍細胞（⾁腫）が混在しているもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 癌⾁腫・癌⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

癌⾁腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾁腫様癌$構成要素
癌⾁腫・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 癌⾁腫・癌⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌⾁腫・癌⾁腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 癌⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<癌⾁腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 癌⾁腫・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<癌⾁腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 癌⾁腫・腫瘍の中に上⽪性腫瘍細胞（癌腫）と間葉系腫瘍細胞（⾁腫）が混在しているもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌⾁腫・腫瘍の中に上⽪性腫瘍細胞（癌腫）と間葉系腫瘍細胞（⾁腫）が混在しているものp/o 1.. 腫瘍の中に上⽪性腫瘍細胞（癌腫）と間葉系腫瘍細胞（⾁腫）が混在しているもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腫瘍の中に上⽪性腫瘍細胞（癌腫）と間葉系腫瘍細胞（⾁腫）が混在しているもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 癌⾁腫・癌⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

癌⾁腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺芽腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / ⾁腫様癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾁腫様癌$構成要素
肺芽腫・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺芽腫・肺芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺芽腫・肺芽腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺芽腫・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<肺芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺芽腫・枝分れする管腔形成を⽰す上⽪性成分と未分化な間葉系成分よりなる腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺芽腫・枝分れする管腔形成を⽰す上⽪性成分と未分化な間葉系成分よりなる腫瘍p/o 1.. 枝分れする管腔形成を⽰す上⽪性成分と未分化な間葉系成分よりなる腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<枝分れする管腔形成を⽰す上⽪性成分と未分化な間葉系成分よりなる腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺芽腫・肺芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺芽腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾁腫様癌$構成要素
肺芽腫・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺芽腫・肺芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺芽腫・肺芽腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺芽腫・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<肺芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺芽腫・枝分れする管腔形成を⽰す上⽪性成分と未分化な間葉系成分よりなる腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺芽腫・枝分れする管腔形成を⽰す上⽪性成分と未分化な間葉系成分よりなる腫瘍p/o 1.. 枝分れする管腔形成を⽰す上⽪性成分と未分化な間葉系成分よりなる腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<枝分れする管腔形成を⽰す上⽪性成分と未分化な間葉系成分よりなる腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺芽腫・肺芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺芽腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多形癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / ⾁腫様癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾁腫様癌$構成要素
多形癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 多形癌・多形癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多形癌・多形癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多形癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多形癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 多形癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<多形癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 多形癌・紡錘形細胞あるいは巨細胞を含む⾮⼩細胞癌。しかも紡錘形細胞あるいは巨細胞が少なくとも腫瘍全体の１０％以上を占めているもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多形癌・紡錘形細胞あるいは巨細胞を含む⾮⼩細胞癌。しかも紡錘形細胞あるいは巨細胞が少なくとも腫瘍全体の１０％以上を占めているものp/o 1.. 紡錘形細胞あるいは巨細胞を含む⾮⼩細胞癌。しかも紡錘形細胞あるいは巨細胞が少なくとも腫瘍全体の１０％以上を占めているもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<紡錘形細胞あるいは巨細胞を含む⾮⼩細胞癌。しかも紡錘形細胞あるいは巨細胞が少なくとも腫瘍全体の１０％以上を占めているもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 多形癌・多形癌・暫定連鎖(結果)[RH]

多形癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾁腫様癌$構成要素
多形癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 多形癌・多形癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多形癌・多形癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多形癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多形癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 多形癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<多形癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 多形癌・紡錘形細胞あるいは巨細胞を含む⾮⼩細胞癌。しかも紡錘形細胞あるいは巨細胞が少なくとも腫瘍全体の１０％以上を占めているもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多形癌・紡錘形細胞あるいは巨細胞を含む⾮⼩細胞癌。しかも紡錘形細胞あるいは巨細胞が少なくとも腫瘍全体の１０％以上を占めているものp/o 1.. 紡錘形細胞あるいは巨細胞を含む⾮⼩細胞癌。しかも紡錘形細胞あるいは巨細胞が少なくとも腫瘍全体の１０％以上を占めているもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<紡錘形細胞あるいは巨細胞を含む⾮⼩細胞癌。しかも紡錘形細胞あるいは巨細胞が少なくとも腫瘍全体の１０％以上を占めているもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 多形癌・多形癌・暫定連鎖(結果)[RH]

多形癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 紡錘細胞癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / ⾁腫様癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾁腫様癌$構成要素
紡錘細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 紡錘細胞癌・紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
紡錘細胞癌・紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 紡錘細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 紡錘細胞癌・紡錘形細胞だけからなる⾮⼩細胞癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
紡錘細胞癌・紡錘形細胞だけからなる⾮⼩細胞癌p/o 1.. 紡錘形細胞だけからなる⾮⼩細胞癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<紡錘形細胞だけからなる⾮⼩細胞癌状態$異常状態%原因

a/o 1.. 紡錘細胞癌・紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

紡錘細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾁腫様癌$構成要素
紡錘細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 紡錘細胞癌・紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
紡錘細胞癌・紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 紡錘細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

▼結果 <<紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 紡錘細胞癌・紡錘形細胞だけからなる⾮⼩細胞癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
紡錘細胞癌・紡錘形細胞だけからなる⾮⼩細胞癌p/o 1.. 紡錘形細胞だけからなる⾮⼩細胞癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<紡錘形細胞だけからなる⾮⼩細胞癌状態$異常状態%原因

a/o 1.. 紡錘細胞癌・紡錘細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

紡錘細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 巨細胞癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / 悪性上⽪性腫瘍 / ⾁腫様癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾁腫様癌$構成要素
巨細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 巨細胞癌・巨細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨細胞癌・巨細胞癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 巨細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<巨細胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 巨細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<巨細胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 巨細胞癌・腫瘍が⾼度の多形性を⽰す多核あるいは単核の巨細胞のみからなる⾮⼩細胞癌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨細胞癌・腫瘍が⾼度の多形性を⽰す多核あるいは単核の巨細胞のみからなる⾮⼩細胞癌p/o 1.. 腫瘍が⾼度の多形性を⽰す多核あるいは単核の巨細胞のみからなる⾮⼩細胞癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腫瘍が⾼度の多形性を⽰す多核あるいは単核の巨細胞のみからなる⾮⼩細胞癌状態$異常状態%原因a/o 1.. 巨細胞癌・巨細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

巨細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾁腫様癌$構成要素
巨細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 巨細胞癌・巨細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨細胞癌・巨細胞癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 巨細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<巨細胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 巨細胞癌・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<巨細胞癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 巨細胞癌・腫瘍が⾼度の多形性を⽰す多核あるいは単核の巨細胞のみからなる⾮⼩細胞癌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨細胞癌・腫瘍が⾼度の多形性を⽰す多核あるいは単核の巨細胞のみからなる⾮⼩細胞癌p/o 1.. 腫瘍が⾼度の多形性を⽰す多核あるいは単核の巨細胞のみからなる⾮⼩細胞癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腫瘍が⾼度の多形性を⽰す多核あるいは単核の巨細胞のみからなる⾮⼩細胞癌状態$異常状態%原因a/o 1.. 巨細胞癌・巨細胞癌・暫定連鎖(結果)[RH]

巨細胞癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 異型扁平上⽪異形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異型扁平上⽪異形成・上⽪内に異型細胞p/o 1.. 上⽪内に異型細胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

異型扁平上⽪異形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
異型扁平上⽪異形成・上⽪内に異型細胞p/o 1.. 上⽪内に異型細胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

異型扁平上⽪異形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 転移性肺腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺腫瘍・他の部位の悪性腫瘍からの転移性病変が肺に認められるp/o 1.. 他の部位の悪性腫瘍からの転移性病変が肺に認められる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<他の部位の悪性腫瘍からの転移性病変が肺に認められる状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性肺腫瘍・転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺腫瘍・転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 転移性肺腫瘍・他の部位の悪性腫瘍からの転移性病変が肺に認められる[RH]
▼原因 <<転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性肺腫瘍・⼤腸がん[RH]
▼原因 <<転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 転移性肺腫瘍・卵巣癌[RH]
▼原因 <<転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 転移性肺腫瘍・腎癌[RH]
▼原因 <<転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性肺腫瘍・乳がん[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺腫瘍・⼤腸がんp/o 1.. ⼤腸がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼤腸がん状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺腫瘍・転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺腫瘍・卵巣癌p/o 1.. 卵巣癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<卵巣癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺腫瘍・転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺腫瘍・腎癌p/o 1.. 腎癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<腎癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺腫瘍・転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺腫瘍・乳がんp/o 1.. 乳がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<乳がん状態$異常状態%結果
a/o 1.. 転移性肺腫瘍・転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

転移性肺腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺腫瘍・他の部位の悪性腫瘍からの転移性病変が肺に認められるp/o 1.. 他の部位の悪性腫瘍からの転移性病変が肺に認められる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<他の部位の悪性腫瘍からの転移性病変が肺に認められる状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性肺腫瘍・転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺腫瘍・転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 転移性肺腫瘍・他の部位の悪性腫瘍からの転移性病変が肺に認められる[RH]
▼原因 <<転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性肺腫瘍・⼤腸がん[RH]
▼原因 <<転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 転移性肺腫瘍・卵巣癌[RH]
▼原因 <<転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 転移性肺腫瘍・腎癌[RH]
▼原因 <<転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性肺腫瘍・乳がん[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺腫瘍・⼤腸がんp/o 1.. ⼤腸がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼤腸がん状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺腫瘍・転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺腫瘍・卵巣癌p/o 1.. 卵巣癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<卵巣癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺腫瘍・転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺腫瘍・腎癌p/o 1.. 腎癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<腎癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺腫瘍・転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺腫瘍・乳がんp/o 1.. 乳がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<乳がん状態$異常状態%結果
a/o 1.. 転移性肺腫瘍・転移性肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

転移性肺腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺良性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
[Sub Classes (6)] 良性上⽪性腫瘍，肺過誤腫，肺硬化性⾎管腫，炎症性偽腫瘍，

良性胸膜中⽪腫，肺軟⾻腫
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腫瘍$構成要素
肺良性腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する良性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する良性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<肺腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

肺良性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腫瘍$構成要素
肺良性腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する良性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する良性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<肺腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

肺良性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 良性上⽪性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍 / 肺良性腫瘍
[Sub Classes (2)] 肺乳頭腫，粘液腺腺腫
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性上⽪性腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

良性上⽪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性上⽪性腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

良性上⽪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺乳頭腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍 / 肺良性腫瘍
 / 良性上⽪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺乳頭腫・扁平上⽪もしくは線⽑上⽪が乳頭状に増⽣して腫瘤を形成p/o 1.. 扁平上⽪もしくは線⽑上⽪が乳頭状に増⽣して腫瘤を形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<扁平上⽪もしくは線⽑上⽪が乳頭状に増⽣して腫瘤を形成状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<扁平上⽪もしくは線⽑上⽪が乳頭状に増⽣して腫瘤を形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺乳頭腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺乳頭腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺乳頭腫・扁平上⽪もしくは線⽑上⽪が乳頭状に増⽣して腫瘤を形成[RH]
▼原因 <<肺乳頭腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺乳頭腫・ヒト乳頭腫ウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺乳頭腫・ヒト乳頭腫ウイルスp/o 1.. ヒト乳頭腫ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヒト乳頭腫ウイルス状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺乳頭腫・扁平上⽪もしくは線⽑上⽪が乳頭状に増⽣して腫瘤を形成[RH]

▼結果 <<肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺乳頭腫・咳嗽[RH]

▼結果 <<肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺乳頭腫・胸部圧迫感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺乳頭腫・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺乳頭腫・胸部圧迫感p/o 1.. 胸部圧迫感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部圧迫感状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺乳頭腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺乳頭腫・扁平上⽪もしくは線⽑上⽪が乳頭状に増⽣して腫瘤を形成p/o 1.. 扁平上⽪もしくは線⽑上⽪が乳頭状に増⽣して腫瘤を形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<扁平上⽪もしくは線⽑上⽪が乳頭状に増⽣して腫瘤を形成状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<扁平上⽪もしくは線⽑上⽪が乳頭状に増⽣して腫瘤を形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺乳頭腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺乳頭腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺乳頭腫・扁平上⽪もしくは線⽑上⽪が乳頭状に増⽣して腫瘤を形成[RH]
▼原因 <<肺乳頭腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺乳頭腫・ヒト乳頭腫ウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺乳頭腫・ヒト乳頭腫ウイルスp/o 1.. ヒト乳頭腫ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヒト乳頭腫ウイルス状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺乳頭腫・扁平上⽪もしくは線⽑上⽪が乳頭状に増⽣して腫瘤を形成[RH]

▼結果 <<肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺乳頭腫・咳嗽[RH]

▼結果 <<肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺乳頭腫・胸部圧迫感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺乳頭腫・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺乳頭腫・胸部圧迫感p/o 1.. 胸部圧迫感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部圧迫感状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺乳頭腫・肺乳頭腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺乳頭腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 粘液腺腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍 / 肺良性腫瘍
 / 良性上⽪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<良性上⽪性腫瘍$構成要素
粘液腺腺腫・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 粘液腺腺腫・粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液腺腺腫・粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 粘液腺腺腫・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍[RH]

▼結果 <<粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 粘液腺腺腫・気管・気管⽀の漿粘液腺房・導管由来の主としてが異⽅性発育を⽰す腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液腺腺腫・気管・気管⽀の漿粘液腺房・導管由来の主としてが異⽅性発育を⽰す腫瘍p/o 1.. 気管・気管⽀の漿粘液腺房・導管由来の主としてが異⽅性発育を⽰す腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管・気管⽀の漿粘液腺房・導管由来の主としてが異⽅性発育を⽰す腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 粘液腺腺腫・粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

粘液腺腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<良性上⽪性腫瘍$構成要素
粘液腺腺腫・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 粘液腺腺腫・粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液腺腺腫・粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 粘液腺腺腫・気管、気管⽀、肺胞領域を起源として発⽣する上⽪性良性腫瘍[RH]

▼結果 <<粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 粘液腺腺腫・気管・気管⽀の漿粘液腺房・導管由来の主としてが異⽅性発育を⽰す腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粘液腺腺腫・気管・気管⽀の漿粘液腺房・導管由来の主としてが異⽅性発育を⽰す腫瘍p/o 1.. 気管・気管⽀の漿粘液腺房・導管由来の主としてが異⽅性発育を⽰す腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管・気管⽀の漿粘液腺房・導管由来の主としてが異⽅性発育を⽰す腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 粘液腺腺腫・粘液腺腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

粘液腺腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺過誤腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺過誤腫・正常の肺組織成分が異常に増殖混在した奇形腫の⼀種p/o 1.. 正常の肺組織成分が異常に増殖混在した奇形腫の⼀種[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<正常の肺組織成分が異常に増殖混在した奇形腫の⼀種状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺過誤腫・肺過誤腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺過誤腫・肺過誤腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺過誤腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺過誤腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺過誤腫・正常の肺組織成分が異常に増殖混在した奇形腫の⼀種[RH]

▼結果 <<肺過誤腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺過誤腫・胸部結節影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺過誤腫・胸部結節影p/o 1.. 胸部結節影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸部結節影状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺過誤腫・肺過誤腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺過誤腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺過誤腫・正常の肺組織成分が異常に増殖混在した奇形腫の⼀種p/o 1.. 正常の肺組織成分が異常に増殖混在した奇形腫の⼀種[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<正常の肺組織成分が異常に増殖混在した奇形腫の⼀種状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺過誤腫・肺過誤腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺過誤腫・肺過誤腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺過誤腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺過誤腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺過誤腫・正常の肺組織成分が異常に増殖混在した奇形腫の⼀種[RH]

▼結果 <<肺過誤腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺過誤腫・胸部結節影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺過誤腫・胸部結節影p/o 1.. 胸部結節影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸部結節影状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺過誤腫・肺過誤腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺過誤腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺硬化性⾎管腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硬化性⾎管腫・低円柱状から⽴法状の表⾯細胞と充実性に増殖する淡明細胞２種類の細胞からなる境界明瞭な肺胞上⽪や細気管⽀上⽪由来の上⽪性腫瘍p/o 1.. 低円柱状から⽴法状の表⾯細胞と充実性に増殖する淡明細胞２種類の細胞からなる境界明瞭な肺胞上⽪や細気管⽀上⽪由来の上⽪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<低円柱状から⽴法状の表⾯細胞と充実性に増殖する淡明細胞２種類の細胞からなる境界明瞭な肺胞上⽪や細気管⽀上⽪由来の上⽪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硬化性⾎管腫・肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・低円柱状から⽴法状の表⾯細胞と充実性に増殖する淡明細胞２種類の細胞からなる境界明瞭な肺胞上⽪や細気管⽀上⽪由来の上⽪性腫瘍[RH]
▼結果 <<肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・⾎痰[RH]
▼結果 <<肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・胸部結節影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硬化性⾎管腫・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硬化性⾎管腫・胸部結節影p/o 1.. 胸部結節影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部結節影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺硬化性⾎管腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硬化性⾎管腫・低円柱状から⽴法状の表⾯細胞と充実性に増殖する淡明細胞２種類の細胞からなる境界明瞭な肺胞上⽪や細気管⽀上⽪由来の上⽪性腫瘍p/o 1.. 低円柱状から⽴法状の表⾯細胞と充実性に増殖する淡明細胞２種類の細胞からなる境界明瞭な肺胞上⽪や細気管⽀上⽪由来の上⽪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<低円柱状から⽴法状の表⾯細胞と充実性に増殖する淡明細胞２種類の細胞からなる境界明瞭な肺胞上⽪や細気管⽀上⽪由来の上⽪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硬化性⾎管腫・肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・低円柱状から⽴法状の表⾯細胞と充実性に増殖する淡明細胞２種類の細胞からなる境界明瞭な肺胞上⽪や細気管⽀上⽪由来の上⽪性腫瘍[RH]
▼結果 <<肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・⾎痰[RH]
▼結果 <<肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・胸部結節影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硬化性⾎管腫・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺硬化性⾎管腫・胸部結節影p/o 1.. 胸部結節影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部結節影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺硬化性⾎管腫・肺硬化性⾎管腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺硬化性⾎管腫 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 185 ]

[Class Name] 炎症性偽腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炎症性偽腫瘍・炎症反応に伴う病変が⾁眼上は腫瘍のようにみとめられるものp/o 1.. 炎症反応に伴う病変が⾁眼上は腫瘍のようにみとめられるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症反応に伴う病変が⾁眼上は腫瘍のようにみとめられるもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 炎症性偽腫瘍・炎症性偽腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炎症性偽腫瘍・炎症性偽腫瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 炎症性偽腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<炎症性偽腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 炎症性偽腫瘍・炎症反応に伴う病変が⾁眼上は腫瘍のようにみとめられるもの[RH]
▼原因 <<炎症性偽腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 炎症性偽腫瘍・肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炎症性偽腫瘍・肺炎p/o 1.. 肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 炎症性偽腫瘍・炎症性偽腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

炎症性偽腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炎症性偽腫瘍・炎症反応に伴う病変が⾁眼上は腫瘍のようにみとめられるものp/o 1.. 炎症反応に伴う病変が⾁眼上は腫瘍のようにみとめられるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症反応に伴う病変が⾁眼上は腫瘍のようにみとめられるもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 炎症性偽腫瘍・炎症性偽腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炎症性偽腫瘍・炎症性偽腫瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 炎症性偽腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<炎症性偽腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 炎症性偽腫瘍・炎症反応に伴う病変が⾁眼上は腫瘍のようにみとめられるもの[RH]
▼原因 <<炎症性偽腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 炎症性偽腫瘍・肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炎症性偽腫瘍・肺炎p/o 1.. 肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 炎症性偽腫瘍・炎症性偽腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

炎症性偽腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 良性胸膜中⽪腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸膜の中⽪細胞に由来する限局性の腫瘍p/o 1.. 胸膜の中⽪細胞に由来する限局性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜の中⽪細胞に由来する限局性の腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・胸膜の中⽪細胞に由来する限局性の腫瘍[RH]
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・胸痛[RH]
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・呼吸困難[RH]
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・胸膜肥厚[RH]
▼原因 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸膜肥厚p/o 1.. 胸膜肥厚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜肥厚状態$異常状態%原因a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<胸膜腫瘍$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別 <<胸膜腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way strong

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸痛p/o 0.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・胸痛[RH]
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫 暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

良性胸膜中⽪腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸膜の中⽪細胞に由来する限局性の腫瘍p/o 1.. 胸膜の中⽪細胞に由来する限局性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜の中⽪細胞に由来する限局性の腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・胸膜の中⽪細胞に由来する限局性の腫瘍[RH]
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・胸痛[RH]
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・呼吸困難[RH]
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・胸膜肥厚[RH]
▼原因 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸膜肥厚p/o 1.. 胸膜肥厚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜肥厚状態$異常状態%原因a/o 1.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<胸膜腫瘍$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別 <<胸膜腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way strong

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸痛p/o 0.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・胸痛[RH]
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫 暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

良性胸膜中⽪腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・胸痛[RH]
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・呼吸困難[RH]
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・胸膜肥厚[RH]
▼原因 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸膜の中⽪細胞に由来する限局性の腫瘍p/o 0.. 胸膜の中⽪細胞に由来する限局性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸膜肥厚p/o 0.. 胸膜肥厚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<胸膜肥厚状態$異常状態%原因a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患p/o 0.. 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・胸痛[RH]
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・呼吸困難[RH]
▼結果 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・胸膜肥厚[RH]
▼原因 <<良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸膜の中⽪細胞に由来する限局性の腫瘍p/o 0.. 胸膜の中⽪細胞に由来する限局性の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸膜肥厚p/o 0.. 胸膜肥厚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<胸膜肥厚状態$異常状態%原因a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
良性胸膜中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患p/o 0.. 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 0.. 良性胸膜中⽪腫・良性胸膜中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
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[Class Name] 肺軟⾻腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺軟⾻腫・軟⾻組織が異常増⽣して腫瘤をけいせいしたものp/o 1.. 軟⾻組織が異常増⽣して腫瘤をけいせいしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<軟⾻組織が異常増⽣して腫瘤をけいせいしたもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺軟⾻腫・肺軟⾻腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺軟⾻腫・肺軟⾻腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺軟⾻腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺軟⾻腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺軟⾻腫・軟⾻組織が異常増⽣して腫瘤をけいせいしたもの[RH]

▼結果 <<肺軟⾻腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺軟⾻腫・胸部圧迫感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺軟⾻腫・胸部圧迫感p/o 1.. 胸部圧迫感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部圧迫感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺軟⾻腫・肺軟⾻腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺軟⾻腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺軟⾻腫・軟⾻組織が異常増⽣して腫瘤をけいせいしたものp/o 1.. 軟⾻組織が異常増⽣して腫瘤をけいせいしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<軟⾻組織が異常増⽣して腫瘤をけいせいしたもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺軟⾻腫・肺軟⾻腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺軟⾻腫・肺軟⾻腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺軟⾻腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺軟⾻腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺軟⾻腫・軟⾻組織が異常増⽣して腫瘤をけいせいしたもの[RH]

▼結果 <<肺軟⾻腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺軟⾻腫・胸部圧迫感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺軟⾻腫・胸部圧迫感p/o 1.. 胸部圧迫感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部圧迫感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺軟⾻腫・肺軟⾻腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺軟⾻腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
[Sub Classes (4)] リンパ球性間質性肺炎，

idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimm
肺偽リンパ腫，リンパ腫様⾁芽腫症

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腫瘍$構成要素
リンパ増殖性疾患・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ増殖性疾患・リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ増殖性疾患・リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ増殖性疾患・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]
▼結果 <<リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ増殖性疾患・リンパ球が浸潤あるいは増殖する肺の病変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ増殖性疾患・リンパ球が浸潤あるいは増殖する肺の病変p/o 1.. リンパ球が浸潤あるいは増殖する肺の病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球が浸潤あるいは増殖する肺の病変状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ増殖性疾患・リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腫瘍$構成要素
リンパ増殖性疾患・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ増殖性疾患・リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ増殖性疾患・リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ増殖性疾患・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]
▼結果 <<リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ増殖性疾患・リンパ球が浸潤あるいは増殖する肺の病変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ増殖性疾患・リンパ球が浸潤あるいは増殖する肺の病変p/o 1.. リンパ球が浸潤あるいは増殖する肺の病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球が浸潤あるいは増殖する肺の病変状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ増殖性疾患・リンパ増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ球性間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / リンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球性間質性肺炎・リンパ球主体の細胞浸潤主体の間質性炎症p/o 1.. リンパ球主体の細胞浸潤主体の間質性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ球主体の細胞浸潤主体の間質性炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ球性間質性肺炎・リンパ球性間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球性間質性肺炎・リンパ球性間質性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. リンパ球性間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リンパ球性間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リンパ球性間質性肺炎・リンパ球主体の細胞浸潤主体の間質性炎症[RH]
▼原因 <<リンパ球性間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ球性間質性肺炎・シェーグレン症候群【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球性間質性肺炎・シェーグレン症候群【異常状態】p/o 1.. シェーグレン症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シェーグレン症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ球性間質性肺炎・リンパ球性間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

リンパ球性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球性間質性肺炎・リンパ球主体の細胞浸潤主体の間質性炎症p/o 1.. リンパ球主体の細胞浸潤主体の間質性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ球主体の細胞浸潤主体の間質性炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ球性間質性肺炎・リンパ球性間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球性間質性肺炎・リンパ球性間質性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. リンパ球性間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リンパ球性間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リンパ球性間質性肺炎・リンパ球主体の細胞浸潤主体の間質性炎症[RH]
▼原因 <<リンパ球性間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ球性間質性肺炎・シェーグレン症候群【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球性間質性肺炎・シェーグレン症候群【異常状態】p/o 1.. シェーグレン症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シェーグレン症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ球性間質性肺炎・リンパ球性間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

リンパ球性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmun
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / リンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・⾼γグロブリン⾎症と全⾝のリンパ節腫脹p/o 1.. ⾼γグロブリン⾎症と全⾝のリンパ節腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼γグロブリン⾎症と全⾝のリンパ節腫脹状態$異常状態%原因

a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾼γグロブリン⾎症と全⾝のリンパ節腫脹状態$異常状態%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(原因)p/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・⾼γグロブリン⾎症と全⾝のリンパ節腫脹[RH]
▼原因 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・ＩＬ－６[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・ＩＬ－６p/o 1.. ＩＬ－６[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ＩＬ－６状態$異常状態%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)p/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・⾼γグロブリン⾎症と全⾝のリンパ節腫脹[RH]
▼結果 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・発熱[RH]
▼結果 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・⾷指不振[RH]
▼結果 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・倦怠感[RH]
▼結果 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・貧⾎[RH]
▼結果 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・リンパ節腫脹[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・⾷指不振p/o 1.. ⾷指不振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷指不振状態$異常状態%原因a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・貧⾎p/o 1.. 貧⾎[RH]

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

a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・リンパ節腫脹p/o 1.. リンパ節腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ節腫脹状態$異常状態%原因a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]

idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・⾼γグロブリン⾎症と全⾝のリンパ節腫脹p/o 1.. ⾼γグロブリン⾎症と全⾝のリンパ節腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼γグロブリン⾎症と全⾝のリンパ節腫脹状態$異常状態%原因

a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾼γグロブリン⾎症と全⾝のリンパ節腫脹状態$異常状態%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(原因)p/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・⾼γグロブリン⾎症と全⾝のリンパ節腫脹[RH]
▼原因 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・ＩＬ－６[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・ＩＬ－６p/o 1.. ＩＬ－６[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ＩＬ－６状態$異常状態%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)p/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・⾼γグロブリン⾎症と全⾝のリンパ節腫脹[RH]
▼結果 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・発熱[RH]
▼結果 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・⾷指不振[RH]
▼結果 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・倦怠感[RH]
▼結果 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・貧⾎[RH]
▼結果 <<idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・リンパ節腫脹[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・⾷指不振p/o 1.. ⾷指不振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷指不振状態$異常状態%原因a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・貧⾎p/o 1.. 貧⾎[RH]

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

a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・リンパ節腫脹p/o 1.. リンパ節腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ節腫脹状態$異常状態%原因a/o 1.. idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia・暫定連鎖(結果)[RH]

idiopathic plasmacystic lymphoadenopaty with polyclonal hyperimmunoglobulinemia 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺偽リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / リンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<リンパ増殖性疾患$構成要素
肺偽リンパ腫・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺偽リンパ腫・肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺偽リンパ腫・肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺偽リンパ腫・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]
▼結果 <<肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺偽リンパ腫・明らかな腫瘤性または結節性病変がみられるが、組織学的に既存組織の破壊が少なく、病変を構成しているリンパ球に異型性が認められず進展の緩徐な反応性病変[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺偽リンパ腫・明らかな腫瘤性または結節性病変がみられるが、組織学的に既存組織の破壊が少なく、病変を構成しているリンパ球に異型性が認められず進展の緩徐な反応性病変p/o 1.. 明らかな腫瘤性または結節性病変がみられるが、組織学的に既存組織の破壊が少なく、病変を構成しているリンパ球に異型性が認められず進展の緩徐な反応性病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<明らかな腫瘤性または結節性病変がみられるが、組織学的に既存組織の破壊が少なく、病変を構成しているリンパ球に異型性が認められず進展の緩徐な反応性病変状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺偽リンパ腫・肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺偽リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リンパ増殖性疾患$構成要素
肺偽リンパ腫・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺偽リンパ腫・肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺偽リンパ腫・肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺偽リンパ腫・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]
▼結果 <<肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺偽リンパ腫・明らかな腫瘤性または結節性病変がみられるが、組織学的に既存組織の破壊が少なく、病変を構成しているリンパ球に異型性が認められず進展の緩徐な反応性病変[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺偽リンパ腫・明らかな腫瘤性または結節性病変がみられるが、組織学的に既存組織の破壊が少なく、病変を構成しているリンパ球に異型性が認められず進展の緩徐な反応性病変p/o 1.. 明らかな腫瘤性または結節性病変がみられるが、組織学的に既存組織の破壊が少なく、病変を構成しているリンパ球に異型性が認められず進展の緩徐な反応性病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<明らかな腫瘤性または結節性病変がみられるが、組織学的に既存組織の破壊が少なく、病変を構成しているリンパ球に異型性が認められず進展の緩徐な反応性病変状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺偽リンパ腫・肺偽リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺偽リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ腫様⾁芽腫症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺腫瘍
 / リンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<リンパ増殖性疾患$構成要素
リンパ腫様⾁芽腫症・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ腫様⾁芽腫症・リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ腫様⾁芽腫症・リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ腫様⾁芽腫症・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]
▼結果 <<リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ腫様⾁芽腫症・壊死、⾎管中⼼性病変、異型細胞を含む多種のリンパ系細胞浸潤を組織学的特徴とする肺を中⼼に多臓器に腫瘤を形成するまれな疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ腫様⾁芽腫症・壊死、⾎管中⼼性病変、異型細胞を含む多種のリンパ系細胞浸潤を組織学的特徴とする肺を中⼼に多臓器に腫瘤を形成するまれな疾患p/o 1.. 壊死、⾎管中⼼性病変、異型細胞を含む多種のリンパ系細胞浸潤を組織学的特徴とする肺を中⼼に多臓器に腫瘤を形成するまれな疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<壊死、⾎管中⼼性病変、異型細胞を含む多種のリンパ系細胞浸潤を組織学的特徴とする肺を中⼼に多臓器に腫瘤を形成するまれな疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ腫様⾁芽腫症・リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ腫様⾁芽腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リンパ増殖性疾患$構成要素
リンパ腫様⾁芽腫症・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ腫様⾁芽腫症・リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ腫様⾁芽腫症・リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ腫様⾁芽腫症・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]
▼結果 <<リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ腫様⾁芽腫症・壊死、⾎管中⼼性病変、異型細胞を含む多種のリンパ系細胞浸潤を組織学的特徴とする肺を中⼼に多臓器に腫瘤を形成するまれな疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ腫様⾁芽腫症・壊死、⾎管中⼼性病変、異型細胞を含む多種のリンパ系細胞浸潤を組織学的特徴とする肺を中⼼に多臓器に腫瘤を形成するまれな疾患p/o 1.. 壊死、⾎管中⼼性病変、異型細胞を含む多種のリンパ系細胞浸潤を組織学的特徴とする肺を中⼼に多臓器に腫瘤を形成するまれな疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<壊死、⾎管中⼼性病変、異型細胞を含む多種のリンパ系細胞浸潤を組織学的特徴とする肺を中⼼に多臓器に腫瘤を形成するまれな疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ腫様⾁芽腫症・リンパ腫様⾁芽腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ腫様⾁芽腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺腫瘍$構成要素
⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

▼結果 <<⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⽐較的悪性度の低い⾎管内⽪細胞由来の腫瘍[RH]

▼結果 <<⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・呼吸困難[RH]

▼結果 <<⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・多発結節衛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⽐較的悪性度の低い⾎管内⽪細胞由来の腫瘍p/o 1.. ⽐較的悪性度の低い⾎管内⽪細胞由来の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽐較的悪性度の低い⾎管内⽪細胞由来の腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・多発結節衛p/o 1.. 多発結節衛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発結節衛状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺腫瘍$構成要素
⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

▼結果 <<⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⽐較的悪性度の低い⾎管内⽪細胞由来の腫瘍[RH]

▼結果 <<⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・呼吸困難[RH]

▼結果 <<⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・多発結節衛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⽐較的悪性度の低い⾎管内⽪細胞由来の腫瘍p/o 1.. ⽐較的悪性度の低い⾎管内⽪細胞由来の腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽐較的悪性度の低い⾎管内⽪細胞由来の腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・多発結節衛p/o 1.. 多発結節衛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発結節衛状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎管内細気管⽀肺胞腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬剤誘発性肺疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (16)] 薬剤による間質性肺炎，肺好酸球浸潤，薬剤性肺⽔腫，

薬剤性ループスに伴う胸⽔，胸膜炎，薬剤により誘発される咳嗽，
薬剤による肺胞出⾎，薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎，
薬剤過敏症症候群，薬剤による⾁芽腫形成，肺胞出⾎，
薬剤による肺胞蛋⽩症，薬剤による肺⾼⾎圧症，薬剤による⾎管炎，
薬剤による肺塞栓、肺梗塞，薬剤による肺⽯灰化

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤誘発性肺疾患・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤誘発性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤誘発性肺疾患・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤誘発性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤誘発性肺疾患・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・咳嗽[RH]
▼結果 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤誘発性肺疾患・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤誘発性肺疾患・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤誘発性肺疾患・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・咳嗽[RH]
▼結果 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤誘発性肺疾患・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤誘発性肺疾患・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 薬剤による間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・細胞毒性薬[RH]
▼原因 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・代謝拮抗薬[RH]
▼原因 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・アルカロイド[RH]
▼原因 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・アルキル化薬[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・細胞毒性薬p/o 1.. 細胞毒性薬[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細胞毒性薬状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・代謝拮抗薬p/o 1.. 代謝拮抗薬[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<代謝拮抗薬状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・アルカロイドp/o 1.. アルカロイド[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アルカロイド状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・アルキル化薬p/o 1.. アルキル化薬[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アルキル化薬状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤により肺胞隔壁に線維化をきたしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・薬剤により肺胞隔壁に線維化をきたしたものp/o 1.. 薬剤により肺胞隔壁に線維化をきたしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により肺胞隔壁に線維化をきたしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・細胞毒性薬[RH]
▼原因 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・代謝拮抗薬[RH]
▼原因 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・アルカロイド[RH]
▼原因 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・アルキル化薬[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・細胞毒性薬p/o 1.. 細胞毒性薬[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細胞毒性薬状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・代謝拮抗薬p/o 1.. 代謝拮抗薬[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<代謝拮抗薬状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・アルカロイドp/o 1.. アルカロイド[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アルカロイド状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・アルキル化薬p/o 1.. アルキル化薬[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アルキル化薬状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤により肺胞隔壁に線維化をきたしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による間質性肺炎・薬剤により肺胞隔壁に線維化をきたしたものp/o 1.. 薬剤により肺胞隔壁に線維化をきたしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により肺胞隔壁に線維化をきたしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による間質性肺炎・薬剤による間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺好酸球浸潤
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺好酸球浸潤・アスピリンにより誘発[RH]
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・ミノマイシンにより誘発[RH]
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・ペニシリンにより誘発[RH]
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・イソニアジドにより誘発[RH]
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・メソトレキセートにより誘発[RH]
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・プロカルバジンにより誘発[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・アスピリンにより誘発p/o 1.. アスピリンにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アスピリンにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・ミノマイシンにより誘発p/o 1.. ミノマイシンにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ミノマイシンにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・ペニシリンにより誘発p/o 1.. ペニシリンにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ペニシリンにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・イソニアジドにより誘発p/o 1.. イソニアジドにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<イソニアジドにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・メソトレキセートにより誘発p/o 1.. メソトレキセートにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メソトレキセートにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・プロカルバジンにより誘発p/o 1.. プロカルバジンにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<プロカルバジンにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

肺好酸球浸潤 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺好酸球浸潤・アスピリンにより誘発[RH]
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・ミノマイシンにより誘発[RH]
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・ペニシリンにより誘発[RH]
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・イソニアジドにより誘発[RH]
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・メソトレキセートにより誘発[RH]
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・プロカルバジンにより誘発[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・アスピリンにより誘発p/o 1.. アスピリンにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アスピリンにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・ミノマイシンにより誘発p/o 1.. ミノマイシンにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ミノマイシンにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・ペニシリンにより誘発p/o 1.. ペニシリンにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ペニシリンにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・イソニアジドにより誘発p/o 1.. イソニアジドにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<イソニアジドにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・メソトレキセートにより誘発p/o 1.. メソトレキセートにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メソトレキセートにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・プロカルバジンにより誘発p/o 1.. プロカルバジンにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<プロカルバジンにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

肺好酸球浸潤 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺好酸球浸潤・薬剤により肺内に好酸球浸潤を来したもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・薬剤により肺内に好酸球浸潤を来したものp/o 1.. 薬剤により肺内に好酸球浸潤を来したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により肺内に好酸球浸潤を来したもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺好酸球浸潤・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺好酸球浸潤・薬剤により肺内に好酸球浸潤を来したもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺好酸球浸潤・薬剤により肺内に好酸球浸潤を来したものp/o 1.. 薬剤により肺内に好酸球浸潤を来したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により肺内に好酸球浸潤を来したもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺好酸球浸潤・肺好酸球浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 薬剤性肺⽔腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤により肺胞隔壁の透過性亢進[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・免疫治療薬により誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・化学療法薬により誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・精神科領域薬により誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・抗菌薬により誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・産科領域薬により誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・⿇薬により誘発[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・薬剤により肺胞隔壁の透過性亢進p/o 1.. 薬剤により肺胞隔壁の透過性亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤により肺胞隔壁の透過性亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・免疫治療薬により誘発p/o 1.. 免疫治療薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫治療薬により誘発状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・化学療法薬により誘発p/o 1.. 化学療法薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<化学療法薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・精神科領域薬により誘発p/o 1.. 精神科領域薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<精神科領域薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・抗菌薬により誘発p/o 1.. 抗菌薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<抗菌薬により誘発状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・産科領域薬により誘発p/o 1.. 産科領域薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<産科領域薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

薬剤性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤により肺胞隔壁の透過性亢進[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・免疫治療薬により誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・化学療法薬により誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・精神科領域薬により誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・抗菌薬により誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・産科領域薬により誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・⿇薬により誘発[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・薬剤により肺胞隔壁の透過性亢進p/o 1.. 薬剤により肺胞隔壁の透過性亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤により肺胞隔壁の透過性亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・免疫治療薬により誘発p/o 1.. 免疫治療薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫治療薬により誘発状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・化学療法薬により誘発p/o 1.. 化学療法薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<化学療法薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・精神科領域薬により誘発p/o 1.. 精神科領域薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<精神科領域薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・抗菌薬により誘発p/o 1.. 抗菌薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<抗菌薬により誘発状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・産科領域薬により誘発p/o 1.. 産科領域薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<産科領域薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

薬剤性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<産科領域薬により誘発状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・⿇薬により誘発p/o 1.. ⿇薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⿇薬により誘発状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・抗炎症薬により誘発[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・抗炎症薬により誘発p/o 1.. 抗炎症薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<抗炎症薬により誘発状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<産科領域薬により誘発状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・⿇薬により誘発p/o 1.. ⿇薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⿇薬により誘発状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・抗炎症薬により誘発[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性肺⽔腫・抗炎症薬により誘発p/o 1.. 抗炎症薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<抗炎症薬により誘発状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤性肺⽔腫・薬剤性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 203 ]

[Class Name] 薬剤性ループスに伴う胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・プロカインアミドにより誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・ヒドララジンにより誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・イソニアジドにより誘発[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・プロカインアミドにより誘発p/o 1.. プロカインアミドにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<プロカインアミドにより誘発状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・ヒドララジンにより誘発p/o 1.. ヒドララジンにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヒドララジンにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・イソニアジドにより誘発p/o 1.. イソニアジドにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<イソニアジドにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤によりループス腎炎が誘発され胸⽔が貯留[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤によりループス腎炎が誘発され胸⽔が貯留p/o 1.. 薬剤によりループス腎炎が誘発され胸⽔が貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤によりループス腎炎が誘発され胸⽔が貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤性ループスに伴う胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・プロカインアミドにより誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・ヒドララジンにより誘発[RH]
▼原因 <<薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・イソニアジドにより誘発[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・プロカインアミドにより誘発p/o 1.. プロカインアミドにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<プロカインアミドにより誘発状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・ヒドララジンにより誘発p/o 1.. ヒドララジンにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヒドララジンにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・イソニアジドにより誘発p/o 1.. イソニアジドにより誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<イソニアジドにより誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤によりループス腎炎が誘発され胸⽔が貯留[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤によりループス腎炎が誘発され胸⽔が貯留p/o 1.. 薬剤によりループス腎炎が誘発され胸⽔が貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤によりループス腎炎が誘発され胸⽔が貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤性ループスに伴う胸⽔・薬剤性ループスに伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤性ループスに伴う胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸膜炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・薬剤により胸膜炎を誘発p/o 1.. 薬剤により胸膜炎を誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により胸膜炎を誘発状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸膜炎・薬剤により胸膜炎を誘発[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸膜炎・化学療法薬により誘発[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸膜炎・免疫複合体[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・化学療法薬により誘発p/o 1.. 化学療法薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<化学療法薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめるp/o 1.. リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめる状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸膜炎・リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめる[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胸膜炎・胸痛[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胸膜炎・胸⽔中のグルコース[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸⽔貯留[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のグルコースp/o 1.. 胸⽔中のグルコース[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のグルコ ス状態$異常状態%原因

胸膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・薬剤により胸膜炎を誘発p/o 1.. 薬剤により胸膜炎を誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により胸膜炎を誘発状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸膜炎・薬剤により胸膜炎を誘発[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸膜炎・化学療法薬により誘発[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸膜炎・免疫複合体[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・化学療法薬により誘発p/o 1.. 化学療法薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<化学療法薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめるp/o 1.. リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめる状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸膜炎・リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめる[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胸膜炎・胸痛[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胸膜炎・胸⽔中のグルコース[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸⽔貯留[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のグルコースp/o 1.. 胸⽔中のグルコース[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のグルコ ス状態$異常状態%原因

胸膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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胸膜炎・胸⽔中のグルコースp/o 1.. 胸⽔中のグルコース[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のグルコース状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】p/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦p/o 1.. 胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸⽔中のリウマチ因⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 1.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・免疫複合体p/o 1.. 免疫複合体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫複合体状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔貯留p/o 1.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<顕微鏡的多発動脈炎$構成要素
胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<顕微鏡的多発動脈炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way strong
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔p/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸痛p/o 0.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸痛[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔貯留[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のグルコース[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

胸膜炎・胸⽔中のグルコースp/o 1.. 胸⽔中のグルコース[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のグルコース状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】p/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦p/o 1.. 胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸⽔中のリウマチ因⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 1.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・免疫複合体p/o 1.. 免疫複合体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫複合体状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔貯留p/o 1.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<顕微鏡的多発動脈炎$構成要素
胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<顕微鏡的多発動脈炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way strong
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔p/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸痛p/o 0.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸痛[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔貯留[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のグルコース[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
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a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のグルコース[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 0.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因

a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼結果 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・化学療法薬により誘発[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・免疫複合体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔貯留p/o 0.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のグルコースp/o 0.. 胸⽔中のグルコース[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<胸⽔中のグルコース状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・化学療法薬により誘発p/o 0.. 化学療法薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<化学療法薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・薬剤により胸膜炎を誘発p/o 0.. 薬剤により胸膜炎を誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔p/o 0.. 顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 0.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 0

a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のグルコース[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 0.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因

a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼結果 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・化学療法薬により誘発[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・免疫複合体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔貯留p/o 0.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のグルコースp/o 0.. 胸⽔中のグルコース[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<胸⽔中のグルコース状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・化学療法薬により誘発p/o 0.. 化学療法薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<化学療法薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・薬剤により胸膜炎を誘発p/o 0.. 薬剤により胸膜炎を誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔p/o 0.. 顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 0.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 0
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胸膜炎 胸膜炎 暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】p/o 0.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦p/o 0.. 胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸⽔中のリウマチ因⼦状態$異常状態%原因

a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・免疫複合体p/o 0.. 免疫複合体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<免疫複合体状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめるp/o 0.. リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸痛p/o 0.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸痛[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔貯留[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のグルコース[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 0.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼結果 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

胸膜炎 胸膜炎 暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】p/o 0.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦p/o 0.. 胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸⽔中のリウマチ因⼦状態$異常状態%原因

a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・免疫複合体p/o 0.. 免疫複合体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<免疫複合体状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめるp/o 0.. リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸痛p/o 0.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸痛[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔貯留[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のグルコース[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 0.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼結果 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
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関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・化学療法薬により誘発[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 胸膜炎・免疫複合体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔貯留p/o 0.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因

a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のグルコースp/o 0.. 胸⽔中のグルコース[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<胸⽔中のグルコース状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・化学療法薬により誘発p/o 0.. 化学療法薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<化学療法薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・薬剤により胸膜炎を誘発p/o 0.. 薬剤により胸膜炎を誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔p/o 0.. 顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 0.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】p/o 0.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦p/o 0.. 胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸⽔中のリウマチ因⼦状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・化学療法薬により誘発[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 胸膜炎・免疫複合体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔貯留p/o 0.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因

a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のグルコースp/o 0.. 胸⽔中のグルコース[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<胸⽔中のグルコース状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・化学療法薬により誘発p/o 0.. 化学療法薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<化学療法薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・薬剤により胸膜炎を誘発p/o 0.. 薬剤により胸膜炎を誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔p/o 0.. 顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 0.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】p/o 0.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦p/o 0.. 胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸⽔中のリウマチ因⼦状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸⽔中のリウマチ因⼦状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・免疫複合体p/o 0.. 免疫複合体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<免疫複合体状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめるp/o 0.. リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸痛p/o 0.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因

a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸痛[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔貯留[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のグルコース[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 0.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼結果 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%結果
a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・化学療法薬により誘発[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・免疫複合体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔貯留p/o 0.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸⽔中のリウマチ因⼦状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・免疫複合体p/o 0.. 免疫複合体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<免疫複合体状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめるp/o 0.. リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸痛p/o 0.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因

a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸痛[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔貯留[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のグルコース[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 0.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼結果 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%結果
a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 胸膜炎・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・化学療法薬により誘発[RH]
▼結果 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 胸膜炎・免疫複合体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔貯留p/o 0.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
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▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のグルコースp/o 0.. 胸⽔中のグルコース[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<胸⽔中のグルコース状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・化学療法薬により誘発p/o 0.. 化学療法薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<化学療法薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・薬剤により胸膜炎を誘発p/o 0.. 薬剤により胸膜炎を誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔p/o 0.. 顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 0.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】p/o 0.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦p/o 0.. 胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸⽔中のリウマチ因⼦状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・免疫複合体p/o 0.. 免疫複合体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<免疫複合体状態$異常状態%結果

a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめるp/o 0.. リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のグルコースp/o 0.. 胸⽔中のグルコース[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<胸⽔中のグルコース状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・化学療法薬により誘発p/o 0.. 化学療法薬により誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<化学療法薬により誘発状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・薬剤により胸膜炎を誘発p/o 0.. 薬剤により胸膜炎を誘発[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔p/o 0.. 顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<顕微鏡的多発動脈炎に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 0.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】p/o 0.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・胸⽔中のリウマチ因⼦p/o 0.. 胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<胸⽔中のリウマチ因⼦状態$異常状態%原因a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・免疫複合体p/o 0.. 免疫複合体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<免疫複合体状態$異常状態%結果

a/o 0.. 胸膜炎・胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめるp/o 0.. リウマチ患者に胸膜に炎症を認め、しばしば胸⽔貯留をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
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[Class Name] 薬剤により誘発される咳嗽
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼原因 <<薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・ＡＣＥ阻害薬により誘発される乾性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤により誘発される咳嗽・ＡＣＥ阻害薬により誘発される乾性咳嗽p/o 1.. ＡＣＥ阻害薬により誘発される乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ＡＣＥ阻害薬により誘発される乾性咳嗽状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽【異常状態】p/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発される咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤により誘発される咳嗽 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼原因 <<薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・ＡＣＥ阻害薬により誘発される乾性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤により誘発される咳嗽・ＡＣＥ阻害薬により誘発される乾性咳嗽p/o 1.. ＡＣＥ阻害薬により誘発される乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ＡＣＥ阻害薬により誘発される乾性咳嗽状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽【異常状態】p/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発される咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤により誘発される咳嗽・薬剤により誘発される咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤により誘発される咳嗽 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬剤による肺胞出⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・肺胞腔内に多数の⾚⾎球とヘモジデリン貪⾷マクロファージを伴うびまん性肺胞内出⾎[RH]
▼結果 <<薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・発熱[RH]
▼結果 <<薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・⾎痰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・肺胞腔内に多数の⾚⾎球とヘモジデリン貪⾷マクロファージを伴うびまん性肺胞内出⾎p/o 1.. 肺胞腔内に多数の⾚⾎球とヘモジデリン貪⾷マクロファージを伴うびまん性肺胞内出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞腔内に多数の⾚⾎球とヘモジデリン貪⾷マクロファージを伴うびまん性肺胞内出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

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

a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による肺胞出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・肺胞腔内に多数の⾚⾎球とヘモジデリン貪⾷マクロファージを伴うびまん性肺胞内出⾎[RH]
▼結果 <<薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・発熱[RH]
▼結果 <<薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・⾎痰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・肺胞腔内に多数の⾚⾎球とヘモジデリン貪⾷マクロファージを伴うびまん性肺胞内出⾎p/o 1.. 肺胞腔内に多数の⾚⾎球とヘモジデリン貪⾷マクロファージを伴うびまん性肺胞内出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞腔内に多数の⾚⾎球とヘモジデリン貪⾷マクロファージを伴うびまん性肺胞内出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

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

a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤による肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺胞出⾎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞出⾎・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による肺胞出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・斑状に分布する時相の均⼀な⼩葉中⼼部の末梢気腔にポリープ型の腔内線維化を認める病理所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・斑状に分布する時相の均⼀な⼩葉中⼼部の末梢気腔にポリープ型の腔内線維化を認める病理所⾒p/o 1.. 斑状に分布する時相の均⼀な⼩葉中⼼部の末梢気腔にポリープ型の腔内線維化を認める病理所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<斑状に分布する時相の均⼀な⼩葉中⼼部の末梢気腔にポリープ型の腔内線維化を認める病理所⾒状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・斑状に分布する時相の均⼀な⼩葉中⼼部の末梢気腔にポリープ型の腔内線維化を認める病理所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・斑状に分布する時相の均⼀な⼩葉中⼼部の末梢気腔にポリープ型の腔内線維化を認める病理所⾒p/o 1.. 斑状に分布する時相の均⼀な⼩葉中⼼部の末梢気腔にポリープ型の腔内線維化を認める病理所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<斑状に分布する時相の均⼀な⼩葉中⼼部の末梢気腔にポリープ型の腔内線維化を認める病理所⾒状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による器質化肺炎を伴う閉塞性細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬剤過敏症症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・ヒトヘルペスウイルス６型[RH]

▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・抗けいれん剤[RH]
▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・ジアフェニルスルホン[RH]
▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・サラゾスルファピリジン[RH]
▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・アロプリノール[RH]
▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・ミノサイクリン[RH]
▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・メキシレチン[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・ヒトヘルペスウイルス６型p/o 1.. ヒトヘルペスウイルス６型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヒトヘルペスウイルス６型状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・抗けいれん剤p/o 1.. 抗けいれん剤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<抗けいれん剤状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・ジアフェニルスルホンp/o 1.. ジアフェニルスルホン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ジアフェニルスルホン状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・サラゾスルファピリジンp/o 1.. サラゾスルファピリジン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<サラゾスルファピリジン状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・アロプリノールp/o 1.. アロプリノール[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アロプリノール状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・ミノサイクリンp/o 1.. ミノサイクリン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ミノサイクリン状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・メキシレチンp/o 1.. メキシレチン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メキシレチン状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・⾼熱と臓器障害を伴う薬疹で薬剤中⽌後も遷延化する。。⽪疹の再増悪期に⼀致して肺炎、細気管⽀炎が⽣じる[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・⽪疹[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・遷延する症状[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・発熱[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・肝機能障害[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・⾎液学的異常[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・リンパ節腫脹[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・HHV-6の再活性化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・⾼熱と臓器障害を伴う薬疹で薬剤中⽌後も遷延化する。。⽪疹の再増悪期に⼀致して肺炎、細気管⽀炎が⽣じるp/o 1.. ⾼熱と臓器障害を伴う薬疹で薬剤中⽌後も遷延化する。。⽪疹の再増悪期に⼀致して肺炎、細気管⽀炎が⽣じる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼熱と臓器障害を伴う薬疹で薬剤中⽌後も遷延化する。。⽪疹の再増悪期に⼀致して肺炎、細気管⽀炎が⽣じる状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・⽪疹p/o 1.. ⽪疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1

薬剤過敏症症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・ヒトヘルペスウイルス６型[RH]

▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・抗けいれん剤[RH]
▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・ジアフェニルスルホン[RH]
▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・サラゾスルファピリジン[RH]
▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・アロプリノール[RH]
▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・ミノサイクリン[RH]
▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・メキシレチン[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・ヒトヘルペスウイルス６型p/o 1.. ヒトヘルペスウイルス６型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヒトヘルペスウイルス６型状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・抗けいれん剤p/o 1.. 抗けいれん剤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<抗けいれん剤状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・ジアフェニルスルホンp/o 1.. ジアフェニルスルホン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ジアフェニルスルホン状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・サラゾスルファピリジンp/o 1.. サラゾスルファピリジン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<サラゾスルファピリジン状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・アロプリノールp/o 1.. アロプリノール[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アロプリノール状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・ミノサイクリンp/o 1.. ミノサイクリン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ミノサイクリン状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・メキシレチンp/o 1.. メキシレチン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メキシレチン状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・⾼熱と臓器障害を伴う薬疹で薬剤中⽌後も遷延化する。。⽪疹の再増悪期に⼀致して肺炎、細気管⽀炎が⽣じる[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・⽪疹[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・遷延する症状[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・発熱[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・肝機能障害[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・⾎液学的異常[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・リンパ節腫脹[RH]
▼結果 <<薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・HHV-6の再活性化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・⾼熱と臓器障害を伴う薬疹で薬剤中⽌後も遷延化する。。⽪疹の再増悪期に⼀致して肺炎、細気管⽀炎が⽣じるp/o 1.. ⾼熱と臓器障害を伴う薬疹で薬剤中⽌後も遷延化する。。⽪疹の再増悪期に⼀致して肺炎、細気管⽀炎が⽣じる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼熱と臓器障害を伴う薬疹で薬剤中⽌後も遷延化する。。⽪疹の再増悪期に⼀致して肺炎、細気管⽀炎が⽣じる状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・⽪疹p/o 1.. ⽪疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1

薬剤過敏症症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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#定義連鎖
▼原因 <<⾼熱と臓器障害を伴う薬疹で薬剤中⽌後も遷延化する。。⽪疹の再増悪期に⼀致して肺炎、細気管⽀炎が⽣じる状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・⽪疹p/o 1.. ⽪疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪疹状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・遷延する症状p/o 1.. 遷延する症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遷延する症状状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・⾎液学的異常p/o 1.. ⾎液学的異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液学的異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・リンパ節腫脹p/o 1.. リンパ節腫脹[RH]

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

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・HHV-6の再活性化p/o 1.. HHV-6の再活性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HHV-6の再活性化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

#定義連鎖
▼原因 <<⾼熱と臓器障害を伴う薬疹で薬剤中⽌後も遷延化する。。⽪疹の再増悪期に⼀致して肺炎、細気管⽀炎が⽣じる状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・⽪疹p/o 1.. ⽪疹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪疹状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・遷延する症状p/o 1.. 遷延する症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遷延する症状状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・⾎液学的異常p/o 1.. ⾎液学的異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液学的異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・リンパ節腫脹p/o 1.. リンパ節腫脹[RH]

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

a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤過敏症症候群・HHV-6の再活性化p/o 1.. HHV-6の再活性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HHV-6の再活性化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤過敏症症候群・薬剤過敏症症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 薬剤による⾁芽腫形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による⾁芽腫形成・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾁芽腫形成・薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・メソトレキセート[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾁芽腫形成・メソトレキセートp/o 1.. メソトレキセート[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メソトレキセート状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾁芽腫形成・薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・⾁芽腫性炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾁芽腫形成・⾁芽腫性炎症p/o 1.. ⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾁芽腫性炎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による⾁芽腫形成 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による⾁芽腫形成・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾁芽腫形成・薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・メソトレキセート[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾁芽腫形成・メソトレキセートp/o 1.. メソトレキセート[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メソトレキセート状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾁芽腫形成・薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・⾁芽腫性炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾁芽腫形成・⾁芽腫性炎症p/o 1.. ⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾁芽腫性炎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤による⾁芽腫形成・薬剤による⾁芽腫形成・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による⾁芽腫形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺胞出⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞⽑細⾎管炎に伴う肺胞出⾎[RH]
▼原因 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞⽑細⾎管炎に伴う肺胞出⾎p/o 1.. 肺胞⽑細⾎管炎に伴う肺胞出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞⽑細⾎管炎に伴う肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺胞出⾎・セフェム系抗⽣物質[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・セフェム系抗⽣物質p/o 1.. セフェム系抗⽣物質[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<セフェム系抗⽣物質状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 肺胞出⾎・セフェム系抗⽣物質[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害p/o 0.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因

肺胞出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞⽑細⾎管炎に伴う肺胞出⾎[RH]
▼原因 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞⽑細⾎管炎に伴う肺胞出⾎p/o 1.. 肺胞⽑細⾎管炎に伴う肺胞出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞⽑細⾎管炎に伴う肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺胞出⾎・セフェム系抗⽣物質[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・セフェム系抗⽣物質p/o 1.. セフェム系抗⽣物質[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<セフェム系抗⽣物質状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 肺胞出⾎・セフェム系抗⽣物質[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害p/o 0.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因

肺胞出⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害p/o 0.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 0.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 0.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞出⾎【異常状態】p/o 0.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 0.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・セフェム系抗⽣物質p/o 0.. セフェム系抗⽣物質[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<セフェム系抗⽣物質状態$異常状態%結果a/o 0.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞⽑細⾎管炎に伴う肺胞出⾎p/o 0.. 肺胞⽑細⾎管炎に伴う肺胞出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖

肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害p/o 0.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 0.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 0.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 肺胞出⾎・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞出⾎【異常状態】p/o 0.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 0.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・セフェム系抗⽣物質p/o 0.. セフェム系抗⽣物質[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<セフェム系抗⽣物質状態$異常状態%結果a/o 0.. 肺胞出⾎・肺胞出⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞出⾎・肺胞⽑細⾎管炎に伴う肺胞出⾎p/o 0.. 肺胞⽑細⾎管炎に伴う肺胞出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
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[Class Name] 薬剤による肺胞蛋⽩症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・ブスルファン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・ブスルファンp/o 1.. ブスルファン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ブスルファン状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼結果 <<薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]
▼結果 <<薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・労作時呼吸困難[RH]
▼結果 <<薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態p/o 1.. 肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影p/o 1.. 両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による肺胞蛋⽩症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・ブスルファン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・ブスルファンp/o 1.. ブスルファン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ブスルファン状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼結果 <<薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]
▼結果 <<薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・労作時呼吸困難[RH]
▼結果 <<薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態p/o 1.. 肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺胞蛋⽩症・両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影p/o 1.. 両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺胞蛋⽩症・薬剤による肺胞蛋⽩症・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による肺胞蛋⽩症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬剤による肺⾼⾎圧症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼原因 <<薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・ブレオマイシン[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⾼⾎圧症・ブレオマイシンp/o 1.. ブレオマイシン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ブレオマイシン状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼結果 <<薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・肺静脈閉塞にともない肺動脈圧の上昇をみとめる[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⾼⾎圧症・肺静脈閉塞にともない肺動脈圧の上昇をみとめるp/o 1.. 肺静脈閉塞にともない肺動脈圧の上昇をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺静脈閉塞にともない肺動脈圧の上昇をみとめる状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼原因 <<薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・ブレオマイシン[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⾼⾎圧症・ブレオマイシンp/o 1.. ブレオマイシン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ブレオマイシン状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼結果 <<薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・肺静脈閉塞にともない肺動脈圧の上昇をみとめる[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⾼⾎圧症・肺静脈閉塞にともない肺動脈圧の上昇をみとめるp/o 1.. 肺静脈閉塞にともない肺動脈圧の上昇をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺静脈閉塞にともない肺動脈圧の上昇をみとめる状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺⾼⾎圧症・薬剤による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬剤による⾎管炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による⾎管炎・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼原因 <<薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・ペニシラミン[RH]
▼原因 <<薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・チオウラシル[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾎管炎・ペニシラミンp/o 1.. ペニシラミン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ペニシラミン状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾎管炎・チオウラシルp/o 1.. チオウラシル[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<チオウラシル状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼結果 <<薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤による抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾎管炎・薬剤による抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎p/o 1.. 薬剤による抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による⾎管炎・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼原因 <<薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・ペニシラミン[RH]
▼原因 <<薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・チオウラシル[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾎管炎・ペニシラミンp/o 1.. ペニシラミン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ペニシラミン状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾎管炎・チオウラシルp/o 1.. チオウラシル[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<チオウラシル状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼結果 <<薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤による抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による⾎管炎・薬剤による抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎p/o 1.. 薬剤による抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による抗好中球細胞質抗体陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による⾎管炎・薬剤による⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬剤による肺塞栓、肺梗塞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼原因 <<薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・⼥性ホルモン剤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・⼥性ホルモン剤p/o 1.. ⼥性ホルモン剤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼥性ホルモン剤状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼結果 <<薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による⾎栓易形成により静脈系で形成または混⼊した塞栓⼦が肺動脈を閉塞する[RH]
▼結果 <<薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・胸痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による⾎栓易形成により静脈系で形成または混⼊した塞栓⼦が肺動脈を閉塞するp/o 1.. 薬剤による⾎栓易形成により静脈系で形成または混⼊した塞栓⼦が肺動脈を閉塞する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による⾎栓易形成により静脈系で形成または混⼊した塞栓⼦が肺動脈を閉塞する状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼結果 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による肺塞栓、肺梗塞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼原因 <<薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・⼥性ホルモン剤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・⼥性ホルモン剤p/o 1.. ⼥性ホルモン剤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼥性ホルモン剤状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼結果 <<薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による⾎栓易形成により静脈系で形成または混⼊した塞栓⼦が肺動脈を閉塞する[RH]
▼結果 <<薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・胸痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による⾎栓易形成により静脈系で形成または混⼊した塞栓⼦が肺動脈を閉塞するp/o 1.. 薬剤による⾎栓易形成により静脈系で形成または混⼊した塞栓⼦が肺動脈を閉塞する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤による⾎栓易形成により静脈系で形成または混⼊した塞栓⼦が肺動脈を閉塞する状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤による肺塞栓、肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤により誘発された肺障害[RH]

▼結果 <<薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺塞栓、肺梗塞・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺塞栓、肺梗塞・薬剤誘発性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による肺塞栓、肺梗塞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬剤による肺⽯灰化
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 薬剤誘発性肺疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺⽯灰化・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・ビタミンＤ過剰投与[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⽯灰化・ビタミンＤ過剰投与p/o 1.. ビタミンＤ過剰投与[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ビタミンＤ過剰投与状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・肺全体的に⽯灰化が⾒られる[RH]
▼結果 <<薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⽯灰化・肺全体的に⽯灰化が⾒られるp/o 1.. 肺全体的に⽯灰化が⾒られる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺全体的に⽯灰化が⾒られる状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⽯灰化・胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化p/o 1.. 胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による肺⽯灰化 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬剤誘発性肺疾患$構成要素
薬剤による肺⽯灰化・薬剤により誘発された肺障害p/o 1.. 薬剤により誘発された肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<薬剤により誘発された肺障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼原因 <<薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・ビタミンＤ過剰投与[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⽯灰化・ビタミンＤ過剰投与p/o 1.. ビタミンＤ過剰投与[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ビタミンＤ過剰投与状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤により誘発された肺障害[RH]
▼結果 <<薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・肺全体的に⽯灰化が⾒られる[RH]
▼結果 <<薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⽯灰化・肺全体的に⽯灰化が⾒られるp/o 1.. 肺全体的に⽯灰化が⾒られる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺全体的に⽯灰化が⾒られる状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬剤による肺⽯灰化・胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化p/o 1.. 胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬剤による肺⽯灰化・薬剤による肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

薬剤による肺⽯灰化 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 225 ]



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 226 ]

[Class Name] 特殊な肺の疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (7)] 肺⽯灰化，肺胞タンパク症，肺ヘモジデローシス，肺胞微⽯症，

肺アミロイドーシス，原発性肺胞低換気症候群，睡眠時無呼吸症候群
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特殊な肺の疾患・特殊な肺の疾患【異常状態】p/o 1.. 特殊な肺の疾患【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

特殊な肺の疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特殊な肺の疾患・特殊な肺の疾患【異常状態】p/o 1.. 特殊な肺の疾患【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

特殊な肺の疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺⽯灰化
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽯灰化・肺全体的に⽯灰化が⾒られるp/o 1.. 肺全体的に⽯灰化が⾒られる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺全体的に⽯灰化が⾒られる状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺全体的に⽯灰化が⾒られる状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺⽯灰化・肺全体的に⽯灰化が⾒られる[RH]
▼原因 <<肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺⽯灰化・副甲状腺機能異常[RH]
▼原因 <<肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺⽯灰化・慢性腎不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽯灰化・副甲状腺機能異常p/o 1.. 副甲状腺機能異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<副甲状腺機能異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽯灰化・慢性腎不全p/o 1.. 慢性腎不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性腎不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽯灰化・肺全体的に⽯灰化が⾒られる[RH]
▼結果 <<肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺⽯灰化・胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽯灰化・胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化p/o 1.. 胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

肺⽯灰化 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽯灰化・肺全体的に⽯灰化が⾒られるp/o 1.. 肺全体的に⽯灰化が⾒られる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺全体的に⽯灰化が⾒られる状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺全体的に⽯灰化が⾒られる状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺⽯灰化・肺全体的に⽯灰化が⾒られる[RH]
▼原因 <<肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺⽯灰化・副甲状腺機能異常[RH]
▼原因 <<肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺⽯灰化・慢性腎不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽯灰化・副甲状腺機能異常p/o 1.. 副甲状腺機能異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<副甲状腺機能異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽯灰化・慢性腎不全p/o 1.. 慢性腎不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性腎不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽯灰化・肺全体的に⽯灰化が⾒られる[RH]
▼結果 <<肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺⽯灰化・胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽯灰化・胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化p/o 1.. 胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上びまん性⽯灰化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺⽯灰化・肺⽯灰化・暫定連鎖(結果)[RH]

肺⽯灰化 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺胞タンパク症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特殊な肺の疾患
[Sub Classes (1)] ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞タンパク症・肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態p/o 1.. 肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺胞タンパク症・肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態状態$異常状態%原因
a/o 0.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞タンパク症・肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺胞タンパク症・肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]
▼結果 <<肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺胞タンパク症・労作時呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺胞タンパク症・両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞タンパク症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞タンパク症・肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞タンパク症・両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影p/o 1.. 両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺胞タンパク症・肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺胞タンパク症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞タンパク症・肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態p/o 1.. 肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺胞タンパク症・肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態状態$異常状態%原因
a/o 0.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞タンパク症・肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺胞タンパク症・肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]
▼結果 <<肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺胞タンパク症・労作時呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺胞タンパク症・両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞タンパク症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞タンパク症・肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞タンパク症・両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影p/o 1.. 両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側肺⾨を中⼼とするすりガラス影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺胞タンパク症・肺胞タンパク症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺胞タンパク症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 230 ]

[Class Name] ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 特殊な肺の疾患
 / 肺胞タンパク症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺胞タンパク症$構成要素
⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・⾃⼰免疫的機序で肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態p/o 1.. ⾃⼰免疫的機序で肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

連鎖種別 <<肺胞タンパク症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾃⼰免疫的機序で肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・⾃⼰免疫的機序で肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]
▼原因 <<⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体p/o 1.. 抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺胞タンパク症$構成要素
⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態p/o 0.. 肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態状態$異常状態%原因a/o 0.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

⾃⼰免疫性肺胞タンパク症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺胞タンパク症$構成要素
⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・⾃⼰免疫的機序で肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態p/o 1.. ⾃⼰免疫的機序で肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

連鎖種別 <<肺胞タンパク症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾃⼰免疫的機序で肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・⾃⼰免疫的機序で肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]
▼原因 <<⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体[RH]
▼結果 <<⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体p/o 1.. 抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺胞タンパク症$構成要素
⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態p/o 0.. 肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態状態$異常状態%原因a/o 0.. ⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・⾃⼰免疫性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

⾃⼰免疫性肺胞タンパク症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺ヘモジデローシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ヘモジデローシス・肺内にヘモジデリンの沈着をみとめる疾患p/o 1.. 肺内にヘモジデリンの沈着をみとめる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺内にヘモジデリンの沈着をみとめる疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ヘモジデローシス・肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・肺内にヘモジデリンの沈着をみとめる疾患[RH]
▼結果 <<肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・喀⾎[RH]
▼結果 <<肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・倦怠感[RH]
▼結果 <<肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・貧⾎[RH]
▼結果 <<肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・胸部浸潤影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ヘモジデローシス・喀⾎p/o 1.. 喀⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ヘモジデローシス・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ヘモジデローシス・貧⾎p/o 1.. 貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<貧⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ヘモジデローシス・胸部浸潤影p/o 1.. 胸部浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)[RH]

肺ヘモジデローシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ヘモジデローシス・肺内にヘモジデリンの沈着をみとめる疾患p/o 1.. 肺内にヘモジデリンの沈着をみとめる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺内にヘモジデリンの沈着をみとめる疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ヘモジデローシス・肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・肺内にヘモジデリンの沈着をみとめる疾患[RH]
▼結果 <<肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・喀⾎[RH]
▼結果 <<肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・倦怠感[RH]
▼結果 <<肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・貧⾎[RH]
▼結果 <<肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・胸部浸潤影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ヘモジデローシス・喀⾎p/o 1.. 喀⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ヘモジデローシス・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ヘモジデローシス・貧⾎p/o 1.. 貧⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<貧⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ヘモジデローシス・胸部浸潤影p/o 1.. 胸部浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺ヘモジデローシス・肺ヘモジデローシス・暫定連鎖(結果)[RH]

肺ヘモジデローシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺胞微⽯症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・肺胞腔内に微⽯をみとめるp/o 1.. 肺胞腔内に微⽯をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞腔内に微⽯をみとめる状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺胞腔内に微⽯をみとめる状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺胞微⽯症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺胞微⽯症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞腔内に微⽯をみとめる[RH]
▼原因 <<肺胞微⽯症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺胞微⽯症・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞腔内に微⽯をみとめる[RH]

▼結果 <<肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺胞微⽯症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺胞微⽯症・びまん性⽯灰化陰影[RH]
▼結果 <<肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺胞微⽯症・拘束性肺機能障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・びまん性⽯灰化陰影p/o 1.. びまん性⽯灰化陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性⽯灰化陰影状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・拘束性肺機能障害p/o 1.. 拘束性肺機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<拘束性肺機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺胞微⽯症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・肺胞腔内に微⽯をみとめるp/o 1.. 肺胞腔内に微⽯をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞腔内に微⽯をみとめる状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺胞腔内に微⽯をみとめる状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺胞微⽯症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺胞微⽯症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞腔内に微⽯をみとめる[RH]
▼原因 <<肺胞微⽯症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺胞微⽯症・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞腔内に微⽯をみとめる[RH]

▼結果 <<肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺胞微⽯症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺胞微⽯症・びまん性⽯灰化陰影[RH]
▼結果 <<肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺胞微⽯症・拘束性肺機能障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・びまん性⽯灰化陰影p/o 1.. びまん性⽯灰化陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性⽯灰化陰影状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胞微⽯症・拘束性肺機能障害p/o 1.. 拘束性肺機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<拘束性肺機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺胞微⽯症・肺胞微⽯症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺胞微⽯症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺アミロイドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アミロイドーシス・肺にアミロイドタンパクが沈着したものp/o 1.. 肺にアミロイドタンパクが沈着したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺にアミロイドタンパクが沈着したもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アミロイドーシス・肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アミロイドーシス・肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺アミロイドーシス・肺にアミロイドタンパクが沈着したもの[RH]
▼結果 <<肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺アミロイドーシス・咳嗽[RH]
▼結果 <<肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺アミロイドーシス・呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺アミロイドーシス・喀痰増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アミロイドーシス・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アミロイドーシス・肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アミロイドーシス・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アミロイドーシス・肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アミロイドーシス・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アミロイドーシス・肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

肺アミロイドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アミロイドーシス・肺にアミロイドタンパクが沈着したものp/o 1.. 肺にアミロイドタンパクが沈着したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺にアミロイドタンパクが沈着したもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アミロイドーシス・肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アミロイドーシス・肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺アミロイドーシス・肺にアミロイドタンパクが沈着したもの[RH]
▼結果 <<肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺アミロイドーシス・咳嗽[RH]
▼結果 <<肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺アミロイドーシス・呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺アミロイドーシス・喀痰増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アミロイドーシス・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アミロイドーシス・肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アミロイドーシス・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アミロイドーシス・肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アミロイドーシス・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アミロイドーシス・肺アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

肺アミロイドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性肺胞低換気症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺胞低換気症候群・安静の際に⾼炭酸ガス⾎症及び低酸素⾎症を⽰す症候群p/o 1.. 安静の際に⾼炭酸ガス⾎症及び低酸素⾎症を⽰す症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<安静の際に⾼炭酸ガス⾎症及び低酸素⾎症を⽰す症候群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺胞低換気症候群・原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・安静の際に⾼炭酸ガス⾎症及び低酸素⾎症を⽰す症候群[RH]
▼結果 <<原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・頭痛[RH]
▼結果 <<原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・肺性⼼[RH]
▼結果 <<原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・倦怠感[RH]
▼結果 <<原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・肺⾼⾎圧[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺胞低換気症候群・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺胞低換気症候群・肺性⼼p/o 1.. 肺性⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺性⼼状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺胞低換気症候群・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺胞低換気症候群・肺⾼⾎圧p/o 1.. 肺⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性肺胞低換気症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺胞低換気症候群・安静の際に⾼炭酸ガス⾎症及び低酸素⾎症を⽰す症候群p/o 1.. 安静の際に⾼炭酸ガス⾎症及び低酸素⾎症を⽰す症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<安静の際に⾼炭酸ガス⾎症及び低酸素⾎症を⽰す症候群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺胞低換気症候群・原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・安静の際に⾼炭酸ガス⾎症及び低酸素⾎症を⽰す症候群[RH]
▼結果 <<原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・頭痛[RH]
▼結果 <<原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・肺性⼼[RH]
▼結果 <<原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・倦怠感[RH]
▼結果 <<原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・肺⾼⾎圧[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺胞低換気症候群・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺胞低換気症候群・肺性⼼p/o 1.. 肺性⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺性⼼状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺胞低換気症候群・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺胞低換気症候群・肺⾼⾎圧p/o 1.. 肺⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺胞低換気症候群・原発性肺胞低換気症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性肺胞低換気症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 睡眠時無呼吸症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすものp/o 1.. 睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの[RH]

▼原因 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・中枢性睡眠時無呼吸症候群[RH]

▼原因 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・閉塞性睡眠時無呼吸症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・中枢性睡眠時無呼吸症候群p/o 1.. 中枢性睡眠時無呼吸症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<中枢性睡眠時無呼吸症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・閉塞性睡眠時無呼吸症候群p/o 1.. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<閉塞性睡眠時無呼吸症候群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの[RH]

▼結果 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・頭痛[RH]

▼結果 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・⾼⾎圧[RH]

▼結果 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・傾眠傾向[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・傾眠傾向p/o 1.. 傾眠傾向[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<傾眠傾向状態$異常状態%原因
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

睡眠時無呼吸症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすものp/o 1.. 睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの[RH]

▼原因 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・中枢性睡眠時無呼吸症候群[RH]

▼原因 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・閉塞性睡眠時無呼吸症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・中枢性睡眠時無呼吸症候群p/o 1.. 中枢性睡眠時無呼吸症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<中枢性睡眠時無呼吸症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・閉塞性睡眠時無呼吸症候群p/o 1.. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<閉塞性睡眠時無呼吸症候群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの[RH]

▼結果 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・頭痛[RH]

▼結果 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・⾼⾎圧[RH]

▼結果 <<睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・傾眠傾向[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
睡眠時無呼吸症候群・傾眠傾向p/o 1.. 傾眠傾向[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<傾眠傾向状態$異常状態%原因
a/o 1.. 睡眠時無呼吸症候群・睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

睡眠時無呼吸症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (10)] サルコイド－シス，膠原病に伴う肺病変，リンパ脈管筋腫症，

神経筋疾患による呼吸障害，ランゲルハンス細胞⾁芽腫，⾎管炎に伴う肺病変，
⼼疾患に伴う肺病変，消化器疾患に伴う肺病変，腎疾患に伴う肺病変，
⾎液疾患における肺病変をともなうもの

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性疾患に肺病変をともなうもの・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝性疾患に肺病変をともなうもの 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性疾患に肺病変をともなうもの・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝性疾患に肺病変をともなうもの 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] サルコイド－シス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの

[Sub Classes (1)] 肺サルコイド－シス
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・原因不明で全⾝性に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめるp/o 1.. 原因不明で全⾝性に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原因不明で全⾝性に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめる状態$異常状態%原因
a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<原因不明で全⾝性に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめる状態$異常状態%結果a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)p/o 1.. サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・原因不明で全⾝性に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめる[RH]
▼原因 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. サルコイド－シス・細胞性免疫亢進[RH]
▼原因 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. サルコイド－シス・Propionibacterium acnes[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・細胞性免疫亢進p/o 1.. 細胞性免疫亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細胞性免疫亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細胞性免疫亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. サルコイド－シス・細胞性免疫亢進[RH]
▼原因 <<細胞性免疫亢進状態$異常状態%原因a/o 0.. サルコイド－シス・細胞性免疫亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・細胞性免疫亢進p/o 1.. 細胞性免疫亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細胞性免疫亢進状態$異常状態%原因

a/o 1.. サルコイド－シス・細胞性免疫亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・Propionibacterium acnesp/o 1.. Propionibacterium acnes[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Propionibacterium acnes状態$異常状態%結果a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)p/o 1.. サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. サルコイド－シス・原因不明で全⾝性に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめる[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. サルコイド－シス・発熱[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・咳嗽[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・体重減少[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・呼吸困難[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・倦怠感[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. サルコイド－シス・⾎清ACE⾼値[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・⾎清カルシウム⾼値[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・両側肺⾨リンパ節腫脹[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

サルコイド－シス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・原因不明で全⾝性に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめるp/o 1.. 原因不明で全⾝性に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原因不明で全⾝性に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめる状態$異常状態%原因
a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<原因不明で全⾝性に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめる状態$異常状態%結果a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)p/o 1.. サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・原因不明で全⾝性に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめる[RH]
▼原因 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. サルコイド－シス・細胞性免疫亢進[RH]
▼原因 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. サルコイド－シス・Propionibacterium acnes[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・細胞性免疫亢進p/o 1.. 細胞性免疫亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細胞性免疫亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細胞性免疫亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. サルコイド－シス・細胞性免疫亢進[RH]
▼原因 <<細胞性免疫亢進状態$異常状態%原因a/o 0.. サルコイド－シス・細胞性免疫亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・細胞性免疫亢進p/o 1.. 細胞性免疫亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細胞性免疫亢進状態$異常状態%原因

a/o 1.. サルコイド－シス・細胞性免疫亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・Propionibacterium acnesp/o 1.. Propionibacterium acnes[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Propionibacterium acnes状態$異常状態%結果a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)p/o 1.. サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. サルコイド－シス・原因不明で全⾝性に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめる[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. サルコイド－シス・発熱[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・咳嗽[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・体重減少[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・呼吸困難[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・倦怠感[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. サルコイド－シス・⾎清ACE⾼値[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・⾎清カルシウム⾼値[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・両側肺⾨リンパ節腫脹[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

サルコイド－シス 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. サルコイド－シス・⾎清カルシウム⾼値[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・両側肺⾨リンパ節腫脹[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. サルコイド－シス・ブドウ膜炎[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・房室ブロック[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・結節状紅斑[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. サルコイド－シス・肝臓腫瘤[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・神経⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・⾎清ACE⾼値p/o 1.. ⾎清ACE⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎清ACE⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・⾎清カルシウム⾼値p/o 1.. ⾎清カルシウム⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清カルシウム⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・両側肺⾨リンパ節腫脹p/o 1.. 両側肺⾨リンパ節腫脹[RH]

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

a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・ブドウ膜炎p/o 1.. ブドウ膜炎[RH]

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

a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・房室ブロックp/o 1.. 房室ブロック[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<房室ブロック状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・結節状紅斑p/o 1.. 結節状紅斑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節状紅斑状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素p/o 1

a/o 1.. サルコイド－シス・⾎清カルシウム⾼値[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・両側肺⾨リンパ節腫脹[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. サルコイド－シス・ブドウ膜炎[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・房室ブロック[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・結節状紅斑[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. サルコイド－シス・肝臓腫瘤[RH]
▼結果 <<サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サルコイド－シス・神経⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・⾎清ACE⾼値p/o 1.. ⾎清ACE⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎清ACE⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・⾎清カルシウム⾼値p/o 1.. ⾎清カルシウム⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清カルシウム⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・両側肺⾨リンパ節腫脹p/o 1.. 両側肺⾨リンパ節腫脹[RH]

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

a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・ブドウ膜炎p/o 1.. ブドウ膜炎[RH]

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

a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・房室ブロックp/o 1.. 房室ブロック[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<房室ブロック状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・結節状紅斑p/o 1.. 結節状紅斑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節状紅斑状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素p/o 1
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#定義連鎖
▼原因 <<結節状紅斑状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・肝臓腫瘤p/o 1.. 肝臓腫瘤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝臓腫瘤状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・神経⿇痺p/o 1.. 神経⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経⿇痺状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

#定義連鎖
▼原因 <<結節状紅斑状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・肝臓腫瘤p/o 1.. 肝臓腫瘤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝臓腫瘤状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サルコイド－シス・神経⿇痺p/o 1.. 神経⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経⿇痺状態$異常状態%原因a/o 1.. サルコイド－シス・サルコイド－シス・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 肺サルコイド－シス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / サルコイド－シス

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<サルコイド－シス$構成要素
肺サルコイド－シス・原因不明で縦隔または肺に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめるp/o 1.. 原因不明で縦隔または肺に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめる[RH]

連鎖種別 <<サルコイド－シス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

肺サルコイド－シス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<サルコイド－シス$構成要素
肺サルコイド－シス・原因不明で縦隔または肺に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめるp/o 1.. 原因不明で縦隔または肺に⾮乾酪性類上⽪細胞⾁芽腫をみとめる[RH]

連鎖種別 <<サルコイド－シス$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

肺サルコイド－シス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 膠原病に伴う肺病変
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの

[Sub Classes (6)] 慢性関節リウマチ，全⾝性エリテマトーデス，全⾝性強⽪症，
⽪膚筋炎・多発性筋炎，シェーグレン症候群，混合性結合織病

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺病変・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺病変・膠原病に伴う肺病変・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. 混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺病変・膠原病に伴う肺病変・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 膠原病に伴う肺病変・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膠原病に伴う肺病変・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 膠原病に伴う肺病変・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼原因 <<膠原病に伴う肺病変・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 膠原病に伴う肺病変・⾃⼰抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺病変・⾃⼰抗体p/o 1.. ⾃⼰抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺病変・膠原病に伴う肺病変・暫定連鎖(原因)[RH]

膠原病に伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺病変・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺病変・膠原病に伴う肺病変・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. 混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺病変・膠原病に伴う肺病変・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 膠原病に伴う肺病変・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膠原病に伴う肺病変・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 膠原病に伴う肺病変・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼原因 <<膠原病に伴う肺病変・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 膠原病に伴う肺病変・⾃⼰抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺病変・⾃⼰抗体p/o 1.. ⾃⼰抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺病変・膠原病に伴う肺病変・暫定連鎖(原因)[RH]

膠原病に伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性関節リウマチ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変

[Sub Classes (2)] 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺），濾胞性細気管⽀炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<膠原病に伴う肺病変$構成要素
慢性関節リウマチ・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患[RH]

▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）【異常状態】[RH]

▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性関節リウマチ・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性関節リウマチ・器質化肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性関節リウマチ・閉塞性細気管⽀炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性関節リウマチ・濾胞性細気管⽀炎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患p/o 1.. 多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 1.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）【異常状態】p/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. ⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮特異性間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・器質化肺炎【異常状態】p/o 1.. 器質化肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<器質化肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・閉塞性細気管⽀炎【異常状態】p/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・濾胞性細気管⽀炎【異常状態】p/o 1.. 濾胞性細気管⽀炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<濾胞性細気管⽀炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性関節リウマチ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<膠原病に伴う肺病変$構成要素
慢性関節リウマチ・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患[RH]

▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）【異常状態】[RH]

▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性関節リウマチ・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性関節リウマチ・器質化肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性関節リウマチ・閉塞性細気管⽀炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性関節リウマチ・濾胞性細気管⽀炎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患p/o 1.. 多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 1.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）【異常状態】p/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. ⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮特異性間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・器質化肺炎【異常状態】p/o 1.. 器質化肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<器質化肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・閉塞性細気管⽀炎【異常状態】p/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性関節リウマチ・濾胞性細気管⽀炎【異常状態】p/o 1.. 濾胞性細気管⽀炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<濾胞性細気管⽀炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性関節リウマチ・慢性関節リウマチ・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性関節リウマチ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変 / 慢性関節リウマチ

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性関節リウマチ$構成要素
慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・リウマチ患者に⼩葉辺縁に時相の多彩な線維化をみとめ、線維芽細胞巣を認める[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・リウマチ患者に⼩葉辺縁に時相の多彩な線維化をみとめ、線維芽細胞巣を認めるp/o 1.. リウマチ患者に⼩葉辺縁に時相の多彩な線維化をみとめ、線維芽細胞巣を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リウマチ患者に⼩葉辺縁に時相の多彩な線維化をみとめ、線維芽細胞巣を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性型間質性肺炎（リウマチ肺） 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性関節リウマチ$構成要素
慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・リウマチ患者に⼩葉辺縁に時相の多彩な線維化をみとめ、線維芽細胞巣を認める[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・リウマチ患者に⼩葉辺縁に時相の多彩な線維化をみとめ、線維芽細胞巣を認めるp/o 1.. リウマチ患者に⼩葉辺縁に時相の多彩な線維化をみとめ、線維芽細胞巣を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リウマチ患者に⼩葉辺縁に時相の多彩な線維化をみとめ、線維芽細胞巣を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・慢性型間質性肺炎（リウマチ肺）・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性型間質性肺炎（リウマチ肺） 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 濾胞性細気管⽀炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変 / 慢性関節リウマチ

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
濾胞性細気管⽀炎・間質へのリンパ球が浸潤やリンパ濾胞の形成を伴う細気管⽀炎病変p/o 1.. 間質へのリンパ球が浸潤やリンパ濾胞の形成を伴う細気管⽀炎病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼構成要素 <<リンパ増殖性疾患$構成要素
濾胞性細気管⽀炎・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別 <<リンパ増殖性疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
濾胞性細気管⽀炎・間質へのリンパ球が浸潤やリンパ濾胞の形成を伴う細気管⽀炎病変p/o 0.. 間質へのリンパ球が浸潤やリンパ濾胞の形成を伴う細気管⽀炎病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

濾胞性細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
濾胞性細気管⽀炎・間質へのリンパ球が浸潤やリンパ濾胞の形成を伴う細気管⽀炎病変p/o 1.. 間質へのリンパ球が浸潤やリンパ濾胞の形成を伴う細気管⽀炎病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼構成要素 <<リンパ増殖性疾患$構成要素
濾胞性細気管⽀炎・気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍p/o 1.. 気管、気管⽀、肺胞領域に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別 <<リンパ増殖性疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
濾胞性細気管⽀炎・間質へのリンパ球が浸潤やリンパ濾胞の形成を伴う細気管⽀炎病変p/o 0.. 間質へのリンパ球が浸潤やリンパ濾胞の形成を伴う細気管⽀炎病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

濾胞性細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 全⾝性エリテマトーデス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変

[Sub Classes (2)] SLEにともなう慢性間質性肺炎，肺塞栓
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<膠原病に伴う肺病変$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺塞栓・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・急性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・肺塞栓【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患p/o 1.. 免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 1.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・急性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 急性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・通常型間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<通常型間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. ⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮特異性間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・肺塞栓【異常状態】p/o 1.. 肺塞栓【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝性エリテマトーデス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<膠原病に伴う肺病変$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺塞栓・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・急性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・肺塞栓【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患p/o 1.. 免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 1.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・急性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 急性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・通常型間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<通常型間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. ⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮特異性間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性エリテマトーデス・肺塞栓【異常状態】p/o 1.. 肺塞栓【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス・全⾝性エリテマトーデス・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝性エリテマトーデス 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 247 ]

[Class Name] SLEにともなう慢性間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変
 / 全⾝性エリテマトーデス

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<全⾝性エリテマトーデス$構成要素
SLEにともなう慢性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. SLEにともなう慢性間質性肺炎・SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEにともなう慢性間質性肺炎・SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. SLEにともなう慢性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. SLEにともなう慢性間質性肺炎・SLE患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEにともなう慢性間質性肺炎・SLE患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認めるp/o 1.. SLE患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<SLE患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. SLEにともなう慢性間質性肺炎・SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

SLEにともなう慢性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<全⾝性エリテマトーデス$構成要素
SLEにともなう慢性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. SLEにともなう慢性間質性肺炎・SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEにともなう慢性間質性肺炎・SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. SLEにともなう慢性間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. SLEにともなう慢性間質性肺炎・SLE患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
SLEにともなう慢性間質性肺炎・SLE患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認めるp/o 1.. SLE患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<SLE患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. SLEにともなう慢性間質性肺炎・SLEにともなう慢性間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

SLEにともなう慢性間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺塞栓
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変
 / 全⾝性エリテマトーデス

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<全⾝性エリテマトーデス$構成要素
肺塞栓・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺塞栓・肺塞栓・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓・肺塞栓・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺塞栓・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺塞栓・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺塞栓・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<肺塞栓・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺塞栓・⼤部分は抗リン脂質抗体症候群に伴うもので、肺動脈塞栓症を起こす[RH]
▼結果 <<肺塞栓・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺塞栓・胸痛[RH]
▼結果 <<肺塞栓・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺塞栓・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓・⼤部分は抗リン脂質抗体症候群に伴うもので、肺動脈塞栓症を起こすp/o 1.. ⼤部分は抗リン脂質抗体症候群に伴うもので、肺動脈塞栓症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤部分は抗リン脂質抗体症候群に伴うもので、肺動脈塞栓症を起こす状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺塞栓・肺塞栓・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺塞栓・肺塞栓・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺塞栓・肺塞栓・暫定連鎖(結果)[RH]

肺塞栓 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<全⾝性エリテマトーデス$構成要素
肺塞栓・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺塞栓・肺塞栓・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓・肺塞栓・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺塞栓・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺塞栓・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺塞栓・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<肺塞栓・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺塞栓・⼤部分は抗リン脂質抗体症候群に伴うもので、肺動脈塞栓症を起こす[RH]
▼結果 <<肺塞栓・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺塞栓・胸痛[RH]
▼結果 <<肺塞栓・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺塞栓・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓・⼤部分は抗リン脂質抗体症候群に伴うもので、肺動脈塞栓症を起こすp/o 1.. ⼤部分は抗リン脂質抗体症候群に伴うもので、肺動脈塞栓症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤部分は抗リン脂質抗体症候群に伴うもので、肺動脈塞栓症を起こす状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺塞栓・肺塞栓・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺塞栓・肺塞栓・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺塞栓・肺塞栓・暫定連鎖(結果)[RH]

肺塞栓 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 全⾝性強⽪症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変

[Sub Classes (1)] 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<膠原病に伴う肺病変$構成要素
全⾝性強⽪症・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. 全⾝性強⽪症・全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性強⽪症・全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 全⾝性強⽪症・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 全⾝性強⽪症・四肢末端から近位へ広がる線維化[RH]
▼結果 <<全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 全⾝性強⽪症・通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性強⽪症・四肢末端から近位へ広がる線維化p/o 1.. 四肢末端から近位へ広がる線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<四肢末端から近位へ広がる線維化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 全⾝性強⽪症・全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性強⽪症・通常型間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<通常型間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性強⽪症・全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝性強⽪症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<膠原病に伴う肺病変$構成要素
全⾝性強⽪症・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. 全⾝性強⽪症・全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性強⽪症・全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 全⾝性強⽪症・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 全⾝性強⽪症・四肢末端から近位へ広がる線維化[RH]
▼結果 <<全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 全⾝性強⽪症・通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性強⽪症・四肢末端から近位へ広がる線維化p/o 1.. 四肢末端から近位へ広がる線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<四肢末端から近位へ広がる線維化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 全⾝性強⽪症・全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性強⽪症・通常型間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<通常型間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性強⽪症・全⾝性強⽪症・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝性強⽪症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変 / 全⾝性強⽪症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<全⾝性強⽪症$構成要素
全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・全⾝性強⽪症患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・全⾝性強⽪症患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認めるp/o 1.. 全⾝性強⽪症患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性強⽪症患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<全⾝性強⽪症$構成要素
全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・全⾝性強⽪症患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・全⾝性強⽪症患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認めるp/o 1.. 全⾝性強⽪症患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性強⽪症患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝性強⽪症に伴う慢性型間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽪膚筋炎・多発性筋炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変

[Sub Classes (1)] ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<膠原病に伴う肺病変$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・特発性の⾻格筋炎症性を主徴とする疾患[RH]
▼結果 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・急性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎・特発性の⾻格筋炎症性を主徴とする疾患p/o 1.. 特発性の⾻格筋炎症性を主徴とする疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特発性の⾻格筋炎症性を主徴とする疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎・急性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 急性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎・通常型間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<通常型間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⽪膚筋炎・多発性筋炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<膠原病に伴う肺病変$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・特発性の⾻格筋炎症性を主徴とする疾患[RH]
▼結果 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・急性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎・特発性の⾻格筋炎症性を主徴とする疾患p/o 1.. 特発性の⾻格筋炎症性を主徴とする疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特発性の⾻格筋炎症性を主徴とする疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎・急性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 急性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎・通常型間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<通常型間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⽪膚筋炎・多発性筋炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変
 / ⽪膚筋炎・多発性筋炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認めるp/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認めるp/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚筋炎・多発性筋炎患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⽪膚筋炎・多発性筋炎に伴う慢性型間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シェーグレン症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変

[Sub Classes (1)] シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<膠原病に伴う肺病変$構成要素
シェーグレン症候群・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. シェーグレン症候群・シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群・シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. シェーグレン症候群・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. シェーグレン症候群・主に唾液腺，および涙腺が侵される慢性炎症性疾患[RH]
▼結果 <<シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. シェーグレン症候群・通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. シェーグレン症候群・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. シェーグレン症候群・リンパ球性間質性肺炎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群・主に唾液腺，および涙腺が侵される慢性炎症性疾患p/o 1.. 主に唾液腺，および涙腺が侵される慢性炎症性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<主に唾液腺，および涙腺が侵される慢性炎症性疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. シェーグレン症候群・シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群・通常型間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<通常型間質性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. シェーグレン症候群・シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. ⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮特異性間質性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. シェーグレン症候群・シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群・リンパ球性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. リンパ球性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球性間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. シェーグレン症候群・シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

シェーグレン症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<膠原病に伴う肺病変$構成要素
シェーグレン症候群・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. シェーグレン症候群・シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群・シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. シェーグレン症候群・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. シェーグレン症候群・主に唾液腺，および涙腺が侵される慢性炎症性疾患[RH]
▼結果 <<シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. シェーグレン症候群・通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. シェーグレン症候群・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. シェーグレン症候群・リンパ球性間質性肺炎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群・主に唾液腺，および涙腺が侵される慢性炎症性疾患p/o 1.. 主に唾液腺，および涙腺が侵される慢性炎症性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<主に唾液腺，および涙腺が侵される慢性炎症性疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. シェーグレン症候群・シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群・通常型間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<通常型間質性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. シェーグレン症候群・シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. ⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮特異性間質性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. シェーグレン症候群・シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群・リンパ球性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. リンパ球性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球性間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. シェーグレン症候群・シェーグレン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

シェーグレン症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変 / シェーグレン症候群

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<シェーグレン症候群$構成要素
シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・シェーグレン症候群患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・シェーグレン症候群患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認めるp/o 1.. シェーグレン症候群患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シェーグレン症候群患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<シェーグレン症候群$構成要素
シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・シェーグレン症候群患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・シェーグレン症候群患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認めるp/o 1.. シェーグレン症候群患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シェーグレン症候群患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

シェーグレン症候群にともなう慢性型間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 混合性結合織病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変

[Sub Classes (1)] 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<膠原病に伴う肺病変$構成要素
混合性結合織病・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 混合性結合織病・混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病・混合性結合織病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<混合性結合織病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 混合性結合織病・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<混合性結合織病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 混合性結合織病・全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態[RH]
▼結果 <<混合性結合織病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 混合性結合織病・急性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<混合性結合織病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 混合性結合織病・通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<混合性結合織病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 混合性結合織病・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病・全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態p/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 混合性結合織病・混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病・急性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 急性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性間質性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 混合性結合織病・混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病・通常型間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<通常型間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 混合性結合織病・混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. ⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮特異性間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 混合性結合織病・混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]

混合性結合織病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<膠原病に伴う肺病変$構成要素
混合性結合織病・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 混合性結合織病・混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病・混合性結合織病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<混合性結合織病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 混合性結合織病・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<混合性結合織病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 混合性結合織病・全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態[RH]
▼結果 <<混合性結合織病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 混合性結合織病・急性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<混合性結合織病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 混合性結合織病・通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<混合性結合織病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 混合性結合織病・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病・全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態p/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 混合性結合織病・混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病・急性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 急性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性間質性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 混合性結合織病・混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病・通常型間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 通常型間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<通常型間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 混合性結合織病・混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病・⾮特異性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. ⾮特異性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮特異性間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 混合性結合織病・混合性結合織病・暫定連鎖(結果)[RH]

混合性結合織病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 膠原病に伴う肺病変 / 混合性結合織病

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<混合性結合織病$構成要素
混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・混合性結合織病患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・混合性結合織病患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認めるp/o 1.. 混合性結合織病患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<混合性結合織病患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<混合性結合織病$構成要素
混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%結果a/o 1.. 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・混合性結合織病患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・混合性結合織病患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認めるp/o 1.. 混合性結合織病患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<混合性結合織病患者に胸膜、⼩葉間隔壁、肺胞壁の線維化を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

混合性結合織病に伴う慢性型間質性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ脈管筋腫症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの

[Sub Classes (1)] リンパ脈管筋腫症にともなう気胸
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめるp/o 1.. リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる[RH]
▼原因 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・結節性硬化症[RH]
▼原因 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・結節性硬化症関連遺伝⼦の異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・結節性硬化症p/o 1.. 結節性硬化症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<結節性硬化症状態$異常状態%結果
a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・結節性硬化症関連遺伝⼦の異常p/o 1.. 結節性硬化症関連遺伝⼦の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結節性硬化症関連遺伝⼦の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・気胸【異常状態】[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・閉塞性換気障害[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・気胸【異常状態】p/o 1.. 気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気胸状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・閉塞性換気障害p/o 1.. 閉塞性換気障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<閉塞性換気障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症細胞のクローン性増殖p/o 1.. リンパ脈管筋腫症細胞のクローン性増殖[RH]

リンパ脈管筋腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめるp/o 1.. リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる[RH]
▼原因 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・結節性硬化症[RH]
▼原因 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・結節性硬化症関連遺伝⼦の異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・結節性硬化症p/o 1.. 結節性硬化症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<結節性硬化症状態$異常状態%結果
a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・結節性硬化症関連遺伝⼦の異常p/o 1.. 結節性硬化症関連遺伝⼦の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結節性硬化症関連遺伝⼦の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・気胸【異常状態】[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・閉塞性換気障害[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・気胸【異常状態】p/o 1.. 気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気胸状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・閉塞性換気障害p/o 1.. 閉塞性換気障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<閉塞性換気障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症細胞のクローン性増殖p/o 1.. リンパ脈管筋腫症細胞のクローン性増殖[RH]

リンパ脈管筋腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼原因 <<閉塞性換気障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症細胞のクローン性増殖p/o 1.. リンパ脈管筋腫症細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ脈管筋腫症細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<閉塞性換気障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症細胞のクローン性増殖p/o 1.. リンパ脈管筋腫症細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ脈管筋腫症細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ脈管筋腫症・リンパ脈管筋腫症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] リンパ脈管筋腫症にともなう気胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / リンパ脈管筋腫症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<リンパ脈管筋腫症$構成要素
リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめるp/o 1.. リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症で形成される多発性嚢胞の穿孔による肺の虚脱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症で形成される多発性嚢胞の穿孔による肺の虚脱p/o 1.. リンパ脈管筋腫症で形成される多発性嚢胞の穿孔による肺の虚脱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ脈管筋腫症で形成される多発性嚢胞の穿孔による肺の虚脱状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ脈管筋腫症にともなう気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リンパ脈管筋腫症$構成要素
リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめるp/o 1.. リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症細胞の増殖により形成される嚢胞を多発性にみとめる[RH]
▼結果 <<リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症で形成される多発性嚢胞の穿孔による肺の虚脱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症で形成される多発性嚢胞の穿孔による肺の虚脱p/o 1.. リンパ脈管筋腫症で形成される多発性嚢胞の穿孔による肺の虚脱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ脈管筋腫症で形成される多発性嚢胞の穿孔による肺の虚脱状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・リンパ脈管筋腫症にともなう気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ脈管筋腫症にともなう気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 神経筋疾患による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの

[Sub Classes (7)] 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害，末梢神経障害による呼吸障害，
神経筋接合部の障害による呼吸障害，錐体外路障害による呼吸障害，
呼吸筋の障害，脱髄疾患による呼吸障害，
中枢神経および脊髄障害による呼吸障害

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・脳⾎管障害[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・頸髄損傷[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・アーノルド・キアリ奇形【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・ポリオ後遺症[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・ギランバレー症候群[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・フグ中毒【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・重症筋無⼒症【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・ボツリヌス中毒【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・パーキンソン病【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・進⾏性筋ジストロフィ－【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・筋強直性ジストロフィ－【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・脳⾎管障害p/o 1.. 脳⾎管障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脳⾎管障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

神経筋疾患による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・脳⾎管障害[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・頸髄損傷[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・アーノルド・キアリ奇形【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・ポリオ後遺症[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・ギランバレー症候群[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・フグ中毒【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・重症筋無⼒症【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・ボツリヌス中毒【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・パーキンソン病【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・進⾏性筋ジストロフィ－【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・筋強直性ジストロフィ－【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・脳⾎管障害p/o 1.. 脳⾎管障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脳⾎管障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

神経筋疾患による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脳⾎管障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・頸髄損傷p/o 1.. 頸髄損傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<頸髄損傷状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・アーノルド・キアリ奇形【異常状態】p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症p/o 1.. 筋委縮性側索硬化症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<筋委縮性側索硬化症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・ポリオ後遺症p/o 1.. ポリオ後遺症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ポリオ後遺症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・ギランバレー症候群p/o 1.. ギランバレー症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ギランバレー症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・フグ中毒【異常状態】p/o 1.. フグ中毒【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<フグ中毒状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・重症筋無⼒症【異常状態】p/o 1.. 重症筋無⼒症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<重症筋無⼒症状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・ボツリヌス中毒【異常状態】p/o 1.. ボツリヌス中毒【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ボツリヌス中毒状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・パーキンソン病【異常状態】p/o 1.. パーキンソン病【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<パーキンソン病状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・進⾏性筋ジストロフィ－【異常状態】p/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<進⾏性筋ジストロフィ－状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・筋強直性ジストロフィ－【異常状態】p/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<筋強直性ジストロフィ－状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・呼吸困難[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・チェーン・ストークス呼吸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脳⾎管障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・頸髄損傷p/o 1.. 頸髄損傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<頸髄損傷状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・アーノルド・キアリ奇形【異常状態】p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症p/o 1.. 筋委縮性側索硬化症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<筋委縮性側索硬化症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・ポリオ後遺症p/o 1.. ポリオ後遺症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ポリオ後遺症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・ギランバレー症候群p/o 1.. ギランバレー症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ギランバレー症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・フグ中毒【異常状態】p/o 1.. フグ中毒【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<フグ中毒状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・重症筋無⼒症【異常状態】p/o 1.. 重症筋無⼒症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<重症筋無⼒症状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・ボツリヌス中毒【異常状態】p/o 1.. ボツリヌス中毒【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ボツリヌス中毒状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・パーキンソン病【異常状態】p/o 1.. パーキンソン病【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<パーキンソン病状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・進⾏性筋ジストロフィ－【異常状態】p/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<進⾏性筋ジストロフィ－状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・筋強直性ジストロフィ－【異常状態】p/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<筋強直性ジストロフィ－状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・呼吸困難[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・チェーン・ストークス呼吸【異常状態】[RH]
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▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・呼吸困難[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・チェーン・ストークス呼吸【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・チェーン・ストークス呼吸【異常状態】p/o 1.. チェーン・ストークス呼吸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チェーン・ストークス呼吸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・呼吸困難[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・チェーン・ストークス呼吸【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋疾患による呼吸障害・チェーン・ストークス呼吸【異常状態】p/o 1.. チェーン・ストークス呼吸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チェーン・ストークス呼吸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害

[Sub Classes (2)] 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害，ポリオ後遺症による呼吸障害
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸筋⿇痺による呼吸障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸筋⿇痺による呼吸障害p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸筋⿇痺による呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸筋⿇痺による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸筋⿇痺による呼吸障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸筋⿇痺による呼吸障害p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸筋⿇痺による呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸筋⿇痺による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害

[Sub Classes (1)] 進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害$構成要素
筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺p/o 1.. 脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・重篤な筋⾁の萎縮と筋⼒低下をきたす神経変性疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・重篤な筋⾁の萎縮と筋⼒低下をきたす神経変性疾患p/o 1.. 重篤な筋⾁の萎縮と筋⼒低下をきたす神経変性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重篤な筋⾁の萎縮と筋⼒低下をきたす神経変性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

筋委縮性側索硬化症による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害$構成要素
筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺p/o 1.. 脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・重篤な筋⾁の萎縮と筋⼒低下をきたす神経変性疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・重篤な筋⾁の萎縮と筋⼒低下をきたす神経変性疾患p/o 1.. 重篤な筋⾁の萎縮と筋⼒低下をきたす神経変性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重篤な筋⾁の萎縮と筋⼒低下をきたす神経変性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

筋委縮性側索硬化症による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害 / 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害$構成要素
進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害$構成要素
進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺[RH]

▼構成要素 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害$構成要素
進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺p/o 1.. 脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺[RH]

連鎖種別 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺状態$異常状態%結果
a/o 1.. 進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害$構成要素
進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害$構成要素
進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺[RH]

▼構成要素 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害$構成要素
進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺p/o 1.. 脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺[RH]

連鎖種別 <<筋委縮性側索硬化症による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脊髄前⾓障害による進⾏性の呼吸筋障害と球⿇痺状態$異常状態%結果
a/o 1.. 進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺・筋委縮性側索硬化症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

進⾏性の呼吸筋傷害と球⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ポリオ後遺症による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害

[Sub Classes (3)] ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮，ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺，
ポリオ後遺症による反復性の気道感染

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ感染p/o 1.. ポリオ感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ポリオ感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮、⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じる[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮、⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じるp/o 1.. ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮、⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮、⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じる状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

ポリオ後遺症による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ感染p/o 1.. ポリオ感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ポリオ感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮、⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じる[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮、⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じるp/o 1.. ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮、⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮、⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じる状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

ポリオ後遺症による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害 / ポリオ後遺症による呼吸障害

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ感染[RH]

▼構成要素 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ感染p/o 1.. ポリオ感染[RH]

連鎖種別 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ポリオ感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮を⽣じる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮を⽣じるp/o 1.. ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮を⽣じる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮を⽣じる状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)[RH]

ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ感染[RH]

▼構成要素 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ感染p/o 1.. ポリオ感染[RH]

連鎖種別 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ポリオ感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮を⽣じる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮を⽣じるp/o 1.. ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮を⽣じる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で呼吸筋萎縮を⽣じる状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮・暫定連鎖(結果)[RH]

ポリオ後遺症による呼吸筋の萎縮 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害 / ポリオ後遺症による呼吸障害

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じるp/o 1.. ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じる状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じるp/o 1.. ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポリオ後遺症による脊髄前⾓細胞傷害で⽚側性横隔膜⿇痺に伴う労作時呼吸困難を⽣じる状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

ポリオ後遺症による⽚側性横隔膜⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ポリオ後遺症による反復性の気道感染
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 脊髄前⾓細胞傷害による呼吸障害 / ポリオ後遺症による呼吸障害

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による球⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による球⿇痺p/o 1.. ポリオ後遺症による球⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ポリオ後遺症による球⿇痺状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症の嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]
▼結果 <<ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・発熱[RH]
▼結果 <<ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・湿性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症の嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎p/o 1.. ポリオ後遺症の嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポリオ後遺症の嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

ポリオ後遺症による反復性の気道感染 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ポリオ後遺症による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による球⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による球⿇痺p/o 1.. ポリオ後遺症による球⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ポリオ後遺症による球⿇痺状態$異常状態%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症の嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]
▼結果 <<ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・発熱[RH]
▼結果 <<ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・湿性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症の嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎p/o 1.. ポリオ後遺症の嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポリオ後遺症の嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・ポリオ後遺症による反復性の気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

ポリオ後遺症による反復性の気道感染 因果構造物（＝因果連鎖）
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ポリオ後遺症による反復性の気道感染 呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

ポリオ後遺症による反復性の気道感染 呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
ポリオ後遺症による反復性の気道感染・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. ポリオ後遺症による反復性の気道感染・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 末梢神経障害による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害

[Sub Classes (2)] ギランバレー症候群による呼吸障害，フグ中毒
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
末梢神経障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. フグ中毒・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
末梢神経障害による呼吸障害・末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸筋障害による呼吸障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
末梢神経障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸筋障害による呼吸障害p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸筋障害による呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸筋障害による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

末梢神経障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
末梢神経障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. フグ中毒・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
末梢神経障害による呼吸障害・末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸筋障害による呼吸障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
末梢神経障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸筋障害による呼吸障害p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸筋障害による呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸筋障害による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

末梢神経障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ギランバレー症候群による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 末梢神経障害による呼吸障害

[Sub Classes (2)] ギランバレー症候群による呼吸筋障害，
ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<末梢神経障害による呼吸障害$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸障害・ウイルス感染症p/o 1.. ウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸機能障害[RH]

▼結果 <<ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・⾃⼰免疫反応[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸障害・感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸機能障害p/o 1.. 感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸障害・⾃⼰免疫反応p/o 1.. ⾃⼰免疫反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾃⼰免疫反応状態$異常状態%原因
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

ギランバレー症候群による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<末梢神経障害による呼吸障害$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸障害・ウイルス感染症p/o 1.. ウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸機能障害[RH]

▼結果 <<ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・⾃⼰免疫反応[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸障害・感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸機能障害p/o 1.. 感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸障害・⾃⼰免疫反応p/o 1.. ⾃⼰免疫反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾃⼰免疫反応状態$異常状態%原因
a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸障害・ギランバレー症候群による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

ギランバレー症候群による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 273 ]

[Class Name] ギランバレー症候群による呼吸筋障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 末梢神経障害による呼吸障害 / ギランバレー症候群による呼吸障害

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ギランバレー症候群による呼吸障害$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸筋障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋障害・末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<末梢神経障害による呼吸障害$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸筋障害・末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<末梢神経障害による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋障害・ギランバレー症候群の末梢神経障害による呼吸筋障害[RH]

▼構成要素 <<末梢神経障害による呼吸障害$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸筋障害・ギランバレー症候群の末梢神経障害による呼吸筋障害p/o 1.. ギランバレー症候群の末梢神経障害による呼吸筋障害[RH]

連鎖種別 <<末梢神経障害による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ギランバレー症候群の末梢神経障害による呼吸筋障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋障害・末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

ギランバレー症候群による呼吸筋障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ギランバレー症候群による呼吸障害$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸筋障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋障害・末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<末梢神経障害による呼吸障害$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸筋障害・末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<末梢神経障害による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋障害・ギランバレー症候群の末梢神経障害による呼吸筋障害[RH]

▼構成要素 <<末梢神経障害による呼吸障害$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸筋障害・ギランバレー症候群の末梢神経障害による呼吸筋障害p/o 1.. ギランバレー症候群の末梢神経障害による呼吸筋障害[RH]

連鎖種別 <<末梢神経障害による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ギランバレー症候群の末梢神経障害による呼吸筋障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋障害・末梢神経障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

ギランバレー症候群による呼吸筋障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 末梢神経障害による呼吸障害 / ギランバレー症候群による呼吸障害

[Sub Classes (1)] ギランバレー症候群による気道感染
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ギランバレー症候群による呼吸障害$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）p/o 1.. 感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）状態$異常状態%原因a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)[RH]

ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺） 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ギランバレー症候群による呼吸障害$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）p/o 1.. 感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染を契機とした急性・多発性の根神経炎により運動神経障害による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）状態$異常状態%原因a/o 1.. ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(結果)[RH]

ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺） 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ギランバレー症候群による気道感染
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 末梢神経障害による呼吸障害 / ギランバレー症候群による呼吸障害
 / ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）$構成要素
ギランバレー症候群による気道感染・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. ギランバレー症候群による気道感染・ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による気道感染・ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ギランバレー症候群による気道感染・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ギランバレー症候群による気道感染・ギランバレー症候群の呼吸筋⿇痺（球⿇痺）による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による気道感染・ギランバレー症候群の呼吸筋⿇痺（球⿇痺）による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎p/o 1.. ギランバレー症候群の呼吸筋⿇痺（球⿇痺）による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ギランバレー症候群の呼吸筋⿇痺（球⿇痺）による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ギランバレー症候群による気道感染・ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

ギランバレー症候群による気道感染 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ギランバレー症候群による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）$構成要素
ギランバレー症候群による気道感染・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. ギランバレー症候群による気道感染・ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による気道感染・ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ギランバレー症候群による気道感染・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ギランバレー症候群による気道感染・ギランバレー症候群の呼吸筋⿇痺（球⿇痺）による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ギランバレー症候群による気道感染・ギランバレー症候群の呼吸筋⿇痺（球⿇痺）による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎p/o 1.. ギランバレー症候群の呼吸筋⿇痺（球⿇痺）による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ギランバレー症候群の呼吸筋⿇痺（球⿇痺）による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ギランバレー症候群による気道感染・ギランバレー症候群による気道感染・暫定連鎖(結果)[RH]

ギランバレー症候群による気道感染 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] フグ中毒
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 末梢神経障害による呼吸障害

[Sub Classes (1)] フグ中毒による呼吸困難
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<末梢神経障害による呼吸障害$構成要素
フグ中毒・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. フグ中毒・フグ中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
フグ中毒・フグ中毒・暫定連鎖(結果)p/o 1.. フグ中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<フグ中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. フグ中毒・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<フグ中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. フグ中毒・テトロドトキシンによる末梢神経障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フグ中毒・テトロドトキシンによる末梢神経障害p/o 1.. テトロドトキシンによる末梢神経障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<テトロドトキシンによる末梢神経障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. フグ中毒・フグ中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

フグ中毒 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<末梢神経障害による呼吸障害$構成要素
フグ中毒・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. フグ中毒・フグ中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
フグ中毒・フグ中毒・暫定連鎖(結果)p/o 1.. フグ中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<フグ中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. フグ中毒・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<フグ中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. フグ中毒・テトロドトキシンによる末梢神経障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フグ中毒・テトロドトキシンによる末梢神経障害p/o 1.. テトロドトキシンによる末梢神経障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<テトロドトキシンによる末梢神経障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. フグ中毒・フグ中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

フグ中毒 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] フグ中毒による呼吸困難
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 末梢神経障害による呼吸障害 / フグ中毒

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<フグ中毒$構成要素
フグ中毒による呼吸困難・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. フグ中毒による呼吸困難・フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フグ中毒による呼吸困難・フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)p/o 1.. フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. フグ中毒による呼吸困難・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. フグ中毒による呼吸困難・末梢神経障害による呼吸筋⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フグ中毒による呼吸困難・末梢神経障害による呼吸筋⿇痺p/o 1.. 末梢神経障害による呼吸筋⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢神経障害による呼吸筋⿇痺状態$異常状態%原因a/o 1.. フグ中毒による呼吸困難・フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]

フグ中毒による呼吸困難 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<フグ中毒$構成要素
フグ中毒による呼吸困難・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. フグ中毒による呼吸困難・フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フグ中毒による呼吸困難・フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)p/o 1.. フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. フグ中毒による呼吸困難・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. フグ中毒による呼吸困難・末梢神経障害による呼吸筋⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フグ中毒による呼吸困難・末梢神経障害による呼吸筋⿇痺p/o 1.. 末梢神経障害による呼吸筋⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢神経障害による呼吸筋⿇痺状態$異常状態%原因a/o 1.. フグ中毒による呼吸困難・フグ中毒による呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]

フグ中毒による呼吸困難 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 神経筋接合部の障害による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害

[Sub Classes (2)] 重症筋無⼒症，ボツリヌス中毒
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋接合部の障害による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋接合部の障害による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋接合部の障害による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

神経筋接合部の障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋接合部の障害による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋接合部の障害による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋接合部の障害による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経筋接合部の障害による呼吸障害・神経筋接合部の障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

神経筋接合部の障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 重症筋無⼒症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 神経筋接合部の障害による呼吸障害

[Sub Classes (1)] 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<神経筋接合部の障害による呼吸障害$構成要素
重症筋無⼒症・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 重症筋無⼒症・重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 重症筋無⼒症・重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症・重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症筋無⼒症・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 重症筋無⼒症・抗アセチルコリン受容体抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症・抗アセチルコリン受容体抗体p/o 1.. 抗アセチルコリン受容体抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<抗アセチルコリン受容体抗体状態$異常状態%結果
a/o 1.. 重症筋無⼒症・重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症・重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 重症筋無⼒症・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 重症筋無⼒症・抗アセチルコリン受容体抗体が結合してアセチルコリンによる神経・筋伝達を阻害するために筋⾁の易疲労性や脱⼒が起こる⾃⼰免疫疾患で神経筋接合部の障害をおこす。[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症・抗アセチルコリン受容体抗体が結合してアセチルコリンによる神経・筋伝達を阻害するために筋⾁の易疲労性や脱⼒が起こる⾃⼰免疫疾患で神経筋接合部の障害をおこす。p/o 1.. 抗アセチルコリン受容体抗体が結合してアセチルコリンによる神経・筋伝達を阻害するために筋⾁の易疲労性や脱⼒が起こる⾃⼰免疫疾患で神経筋接合部の障害をおこす。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<抗アセチルコリン受容体抗体が結合してアセチルコリンによる神経・筋伝達を阻害するために筋⾁の易疲労性や脱⼒が起こる⾃⼰免疫疾患で神経筋接合部の障害をおこす。状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症筋無⼒症・重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)[RH]

重症筋無⼒症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<神経筋接合部の障害による呼吸障害$構成要素
重症筋無⼒症・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 重症筋無⼒症・重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 重症筋無⼒症・重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症・重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症筋無⼒症・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 重症筋無⼒症・抗アセチルコリン受容体抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症・抗アセチルコリン受容体抗体p/o 1.. 抗アセチルコリン受容体抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<抗アセチルコリン受容体抗体状態$異常状態%結果
a/o 1.. 重症筋無⼒症・重症筋無⼒症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症・重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 重症筋無⼒症・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 重症筋無⼒症・抗アセチルコリン受容体抗体が結合してアセチルコリンによる神経・筋伝達を阻害するために筋⾁の易疲労性や脱⼒が起こる⾃⼰免疫疾患で神経筋接合部の障害をおこす。[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症・抗アセチルコリン受容体抗体が結合してアセチルコリンによる神経・筋伝達を阻害するために筋⾁の易疲労性や脱⼒が起こる⾃⼰免疫疾患で神経筋接合部の障害をおこす。p/o 1.. 抗アセチルコリン受容体抗体が結合してアセチルコリンによる神経・筋伝達を阻害するために筋⾁の易疲労性や脱⼒が起こる⾃⼰免疫疾患で神経筋接合部の障害をおこす。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<抗アセチルコリン受容体抗体が結合してアセチルコリンによる神経・筋伝達を阻害するために筋⾁の易疲労性や脱⼒が起こる⾃⼰免疫疾患で神経筋接合部の障害をおこす。状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症筋無⼒症・重症筋無⼒症・暫定連鎖(結果)[RH]

重症筋無⼒症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 神経筋接合部の障害による呼吸障害 / 重症筋無⼒症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<重症筋無⼒症$構成要素
重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下【異常状態】p/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・拘束性肺機能障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・拘束性肺機能障害p/o 1.. 拘束性肺機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<拘束性肺機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)[RH]

重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<重症筋無⼒症$構成要素
重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下【異常状態】p/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・拘束性肺機能障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・拘束性肺機能障害p/o 1.. 拘束性肺機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<拘束性肺機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下・暫定連鎖(結果)[RH]

重症筋無⼒症による呼吸筋筋⼒低下 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ボツリヌス中毒
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 神経筋接合部の障害による呼吸障害

[Sub Classes (1)] ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<神経筋接合部の障害による呼吸障害$構成要素
ボツリヌス中毒・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ボツリヌス中毒・ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ボツリヌス中毒・ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ボツリヌス中毒・ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ボツリヌス中毒・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ボツリヌス中毒・ボツリヌス毒素[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ボツリヌス中毒・ボツリヌス毒素p/o 1.. ボツリヌス毒素[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ボツリヌス毒素状態$異常状態%結果

a/o 1.. ボツリヌス中毒・ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ボツリヌス中毒・ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ボツリヌス中毒・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ボツリヌス中毒・ボツリヌス毒素を含んだ⾷物を⾷べることで神経筋接合部の障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ボツリヌス中毒・ボツリヌス毒素を含んだ⾷物を⾷べることで神経筋接合部の障害p/o 1.. ボツリヌス毒素を含んだ⾷物を⾷べることで神経筋接合部の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ボツリヌス毒素を含んだ⾷物を⾷べることで神経筋接合部の障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ボツリヌス中毒・ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

ボツリヌス中毒 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<神経筋接合部の障害による呼吸障害$構成要素
ボツリヌス中毒・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ボツリヌス中毒・ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ボツリヌス中毒・ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ボツリヌス中毒・ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ボツリヌス中毒・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ボツリヌス中毒・ボツリヌス毒素[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ボツリヌス中毒・ボツリヌス毒素p/o 1.. ボツリヌス毒素[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ボツリヌス毒素状態$異常状態%結果

a/o 1.. ボツリヌス中毒・ボツリヌス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ボツリヌス中毒・ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ボツリヌス中毒・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ボツリヌス中毒・ボツリヌス毒素を含んだ⾷物を⾷べることで神経筋接合部の障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ボツリヌス中毒・ボツリヌス毒素を含んだ⾷物を⾷べることで神経筋接合部の障害p/o 1.. ボツリヌス毒素を含んだ⾷物を⾷べることで神経筋接合部の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ボツリヌス毒素を含んだ⾷物を⾷べることで神経筋接合部の障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. ボツリヌス中毒・ボツリヌス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

ボツリヌス中毒 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 282 ]

[Class Name] ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 神経筋接合部の障害による呼吸障害 / ボツリヌス中毒

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ボツリヌス中毒$構成要素
ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ボツリヌス毒素の神経筋接合部の障害による呼吸筋⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ボツリヌス毒素の神経筋接合部の障害による呼吸筋⿇痺p/o 1.. ボツリヌス毒素の神経筋接合部の障害による呼吸筋⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ボツリヌス毒素の神経筋接合部の障害による呼吸筋⿇痺状態$異常状態%結果
a/o 1.. ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)[RH]

ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺） 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ボツリヌス中毒$構成要素
ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ボツリヌス毒素の神経筋接合部の障害による呼吸筋⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ボツリヌス毒素の神経筋接合部の障害による呼吸筋⿇痺p/o 1.. ボツリヌス毒素の神経筋接合部の障害による呼吸筋⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ボツリヌス毒素の神経筋接合部の障害による呼吸筋⿇痺状態$異常状態%結果
a/o 1.. ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺）・暫定連鎖(原因)[RH]

ボツリヌス中毒による呼吸筋⿇痺（球⿇痺） 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 283 ]

[Class Name] 錐体外路障害による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害

[Sub Classes (1)] パーキンソン病
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
錐体外路障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害・錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. パーキンソン病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
錐体外路障害による呼吸障害・錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害・錐体外路障害による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
錐体外路障害による呼吸障害・錐体外路障害による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<錐体外路障害による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害・錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

錐体外路障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
錐体外路障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害・錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. パーキンソン病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
錐体外路障害による呼吸障害・錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害・錐体外路障害による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
錐体外路障害による呼吸障害・錐体外路障害による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<錐体外路障害による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 錐体外路障害による呼吸障害・錐体外路障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

錐体外路障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] パーキンソン病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 錐体外路障害による呼吸障害

[Sub Classes (2)] 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸，パーキンソン病による誤嚥性肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<錐体外路障害による呼吸障害$構成要素
パーキンソン病・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. パーキンソン病・パーキンソン病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パーキンソン病・パーキンソン病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. パーキンソン病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<パーキンソン病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. パーキンソン病・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<パーキンソン病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パーキンソン病・脳内のドーパミン不⾜とアセチルコリンの相対的増加とを病態とし、錐体外路系徴候を⽰す疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パーキンソン病・脳内のドーパミン不⾜とアセチルコリンの相対的増加とを病態とし、錐体外路系徴候を⽰す疾患p/o 1.. 脳内のドーパミン不⾜とアセチルコリンの相対的増加とを病態とし、錐体外路系徴候を⽰す疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脳内のドーパミン不⾜とアセチルコリンの相対的増加とを病態とし、錐体外路系徴候を⽰す疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. パーキンソン病・パーキンソン病・暫定連鎖(結果)[RH]

パーキンソン病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<錐体外路障害による呼吸障害$構成要素
パーキンソン病・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. パーキンソン病・パーキンソン病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パーキンソン病・パーキンソン病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. パーキンソン病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<パーキンソン病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. パーキンソン病・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<パーキンソン病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パーキンソン病・脳内のドーパミン不⾜とアセチルコリンの相対的増加とを病態とし、錐体外路系徴候を⽰す疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パーキンソン病・脳内のドーパミン不⾜とアセチルコリンの相対的増加とを病態とし、錐体外路系徴候を⽰す疾患p/o 1.. 脳内のドーパミン不⾜とアセチルコリンの相対的増加とを病態とし、錐体外路系徴候を⽰す疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脳内のドーパミン不⾜とアセチルコリンの相対的増加とを病態とし、錐体外路系徴候を⽰す疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. パーキンソン病・パーキンソン病・暫定連鎖(結果)[RH]

パーキンソン病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 錐体外路障害による呼吸障害 / パーキンソン病

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<パーキンソン病$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・パーキンソン病による筋萎縮に伴う睡眠時の閉塞性呼吸障害[RH]
▼原因 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・低酸素下換気応答障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・パーキンソン病による筋萎縮に伴う睡眠時の閉塞性呼吸障害p/o 1.. パーキンソン病による筋萎縮に伴う睡眠時の閉塞性呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<パーキンソン病による筋萎縮に伴う睡眠時の閉塞性呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・低酸素下換気応答障害p/o 1.. 低酸素下換気応答障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<低酸素下換気応答障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの[RH]
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・頭痛[RH]
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性睡眠時無呼吸症候群[RH]
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・閉塞性睡眠時無呼吸症候群[RH]
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・傾眠傾向[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすものp/o 1.. 睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性睡眠時無呼吸症候群p/o 1.. 中枢性睡眠時無呼吸症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢性睡眠時無呼吸症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・閉塞性睡眠時無呼吸症候群p/o 1.. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<閉塞性睡眠時無呼吸症候群状態$異常状態%原因

中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<パーキンソン病$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・パーキンソン病による筋萎縮に伴う睡眠時の閉塞性呼吸障害[RH]
▼原因 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・低酸素下換気応答障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・パーキンソン病による筋萎縮に伴う睡眠時の閉塞性呼吸障害p/o 1.. パーキンソン病による筋萎縮に伴う睡眠時の閉塞性呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<パーキンソン病による筋萎縮に伴う睡眠時の閉塞性呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・低酸素下換気応答障害p/o 1.. 低酸素下換気応答障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<低酸素下換気応答障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの[RH]
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・頭痛[RH]
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性睡眠時無呼吸症候群[RH]
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・閉塞性睡眠時無呼吸症候群[RH]
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・⾼⾎圧[RH]
▼結果 <<中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・傾眠傾向[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすものp/o 1.. 睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<睡眠中に無呼吸状態を頻回に認め、睡眠時の低酸素⾎症をきたすもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性睡眠時無呼吸症候群p/o 1.. 中枢性睡眠時無呼吸症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢性睡眠時無呼吸症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・閉塞性睡眠時無呼吸症候群p/o 1.. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<閉塞性睡眠時無呼吸症候群状態$異常状態%原因

中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・閉塞性睡眠時無呼吸症候群p/o 1.. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<閉塞性睡眠時無呼吸症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・傾眠傾向p/o 1.. 傾眠傾向[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<傾眠傾向状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・閉塞性睡眠時無呼吸症候群p/o 1.. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<閉塞性睡眠時無呼吸症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・⾼⾎圧p/o 1.. ⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・傾眠傾向p/o 1.. 傾眠傾向[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<傾眠傾向状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・中枢性または閉塞性睡眠時無呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] パーキンソン病による誤嚥性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 錐体外路障害による呼吸障害 / パーキンソン病

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<パーキンソン病$構成要素
パーキンソン病による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パーキンソン病による誤嚥性肺炎・パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・パ－キンソン病による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]
▼結果 <<パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・無気肺【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パーキンソン病による誤嚥性肺炎・パ－キンソン病による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎p/o 1.. パ－キンソン病による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パ－キンソン病による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パーキンソン病による誤嚥性肺炎・無気肺【異常状態】p/o 1.. 無気肺【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<無気肺状態$異常状態%原因a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

パーキンソン病による誤嚥性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<パーキンソン病$構成要素
パーキンソン病による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パーキンソン病による誤嚥性肺炎・パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・パ－キンソン病による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]
▼結果 <<パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・無気肺【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パーキンソン病による誤嚥性肺炎・パ－キンソン病による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎p/o 1.. パ－キンソン病による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パ－キンソン病による嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パーキンソン病による誤嚥性肺炎・無気肺【異常状態】p/o 1.. 無気肺【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<無気肺状態$異常状態%原因a/o 1.. パーキンソン病による誤嚥性肺炎・パーキンソン病による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

パーキンソン病による誤嚥性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 呼吸筋の障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害

[Sub Classes (2)] 進⾏性筋ジストロフィ－，筋強直性ジストロフィ－
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
呼吸筋の障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 呼吸筋の障害・呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸筋の障害・呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 呼吸筋の障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 呼吸筋の障害・呼吸筋の障害による呼吸障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸筋の障害・呼吸筋の障害による呼吸障害p/o 1.. 呼吸筋の障害による呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸筋の障害による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 呼吸筋の障害・呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)[RH]

呼吸筋の障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
呼吸筋の障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 呼吸筋の障害・呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸筋の障害・呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 呼吸筋の障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 呼吸筋の障害・呼吸筋の障害による呼吸障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸筋の障害・呼吸筋の障害による呼吸障害p/o 1.. 呼吸筋の障害による呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸筋の障害による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 呼吸筋の障害・呼吸筋の障害・暫定連鎖(結果)[RH]

呼吸筋の障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 進⾏性筋ジストロフィ－
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 呼吸筋の障害

[Sub Classes (2)] 進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮，
進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<呼吸筋の障害$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－・進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮を主訴とする遺伝性の筋疾患[RH]
▼結果 <<進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－・慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮を主訴とする遺伝性の筋疾患p/o 1.. 慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮を主訴とする遺伝性の筋疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮を主訴とする遺伝性の筋疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

進⾏性筋ジストロフィ－ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<呼吸筋の障害$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－・進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮を主訴とする遺伝性の筋疾患[RH]
▼結果 <<進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－・慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮を主訴とする遺伝性の筋疾患p/o 1.. 慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮を主訴とする遺伝性の筋疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮を主訴とする遺伝性の筋疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

進⾏性筋ジストロフィ－ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 呼吸筋の障害 / 進⾏性筋ジストロフィ－

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<進⾏性筋ジストロフィ－$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<進⾏性筋ジストロフィ－$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<進⾏性筋ジストロフィ－$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・進⾏性筋ジストロフィ－による慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮[RH]

▼構成要素 <<進⾏性筋ジストロフィ－$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・進⾏性筋ジストロフィ－による慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮p/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮[RH]

連鎖種別 <<進⾏性筋ジストロフィ－$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<進⾏性筋ジストロフィ－による慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮状態$異常状態%原因
a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<進⾏性筋ジストロフィ－$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<進⾏性筋ジストロフィ－$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<進⾏性筋ジストロフィ－$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・進⾏性筋ジストロフィ－による慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮[RH]

▼構成要素 <<進⾏性筋ジストロフィ－$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・進⾏性筋ジストロフィ－による慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮p/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮[RH]

連鎖種別 <<進⾏性筋ジストロフィ－$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<進⾏性筋ジストロフィ－による慢性進⾏性に経過する筋⼒低下・筋萎縮状態$異常状態%原因
a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮・進⾏性筋ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

進⾏性筋ジストロフィ－に伴う呼吸筋委縮 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 呼吸筋の障害 / 進⾏性筋ジストロフィ－

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<進⾏性筋ジストロフィ－$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・進⾏性筋ジストロフィ－による咽頭筋⿇痺、⾷道拡張のために嚥下機能低下を認める。嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・進⾏性筋ジストロフィ－による咽頭筋⿇痺、⾷道拡張のために嚥下機能低下を認める。嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎p/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による咽頭筋⿇痺、⾷道拡張のために嚥下機能低下を認める。嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<進⾏性筋ジストロフィ－による咽頭筋⿇痺、⾷道拡張のために嚥下機能低下を認める。嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<進⾏性筋ジストロフィ－$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・進⾏性筋ジストロフィ－による咽頭筋⿇痺、⾷道拡張のために嚥下機能低下を認める。嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・進⾏性筋ジストロフィ－による咽頭筋⿇痺、⾷道拡張のために嚥下機能低下を認める。嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎p/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による咽頭筋⿇痺、⾷道拡張のために嚥下機能低下を認める。嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<進⾏性筋ジストロフィ－による咽頭筋⿇痺、⾷道拡張のために嚥下機能低下を認める。嚥下機能低下による誤嚥で引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

進⾏性筋ジストロフィ－による誤嚥性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 292 ]

[Class Name] 筋強直性ジストロフィ－
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 呼吸筋の障害

[Sub Classes (2)] 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常，
筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<呼吸筋の障害$構成要素
筋強直性ジストロフィ－・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・進⾏性の筋萎縮と筋⼒低下を主徴とする常染⾊体優性遺伝をしめす遺伝性ミオパチー[RH]
▼結果 <<筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・ミオトニア[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－・進⾏性の筋萎縮と筋⼒低下を主徴とする常染⾊体優性遺伝をしめす遺伝性ミオパチーp/o 1.. 進⾏性の筋萎縮と筋⼒低下を主徴とする常染⾊体優性遺伝をしめす遺伝性ミオパチー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<進⾏性の筋萎縮と筋⼒低下を主徴とする常染⾊体優性遺伝をしめす遺伝性ミオパチー状態$異常状態%原因
a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－・ミオトニアp/o 1.. ミオトニア[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ミオトニア状態$異常状態%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

筋強直性ジストロフィ－ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<呼吸筋の障害$構成要素
筋強直性ジストロフィ－・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・進⾏性の筋萎縮と筋⼒低下を主徴とする常染⾊体優性遺伝をしめす遺伝性ミオパチー[RH]
▼結果 <<筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・ミオトニア[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－・進⾏性の筋萎縮と筋⼒低下を主徴とする常染⾊体優性遺伝をしめす遺伝性ミオパチーp/o 1.. 進⾏性の筋萎縮と筋⼒低下を主徴とする常染⾊体優性遺伝をしめす遺伝性ミオパチー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<進⾏性の筋萎縮と筋⼒低下を主徴とする常染⾊体優性遺伝をしめす遺伝性ミオパチー状態$異常状態%原因
a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－・ミオトニアp/o 1.. ミオトニア[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ミオトニア状態$異常状態%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－・筋強直性ジストロフィ－・暫定連鎖(結果)[RH]

筋強直性ジストロフィ－ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 呼吸筋の障害 / 筋強直性ジストロフィ－

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<筋強直性ジストロフィ－$構成要素
筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・筋萎縮による呼吸筋⼒低下および肺胞低換気[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・筋萎縮による呼吸筋⼒低下および肺胞低換気p/o 1.. 筋萎縮による呼吸筋⼒低下および肺胞低換気[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋萎縮による呼吸筋⼒低下および肺胞低換気状態$異常状態%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)[RH]

筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<筋強直性ジストロフィ－$構成要素
筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・筋萎縮による呼吸筋⼒低下および肺胞低換気[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・筋萎縮による呼吸筋⼒低下および肺胞低換気p/o 1.. 筋萎縮による呼吸筋⼒低下および肺胞低換気[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋萎縮による呼吸筋⼒低下および肺胞低換気状態$異常状態%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常・暫定連鎖(結果)[RH]

筋強直性ジストロフィ－にともなう呼吸筋機能異常 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 呼吸筋の障害 / 筋強直性ジストロフィ－

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<筋強直性ジストロフィ－$構成要素
筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・低酸素⾎症や⾼炭酸ガス⾎症に対する換気応答の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・低酸素⾎症や⾼炭酸ガス⾎症に対する換気応答の低下p/o 1.. 低酸素⾎症や⾼炭酸ガス⾎症に対する換気応答の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低酸素⾎症や⾼炭酸ガス⾎症に対する換気応答の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)[RH]

筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<筋強直性ジストロフィ－$構成要素
筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・低酸素⾎症や⾼炭酸ガス⾎症に対する換気応答の低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・低酸素⾎症や⾼炭酸ガス⾎症に対する換気応答の低下p/o 1.. 低酸素⾎症や⾼炭酸ガス⾎症に対する換気応答の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低酸素⾎症や⾼炭酸ガス⾎症に対する換気応答の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常・暫定連鎖(結果)[RH]

筋強直性ジストロフィ－による呼吸中枢異常 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 295 ]

[Class Name] 脱髄疾患による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害

[Sub Classes (1)] 多発性硬化症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
脱髄疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害・脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性硬化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱髄疾患による呼吸障害・脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害・脱髄疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱髄疾患による呼吸障害・脱髄疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱髄疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害・脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

脱髄疾患による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
脱髄疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害・脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性硬化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱髄疾患による呼吸障害・脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害・脱髄疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脱髄疾患による呼吸障害・脱髄疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脱髄疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 脱髄疾患による呼吸障害・脱髄疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

脱髄疾患による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多発性硬化症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 脱髄疾患による呼吸障害

[Sub Classes (1)] 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<脱髄疾患による呼吸障害$構成要素
多発性硬化症・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 多発性硬化症・多発性硬化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性硬化症・多発性硬化症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多発性硬化症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多発性硬化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 多発性硬化症・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<多発性硬化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 多発性硬化症・⾃⼰免疫反応による炎症、ミエリンの破壊、髄鞘と神経線維の損傷のため多彩な神経症状が再発と寛解を繰り返す疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性硬化症・⾃⼰免疫反応による炎症、ミエリンの破壊、髄鞘と神経線維の損傷のため多彩な神経症状が再発と寛解を繰り返す疾患p/o 1.. ⾃⼰免疫反応による炎症、ミエリンの破壊、髄鞘と神経線維の損傷のため多彩な神経症状が再発と寛解を繰り返す疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾃⼰免疫反応による炎症、ミエリンの破壊、髄鞘と神経線維の損傷のため多彩な神経症状が再発と寛解を繰り返す疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性硬化症・多発性硬化症・暫定連鎖(結果)[RH]

多発性硬化症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脱髄疾患による呼吸障害$構成要素
多発性硬化症・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 多発性硬化症・多発性硬化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性硬化症・多発性硬化症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多発性硬化症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多発性硬化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 多発性硬化症・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<多発性硬化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 多発性硬化症・⾃⼰免疫反応による炎症、ミエリンの破壊、髄鞘と神経線維の損傷のため多彩な神経症状が再発と寛解を繰り返す疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性硬化症・⾃⼰免疫反応による炎症、ミエリンの破壊、髄鞘と神経線維の損傷のため多彩な神経症状が再発と寛解を繰り返す疾患p/o 1.. ⾃⼰免疫反応による炎症、ミエリンの破壊、髄鞘と神経線維の損傷のため多彩な神経症状が再発と寛解を繰り返す疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾃⼰免疫反応による炎症、ミエリンの破壊、髄鞘と神経線維の損傷のため多彩な神経症状が再発と寛解を繰り返す疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性硬化症・多発性硬化症・暫定連鎖(結果)[RH]

多発性硬化症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 脱髄疾患による呼吸障害 / 多発性硬化症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<多発性硬化症$構成要素
多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・多発性硬化症による延髄の病変では難治性のしゃっくりや呼吸障害をおこすことがある[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・多発性硬化症による延髄の病変では難治性のしゃっくりや呼吸障害をおこすことがあるp/o 1.. 多発性硬化症による延髄の病変では難治性のしゃっくりや呼吸障害をおこすことがある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多発性硬化症による延髄の病変では難治性のしゃっくりや呼吸障害をおこすことがある状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

多発性硬化症による呼吸筋⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<多発性硬化症$構成要素
多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・多発性硬化症による延髄の病変では難治性のしゃっくりや呼吸障害をおこすことがある[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・多発性硬化症による延髄の病変では難治性のしゃっくりや呼吸障害をおこすことがあるp/o 1.. 多発性硬化症による延髄の病変では難治性のしゃっくりや呼吸障害をおこすことがある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多発性硬化症による延髄の病変では難治性のしゃっくりや呼吸障害をおこすことがある状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・多発性硬化症による呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

多発性硬化症による呼吸筋⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害

[Sub Classes (6)] 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害，
延髄の⾎管障害による呼吸障害，⾼位頸髄損傷による呼吸障害，
中〜低頸髄損傷による呼吸障害，進⾏性球⿇痺，アーノルド・キアリ奇形

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・中枢神経および脊髄障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・中枢神経および脊髄障害による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

中枢神経および脊髄障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・中枢神経および脊髄障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・中枢神経および脊髄障害による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・中枢神経および脊髄障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

中枢神経および脊髄障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害

[Sub Classes (1)] チェーン・ストークス呼吸
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害$構成要素
両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害$構成要素
両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] チェーン・ストークス呼吸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害
 / 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害$構成要素
チェーン・ストークス呼吸・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. チェーン・ストークス呼吸・チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チェーン・ストークス呼吸・チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. チェーン・ストークス呼吸・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. チェーン・ストークス呼吸・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸中枢の障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
チェーン・ストークス呼吸・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸中枢の障害p/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸中枢の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸中枢の障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. チェーン・ストークス呼吸・チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

チェーン・ストークス呼吸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸障害$構成要素
チェーン・ストークス呼吸・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. チェーン・ストークス呼吸・チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チェーン・ストークス呼吸・チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. チェーン・ストークス呼吸・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. チェーン・ストークス呼吸・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸中枢の障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
チェーン・ストークス呼吸・両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸中枢の障害p/o 1.. 両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸中枢の障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側⽪質⼤脳半球の⾎管障害による呼吸中枢の障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. チェーン・ストークス呼吸・チェーン・ストークス呼吸・暫定連鎖(結果)[RH]

チェーン・ストークス呼吸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 延髄の⾎管障害による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害

[Sub Classes (1)] 延髄の⾎管障害による低換気
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害$構成要素
延髄の⾎管障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
延髄の⾎管障害による呼吸障害・延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・延髄の⾎管障害によるによる呼吸障害[RH]
▼結果 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 延髄の⾎管障害によるによる低換気[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
延髄の⾎管障害による呼吸障害・延髄の⾎管障害によるによる呼吸障害p/o 1.. 延髄の⾎管障害によるによる呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<延髄の⾎管障害によるによる呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

延髄の⾎管障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害$構成要素
延髄の⾎管障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
延髄の⾎管障害による呼吸障害・延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・延髄の⾎管障害によるによる呼吸障害[RH]
▼結果 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 延髄の⾎管障害によるによる低換気[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
延髄の⾎管障害による呼吸障害・延髄の⾎管障害によるによる呼吸障害p/o 1.. 延髄の⾎管障害によるによる呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<延髄の⾎管障害によるによる呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

延髄の⾎管障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 302 ]

[Class Name] 延髄の⾎管障害による低換気
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害 / 延髄の⾎管障害による呼吸障害

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害$構成要素
延髄の⾎管障害による低換気・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 延髄の⾎管障害による低換気・延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害$構成要素
延髄の⾎管障害による低換気・延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 延髄の⾎管障害による低換気・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 延髄の⾎管障害による低換気・延髄の⾎管障害によるによる低換気[RH]
▼構成要素 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害$構成要素
延髄の⾎管障害による低換気・延髄の⾎管障害によるによる低換気p/o 1.. 延髄の⾎管障害によるによる低換気[RH]

連鎖種別 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<延髄の⾎管障害によるによる低換気状態$異常状態%原因
a/o 1.. 延髄の⾎管障害による低換気・延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

延髄の⾎管障害による低換気 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害$構成要素
延髄の⾎管障害による低換気・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 延髄の⾎管障害による低換気・延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害$構成要素
延髄の⾎管障害による低換気・延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 延髄の⾎管障害による低換気・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 延髄の⾎管障害による低換気・延髄の⾎管障害によるによる低換気[RH]
▼構成要素 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害$構成要素
延髄の⾎管障害による低換気・延髄の⾎管障害によるによる低換気p/o 1.. 延髄の⾎管障害によるによる低換気[RH]

連鎖種別 <<延髄の⾎管障害による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<延髄の⾎管障害によるによる低換気状態$異常状態%原因
a/o 1.. 延髄の⾎管障害による低換気・延髄の⾎管障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

延髄の⾎管障害による低換気 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼位頸髄損傷による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害

[Sub Classes (1)] ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害$構成要素
⾼位頸髄損傷による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害・⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼位頸髄損傷による呼吸障害・⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害・⾼位頸髄損傷による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼位頸髄損傷による呼吸障害・⾼位頸髄損傷による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼位頸髄損傷による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害・⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

⾼位頸髄損傷による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害$構成要素
⾼位頸髄損傷による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害・⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼位頸髄損傷による呼吸障害・⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害・⾼位頸髄損傷による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼位頸髄損傷による呼吸障害・⾼位頸髄損傷による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼位頸髄損傷による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による呼吸障害・⾼位頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

⾼位頸髄損傷による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害 / ⾼位頸髄損傷による呼吸障害

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾼位頸髄損傷による呼吸障害$構成要素
⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺【異常状態】p/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾼位頸髄損傷による呼吸障害$構成要素
⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺【異常状態】p/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

⾼位頸髄損傷による完全呼吸筋⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中〜低頸髄損傷による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害

[Sub Classes (1)] 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害$構成要素
中〜低頸髄損傷による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害・中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中〜低頸髄損傷による呼吸障害・中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害・中〜低頸髄損傷による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中〜低頸髄損傷による呼吸障害・中〜低頸髄損傷による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中〜低頸髄損傷による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害・中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

中〜低頸髄損傷による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害$構成要素
中〜低頸髄損傷による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害・中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中〜低頸髄損傷による呼吸障害・中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害・中〜低頸髄損傷による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中〜低頸髄損傷による呼吸障害・中〜低頸髄損傷による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中〜低頸髄損傷による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 中〜低頸髄損傷による呼吸障害・中〜低頸髄損傷による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

中〜低頸髄損傷による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害 / 中〜低頸髄損傷による呼吸障害

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<中〜低頸髄損傷による呼吸障害$構成要素
横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<中〜低頸髄損傷による呼吸障害$構成要素
横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜、肋間筋群の運動障害による呼吸障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 進⾏性球⿇痺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害

[Sub Classes (1)] 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害$構成要素
進⾏性球⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 進⾏性球⿇痺・進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性球⿇痺・進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 進⾏性球⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 進⾏性球⿇痺・脳幹の延髄の障害に由来する球⿇痺の進⾏による嚥下・構⾳障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性球⿇痺・脳幹の延髄の障害に由来する球⿇痺の進⾏による嚥下・構⾳障害p/o 1.. 脳幹の延髄の障害に由来する球⿇痺の進⾏による嚥下・構⾳障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脳幹の延髄の障害に由来する球⿇痺の進⾏による嚥下・構⾳障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 進⾏性球⿇痺・進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

進⾏性球⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害$構成要素
進⾏性球⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 進⾏性球⿇痺・進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性球⿇痺・進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 進⾏性球⿇痺・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 進⾏性球⿇痺・脳幹の延髄の障害に由来する球⿇痺の進⾏による嚥下・構⾳障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性球⿇痺・脳幹の延髄の障害に由来する球⿇痺の進⾏による嚥下・構⾳障害p/o 1.. 脳幹の延髄の障害に由来する球⿇痺の進⾏による嚥下・構⾳障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脳幹の延髄の障害に由来する球⿇痺の進⾏による嚥下・構⾳障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 進⾏性球⿇痺・進⾏性球⿇痺・暫定連鎖(結果)[RH]

進⾏性球⿇痺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害 / 進⾏性球⿇痺

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<進⾏性球⿇痺$構成要素
進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・延髄障害による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・延髄障害による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. 延髄障害による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<延髄障害による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<進⾏性球⿇痺$構成要素
進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・延髄障害による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・延髄障害による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. 延髄障害による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<延髄障害による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

進⾏性球⿇痺による誤嚥性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アーノルド・キアリ奇形
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害

[Sub Classes (2)] アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎，
アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害$構成要素
アーノルド・キアリ奇形・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形・アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・先天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性状態$異常状態%結果
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形・アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・先天奇形。後頭部にある⼩脳や脳幹の⼀部が、頭蓋⾻から脊椎に落ち込んだ状態になり運動機能障害を起こし睡眠時無呼吸などをていする[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形・先天奇形。後頭部にある⼩脳や脳幹の⼀部が、頭蓋⾻から脊椎に落ち込んだ状態になり運動機能障害を起こし睡眠時無呼吸などをていするp/o 1.. 先天奇形。後頭部にある⼩脳や脳幹の⼀部が、頭蓋⾻から脊椎に落ち込んだ状態になり運動機能障害を起こし睡眠時無呼吸などをていする[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天奇形。後頭部にある⼩脳や脳幹の⼀部が、頭蓋⾻から脊椎に落ち込んだ状態になり運動機能障害を起こし睡眠時無呼吸などをていする状態$異常状態%原因a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)[RH]

アーノルド・キアリ奇形 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<中枢神経および脊髄障害による呼吸障害$構成要素
アーノルド・キアリ奇形・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形・アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・先天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性状態$異常状態%結果
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形・アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・先天奇形。後頭部にある⼩脳や脳幹の⼀部が、頭蓋⾻から脊椎に落ち込んだ状態になり運動機能障害を起こし睡眠時無呼吸などをていする[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形・先天奇形。後頭部にある⼩脳や脳幹の⼀部が、頭蓋⾻から脊椎に落ち込んだ状態になり運動機能障害を起こし睡眠時無呼吸などをていするp/o 1.. 先天奇形。後頭部にある⼩脳や脳幹の⼀部が、頭蓋⾻から脊椎に落ち込んだ状態になり運動機能障害を起こし睡眠時無呼吸などをていする[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天奇形。後頭部にある⼩脳や脳幹の⼀部が、頭蓋⾻から脊椎に落ち込んだ状態になり運動機能障害を起こし睡眠時無呼吸などをていする状態$異常状態%原因a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形・アーノルド・キアリ奇形・暫定連鎖(結果)[RH]

アーノルド・キアリ奇形 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害 / アーノルド・キアリ奇形

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<アーノルド・キアリ奇形$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形【異常状態】p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形状態$異常状態%結果a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]
▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・呼吸器感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アーノルド・キアリ奇形による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・呼吸器感染症p/o 1.. 呼吸器感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸器感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アーノルド・キアリ奇形$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]
▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形【異常状態】p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形状態$異常状態%結果a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]
▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・呼吸器感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アーノルド・キアリ奇形による嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・呼吸器感染症p/o 1.. 呼吸器感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸器感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼結果 <<神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<神経筋疾患による呼吸障害$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因

a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎・神経筋疾患による呼吸障害・暫定連鎖(結果)[RH]

アーノルド・キアリ奇形による誤嚥性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 神経筋疾患による呼吸障害
 / 中枢神経および脊髄障害による呼吸障害 / アーノルド・キアリ奇形

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<アーノルド・キアリ奇形$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・Arnold-Chiari奇形により横隔膜や外肋間筋などの吸気筋活動が停⽌して無呼吸をしょうじるもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・Arnold-Chiari奇形により横隔膜や外肋間筋などの吸気筋活動が停⽌して無呼吸をしょうじるものp/o 1.. Arnold-Chiari奇形により横隔膜や外肋間筋などの吸気筋活動が停⽌して無呼吸をしょうじるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Arnold-Chiari奇形により横隔膜や外肋間筋などの吸気筋活動が停⽌して無呼吸をしょうじるもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アーノルド・キアリ奇形$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】p/o 1.. 神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経筋疾患による呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・神経筋疾患による呼吸障害【異常状態】[RH]

▼原因 <<アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・Arnold-Chiari奇形により横隔膜や外肋間筋などの吸気筋活動が停⽌して無呼吸をしょうじるもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・Arnold-Chiari奇形により横隔膜や外肋間筋などの吸気筋活動が停⽌して無呼吸をしょうじるものp/o 1.. Arnold-Chiari奇形により横隔膜や外肋間筋などの吸気筋活動が停⽌して無呼吸をしょうじるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Arnold-Chiari奇形により横隔膜や外肋間筋などの吸気筋活動が停⽌して無呼吸をしょうじるもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

アーノルド・キアリ奇形による睡眠時無呼吸症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ランゲルハンス細胞⾁芽腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素
ランゲルハンス細胞⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞の浸潤・増殖を伴う疾患[RH]

▼結果 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・肺好酸球⾁芽腫症[RH]

▼結果 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・Hand-Schuller-Christian[RH]

▼結果 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・Letterer-Siwe[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞の浸潤・増殖を伴う疾患p/o 1.. ランゲルハンス細胞の浸潤・増殖を伴う疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ランゲルハンス細胞の浸潤・増殖を伴う疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ランゲルハンス細胞⾁芽腫・肺好酸球⾁芽腫症p/o 1.. 肺好酸球⾁芽腫症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺好酸球⾁芽腫症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ランゲルハンス細胞⾁芽腫・Hand-Schuller-Christianp/o 1.. Hand-Schuller-Christian[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Hand-Schuller-Christian状態$異常状態%原因
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ランゲルハンス細胞⾁芽腫・Letterer-Siwep/o 1.. Letterer-Siwe[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Letterer-Siwe状態$異常状態%原因
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

ランゲルハンス細胞⾁芽腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素
ランゲルハンス細胞⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞の浸潤・増殖を伴う疾患[RH]

▼結果 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・肺好酸球⾁芽腫症[RH]

▼結果 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・Hand-Schuller-Christian[RH]

▼結果 <<ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・Letterer-Siwe[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞の浸潤・増殖を伴う疾患p/o 1.. ランゲルハンス細胞の浸潤・増殖を伴う疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ランゲルハンス細胞の浸潤・増殖を伴う疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ランゲルハンス細胞⾁芽腫・肺好酸球⾁芽腫症p/o 1.. 肺好酸球⾁芽腫症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺好酸球⾁芽腫症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ランゲルハンス細胞⾁芽腫・Hand-Schuller-Christianp/o 1.. Hand-Schuller-Christian[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Hand-Schuller-Christian状態$異常状態%原因
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ランゲルハンス細胞⾁芽腫・Letterer-Siwep/o 1.. Letterer-Siwe[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Letterer-Siwe状態$異常状態%原因
a/o 1.. ランゲルハンス細胞⾁芽腫・ランゲルハンス細胞⾁芽腫・暫定連鎖(結果)[RH]

ランゲルハンス細胞⾁芽腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎管炎に伴う肺病変
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの

[Sub Classes (8)] ⼤動脈炎症候群，アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎，顕微鏡的多発動脈炎，
多発性⾎管炎重複症候群，⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎，
膠原病に伴う肺⾎管炎，ベーチェット病，側頭動脈炎

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素
⾎管炎に伴う肺病変・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. ベーチェット病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎管炎に伴う肺病変・⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 膠原病に伴う全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎管炎に伴う肺病変・全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎管炎に伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素
⾎管炎に伴う肺病変・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. ベーチェット病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎管炎に伴う肺病変・⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 膠原病に伴う全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎管炎に伴う肺病変・全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎管炎に伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼤動脈炎症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤動脈炎症候群・⼤動脈およびその分枝の⼤・中動脈に慢性の炎症性⾎管炎p/o 1.. ⼤動脈およびその分枝の⼤・中動脈に慢性の炎症性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼤動脈およびその分枝の⼤・中動脈に慢性の炎症性⾎管炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤動脈炎症候群・⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・⼤動脈およびその分枝の⼤・中動脈に慢性の炎症性⾎管炎[RH]
▼結果 <<⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・発熱[RH]
▼結果 <<⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・倦怠感[RH]
▼結果 <<⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・障害部位の動脈に⾎管雑⾳[RH]
▼結果 <<⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・失神[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤動脈炎症候群・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤動脈炎症候群・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤動脈炎症候群・障害部位の動脈に⾎管雑⾳p/o 1.. 障害部位の動脈に⾎管雑⾳[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<障害部位の動脈に⾎管雑⾳状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤動脈炎症候群・失神p/o 1.. 失神[RH]

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

a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

⼤動脈炎症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤動脈炎症候群・⼤動脈およびその分枝の⼤・中動脈に慢性の炎症性⾎管炎p/o 1.. ⼤動脈およびその分枝の⼤・中動脈に慢性の炎症性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼤動脈およびその分枝の⼤・中動脈に慢性の炎症性⾎管炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤動脈炎症候群・⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・⼤動脈およびその分枝の⼤・中動脈に慢性の炎症性⾎管炎[RH]
▼結果 <<⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・発熱[RH]
▼結果 <<⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・倦怠感[RH]
▼結果 <<⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・障害部位の動脈に⾎管雑⾳[RH]
▼結果 <<⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・失神[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤動脈炎症候群・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤動脈炎症候群・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤動脈炎症候群・障害部位の動脈に⾎管雑⾳p/o 1.. 障害部位の動脈に⾎管雑⾳[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<障害部位の動脈に⾎管雑⾳状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤動脈炎症候群・失神p/o 1.. 失神[RH]

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

a/o 1.. ⼤動脈炎症候群・⼤動脈炎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

⼤動脈炎症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変

[Sub Classes (1)] 壊死性⾎管炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼原因 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎p/o 1.. 好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・慢性肺感染症[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・肺吸⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⿐炎[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・多発単神経炎、しびれ[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・肺浸潤影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・マイコプラズマによる肺炎p/o 1.. マイコプラズマによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・乾性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼原因 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎p/o 1.. 好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・慢性肺感染症[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・肺吸⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⿐炎[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・多発単神経炎、しびれ[RH]
▼結果 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・肺浸潤影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）陽性の全⾝性⾎管炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・マイコプラズマによる肺炎p/o 1.. マイコプラズマによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・乾性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・慢性肺感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・肺吸⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺吸⾍症【異常状態】[RH]

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

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症状態$異常状態%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・好酸球増多[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・好酸球増多p/o 1.. 好酸球増多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球増多状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・肺吸⾍症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀喘息状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⿐炎p/o 1.. アレルギー性⿐炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アレルギー性⿐炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・多発単神経炎、しびれp/o 1.. 多発単神経炎、しびれ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発単神経炎、しびれ状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・肺浸潤影p/o 1.. 肺浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・慢性肺感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・肺吸⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺吸⾍症【異常状態】[RH]

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

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症状態$異常状態%結果

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・好酸球増多[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・好酸球増多p/o 1.. 好酸球増多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球増多状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・肺吸⾍症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀喘息状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⿐炎p/o 1.. アレルギー性⿐炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アレルギー性⿐炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・多発単神経炎、しびれp/o 1.. 多発単神経炎、しびれ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発単神経炎、しびれ状態$異常状態%原因a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・肺浸潤影p/o 1.. 肺浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 壊死性⾎管炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変
 / アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎$構成要素
壊死性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 壊死性⾎管炎・壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
壊死性⾎管炎・壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 壊死性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 壊死性⾎管炎・周囲組織に著明な好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管の⾁芽腫性またはフィブリノイド壊死性の⾎管炎を認める[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
壊死性⾎管炎・周囲組織に著明な好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管の⾁芽腫性またはフィブリノイド壊死性の⾎管炎を認めるp/o 1.. 周囲組織に著明な好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管の⾁芽腫性またはフィブリノイド壊死性の⾎管炎を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<周囲組織に著明な好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管の⾁芽腫性またはフィブリノイド壊死性の⾎管炎を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 壊死性⾎管炎・壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

壊死性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アレルギー性⾁芽腫性⾎管炎$構成要素
壊死性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 壊死性⾎管炎・壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
壊死性⾎管炎・壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 壊死性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 壊死性⾎管炎・周囲組織に著明な好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管の⾁芽腫性またはフィブリノイド壊死性の⾎管炎を認める[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
壊死性⾎管炎・周囲組織に著明な好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管の⾁芽腫性またはフィブリノイド壊死性の⾎管炎を認めるp/o 1.. 周囲組織に著明な好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管の⾁芽腫性またはフィブリノイド壊死性の⾎管炎を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<周囲組織に著明な好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管の⾁芽腫性またはフィブリノイド壊死性の⾎管炎を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 壊死性⾎管炎・壊死性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

壊死性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 顕微鏡的多発動脈炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・巣状壊死性⽷球体腎炎[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・⾎管炎性神経障害、しびれ[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎p/o 1.. 微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・巣状壊死性⽷球体腎炎p/o 1.. 巣状壊死性⽷球体腎炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<巣状壊死性⽷球体腎炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・⾎管炎性神経障害、しびれp/o 1.. ⾎管炎性神経障害、しびれ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎管炎性神経障害、しびれ状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

顕微鏡的多発動脈炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・巣状壊死性⽷球体腎炎[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・⾎管炎性神経障害、しびれ[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎p/o 1.. 微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない壊死性性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）p/o 1.. 抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・巣状壊死性⽷球体腎炎p/o 1.. 巣状壊死性⽷球体腎炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<巣状壊死性⽷球体腎炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・⾎管炎性神経障害、しびれp/o 1.. ⾎管炎性神経障害、しびれ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎管炎性神経障害、しびれ状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

顕微鏡的多発動脈炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎p/o 1.. 微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
顕微鏡的多発動脈炎・微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎p/o 1.. 微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<微⼩⾎管の⾁芽腫を伴わない⽩⾎球破壊性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 顕微鏡的多発動脈炎・顕微鏡的多発動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 多発性⾎管炎重複症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変

[Sub Classes (1)] 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
多発性⾎管炎重複症候群・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性⾎管炎重複症候群・多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性⾎管炎重複症候群・多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 多発性⾎管炎重複症候群・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 多発性⾎管炎重複症候群・全⾝の種々の⾎管に炎症を合併したもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性⾎管炎重複症候群・全⾝の種々の⾎管に炎症を合併したものp/o 1.. 全⾝の種々の⾎管に炎症を合併したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝の種々の⾎管に炎症を合併したもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性⾎管炎重複症候群・多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

多発性⾎管炎重複症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
多発性⾎管炎重複症候群・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 多発性⾎管炎重複症候群・多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性⾎管炎重複症候群・多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 多発性⾎管炎重複症候群・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 多発性⾎管炎重複症候群・全⾝の種々の⾎管に炎症を合併したもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多発性⾎管炎重複症候群・全⾝の種々の⾎管に炎症を合併したものp/o 1.. 全⾝の種々の⾎管に炎症を合併したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝の種々の⾎管に炎症を合併したもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 多発性⾎管炎重複症候群・多発性⾎管炎重複症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

多発性⾎管炎重複症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変
 / 多発性⾎管炎重複症候群

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<多発性⾎管炎重複症候群$構成要素
結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎[RH]
▼結果 <<結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎p/o 1.. 好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患p/o 1.. 中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)[RH]

結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<多発性⾎管炎重複症候群$構成要素
結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎[RH]
▼結果 <<結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎p/o 1.. 好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球浸潤を伴う細⼩⾎管ん⾁芽腫性またはフィブリン壊死性⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患p/o 1.. 中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中型⾎管を主体として、⾎管壁に炎症を⽣じる疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの・暫定連鎖(結果)[RH]

結節性多発動脈炎にアレルギー性⾁芽腫性⾎管炎をともなったもの 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変

[Sub Classes (2)] 過敏性⾎管炎，Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・薬剤[RH]
▼原因 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⾷物[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・薬剤p/o 1.. 薬剤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⾷物p/o 1.. ⾷物[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷物状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・薬剤や感染がきっかけで反応性に真⽪乳頭層の細動脈や⽑細⾎管周囲に好中球や単核球のの炎症細胞浸潤と内⽪細胞の膨化と⾎管内腔の狭⼩化、⾎栓形成を認める[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・薬剤や感染がきっかけで反応性に真⽪乳頭層の細動脈や⽑細⾎管周囲に好中球や単核球のの炎症細胞浸潤と内⽪細胞の膨化と⾎管内腔の狭⼩化、⾎栓形成を認めるp/o 1.. 薬剤や感染がきっかけで反応性に真⽪乳頭層の細動脈や⽑細⾎管周囲に好中球や単核球のの炎症細胞浸潤と内⽪細胞の膨化と⾎管内腔の狭⼩化、⾎栓形成を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤や感染がきっかけで反応性に真⽪乳頭層の細動脈や⽑細⾎管周囲に好中球や単核球のの炎症細胞浸潤と内⽪細胞の膨化と⾎管内腔の狭⼩化、⾎栓形成を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・薬剤[RH]
▼原因 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⾷物[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・薬剤p/o 1.. 薬剤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬剤状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⾷物p/o 1.. ⾷物[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷物状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・薬剤や感染がきっかけで反応性に真⽪乳頭層の細動脈や⽑細⾎管周囲に好中球や単核球のの炎症細胞浸潤と内⽪細胞の膨化と⾎管内腔の狭⼩化、⾎栓形成を認める[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・薬剤や感染がきっかけで反応性に真⽪乳頭層の細動脈や⽑細⾎管周囲に好中球や単核球のの炎症細胞浸潤と内⽪細胞の膨化と⾎管内腔の狭⼩化、⾎栓形成を認めるp/o 1.. 薬剤や感染がきっかけで反応性に真⽪乳頭層の細動脈や⽑細⾎管周囲に好中球や単核球のの炎症細胞浸潤と内⽪細胞の膨化と⾎管内腔の狭⼩化、⾎栓形成を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬剤や感染がきっかけで反応性に真⽪乳頭層の細動脈や⽑細⾎管周囲に好中球や単核球のの炎症細胞浸潤と内⽪細胞の膨化と⾎管内腔の狭⼩化、⾎栓形成を認める状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 過敏性⾎管炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変
 / ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎$構成要素
過敏性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 過敏性⾎管炎・過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性⾎管炎・過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 過敏性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過敏性⾎管炎・いろいろな抗原に対する過敏反応により惹起される全⾝性の⾎管炎で⽑細管性細動脈の好中球浸潤、好中球破壊、フィブリノイド壊死、⾚⾎球の⾎管外遊出をみとめる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性⾎管炎・いろいろな抗原に対する過敏反応により惹起される全⾝性の⾎管炎で⽑細管性細動脈の好中球浸潤、好中球破壊、フィブリノイド壊死、⾚⾎球の⾎管外遊出をみとめるp/o 1.. いろいろな抗原に対する過敏反応により惹起される全⾝性の⾎管炎で⽑細管性細動脈の好中球浸潤、好中球破壊、フィブリノイド壊死、⾚⾎球の⾎管外遊出をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<いろいろな抗原に対する過敏反応により惹起される全⾝性の⾎管炎で⽑細管性細動脈の好中球浸潤、好中球破壊、フィブリノイド壊死、⾚⾎球の⾎管外遊出をみとめる状態$異常状態%原因

a/o 1.. 過敏性⾎管炎・過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

過敏性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎$構成要素
過敏性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 過敏性⾎管炎・過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性⾎管炎・過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 過敏性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 過敏性⾎管炎・いろいろな抗原に対する過敏反応により惹起される全⾝性の⾎管炎で⽑細管性細動脈の好中球浸潤、好中球破壊、フィブリノイド壊死、⾚⾎球の⾎管外遊出をみとめる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
過敏性⾎管炎・いろいろな抗原に対する過敏反応により惹起される全⾝性の⾎管炎で⽑細管性細動脈の好中球浸潤、好中球破壊、フィブリノイド壊死、⾚⾎球の⾎管外遊出をみとめるp/o 1.. いろいろな抗原に対する過敏反応により惹起される全⾝性の⾎管炎で⽑細管性細動脈の好中球浸潤、好中球破壊、フィブリノイド壊死、⾚⾎球の⾎管外遊出をみとめる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<いろいろな抗原に対する過敏反応により惹起される全⾝性の⾎管炎で⽑細管性細動脈の好中球浸潤、好中球破壊、フィブリノイド壊死、⾚⾎球の⾎管外遊出をみとめる状態$異常状態%原因

a/o 1.. 過敏性⾎管炎・過敏性⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

過敏性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変
 / ⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎$構成要素
Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・いろいろな抗原に対するアレルギー反応によりIgA型免疫複合体の沈着を伴う⽩⾎球破砕性⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・いろいろな抗原に対するアレルギー反応によりIgA型免疫複合体の沈着を伴う⽩⾎球破砕性⾎管炎p/o 1.. いろいろな抗原に対するアレルギー反応によりIgA型免疫複合体の沈着を伴う⽩⾎球破砕性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<いろいろな抗原に対するアレルギー反応によりIgA型免疫複合体の沈着を伴う⽩⾎球破砕性⾎管炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⽪膚⽩⾎球破砕性⾎管炎$構成要素
Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・いろいろな抗原に対するアレルギー反応によりIgA型免疫複合体の沈着を伴う⽩⾎球破砕性⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・いろいろな抗原に対するアレルギー反応によりIgA型免疫複合体の沈着を伴う⽩⾎球破砕性⾎管炎p/o 1.. いろいろな抗原に対するアレルギー反応によりIgA型免疫複合体の沈着を伴う⽩⾎球破砕性⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<いろいろな抗原に対するアレルギー反応によりIgA型免疫複合体の沈着を伴う⽩⾎球破砕性⾎管炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 325 ]

[Class Name] 膠原病に伴う肺⾎管炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変

[Sub Classes (3)] 悪性関節リウマチに伴う肺病変，ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎，
ＳＬＥの⾎管炎によるもの

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
膠原病に伴う肺⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾎管炎・⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
膠原病に伴う肺⾎管炎・⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾎管炎・膠原病に伴う全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの[RH]

▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
膠原病に伴う肺⾎管炎・膠原病に伴う全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうものp/o 1.. 膠原病に伴う全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膠原病に伴う全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾎管炎・⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

膠原病に伴う肺⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
膠原病に伴う肺⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾎管炎・⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
膠原病に伴う肺⾎管炎・⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾎管炎・膠原病に伴う全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの[RH]

▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
膠原病に伴う肺⾎管炎・膠原病に伴う全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうものp/o 1.. 膠原病に伴う全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膠原病に伴う全⾝性の⾎管炎に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾎管炎・⾎管炎に伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

膠原病に伴う肺⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 悪性関節リウマチに伴う肺病変
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変
 / 膠原病に伴う肺⾎管炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<膠原病に伴う肺⾎管炎$構成要素
悪性関節リウマチに伴う肺病変・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性関節リウマチに伴う肺病変・悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患に⾎管炎をはじめとする関節外症状を認め、難治性もしくは重篤な臨床病態を伴う悪性関節リュウマチに認められる肺⾎管病変[RH]
▼結果 <<悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性関節リウマチに伴う肺病変・多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患に⾎管炎をはじめとする関節外症状を認め、難治性もしくは重篤な臨床病態を伴う悪性関節リュウマチに認められる肺⾎管病変p/o 1.. 多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患に⾎管炎をはじめとする関節外症状を認め、難治性もしくは重篤な臨床病態を伴う悪性関節リュウマチに認められる肺⾎管病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患に⾎管炎をはじめとする関節外症状を認め、難治性もしくは重篤な臨床病態を伴う悪性関節リュウマチに認められる肺⾎管病変状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性関節リウマチに伴う肺病変・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性関節リウマチに伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<膠原病に伴う肺⾎管炎$構成要素
悪性関節リウマチに伴う肺病変・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性関節リウマチに伴う肺病変・悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患に⾎管炎をはじめとする関節外症状を認め、難治性もしくは重篤な臨床病態を伴う悪性関節リュウマチに認められる肺⾎管病変[RH]
▼結果 <<悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性関節リウマチに伴う肺病変・多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患に⾎管炎をはじめとする関節外症状を認め、難治性もしくは重篤な臨床病態を伴う悪性関節リュウマチに認められる肺⾎管病変p/o 1.. 多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患に⾎管炎をはじめとする関節外症状を認め、難治性もしくは重篤な臨床病態を伴う悪性関節リュウマチに認められる肺⾎管病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発性の関節痛と腫脹を主症状とする原因不明の進⾏性の炎症性関節疾患に⾎管炎をはじめとする関節外症状を認め、難治性もしくは重篤な臨床病態を伴う悪性関節リュウマチに認められる肺⾎管病変状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性関節リウマチに伴う肺病変・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 悪性関節リウマチに伴う肺病変・悪性関節リウマチに伴う肺病変・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性関節リウマチに伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変
 / 膠原病に伴う肺⾎管炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<膠原病に伴う肺⾎管炎$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態に伴う⾎管炎[RH]
▼結果 <<ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・肺梗塞【異常状態】[RH]
▼結果 <<ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・肺⾼⾎圧[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%原因a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態に伴う⾎管炎p/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態に伴う⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態に伴う⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・肺梗塞【異常状態】p/o 1.. 肺梗塞【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺梗塞状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・肺⾼⾎圧p/o 1.. 肺⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<膠原病に伴う肺⾎管炎$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]
▼結果 <<ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態に伴う⾎管炎[RH]
▼結果 <<ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・肺梗塞【異常状態】[RH]
▼結果 <<ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・肺⾼⾎圧[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群p/o 1.. ⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾃⼰抗体および免疫系の過剰反応によって⾎管、⽪膚、筋⾁、関節、内蔵などの結合組織に対して多発性に様々な炎症を起こす疾患群状態$異常状態%原因a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態に伴う⾎管炎p/o 1.. 全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態に伴う⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性エリテマトーデス，強⽪症，多発性筋炎などにみられる症状をみとめる病態に伴う⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・肺梗塞【異常状態】p/o 1.. 肺梗塞【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺梗塞状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・肺⾼⾎圧p/o 1.. 肺⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎・暫定連鎖(結果)[RH]

ＭＣＴＤ、強⽪症の肺⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ＳＬＥの⾎管炎によるもの
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変
 / 膠原病に伴う肺⾎管炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<膠原病に伴う肺⾎管炎$構成要素
ＳＬＥの⾎管炎によるもの・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＳＬＥの⾎管炎によるもの・ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患に伴う⾎管炎による肺病変[RH]

▼結果 <<ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・肺胞出⾎【異常状態】[RH]

▼結果 <<ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・肺塞栓【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＳＬＥの⾎管炎によるもの・免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患に伴う⾎管炎による肺病変p/o 1.. 免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患に伴う⾎管炎による肺病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患に伴う⾎管炎による肺病変状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＳＬＥの⾎管炎によるもの・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＳＬＥの⾎管炎によるもの・肺塞栓【異常状態】p/o 1.. 肺塞栓【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)[RH]

ＳＬＥの⾎管炎によるもの 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<膠原病に伴う肺⾎管炎$構成要素
ＳＬＥの⾎管炎によるもの・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＳＬＥの⾎管炎によるもの・ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患に伴う⾎管炎による肺病変[RH]

▼結果 <<ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・肺胞出⾎【異常状態】[RH]

▼結果 <<ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・肺塞栓【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＳＬＥの⾎管炎によるもの・免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患に伴う⾎管炎による肺病変p/o 1.. 免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患に伴う⾎管炎による肺病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫異常を基盤として発症し、多臓器を障害する全⾝性炎症性疾患に伴う⾎管炎による肺病変状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＳＬＥの⾎管炎によるもの・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＳＬＥの⾎管炎によるもの・肺塞栓【異常状態】p/o 1.. 肺塞栓【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＳＬＥの⾎管炎によるもの・ＳＬＥの⾎管炎によるもの・暫定連鎖(結果)[RH]

ＳＬＥの⾎管炎によるもの 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ベーチェット病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
ベーチェット病・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ベーチェット病・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ベーチェット病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベーチェット病・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<ベーチェット病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ベーチェット病・肺動脈瘤の内腔に⾎栓を形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・肺動脈瘤の内腔に⾎栓を形成p/o 1.. 肺動脈瘤の内腔に⾎栓を形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺動脈瘤の内腔に⾎栓を形成状態$異常状態%結果
a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ベーチェット病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ベーチェット病・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<ベーチェット病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベーチェット病・⼝腔粘膜のアフタ性潰瘍、外陰部潰瘍、⽪膚症状、眼症状の4つの症状を主症状とする慢性再発性の全⾝性炎症性疾患[RH]
▼結果 <<ベーチェット病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ベーチェット病・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<ベーチェット病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ベーチェット病・肺梗塞【異常状態】[RH]
▼結果 <<ベーチェット病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベーチェット病・肺動脈瘤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・⼝腔粘膜のアフタ性潰瘍、外陰部潰瘍、⽪膚症状、眼症状の4つの症状を主症状とする慢性再発性の全⾝性炎症性疾患p/o 1.. ⼝腔粘膜のアフタ性潰瘍、外陰部潰瘍、⽪膚症状、眼症状の4つの症状を主症状とする慢性再発性の全⾝性炎症性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼝腔粘膜のアフタ性潰瘍、外陰部潰瘍、⽪膚症状、眼症状の4つの症状を主症状とする慢性再発性の全⾝性炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・肺梗塞【異常状態】p/o 1.. 肺梗塞【異常状態】[RH]

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

a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・肺動脈瘤p/o 1.. 肺動脈瘤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺動脈瘤状態$異常状態%原因

a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]

ベーチェット病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
ベーチェット病・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ベーチェット病・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ベーチェット病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベーチェット病・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<ベーチェット病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ベーチェット病・肺動脈瘤の内腔に⾎栓を形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・肺動脈瘤の内腔に⾎栓を形成p/o 1.. 肺動脈瘤の内腔に⾎栓を形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺動脈瘤の内腔に⾎栓を形成状態$異常状態%結果
a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ベーチェット病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ベーチェット病・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<ベーチェット病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベーチェット病・⼝腔粘膜のアフタ性潰瘍、外陰部潰瘍、⽪膚症状、眼症状の4つの症状を主症状とする慢性再発性の全⾝性炎症性疾患[RH]
▼結果 <<ベーチェット病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ベーチェット病・肺胞出⾎【異常状態】[RH]
▼結果 <<ベーチェット病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ベーチェット病・肺梗塞【異常状態】[RH]
▼結果 <<ベーチェット病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベーチェット病・肺動脈瘤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・⼝腔粘膜のアフタ性潰瘍、外陰部潰瘍、⽪膚症状、眼症状の4つの症状を主症状とする慢性再発性の全⾝性炎症性疾患p/o 1.. ⼝腔粘膜のアフタ性潰瘍、外陰部潰瘍、⽪膚症状、眼症状の4つの症状を主症状とする慢性再発性の全⾝性炎症性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼝腔粘膜のアフタ性潰瘍、外陰部潰瘍、⽪膚症状、眼症状の4つの症状を主症状とする慢性再発性の全⾝性炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・肺胞出⾎【異常状態】p/o 1.. 肺胞出⾎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞出⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・肺梗塞【異常状態】p/o 1.. 肺梗塞【異常状態】[RH]

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

a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベーチェット病・肺動脈瘤p/o 1.. 肺動脈瘤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺動脈瘤状態$異常状態%原因

a/o 1.. ベーチェット病・ベーチェット病・暫定連鎖(結果)[RH]

ベーチェット病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 側頭動脈炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変

[Sub Classes (1)] 巨細胞性⾎管炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
側頭動脈炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 側頭動脈炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈を中⼼とする中型⾎管の⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 側頭動脈炎・頭痛[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 側頭動脈炎・濾胞性細気管⽀炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 側頭動脈炎・リウマチ性多発筋痛症[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 側頭動脈炎・胸膜炎・胸⽔[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 内弾性板と外弾性板をもつ中型から⼤型の⾎管を侵し、⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
側頭動脈炎・側頭動脈を中⼼とする中型⾎管の⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎p/o 1.. 側頭動脈を中⼼とする中型⾎管の⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<側頭動脈を中⼼とする中型⾎管の⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
側頭動脈炎・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
側頭動脈炎・濾胞性細気管⽀炎【異常状態】p/o 1.. 濾胞性細気管⽀炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<濾胞性細気管⽀炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
側頭動脈炎・リウマチ性多発筋痛症p/o 1.. リウマチ性多発筋痛症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リウマチ性多発筋痛症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
側頭動脈炎・胸膜炎・胸⽔p/o 1.. 胸膜炎・胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜炎・胸⽔状態$異常状態%原因

a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

側頭動脈炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎管炎に伴う肺病変$構成要素
側頭動脈炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 側頭動脈炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈を中⼼とする中型⾎管の⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 側頭動脈炎・頭痛[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 側頭動脈炎・濾胞性細気管⽀炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 側頭動脈炎・リウマチ性多発筋痛症[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 側頭動脈炎・胸膜炎・胸⽔[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 内弾性板と外弾性板をもつ中型から⼤型の⾎管を侵し、⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
側頭動脈炎・側頭動脈を中⼼とする中型⾎管の⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎p/o 1.. 側頭動脈を中⼼とする中型⾎管の⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<側頭動脈を中⼼とする中型⾎管の⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
側頭動脈炎・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
側頭動脈炎・濾胞性細気管⽀炎【異常状態】p/o 1.. 濾胞性細気管⽀炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<濾胞性細気管⽀炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
側頭動脈炎・リウマチ性多発筋痛症p/o 1.. リウマチ性多発筋痛症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リウマチ性多発筋痛症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
側頭動脈炎・胸膜炎・胸⽔p/o 1.. 胸膜炎・胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜炎・胸⽔状態$異常状態%原因

a/o 1.. 側頭動脈炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

側頭動脈炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 巨細胞性⾎管炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎管炎に伴う肺病変 / 側頭動脈炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<側頭動脈炎$構成要素
巨細胞性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 巨細胞性⾎管炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<側頭動脈炎$構成要素
巨細胞性⾎管炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<側頭動脈炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 巨細胞性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 巨細胞性⾎管炎・内弾性板と外弾性板をもつ中型から⼤型の⾎管を侵し、⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎[RH]
▼構成要素 <<側頭動脈炎$構成要素
巨細胞性⾎管炎・内弾性板と外弾性板をもつ中型から⼤型の⾎管を侵し、⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎p/o 1.. 内弾性板と外弾性板をもつ中型から⼤型の⾎管を侵し、⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<側頭動脈炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内弾性板と外弾性板をもつ中型から⼤型の⾎管を侵し、⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 巨細胞性⾎管炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

巨細胞性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<側頭動脈炎$構成要素
巨細胞性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうものp/o 1.. 全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性の病変に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 巨細胞性⾎管炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<側頭動脈炎$構成要素
巨細胞性⾎管炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<側頭動脈炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 巨細胞性⾎管炎・全⾝性の病変に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 巨細胞性⾎管炎・内弾性板と外弾性板をもつ中型から⼤型の⾎管を侵し、⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎[RH]
▼構成要素 <<側頭動脈炎$構成要素
巨細胞性⾎管炎・内弾性板と外弾性板をもつ中型から⼤型の⾎管を侵し、⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎p/o 1.. 内弾性板と外弾性板をもつ中型から⼤型の⾎管を侵し、⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎[RH]

連鎖種別 <<側頭動脈炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内弾性板と外弾性板をもつ中型から⼤型の⾎管を侵し、⾎管壁に巨細胞を伴う単核球主体の細胞浸潤と⾁芽腫形成を認める⾎管炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 巨細胞性⾎管炎・側頭動脈炎・暫定連鎖(結果)[RH]

巨細胞性⾎管炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼼疾患に伴う肺病変
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの

[Sub Classes (1)] 左⼼不全
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素
⼼疾患に伴う肺病変・⼼疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. ⼼疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼼疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 左⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]

⼼疾患に伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素
⼼疾患に伴う肺病変・⼼疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. ⼼疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼼疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 左⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]

⼼疾患に伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 左⼼不全
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⼼疾患に伴う肺病変

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⼼疾患に伴う肺病変$構成要素
左⼼不全・⼼疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. ⼼疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼼疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 左⼼不全・左⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
左⼼不全・左⼼不全・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 左⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<左⼼不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 左⼼不全・⼼疾患に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<左⼼不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 左⼼不全・体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てない状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
左⼼不全・体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てない状態p/o 1.. 体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てない状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てない状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 左⼼不全・左⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]

左⼼不全 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼼疾患に伴う肺病変$構成要素
左⼼不全・⼼疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. ⼼疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼼疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 左⼼不全・左⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
左⼼不全・左⼼不全・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 左⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<左⼼不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 左⼼不全・⼼疾患に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<左⼼不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 左⼼不全・体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てない状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
左⼼不全・体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てない状態p/o 1.. 体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てない状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てない状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 左⼼不全・左⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]

左⼼不全 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 消化器疾患に伴う肺病変
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの

[Sub Classes (5)] 胃⾷道逆流症，⾷道気管瘻，
悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状，
肝硬変における呼吸器合併症，急性膵炎における呼吸器合併症

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素
消化器疾患に伴う肺病変・消化器疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. 消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

消化器疾患に伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素
消化器疾患に伴う肺病変・消化器疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. 消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

消化器疾患に伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胃⾷道逆流症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変

[Sub Classes (1)] 慢性咳嗽
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態p/o 1.. ⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 胃⾷道逆流症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胃⾷道逆流症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態[RH]

▼原因 <<胃⾷道逆流症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・下部⾷道括約筋の機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・下部⾷道括約筋の機能低下p/o 1.. 下部⾷道括約筋の機能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<下部⾷道括約筋の機能低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態[RH]

▼結果 <<胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・咳嗽[RH]

▼結果 <<胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胸痛[RH]
▼結果 <<胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胸焼け[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

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

a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

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

a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・胸焼けp/o 1.. 胸焼け[RH]

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

a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)[RH]

胃⾷道逆流症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態p/o 1.. ⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 胃⾷道逆流症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胃⾷道逆流症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態[RH]

▼原因 <<胃⾷道逆流症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・下部⾷道括約筋の機能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・下部⾷道括約筋の機能低下p/o 1.. 下部⾷道括約筋の機能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<下部⾷道括約筋の機能低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態[RH]

▼結果 <<胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 胃⾷道逆流症・咳嗽[RH]

▼結果 <<胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胸痛[RH]
▼結果 <<胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胸焼け[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

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

a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

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

a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胃⾷道逆流症・胸焼けp/o 1.. 胸焼け[RH]

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

a/o 1.. 胃⾷道逆流症・胃⾷道逆流症・暫定連鎖(結果)[RH]

胃⾷道逆流症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性咳嗽
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変
 / 胃⾷道逆流症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胃⾷道逆流症$構成要素
慢性咳嗽・⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態p/o 1.. ⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態[RH]
▼原因 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・咳喘息【異常状態】[RH]
▼原因 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・アトピー咳嗽【異常状態】[RH]
▼原因 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・感染後咳嗽[RH]
▼原因 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・副⿐腔気管⽀症候群【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・咳喘息【異常状態】p/o 1.. 咳喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<咳喘息状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・アトピー咳嗽【異常状態】p/o 1.. アトピー咳嗽【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アトピー咳嗽状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・感染後咳嗽p/o 1.. 感染後咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<感染後咳嗽状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・副⿐腔気管⽀症候群【異常状態】p/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<副⿐腔気管⽀症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態[RH]
▼結果 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・８週間以上続く慢性の乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・乾性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・８週間以上続く慢性の乾性咳嗽p/o 1.. ８週間以上続く慢性の乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<８週間以上続く慢性の乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1

慢性咳嗽 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胃⾷道逆流症$構成要素
慢性咳嗽・⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態p/o 1.. ⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態[RH]
▼原因 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・咳喘息【異常状態】[RH]
▼原因 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・アトピー咳嗽【異常状態】[RH]
▼原因 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・感染後咳嗽[RH]
▼原因 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・副⿐腔気管⽀症候群【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・咳喘息【異常状態】p/o 1.. 咳喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<咳喘息状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・アトピー咳嗽【異常状態】p/o 1.. アトピー咳嗽【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アトピー咳嗽状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・感染後咳嗽p/o 1.. 感染後咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<感染後咳嗽状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・副⿐腔気管⽀症候群【異常状態】p/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<副⿐腔気管⽀症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・⾷道内への胃酸などの胃内容物逆流による症状を呈する病態[RH]
▼結果 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・８週間以上続く慢性の乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性咳嗽・乾性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・８週間以上続く慢性の乾性咳嗽p/o 1.. ８週間以上続く慢性の乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<８週間以上続く慢性の乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1

慢性咳嗽 因果構造物（＝因果連鎖）
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慢性咳嗽 ８週間以上続く慢性の乾性咳嗽 ８週間以上続く慢性の乾性咳嗽[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<８週間以上続く慢性の乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性咳嗽 ８週間以上続く慢性の乾性咳嗽 ８週間以上続く慢性の乾性咳嗽[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<８週間以上続く慢性の乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性咳嗽・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性咳嗽・慢性咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ⾷道気管瘻
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変

[Sub Classes (2)] 誤嚥性気管⽀炎，肺炎（誤嚥性）
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素
⾷道気管瘻・消化器疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. 消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道気管瘻・⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷道気管瘻・⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道気管瘻・⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾷道気管瘻・消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]

▼原因 <<⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷道気管瘻・先天性発達障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道気管瘻・先天性発達障害p/o 1.. 先天性発達障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性発達障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷道気管瘻・⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道気管瘻・⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷道気管瘻・消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾷道気管瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道気管瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道気管瘻・⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷道気管瘻・呼吸器感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道気管瘻・呼吸器感染症p/o 1.. 呼吸器感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸器感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道気管瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

⾷道気管瘻 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素
⾷道気管瘻・消化器疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. 消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道気管瘻・⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷道気管瘻・⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道気管瘻・⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾷道気管瘻・消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]

▼原因 <<⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷道気管瘻・先天性発達障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道気管瘻・先天性発達障害p/o 1.. 先天性発達障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性発達障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷道気管瘻・⾷道気管瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道気管瘻・⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷道気管瘻・消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾷道気管瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道気管瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態p/o 1.. ⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道気管瘻・⾷道気管瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾷道と気管が異常につながっている状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷道気管瘻・呼吸器感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道気管瘻・呼吸器感染症p/o 1.. 呼吸器感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸器感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道気管瘻・⾷道と気管が異常につながっている状態[RH]

⾷道気管瘻 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 誤嚥性気管⽀炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変 / ⾷道気管瘻

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

構成要素 <<⾷道気管瘻$構成要素
誤嚥性気管⽀炎・消化器疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. 消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性気管⽀炎・誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる気管⽀炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性気管⽀炎・⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる気管⽀炎p/o 1.. ⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる気管⽀炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる気管⽀炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

誤嚥性気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
構成要素 <<⾷道気管瘻$構成要素
誤嚥性気管⽀炎・消化器疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. 消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性気管⽀炎・誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる気管⽀炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性気管⽀炎・⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる気管⽀炎p/o 1.. ⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる気管⽀炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる気管⽀炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 誤嚥性気管⽀炎・誤嚥性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

誤嚥性気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺炎（誤嚥性）
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変 / ⾷道気管瘻

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾷道気管瘻$構成要素
肺炎（誤嚥性）・消化器疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. 消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎（誤嚥性）・肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]
▼結果 <<肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・湿性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎（誤嚥性）・⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. ⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎（誤嚥性）・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)[RH]

肺炎（誤嚥性） 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾷道気管瘻$構成要素
肺炎（誤嚥性）・消化器疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. 消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<消化器疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎（誤嚥性）・肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・消化器疾患に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]
▼結果 <<肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・湿性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎（誤嚥性）・⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. ⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷道気管瘻による⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎（誤嚥性）・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎（誤嚥性）・肺炎（誤嚥性）・暫定連鎖(結果)[RH]

肺炎（誤嚥性） 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変

[Sub Classes (5)] 悪性疾患に伴う無気肺，悪性疾患による気管閉塞，悪性疾患に伴う咳嗽，
癌性リンパ管症，悪性疾患による胸⽔

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素
悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

連鎖種別 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%原因a/o 1.. 癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果a/o 1.. 癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素
悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

連鎖種別 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%原因a/o 1.. 癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果a/o 1.. 癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 悪性疾患に伴う無気肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変
 / 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状$構成要素
悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

▼結果 <<悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性疾患に伴う無気肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状$構成要素
悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

▼結果 <<悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 悪性疾患に伴う無気肺・悪性疾患に伴う無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性疾患に伴う無気肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 悪性疾患による気管閉塞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変
 / 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状$構成要素
悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]
▼結果 <<悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管の閉塞[RH]
▼結果 <<悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・閉塞性肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管の閉塞p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管の閉塞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管の閉塞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患による気管閉塞・閉塞性肺炎【異常状態】p/o 1.. 閉塞性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<閉塞性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性疾患による気管閉塞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状$構成要素
悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]
▼結果 <<悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管の閉塞[RH]
▼結果 <<悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・閉塞性肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管の閉塞p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管の閉塞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気管の閉塞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患による気管閉塞・閉塞性肺炎【異常状態】p/o 1.. 閉塞性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<閉塞性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性疾患による気管閉塞・悪性疾患による気管閉塞・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性疾患による気管閉塞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 悪性疾患に伴う咳嗽
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変
 / 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状$構成要素
悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]
▼結果 <<悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気道刺激や閉塞による咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気道刺激や閉塞による咳嗽p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気道刺激や閉塞による咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気道刺激や閉塞による咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性疾患に伴う咳嗽 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状$構成要素
悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]
▼結果 <<悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気道刺激や閉塞による咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気道刺激や閉塞による咳嗽p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気道刺激や閉塞による咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う気道刺激や閉塞による咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性疾患に伴う咳嗽・悪性疾患に伴う咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性疾患に伴う咳嗽 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 癌性リンパ管症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変
 / 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状$構成要素
癌性リンパ管症・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%原因
a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果
a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 癌性リンパ管症・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

▼原因 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 癌性リンパ管症・胃がん[RH]

▼原因 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 癌性リンパ管症・肺癌[RH]
▼原因 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 癌性リンパ管症・乳がん[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・胃がんp/o 1.. 胃がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胃がん状態$異常状態%結果
a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・肺癌p/o 1.. 肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺癌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・乳がんp/o 1.. 乳がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<乳がん状態$異常状態%結果
a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 癌性リンパ管症・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]
▼結果 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 癌性リンパ管症・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴い肺のリンパ管内に癌が広範囲に広がった状態[RH]
▼結果 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 癌性リンパ管症・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 癌性リンパ管症・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 癌性リンパ管症・拘束性肺機能障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴い肺のリンパ管内に癌が広範囲に広がった状態p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴い肺のリンパ管内に癌が広範囲に広がった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴い肺のリンパ管内に癌が広範囲に広がった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・拘束性肺機能障害p/o 1.. 拘束性肺機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<拘束性肺機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]

癌性リンパ管症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状$構成要素
癌性リンパ管症・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%原因
a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果
a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 癌性リンパ管症・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

▼原因 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 癌性リンパ管症・胃がん[RH]

▼原因 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 癌性リンパ管症・肺癌[RH]
▼原因 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 癌性リンパ管症・乳がん[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・胃がんp/o 1.. 胃がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胃がん状態$異常状態%結果
a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・肺癌p/o 1.. 肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺癌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・乳がんp/o 1.. 乳がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<乳がん状態$異常状態%結果
a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 癌性リンパ管症・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]
▼結果 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 癌性リンパ管症・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴い肺のリンパ管内に癌が広範囲に広がった状態[RH]
▼結果 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 癌性リンパ管症・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 癌性リンパ管症・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 癌性リンパ管症・拘束性肺機能障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴い肺のリンパ管内に癌が広範囲に広がった状態p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴い肺のリンパ管内に癌が広範囲に広がった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴い肺のリンパ管内に癌が広範囲に広がった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
癌性リンパ管症・拘束性肺機能障害p/o 1.. 拘束性肺機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<拘束性肺機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 癌性リンパ管症・癌性リンパ管症・暫定連鎖(結果)[RH]

癌性リンパ管症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 悪性疾患による胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変
 / 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状$構成要素
悪性疾患による胸⽔・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患による胸⽔・悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]
▼結果 <<悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・悪性腫瘍により胸膜腔に異常な胸⽔が貯留する状態[RH]
▼結果 <<悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患による胸⽔・悪性腫瘍により胸膜腔に異常な胸⽔が貯留する状態p/o 1.. 悪性腫瘍により胸膜腔に異常な胸⽔が貯留する状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性腫瘍により胸膜腔に異常な胸⽔が貯留する状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患による胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたものp/o 1.. 炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性疾患による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う症状$構成要素
悪性疾患による胸⽔・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状p/o 1.. 悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患による胸⽔・悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・悪性疾患の呼吸器への直接湿潤と肺転移に伴う呼吸器症状[RH]
▼結果 <<悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・悪性腫瘍により胸膜腔に異常な胸⽔が貯留する状態[RH]
▼結果 <<悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患による胸⽔・悪性腫瘍により胸膜腔に異常な胸⽔が貯留する状態p/o 1.. 悪性腫瘍により胸膜腔に異常な胸⽔が貯留する状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性腫瘍により胸膜腔に異常な胸⽔が貯留する状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性疾患による胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたものp/o 1.. 炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性疾患による胸⽔・悪性疾患による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性疾患による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肝硬変における呼吸器合併症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変

[Sub Classes (2)] 肝硬変における低酸素⾎症，肝性胸⽔
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素
肝硬変における呼吸器合併症・肝硬変に呼吸器症状をともなうものp/o 1.. 肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

肝硬変における呼吸器合併症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素
肝硬変における呼吸器合併症・肝硬変に呼吸器症状をともなうものp/o 1.. 肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

肝硬変における呼吸器合併症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肝硬変における低酸素⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変
 / 肝硬変における呼吸器合併症

[Sub Classes (1)] 肝肺症候群
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肝硬変における呼吸器合併症$構成要素
肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変に呼吸器症状をともなうものp/o 1.. 肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝肺症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肝肺症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]
▼原因 <<肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・⼤量腹⽔による横隔膜上⽅偏位[RH]
▼原因 <<肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・⼤量胸⽔による換気障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変における低酸素⾎症・⼤量腹⽔による横隔膜上⽅偏位p/o 1.. ⼤量腹⽔による横隔膜上⽅偏位[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼤量腹⽔による横隔膜上⽅偏位状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変における低酸素⾎症・⼤量胸⽔による換気障害p/o 1.. ⼤量胸⽔による換気障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼤量胸⽔による換気障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]
▼結果 <<肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変患者に低酸素⾎症を認める状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変患者に低酸素⾎症を認める状態p/o 1.. 肝硬変患者に低酸素⾎症を認める状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝硬変患者に低酸素⾎症を認める状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

肝硬変における低酸素⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肝硬変における呼吸器合併症$構成要素
肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変に呼吸器症状をともなうものp/o 1.. 肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝肺症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肝肺症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]
▼原因 <<肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・⼤量腹⽔による横隔膜上⽅偏位[RH]
▼原因 <<肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・⼤量胸⽔による換気障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変における低酸素⾎症・⼤量腹⽔による横隔膜上⽅偏位p/o 1.. ⼤量腹⽔による横隔膜上⽅偏位[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼤量腹⽔による横隔膜上⽅偏位状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変における低酸素⾎症・⼤量胸⽔による換気障害p/o 1.. ⼤量胸⽔による換気障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼤量胸⽔による換気障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]
▼結果 <<肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変患者に低酸素⾎症を認める状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変患者に低酸素⾎症を認める状態p/o 1.. 肝硬変患者に低酸素⾎症を認める状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝硬変患者に低酸素⾎症を認める状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝硬変における低酸素⾎症・肝硬変における低酸素⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

肝硬変における低酸素⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肝肺症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変
 / 肝硬変における呼吸器合併症 / 肝硬変における低酸素⾎症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肝硬変における低酸素⾎症$構成要素
肝肺症候群・肝硬変に呼吸器症状をともなうものp/o 1.. 肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肝肺症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肝肺症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肝肺症候群・肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]
▼原因 <<肝肺症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肝肺症候群・肺内⽑細⾎管の拡張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝肺症候群・肺内⽑細⾎管の拡張p/o 1.. 肺内⽑細⾎管の拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺内⽑細⾎管の拡張状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肝肺症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝肺症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肝肺症候群・肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]
▼結果 <<肝肺症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肝肺症候群・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<肝肺症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肝肺症候群・肝機能障害[RH]
▼結果 <<肝肺症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肝肺症候群・肺内⾎管拡張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝肺症候群・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝肺症候群・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝肺症候群・肺内⾎管拡張p/o 1.. 肺内⾎管拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺内⾎管拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

肝肺症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肝硬変における低酸素⾎症$構成要素
肝肺症候群・肝硬変に呼吸器症状をともなうものp/o 1.. 肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肝肺症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肝肺症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肝肺症候群・肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]
▼原因 <<肝肺症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肝肺症候群・肺内⽑細⾎管の拡張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝肺症候群・肺内⽑細⾎管の拡張p/o 1.. 肺内⽑細⾎管の拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺内⽑細⾎管の拡張状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肝肺症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝肺症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肝肺症候群・肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]
▼結果 <<肝肺症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肝肺症候群・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<肝肺症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肝肺症候群・肝機能障害[RH]
▼結果 <<肝肺症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肝肺症候群・肺内⾎管拡張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝肺症候群・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝肺症候群・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝肺症候群・肺内⾎管拡張p/o 1.. 肺内⾎管拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺内⾎管拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝肺症候群・肝肺症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

肝肺症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肝性胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変
 / 肝硬変における呼吸器合併症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肝硬変における呼吸器合併症$構成要素
肝性胸⽔・肝硬変に呼吸器症状をともなうものp/o 1.. 肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肝性胸⽔・肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝性胸⽔・肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肝性胸⽔・肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]
▼結果 <<肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肝性胸⽔・肝硬変に伴う低蛋⽩⾎症、⼤量腹⽔により胸⽔貯留を認めたもの[RH]
▼結果 <<肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肝性胸⽔・漏出性胸⽔【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝性胸⽔・肝硬変に伴う低蛋⽩⾎症、⼤量腹⽔により胸⽔貯留を認めたものp/o 1.. 肝硬変に伴う低蛋⽩⾎症、⼤量腹⽔により胸⽔貯留を認めたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝硬変に伴う低蛋⽩⾎症、⼤量腹⽔により胸⽔貯留を認めたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝性胸⽔・肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝性胸⽔・漏出性胸⽔【異常状態】p/o 1.. 漏出性胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<漏出性胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝性胸⽔・肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

肝性胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肝硬変における呼吸器合併症$構成要素
肝性胸⽔・肝硬変に呼吸器症状をともなうものp/o 1.. 肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝硬変に呼吸器症状をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肝性胸⽔・肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝性胸⽔・肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肝性胸⽔・肝硬変に呼吸器症状をともなうもの[RH]
▼結果 <<肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肝性胸⽔・肝硬変に伴う低蛋⽩⾎症、⼤量腹⽔により胸⽔貯留を認めたもの[RH]
▼結果 <<肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肝性胸⽔・漏出性胸⽔【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝性胸⽔・肝硬変に伴う低蛋⽩⾎症、⼤量腹⽔により胸⽔貯留を認めたものp/o 1.. 肝硬変に伴う低蛋⽩⾎症、⼤量腹⽔により胸⽔貯留を認めたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝硬変に伴う低蛋⽩⾎症、⼤量腹⽔により胸⽔貯留を認めたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝性胸⽔・肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝性胸⽔・漏出性胸⽔【異常状態】p/o 1.. 漏出性胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<漏出性胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 肝性胸⽔・肝性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

肝性胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性膵炎における呼吸器合併症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変

[Sub Classes (3)] 慢性胸⽔，急性胸⽔，成⼈呼吸促迫症候群
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素
急性膵炎における呼吸器合併症・急性膵炎に合併する呼吸器病変p/o 1.. 急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]

連鎖種別 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

急性膵炎における呼吸器合併症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素
急性膵炎における呼吸器合併症・急性膵炎に合併する呼吸器病変p/o 1.. 急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]

連鎖種別 <<消化器疾患に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

急性膵炎における呼吸器合併症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変
 / 急性膵炎における呼吸器合併症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<急性膵炎における呼吸器合併症$構成要素
慢性胸⽔・急性膵炎に合併する呼吸器病変p/o 1.. 急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性胸⽔・慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性胸⽔・慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性胸⽔・急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]

▼結果 <<慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性胸⽔・症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発し、慢性化したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。[RH]

▼結果 <<慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性胸⽔・胸痛[RH]

▼結果 <<慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性胸⽔・呼吸困難[RH]

▼結果 <<慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性胸⽔・症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発し、慢性化したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。p/o 1.. 症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発し、慢性化したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発し、慢性化したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性胸⽔・慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性胸⽔・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性胸⽔・慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性胸⽔・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性胸⽔・慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたものp/o 1.. 炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性胸⽔・慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性膵炎における呼吸器合併症$構成要素
慢性胸⽔・急性膵炎に合併する呼吸器病変p/o 1.. 急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性胸⽔・慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性胸⽔・慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性胸⽔・急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]

▼結果 <<慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性胸⽔・症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発し、慢性化したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。[RH]

▼結果 <<慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性胸⽔・胸痛[RH]

▼結果 <<慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性胸⽔・呼吸困難[RH]

▼結果 <<慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性胸⽔・症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発し、慢性化したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。p/o 1.. 症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発し、慢性化したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発し、慢性化したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性胸⽔・慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性胸⽔・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性胸⽔・慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性胸⽔・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性胸⽔・慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたものp/o 1.. 炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性胸⽔・慢性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変
 / 急性膵炎における呼吸器合併症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<急性膵炎における呼吸器合併症$構成要素
急性胸⽔・急性膵炎に合併する呼吸器病変p/o 1.. 急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 急性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性胸⽔・急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]
▼原因 <<急性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性胸⽔・胸膜に炎症が起こり細胞浸潤が続発し，フィブリン滲出が胸膜表⾯で進む。滲出物は再吸収されるか，線維組織に器質化され，その結果胸膜癒着が起こる。[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・胸膜に炎症が起こり細胞浸潤が続発し，フィブリン滲出が胸膜表⾯で進む。滲出物は再吸収されるか，線維組織に器質化され，その結果胸膜癒着が起こる。p/o 1.. 胸膜に炎症が起こり細胞浸潤が続発し，フィブリン滲出が胸膜表⾯で進む。滲出物は再吸収されるか，線維組織に器質化され，その結果胸膜癒着が起こる。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜に炎症が起こり細胞浸潤が続発し，フィブリン滲出が胸膜表⾯で進む。滲出物は再吸収されるか，線維組織に器質化され，その結果胸膜癒着が起こる。状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性胸⽔・急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]
▼結果 <<急性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]
▼結果 <<急性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性胸⽔・症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。[RH]
▼結果 <<急性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性胸⽔・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]
▼結果 <<急性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性胸⽔・慢性肺感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたものp/o 1.. 炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。p/o 1.. 症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群p/o 1.. 右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性胸⽔・胸痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

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

a/o 1.. 急性胸⽔・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性胸⽔・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性胸⽔・慢性肺感染症[RH]

急性胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性膵炎における呼吸器合併症$構成要素
急性胸⽔・急性膵炎に合併する呼吸器病変p/o 1.. 急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 急性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性胸⽔・急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]
▼原因 <<急性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性胸⽔・胸膜に炎症が起こり細胞浸潤が続発し，フィブリン滲出が胸膜表⾯で進む。滲出物は再吸収されるか，線維組織に器質化され，その結果胸膜癒着が起こる。[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・胸膜に炎症が起こり細胞浸潤が続発し，フィブリン滲出が胸膜表⾯で進む。滲出物は再吸収されるか，線維組織に器質化され，その結果胸膜癒着が起こる。p/o 1.. 胸膜に炎症が起こり細胞浸潤が続発し，フィブリン滲出が胸膜表⾯で進む。滲出物は再吸収されるか，線維組織に器質化され，その結果胸膜癒着が起こる。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜に炎症が起こり細胞浸潤が続発し，フィブリン滲出が胸膜表⾯で進む。滲出物は再吸収されるか，線維組織に器質化され，その結果胸膜癒着が起こる。状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性胸⽔・急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]
▼結果 <<急性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]
▼結果 <<急性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性胸⽔・症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。[RH]
▼結果 <<急性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性胸⽔・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]
▼結果 <<急性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性胸⽔・慢性肺感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたものp/o 1.. 炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。p/o 1.. 症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<症例の約10％において，旁腹⽔性胸⽔が併発したもの。胸⽔は好中球に富み，⾎清量よりも多量のアミラーゼを含んでいる。状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群p/o 1.. 右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性胸⽔・胸痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

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

a/o 1.. 急性胸⽔・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性胸⽔・急性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性胸⽔・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性胸⽔・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性胸⽔・慢性肺感染症[RH]

急性胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 成⼈呼吸促迫症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 消化器疾患に伴う肺病変
 / 急性膵炎における呼吸器合併症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<急性膵炎における呼吸器合併症$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎に合併する呼吸器病変p/o 1.. 急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%結果

a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]
▼原因 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎p/o 1.. 急性膵炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性膵炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]
▼結果 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・重篤な低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害[RH]
▼結果 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎に急性発症した肺⽔腫[RH]
▼結果 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・慢性肺感染症[RH]
▼結果 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・重篤な低酸素⾎症p/o 1.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重篤な低酸素⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害p/o 1.. 室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎に急性発症した肺⽔腫p/o 1.. 急性膵炎に急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性膵炎に急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・呼吸困難[RH]

構成要素 疾患$構成要素

成⼈呼吸促迫症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性膵炎における呼吸器合併症$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎に合併する呼吸器病変p/o 1.. 急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<急性膵炎に合併する呼吸器病変状態$異常状態%結果

a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]
▼原因 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎p/o 1.. 急性膵炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性膵炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎に合併する呼吸器病変[RH]
▼結果 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・重篤な低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害[RH]
▼結果 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎に急性発症した肺⽔腫[RH]
▼結果 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・慢性肺感染症[RH]
▼結果 <<成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・重篤な低酸素⾎症p/o 1.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重篤な低酸素⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害p/o 1.. 室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・急性膵炎に急性発症した肺⽔腫p/o 1.. 急性膵炎に急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性膵炎に急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・呼吸困難[RH]

構成要素 疾患$構成要素

成⼈呼吸促迫症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・慢性肺感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫p/o 1.. さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影p/o 1.. 胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・慢性肺感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫p/o 1.. さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・成⼈呼吸促迫症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成⼈呼吸促迫症候群・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影p/o 1.. 胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 成⼈呼吸促迫症候群・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]
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[Class Name] 腎疾患に伴う肺病変
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの

[Sub Classes (2)] 肺腎症候群，慢性腎不全に伴う肺合併症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素
腎疾患に伴う肺病変・腎疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. 腎疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<腎疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺腎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

腎疾患に伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素
腎疾患に伴う肺病変・腎疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. 腎疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<腎疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺腎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

腎疾患に伴う肺病変 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺腎症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 腎疾患に伴う肺病変

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<腎疾患に伴う肺病変$構成要素
肺腎症候群・腎疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. 腎疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<腎疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺腎症候群・腎疾患に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・顕微鏡的多発⾎管炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・ウェゲナー⾁芽腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・グッドパスチャー症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・SLE[RH]
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・ペニシラミン[RH]
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・顕微鏡的多発⾎管炎【異常状態】p/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・ウェゲナー⾁芽腫【異常状態】p/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・グッドパスチャー症候群【異常状態】p/o 1.. グッドパスチャー症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グッドパスチャー症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・SLEp/o 1.. SLE[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<SLE状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・ペニシラミンp/o 1.. ペニシラミン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ペニシラミン状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病【異常状態】p/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺腎症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<腎疾患に伴う肺病変$構成要素
肺腎症候群・腎疾患に肺病変をともなうものp/o 1.. 腎疾患に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<腎疾患に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺腎症候群・腎疾患に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・顕微鏡的多発⾎管炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・ウェゲナー⾁芽腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・グッドパスチャー症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・SLE[RH]
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・ペニシラミン[RH]
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・顕微鏡的多発⾎管炎【異常状態】p/o 1.. 顕微鏡的多発⾎管炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<顕微鏡的多発⾎管炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・ウェゲナー⾁芽腫【異常状態】p/o 1.. ウェゲナー⾁芽腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウェゲナー⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・グッドパスチャー症候群【異常状態】p/o 1.. グッドパスチャー症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<グッドパスチャー症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・SLEp/o 1.. SLE[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<SLE状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・ペニシラミンp/o 1.. ペニシラミン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ペニシラミン状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病【異常状態】p/o 1.. Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺腎症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺腎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・腎疾患に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<肺腎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺腎症候群・びまん性肺胞出⾎と⽷球体腎炎が併発したもの[RH]
▼結果 <<肺腎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺腎症候群・⽷球体腎炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・びまん性肺胞出⾎と⽷球体腎炎が併発したものp/o 1.. びまん性肺胞出⾎と⽷球体腎炎が併発したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<びまん性肺胞出⾎と⽷球体腎炎が併発したもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・⽷球体腎炎p/o 1.. ⽷球体腎炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽷球体腎炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｈｅｎｏｃｈ-Ｓｃｈｏｎｌｅｉｎ紫斑病状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺腎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺腎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺腎症候群・腎疾患に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<肺腎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺腎症候群・びまん性肺胞出⾎と⽷球体腎炎が併発したもの[RH]
▼結果 <<肺腎症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺腎症候群・⽷球体腎炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・びまん性肺胞出⾎と⽷球体腎炎が併発したものp/o 1.. びまん性肺胞出⾎と⽷球体腎炎が併発したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<びまん性肺胞出⾎と⽷球体腎炎が併発したもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺腎症候群・⽷球体腎炎p/o 1.. ⽷球体腎炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽷球体腎炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺腎症候群・肺腎症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 慢性腎不全に伴う肺合併症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 腎疾患に伴う肺病変

[Sub Classes (4)] 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全，尿毒症肺，転移性肺⽯灰化症，
慢性腎不全に伴う呼吸器感染症

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<腎疾患に伴う肺病変$構成要素
慢性腎不全に伴う肺合併症・慢性腎不全に肺病変をともなうものp/o 1.. 慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<腎疾患に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 尿毒症肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 尿毒症肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性腎不全に伴う肺合併症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<腎疾患に伴う肺病変$構成要素
慢性腎不全に伴う肺合併症・慢性腎不全に肺病変をともなうものp/o 1.. 慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<腎疾患に伴う肺病変$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 尿毒症肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 尿毒症肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性腎不全に伴う肺合併症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 腎疾患に伴う肺病変
 / 慢性腎不全に伴う肺合併症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性腎不全に伴う肺合併症$構成要素
慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・慢性腎不全に肺病変をともなうものp/o 1.. 慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・うっ⾎性⼼不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・うっ⾎性⼼不全p/o 1.. うっ⾎性⼼不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<うっ⾎性⼼不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性腎不全に伴う肺合併症$構成要素
慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・慢性腎不全に肺病変をともなうものp/o 1.. 慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・うっ⾎性⼼不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・うっ⾎性⼼不全p/o 1.. うっ⾎性⼼不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<うっ⾎性⼼不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性腎不全に伴ううっ⾎性⼼不全 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 尿毒症肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 腎疾患に伴う肺病変
 / 慢性腎不全に伴う肺合併症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性腎不全に伴う肺合併症$構成要素
尿毒症肺・慢性腎不全に肺病変をともなうものp/o 1.. 慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 尿毒症肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<尿毒症肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 尿毒症肺・慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<尿毒症肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 尿毒症肺・腎不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症肺・腎不全p/o 1.. 腎不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<腎不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 尿毒症肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿毒症肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 尿毒症肺・慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<尿毒症肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 尿毒症肺・肺⽔腫だが、左⼼不全が⾼度でなくても出現するので，⽑細管透過性亢進が関与していると考えられる[RH]
▼結果 <<尿毒症肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 尿毒症肺・バタフライ陰影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症肺・肺⽔腫だが、左⼼不全が⾼度でなくても出現するので，⽑細管透過性亢進が関与していると考えられるp/o 1.. 肺⽔腫だが、左⼼不全が⾼度でなくても出現するので，⽑細管透過性亢進が関与していると考えられる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⽔腫だが、左⼼不全が⾼度でなくても出現するので，⽑細管透過性亢進が関与していると考えられる状態$異常状態%原因a/o 1.. 尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症肺・バタフライ陰影p/o 1.. バタフライ陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<バタフライ陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. 尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(結果)[RH]

尿毒症肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性腎不全に伴う肺合併症$構成要素
尿毒症肺・慢性腎不全に肺病変をともなうものp/o 1.. 慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 尿毒症肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<尿毒症肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 尿毒症肺・慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<尿毒症肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 尿毒症肺・腎不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症肺・腎不全p/o 1.. 腎不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<腎不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 尿毒症肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿毒症肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 尿毒症肺・慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<尿毒症肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 尿毒症肺・肺⽔腫だが、左⼼不全が⾼度でなくても出現するので，⽑細管透過性亢進が関与していると考えられる[RH]
▼結果 <<尿毒症肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 尿毒症肺・バタフライ陰影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症肺・肺⽔腫だが、左⼼不全が⾼度でなくても出現するので，⽑細管透過性亢進が関与していると考えられるp/o 1.. 肺⽔腫だが、左⼼不全が⾼度でなくても出現するので，⽑細管透過性亢進が関与していると考えられる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⽔腫だが、左⼼不全が⾼度でなくても出現するので，⽑細管透過性亢進が関与していると考えられる状態$異常状態%原因a/o 1.. 尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症肺・バタフライ陰影p/o 1.. バタフライ陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<バタフライ陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. 尿毒症肺・尿毒症肺・暫定連鎖(結果)[RH]

尿毒症肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 転移性肺⽯灰化症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 腎疾患に伴う肺病変
 / 慢性腎不全に伴う肺合併症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性腎不全に伴う肺合併症$構成要素
転移性肺⽯灰化症・慢性腎不全に肺病変をともなうものp/o 1.. 慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・慢性腎不全[RH]
▼原因 <<転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼原因 <<転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・肝臓移植[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺⽯灰化症・慢性腎不全p/o 1.. 慢性腎不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性腎不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺⽯灰化症・副甲状腺機能亢進p/o 1.. 副甲状腺機能亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺⽯灰化症・肝臓移植p/o 1.. 肝臓移植[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝臓移植状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・⾎清中のカルシウムおよびリン酸の濃度の上昇に伴って肺組織内に⽯灰沈着が起こる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺⽯灰化症・⾎清中のカルシウムおよびリン酸の濃度の上昇に伴って肺組織内に⽯灰沈着が起こるp/o 1.. ⾎清中のカルシウムおよびリン酸の濃度の上昇に伴って肺組織内に⽯灰沈着が起こる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎清中のカルシウムおよびリン酸の濃度の上昇に伴って肺組織内に⽯灰沈着が起こる状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)[RH]

転移性肺⽯灰化症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性腎不全に伴う肺合併症$構成要素
転移性肺⽯灰化症・慢性腎不全に肺病変をともなうものp/o 1.. 慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・慢性腎不全[RH]
▼原因 <<転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・副甲状腺機能亢進[RH]
▼原因 <<転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・肝臓移植[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺⽯灰化症・慢性腎不全p/o 1.. 慢性腎不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性腎不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺⽯灰化症・副甲状腺機能亢進p/o 1.. 副甲状腺機能亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<副甲状腺機能亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺⽯灰化症・肝臓移植p/o 1.. 肝臓移植[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝臓移植状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・⾎清中のカルシウムおよびリン酸の濃度の上昇に伴って肺組織内に⽯灰沈着が起こる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性肺⽯灰化症・⾎清中のカルシウムおよびリン酸の濃度の上昇に伴って肺組織内に⽯灰沈着が起こるp/o 1.. ⾎清中のカルシウムおよびリン酸の濃度の上昇に伴って肺組織内に⽯灰沈着が起こる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎清中のカルシウムおよびリン酸の濃度の上昇に伴って肺組織内に⽯灰沈着が起こる状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性肺⽯灰化症・転移性肺⽯灰化症・暫定連鎖(結果)[RH]

転移性肺⽯灰化症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / 腎疾患に伴う肺病変
 / 慢性腎不全に伴う肺合併症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性腎不全に伴う肺合併症$構成要素
慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に肺病変をともなうものp/o 1.. 慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に伴う免疫機能低下による易感染状態による呼吸器感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に伴う免疫機能低下による易感染状態による呼吸器感染症p/o 1.. 慢性腎不全に伴う免疫機能低下による易感染状態による呼吸器感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性腎不全に伴う免疫機能低下による易感染状態による呼吸器感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性腎不全に伴う呼吸器感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性腎不全に伴う肺合併症$構成要素
慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に肺病変をともなうものp/o 1.. 慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性腎不全に肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に伴う免疫機能低下による易感染状態による呼吸器感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に伴う免疫機能低下による易感染状態による呼吸器感染症p/o 1.. 慢性腎不全に伴う免疫機能低下による易感染状態による呼吸器感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性腎不全に伴う免疫機能低下による易感染状態による呼吸器感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・慢性腎不全に伴う呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性腎不全に伴う呼吸器感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎液疾患における肺病変をともなうもの
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの

[Sub Classes (6)] 続発性肺胞タンパク症，⾎液疾患における呼吸器感染症，悪性細胞の肺浸潤，
アミロイドーシス，HTLV-1 関連細気管⽀炎，⾚芽球ろうに伴う胸腺腫

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素
⾎液疾患における肺病変をともなうもの・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 0.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎液疾患における肺病変をともなうもの 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素
⾎液疾患における肺病変をともなうもの・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<全⾝性疾患に肺病変をともなうもの$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 0.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎液疾患における肺病変をともなうもの 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 続発性肺胞タンパク症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺胞タンパク症・抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体陰性で基礎疾患を有して肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態p/o 1.. 抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体陰性で基礎疾患を有して肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体陰性で基礎疾患を有して肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺胞タンパク症・続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体陰性で基礎疾患を有して肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

▼原因 <<続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・⾻髄異形成症候群[RH]

▼原因 <<続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・じん肺[RH]

▼原因 <<続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・⽩⾎病[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺胞タンパク症・⾻髄異形成症候群p/o 1.. ⾻髄異形成症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾻髄異形成症候群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺胞タンパク症・じん肺p/o 1.. じん肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<じん肺状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺胞タンパク症・⽩⾎病p/o 1.. ⽩⾎病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽩⾎病状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

続発性肺胞タンパク症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺胞タンパク症・抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体陰性で基礎疾患を有して肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態p/o 1.. 抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体陰性で基礎疾患を有して肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体陰性で基礎疾患を有して肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺胞タンパク症・続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体陰性で基礎疾患を有して肺胞腔内にリポタンパク物質の蓄積をみとめる病態[RH]

▼原因 <<続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・⾻髄異形成症候群[RH]

▼原因 <<続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・じん肺[RH]

▼原因 <<続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・⽩⾎病[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺胞タンパク症・⾻髄異形成症候群p/o 1.. ⾻髄異形成症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾻髄異形成症候群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺胞タンパク症・じん肺p/o 1.. じん肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<じん肺状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺胞タンパク症・⽩⾎病p/o 1.. ⽩⾎病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽩⾎病状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性肺胞タンパク症・続発性肺胞タンパク症・暫定連鎖(原因)[RH]

続発性肺胞タンパク症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎液疾患における呼吸器感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの

[Sub Classes (3)] ⾎液疾患における真菌感染，⾎液疾患における細菌性肺炎，
⾎液疾患におけるウイルス感染

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患に伴う免疫能低下により呼吸器感染症をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下により呼吸器感染症をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により呼吸器感染症をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患に伴う免疫能低下により呼吸器感染症をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・ＣＲＰ上昇[RH]
▼原因 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・肺真菌症【異常状態】p/o 1.. 肺真菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺真菌症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺真菌症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・発熱[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・肺真菌症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・ＣＲＰ上昇p/o 1.. ＣＲＰ上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＣＲＰ上昇状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症 ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 0.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

⾎液疾患における呼吸器感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患に伴う免疫能低下により呼吸器感染症をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下により呼吸器感染症をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により呼吸器感染症をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患に伴う免疫能低下により呼吸器感染症をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・ＣＲＰ上昇[RH]
▼原因 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・肺真菌症【異常状態】p/o 1.. 肺真菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺真菌症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺真菌症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・発熱[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・肺真菌症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・ＣＲＰ上昇p/o 1.. ＣＲＰ上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＣＲＰ上昇状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症 ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 0.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

⾎液疾患における呼吸器感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼原因 <<ＣＲＰ上昇状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 0.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 0.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

▼原因 <<ＣＲＰ上昇状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 0.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 0.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
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[Class Name] ⾎液疾患における真菌感染
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの
 / ⾎液疾患における呼吸器感染症

[Sub Classes (3)] ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症，⾎液疾患におけるカンジダ肺炎，
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素
⾎液疾患における真菌感染・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎液疾患における真菌感染 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素
⾎液疾患における真菌感染・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎液疾患における真菌感染 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの
 / ⾎液疾患における呼吸器感染症 / ⾎液疾患における真菌感染

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患における真菌感染$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]
▼原因 <<⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus fumigatus感染症[RH]
▼原因 <<⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・免疫能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus fumigatus感染症p/o 1.. Aspergillus fumigatus感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Aspergillus fumigatus感染症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<Aspergillus fumigatus感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus fumigatus感染症[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus flavus[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus niger[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus terreuss[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・免疫能低下p/o 1.. 免疫能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus flavusp/o 1.. Aspergillus flavus[RH]

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

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus nigerp/o 1.. Aspergillus niger[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Aspergillus niger状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus terreussp/o 1.. Aspergillus terreuss[RH]

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

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]

⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患における真菌感染$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]
▼原因 <<⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus fumigatus感染症[RH]
▼原因 <<⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・免疫能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus fumigatus感染症p/o 1.. Aspergillus fumigatus感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Aspergillus fumigatus感染症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<Aspergillus fumigatus感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus fumigatus感染症[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus flavus[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus niger[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus terreuss[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・免疫能低下p/o 1.. 免疫能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫能低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus flavusp/o 1.. Aspergillus flavus[RH]

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

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus nigerp/o 1.. Aspergillus niger[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Aspergillus niger状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・Aspergillus terreussp/o 1.. Aspergillus terreuss[RH]

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

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]

⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症 因果構造物（＝因果連鎖）
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連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染p/o 1.. 免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・ガラクトマンナン抗原[RH]
▼結果 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・β－Ｄグルカン[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・ガラクトマンナン抗原p/o 1.. ガラクトマンナン抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ガラクトマンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・β－Ｄグルカンp/o 1.. β－Ｄグルカン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染p/o 1.. 免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・ガラクトマンナン抗原[RH]
▼結果 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・β－Ｄグルカン[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・ガラクトマンナン抗原p/o 1.. ガラクトマンナン抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ガラクトマンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・β－Ｄグルカンp/o 1.. β－Ｄグルカン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患における侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
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[Class Name] ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの
 / ⾎液疾患における呼吸器感染症 / ⾎液疾患における真菌感染

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患における真菌感染$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]

▼原因 <<⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida albicans[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida albicansp/o 1.. Candida albicans[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Candida albicans状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<Candida albicans状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 肺カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida albicans[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida tropicalis[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida parapsilosis[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida krusei[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida glabrata[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida gulliemondii[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・マンナン抗原[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・βーＤグルカン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida tropicalisp/o 1.. Candida tropicalis[RH]

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

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida parapsilosisp/o 1.. Candida parapsilosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Candida parapsilosis状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida kruseip/o 1.. Candida krusei[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Candida krusei状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
p/o 1

⾎液疾患におけるカンジダ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患における真菌感染$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]

▼原因 <<⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida albicans[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida albicansp/o 1.. Candida albicans[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Candida albicans状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<Candida albicans状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 肺カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida albicans[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida tropicalis[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida parapsilosis[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida krusei[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida glabrata[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida gulliemondii[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・マンナン抗原[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・βーＤグルカン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida tropicalisp/o 1.. Candida tropicalis[RH]

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

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida parapsilosisp/o 1.. Candida parapsilosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Candida parapsilosis状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida kruseip/o 1.. Candida krusei[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Candida krusei状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
p/o 1

⾎液疾患におけるカンジダ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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#定義連鎖
▼原因 <<Candida krusei状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida glabratap/o 1.. Candida glabrata[RH]

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

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida gulliemondiip/o 1.. Candida gulliemondii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Candida gulliemondii状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・マンナン抗原p/o 1.. マンナン抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マンナン抗原状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・βーＤグルカンp/o 1.. βーＤグルカン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<βーＤグルカン状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患による免疫能低下状態にカンジダ感染をともなったもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患による免疫能低下状態にカンジダ感染をともなったものp/o 1.. ⾎液疾患による免疫能低下状態にカンジダ感染をともなったもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患による免疫能低下状態にカンジダ感染をともなったもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

#定義連鎖
▼原因 <<Candida krusei状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida glabratap/o 1.. Candida glabrata[RH]

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

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・Candida gulliemondiip/o 1.. Candida gulliemondii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Candida gulliemondii状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・マンナン抗原p/o 1.. マンナン抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マンナン抗原状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・βーＤグルカンp/o 1.. βーＤグルカン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<βーＤグルカン状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患による免疫能低下状態にカンジダ感染をともなったもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患による免疫能低下状態にカンジダ感染をともなったものp/o 1.. ⾎液疾患による免疫能低下状態にカンジダ感染をともなったもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患による免疫能低下状態にカンジダ感染をともなったもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・⾎液疾患におけるカンジダ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの
 / ⾎液疾患における呼吸器感染症 / ⾎液疾患における真菌感染

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患における真菌感染$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]
▼原因 <<⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）p/o 1.. Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患における免疫低下状態にニューモシスチス・カリニによる肺炎をおこしたもの[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・すりガラス状陰影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患における免疫低下状態にニューモシスチス・カリニによる肺炎をおこしたものp/o 1.. ⾎液疾患における免疫低下状態にニューモシスチス・カリニによる肺炎をおこしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液疾患における免疫低下状態にニューモシスチス・カリニによる肺炎をおこしたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫低下状態にアスペルギルスが感染p/o 1.. 免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・β－Ｄグルカン[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・β－Ｄグルカンp/o 1.. β－Ｄグルカン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患における真菌感染$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]
▼原因 <<⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）p/o 1.. Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により真菌感染をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患における免疫低下状態にニューモシスチス・カリニによる肺炎をおこしたもの[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・すりガラス状陰影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患における免疫低下状態にニューモシスチス・カリニによる肺炎をおこしたものp/o 1.. ⾎液疾患における免疫低下状態にニューモシスチス・カリニによる肺炎をおこしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液疾患における免疫低下状態にニューモシスチス・カリニによる肺炎をおこしたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫低下状態にアスペルギルスが感染p/o 1.. 免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・β－Ｄグルカン[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・β－Ｄグルカンp/o 1.. β－Ｄグルカン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎液疾患に合併したニューモシスチス・カリニ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎液疾患における細菌性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの
 / ⾎液疾患における呼吸器感染症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素
⾎液疾患における細菌性肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により細菌性肺炎をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下により細菌性肺炎をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾎液疾患における細菌性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素
⾎液疾患における細菌性肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下により細菌性肺炎をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下により細菌性肺炎をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾎液疾患における細菌性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎液疾患におけるウイルス感染
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの
 / ⾎液疾患における呼吸器感染症

[Sub Classes (2)] ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎，
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素
⾎液疾患におけるウイルス感染・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎液疾患におけるウイルス感染 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素
⾎液疾患におけるウイルス感染・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎液疾患におけるウイルス感染 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの
 / ⾎液疾患における呼吸器感染症 / ⾎液疾患におけるウイルス感染

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患におけるウイルス感染$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]
▼原因 <<⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・アデノウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・アデノウイルスp/o 1.. アデノウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アデノウイルス状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・アデノウイルス抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. アデノウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アデノウイルス肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・マイコプラズマによる肺炎p/o 1.. マイコプラズマによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・乾性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・アデノウイルス抗体p/o 1.. アデノウイルス抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アデノウイルス抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患におけるウイルス感染$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]
▼原因 <<⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・アデノウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・アデノウイルスp/o 1.. アデノウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アデノウイルス状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼結果 <<⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・アデノウイルス抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. アデノウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アデノウイルス肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・マイコプラズマによる肺炎p/o 1.. マイコプラズマによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・乾性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・アデノウイルス抗体p/o 1.. アデノウイルス抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アデノウイルス抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼構成要素 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・肺真菌症【異常状態】p/o 1.. 肺真菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺真菌症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺真菌症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・発熱[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・肺真菌症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・肺真菌症【異常状態】p/o 1.. 肺真菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<⾎液疾患における呼吸器感染症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺真菌症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・⾎液疾患における呼吸器感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺真菌症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・発熱[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液疾患に合併したアデノウイルス肺炎・肺真菌症【異常状態】[RH]
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[Class Name] ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの
 / ⾎液疾患における呼吸器感染症 / ⾎液疾患におけるウイルス感染

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患におけるウイルス感染$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]

▼原因 <<⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス感染p/o 1.. サイトメガロウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<サイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<サイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルスantigenemia 法[RH]

▼結果 <<サイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルスantigenemia 法p/o 1.. サイトメガロウイルスantigenemia 法[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サイトメガロウイルスantigenemia 法状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体p/o 1.. サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス肺炎【異常状態】[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・レントゲン所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サイトメガロウイルス肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・レントゲン所⾒p/o 1.. レントゲン所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<レントゲン所⾒状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患におけるウイルス感染$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]

▼原因 <<⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス感染p/o 1.. サイトメガロウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<サイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<サイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルスantigenemia 法[RH]

▼結果 <<サイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルスantigenemia 法p/o 1.. サイトメガロウイルスantigenemia 法[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サイトメガロウイルスantigenemia 法状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体p/o 1.. サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に伴う免疫能低下によりウイルス合併症をともなうもの[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス肺炎【異常状態】[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・レントゲン所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・サイトメガロウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サイトメガロウイルス肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・レントゲン所⾒p/o 1.. レントゲン所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<レントゲン所⾒状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎液疾患に合併したサイトメガロウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 悪性細胞の肺浸潤
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
悪性細胞の肺浸潤・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性細胞の肺浸潤・悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性細胞の肺浸潤・悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 悪性細胞の肺浸潤・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性細胞の肺浸潤・⾎液疾患における悪性細胞の肺浸潤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性細胞の肺浸潤・⾎液疾患における悪性細胞の肺浸潤p/o 1.. ⾎液疾患における悪性細胞の肺浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液疾患における悪性細胞の肺浸潤状態$異常状態%原因

a/o 1.. 悪性細胞の肺浸潤・悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性細胞の肺浸潤 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
悪性細胞の肺浸潤・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性細胞の肺浸潤・悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性細胞の肺浸潤・悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 悪性細胞の肺浸潤・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性細胞の肺浸潤・⾎液疾患における悪性細胞の肺浸潤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性細胞の肺浸潤・⾎液疾患における悪性細胞の肺浸潤p/o 1.. ⾎液疾患における悪性細胞の肺浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液疾患における悪性細胞の肺浸潤状態$異常状態%原因

a/o 1.. 悪性細胞の肺浸潤・悪性細胞の肺浸潤・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性細胞の肺浸潤 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アミロイドーシス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
アミロイドーシス・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アミロイドーシス・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アミロイドーシス・原発性[RH]
▼原因 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アミロイドーシス・⼆次性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・原発性p/o 1.. 原発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<原発性状態$異常状態%結果a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・⼆次性p/o 1.. ⼆次性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼆次性状態$異常状態%結果a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アミロイドーシス・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アミロイドーシス・線維性のアミロイド蛋⽩が全⾝の種々の組織に沈着する[RH]
▼結果 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アミロイドーシス・apple green[RH]
▼結果 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アミロイドーシス・serum amyloid P component標識シンチグラム[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・線維性のアミロイド蛋⽩が全⾝の種々の組織に沈着するp/o 1.. 線維性のアミロイド蛋⽩が全⾝の種々の組織に沈着する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<線維性のアミロイド蛋⽩が全⾝の種々の組織に沈着する状態$異常状態%原因

a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・apple greenp/o 1.. apple green[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<apple green状態$異常状態%原因a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・serum amyloid P component標識シンチグラムp/o 1.. serum amyloid P component標識シンチグラム[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<serum amyloid P component標識シンチグラム状態$異常状態%原因a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

アミロイドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
アミロイドーシス・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アミロイドーシス・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]
▼原因 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アミロイドーシス・原発性[RH]
▼原因 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アミロイドーシス・⼆次性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・原発性p/o 1.. 原発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<原発性状態$異常状態%結果a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・⼆次性p/o 1.. ⼆次性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼆次性状態$異常状態%結果a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アミロイドーシス・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アミロイドーシス・線維性のアミロイド蛋⽩が全⾝の種々の組織に沈着する[RH]
▼結果 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アミロイドーシス・apple green[RH]
▼結果 <<アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アミロイドーシス・serum amyloid P component標識シンチグラム[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・線維性のアミロイド蛋⽩が全⾝の種々の組織に沈着するp/o 1.. 線維性のアミロイド蛋⽩が全⾝の種々の組織に沈着する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<線維性のアミロイド蛋⽩が全⾝の種々の組織に沈着する状態$異常状態%原因

a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・apple greenp/o 1.. apple green[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<apple green状態$異常状態%原因a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アミロイドーシス・serum amyloid P component標識シンチグラムp/o 1.. serum amyloid P component標識シンチグラム[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<serum amyloid P component標識シンチグラム状態$異常状態%原因a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]

アミロイドーシス 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]a/o 1.. アミロイドーシス・アミロイドーシス・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] HTLV-1 関連細気管⽀炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

▼原因 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1感染p/o 1.. HTLV-1感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<HTLV-1感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・ATL患者あるいはキャリアーに認められる細気管⽀炎や間質性肺炎などの感染症や腫瘍細胞浸潤以外の肺病変[RH]

▼結果 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・呼吸困難[RH]

▼結果 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・湿性咳嗽[RH]

▼結果 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・肺拡散能低下[RH]

▼結果 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1ウイルス感染細胞に対するCD4,8陽性細胞の細胞障害反応とそれに引き続くT細胞による細気管⽀炎や胞隔炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・ATL患者あるいはキャリアーに認められる細気管⽀炎や間質性肺炎などの感染症や腫瘍細胞浸潤以外の肺病変p/o 1.. ATL患者あるいはキャリアーに認められる細気管⽀炎や間質性肺炎などの感染症や腫瘍細胞浸潤以外の肺病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ATL患者あるいはキャリアーに認められる細気管⽀炎や間質性肺炎などの感染症や腫瘍細胞浸潤以外の肺病変状態$異常状態%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・肺拡散能低下p/o 1.. 肺拡散能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺拡散能低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1ウイルス感染細胞に対するCD4,8陽性細胞の細胞障害反応とそれに引き続くT細胞による細気管⽀炎や胞隔炎p/o 1.. HTLV-1ウイルス感染細胞に対するCD4,8陽性細胞の細胞障害反応とそれに引き続くT細胞による細気管⽀炎や胞隔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HTLV-1ウイルス感染細胞に対するCD4,8陽性細胞の細胞障害反応とそれに引き続くT細胞による細気管⽀炎や胞隔炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

HTLV-1 関連細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

▼原因 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1感染p/o 1.. HTLV-1感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<HTLV-1感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

▼結果 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・ATL患者あるいはキャリアーに認められる細気管⽀炎や間質性肺炎などの感染症や腫瘍細胞浸潤以外の肺病変[RH]

▼結果 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・呼吸困難[RH]

▼結果 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・湿性咳嗽[RH]

▼結果 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・肺拡散能低下[RH]

▼結果 <<HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1ウイルス感染細胞に対するCD4,8陽性細胞の細胞障害反応とそれに引き続くT細胞による細気管⽀炎や胞隔炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・ATL患者あるいはキャリアーに認められる細気管⽀炎や間質性肺炎などの感染症や腫瘍細胞浸潤以外の肺病変p/o 1.. ATL患者あるいはキャリアーに認められる細気管⽀炎や間質性肺炎などの感染症や腫瘍細胞浸潤以外の肺病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ATL患者あるいはキャリアーに認められる細気管⽀炎や間質性肺炎などの感染症や腫瘍細胞浸潤以外の肺病変状態$異常状態%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・肺拡散能低下p/o 1.. 肺拡散能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺拡散能低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1ウイルス感染細胞に対するCD4,8陽性細胞の細胞障害反応とそれに引き続くT細胞による細気管⽀炎や胞隔炎p/o 1.. HTLV-1ウイルス感染細胞に対するCD4,8陽性細胞の細胞障害反応とそれに引き続くT細胞による細気管⽀炎や胞隔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HTLV-1ウイルス感染細胞に対するCD4,8陽性細胞の細胞障害反応とそれに引き続くT細胞による細気管⽀炎や胞隔炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. HTLV-1 関連細気管⽀炎・HTLV-1 関連細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

HTLV-1 関連細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 全⾝性疾患に肺病変をともなうもの / ⾎液疾患における肺病変をともなうもの

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・胸腺腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾚芽球ろう[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾚芽球ろうp/o 1.. ⾚芽球ろう[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚芽球ろう状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

⾚芽球ろうに伴う胸腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎液疾患における肺病変をともなうもの$構成要素
⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうものp/o 1.. ⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾎液疾患に伴って肺病変をともなうもの[RH]
▼結果 <<⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・胸腺腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾚芽球ろう[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾚芽球ろうp/o 1.. ⾚芽球ろう[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚芽球ろう状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・⾚芽球ろうに伴う胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

⾚芽球ろうに伴う胸腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺嚢胞症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 気管⽀原性肺嚢胞，気腫性肺嚢胞
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺嚢胞症・気管⽀上⽪組織または肺胞上⽪細胞に内部を覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 気管⽀上⽪組織または肺胞上⽪細胞に内部を覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

肺嚢胞症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺嚢胞症・気管⽀上⽪組織または肺胞上⽪細胞に内部を覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 気管⽀上⽪組織または肺胞上⽪細胞に内部を覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

肺嚢胞症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⽀原性肺嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
[Sub Classes (5)] 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞，先天性嚢胞状気管⽀拡張症，

先天性嚢胞性腺様奇形，肺分画症，気管⽀上⽪性肺嚢胞
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺分画症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼原因 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性肺形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・先天性肺形成異常p/o 1.. 先天性肺形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性肺形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<先天性肺形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性嚢胞による圧迫[RH]
▼結果 <<先天性肺形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・先天性嚢胞による圧迫p/o 1.. 先天性嚢胞による圧迫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性嚢胞による圧迫状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性肺形成異常[RH]
▼原因 <<先天性嚢胞による圧迫状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞による圧迫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・嗄声[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞による圧迫状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・上⼤静脈症候群[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞による圧迫状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・⼼房細動[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼結果 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・⾎痰[RH]
▼結果 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・慢性肺感染症[RH]
▼結果 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

気管⽀原性肺嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺分画症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼原因 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性肺形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・先天性肺形成異常p/o 1.. 先天性肺形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性肺形成異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<先天性肺形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性嚢胞による圧迫[RH]
▼結果 <<先天性肺形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・先天性嚢胞による圧迫p/o 1.. 先天性嚢胞による圧迫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性嚢胞による圧迫状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性肺形成異常[RH]
▼原因 <<先天性嚢胞による圧迫状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞による圧迫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・嗄声[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞による圧迫状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・上⼤静脈症候群[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞による圧迫状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・⼼房細動[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼結果 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・⾎痰[RH]
▼結果 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・慢性肺感染症[RH]
▼結果 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

気管⽀原性肺嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・⾎痰[RH]
▼結果 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・慢性肺感染症[RH]
▼結果 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性嚢胞による圧迫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

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

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・慢性肺感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・嗄声p/o 1.. 嗄声[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嗄声状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性嚢胞による圧迫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・上⼤静脈症候群p/o 1.. 上⼤静脈症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上⼤静脈症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性嚢胞による圧迫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・⼼房細動p/o 1.. ⼼房細動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼房細動状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性嚢胞による圧迫[RH]

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・⾎痰[RH]
▼結果 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・慢性肺感染症[RH]
▼結果 <<気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性嚢胞による圧迫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

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

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・気管⽀原性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・慢性肺感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・嗄声p/o 1.. 嗄声[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嗄声状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性嚢胞による圧迫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・上⼤静脈症候群p/o 1.. 上⼤静脈症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上⼤静脈症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性嚢胞による圧迫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀原性肺嚢胞・⼼房細動p/o 1.. ⼼房細動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼房細動状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀原性肺嚢胞・先天性嚢胞による圧迫[RH]
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[Class Name] 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気管⽀原性肺嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・細気管⽀・肺胞上⽪性組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細気管⽀・肺胞上⽪性組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・細気管⽀・肺胞上⽪性組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼原因 <<細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・先天性肺形成異常[RH]
▼構成要素 <<気管⽀原性肺嚢胞$構成要素
細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・先天性肺形成異常p/o 1.. 先天性肺形成異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性肺形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・細気管⽀・肺胞上⽪性組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細気管⽀・肺胞上⽪性組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・細気管⽀・肺胞上⽪性組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼原因 <<細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・先天性肺形成異常[RH]
▼構成要素 <<気管⽀原性肺嚢胞$構成要素
細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・先天性肺形成異常p/o 1.. 先天性肺形成異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性肺形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

細気管⽀・肺胞上⽪性嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性嚢胞状気管⽀拡張症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気管⽀原性肺嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀原性肺嚢胞$構成要素
先天性嚢胞状気管⽀拡張症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼原因 <<先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞に伴う気管⽀拡張[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞に伴う気管⽀拡張p/o 1.. 先天性嚢胞に伴う気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性嚢胞に伴う気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性嚢胞状気管⽀拡張症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀原性肺嚢胞$構成要素
先天性嚢胞状気管⽀拡張症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼原因 <<先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞に伴う気管⽀拡張[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞に伴う気管⽀拡張p/o 1.. 先天性嚢胞に伴う気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性嚢胞に伴う気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性嚢胞状気管⽀拡張症・先天性嚢胞状気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性嚢胞状気管⽀拡張症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性嚢胞性腺様奇形
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気管⽀原性肺嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀原性肺嚢胞$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼原因 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性形成不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・先天性形成不全p/o 1.. 先天性形成不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・細気管⽀細胞に類似した細胞の異常増殖[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞【異常状態】[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・肺胞上⽪細胞癌の発⽣[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・横紋筋⾁腫の発⽣[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・細気管⽀細胞に類似した細胞の異常増殖p/o 1.. 細気管⽀細胞に類似した細胞の異常増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細気管⽀細胞に類似した細胞の異常増殖状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞【異常状態】p/o 1.. 先天性嚢胞【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性嚢胞状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・肺胞上⽪細胞癌の発⽣p/o 1.. 肺胞上⽪細胞癌の発⽣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞上⽪細胞癌の発⽣状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・横紋筋⾁腫の発⽣p/o 1.. 横紋筋⾁腫の発⽣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横紋筋⾁腫の発⽣状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性嚢胞性腺様奇形 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀原性肺嚢胞$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼原因 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性形成不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・先天性形成不全p/o 1.. 先天性形成不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・細気管⽀細胞に類似した細胞の異常増殖[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞【異常状態】[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・肺胞上⽪細胞癌の発⽣[RH]
▼結果 <<先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・横紋筋⾁腫の発⽣[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・細気管⽀細胞に類似した細胞の異常増殖p/o 1.. 細気管⽀細胞に類似した細胞の異常増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細気管⽀細胞に類似した細胞の異常増殖状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞【異常状態】p/o 1.. 先天性嚢胞【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性嚢胞状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・肺胞上⽪細胞癌の発⽣p/o 1.. 肺胞上⽪細胞癌の発⽣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺胞上⽪細胞癌の発⽣状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性嚢胞性腺様奇形・横紋筋⾁腫の発⽣p/o 1.. 横紋筋⾁腫の発⽣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横紋筋⾁腫の発⽣状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性嚢胞性腺様奇形 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]a/o 1.. 先天性嚢胞性腺様奇形・先天性嚢胞性腺様奇形・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 肺分画症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気管⽀原性肺嚢胞

[Sub Classes (2)] 肺葉内肺分画症，肺葉外肺分画症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀原性肺嚢胞$構成要素
肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺分画症・肺分画症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺分画症・肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺分画症・肺分画症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺分画症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺分画症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼原因 <<肺分画症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺分画症・先天形成異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺分画症・先天形成異常p/o 1.. 先天形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺分画症・肺分画症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺分画症・肺分画症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

▼結果 <<肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺分画症・ 正常な肺動脈からの⽀配を受けずに⼤循環から直接に栄養される正常肺とは分離して異常肺組織が存在[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺分画症・ 正常な肺動脈からの⽀配を受けずに⼤循環から直接に栄養される正常肺とは分離して異常肺組織が存在p/o 1..  正常な肺動脈からの⽀配を受けずに⼤循環から直接に栄養される正常肺とは分離して異常肺組織が存在[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<正常な肺動脈からの⽀配を受けずに⼤循環から直接に栄養される正常肺とは分離して異常肺組織が存在状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺分画症・肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺分画症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀原性肺嚢胞$構成要素
肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺分画症・肺分画症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺分画症・肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺分画症・肺分画症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺分画症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺分画症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼原因 <<肺分画症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺分画症・先天形成異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺分画症・先天形成異常p/o 1.. 先天形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天形成異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺分画症・肺分画症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺分画症・肺分画症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

▼結果 <<肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺分画症・ 正常な肺動脈からの⽀配を受けずに⼤循環から直接に栄養される正常肺とは分離して異常肺組織が存在[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺分画症・ 正常な肺動脈からの⽀配を受けずに⼤循環から直接に栄養される正常肺とは分離して異常肺組織が存在p/o 1..  正常な肺動脈からの⽀配を受けずに⼤循環から直接に栄養される正常肺とは分離して異常肺組織が存在[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<正常な肺動脈からの⽀配を受けずに⼤循環から直接に栄養される正常肺とは分離して異常肺組織が存在状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺分画症・肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺分画症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺葉内肺分画症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気管⽀原性肺嚢胞 / 肺分画症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺分画症$構成要素
肺葉内肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺葉内肺分画症・肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉内肺分画症・肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺葉内肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼結果 <<肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉内肺分画症・異常肺が正常肺と共通の胸膜で包まれる[RH]
▼結果 <<肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉内肺分画症・静脈⾎は肺静脈に流れる。[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉内肺分画症・異常肺が正常肺と共通の胸膜で包まれるp/o 1.. 異常肺が正常肺と共通の胸膜で包まれる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異常肺が正常肺と共通の胸膜で包まれる状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉内肺分画症・肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉内肺分画症・静脈⾎は肺静脈に流れる。p/o 1.. 静脈⾎は肺静脈に流れる。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<静脈⾎は肺静脈に流れる。状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉内肺分画症・肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺葉内肺分画症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺分画症$構成要素
肺葉内肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺葉内肺分画症・肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉内肺分画症・肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺葉内肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼結果 <<肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉内肺分画症・異常肺が正常肺と共通の胸膜で包まれる[RH]
▼結果 <<肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉内肺分画症・静脈⾎は肺静脈に流れる。[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉内肺分画症・異常肺が正常肺と共通の胸膜で包まれるp/o 1.. 異常肺が正常肺と共通の胸膜で包まれる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異常肺が正常肺と共通の胸膜で包まれる状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉内肺分画症・肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉内肺分画症・静脈⾎は肺静脈に流れる。p/o 1.. 静脈⾎は肺静脈に流れる。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<静脈⾎は肺静脈に流れる。状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉内肺分画症・肺葉内肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺葉内肺分画症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺葉外肺分画症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気管⽀原性肺嚢胞 / 肺分画症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺分画症$構成要素
肺葉外肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺葉外肺分画症・肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉外肺分画症・肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺葉外肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼結果 <<肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉外肺分画症・分画肺が正常肺とは別の胸膜で包まれる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉外肺分画症・分画肺が正常肺とは別の胸膜で包まれるp/o 1.. 分画肺が正常肺とは別の胸膜で包まれる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<分画肺が正常肺とは別の胸膜で包まれる状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉外肺分画症・肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺葉外肺分画症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺分画症$構成要素
肺葉外肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺葉外肺分画症・肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉外肺分画症・肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺葉外肺分画症・内部を気管⽀組織に覆われた先天性嚢胞[RH]
▼結果 <<肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉外肺分画症・分画肺が正常肺とは別の胸膜で包まれる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉外肺分画症・分画肺が正常肺とは別の胸膜で包まれるp/o 1.. 分画肺が正常肺とは別の胸膜で包まれる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<分画肺が正常肺とは別の胸膜で包まれる状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉外肺分画症・肺葉外肺分画症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺葉外肺分画症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⽀上⽪性肺嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気管⽀原性肺嚢胞

[Sub Classes (2)] 縦隔気管⽀嚢胞，肺内気管⽀嚢胞
[Graph (38%)] 

気管⽀上⽪性肺嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）気管⽀上⽪性肺嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 縦隔気管⽀嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気管⽀原性肺嚢胞 / 気管⽀上⽪性肺嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞[RH]
▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・先天性肺形成異常[RH]

▼構成要素 <<気管⽀原性肺嚢胞$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・先天性肺形成異常p/o 1.. 先天性肺形成異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性肺形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞[RH]
▼結果 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅰ型︓傍気管[RH]
▼結果 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅱ型︓気管分岐部[RH]
▼結果 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅲ型︓肺⾨[RH]
▼結果 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅳ型︓傍⾷道[RH]
▼結果 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅴ型︓混合性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅰ型︓傍気管p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞　Ⅰ型︓傍気管[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞　Ⅰ型︓傍気管状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅱ型︓気管分岐部p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞　Ⅱ型︓気管分岐部[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞　Ⅱ型︓気管分岐部状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅲ型︓肺⾨p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞　Ⅲ型︓肺⾨[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞　Ⅲ型︓肺⾨状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅳ型︓傍⾷道p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞　Ⅳ型︓傍⾷道[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞　Ⅳ型︓傍⾷道状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

縦隔気管⽀嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞p/o 1.. 気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞[RH]
▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・先天性肺形成異常[RH]

▼構成要素 <<気管⽀原性肺嚢胞$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・先天性肺形成異常p/o 1.. 先天性肺形成異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性肺形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞[RH]
▼結果 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅰ型︓傍気管[RH]
▼結果 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅱ型︓気管分岐部[RH]
▼結果 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅲ型︓肺⾨[RH]
▼結果 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅳ型︓傍⾷道[RH]
▼結果 <<縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅴ型︓混合性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅰ型︓傍気管p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞　Ⅰ型︓傍気管[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞　Ⅰ型︓傍気管状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅱ型︓気管分岐部p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞　Ⅱ型︓気管分岐部[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞　Ⅱ型︓気管分岐部状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅲ型︓肺⾨p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞　Ⅲ型︓肺⾨[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞　Ⅲ型︓肺⾨状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅳ型︓傍⾷道p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞　Ⅳ型︓傍⾷道[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞　Ⅳ型︓傍⾷道状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

縦隔気管⽀嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞　Ⅳ型︓傍⾷道状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅴ型︓混合性p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞　Ⅴ型︓混合性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞　Ⅴ型︓混合性状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞　Ⅳ型︓傍⾷道状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞　Ⅴ型︓混合性p/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞　Ⅴ型︓混合性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔気管⽀嚢胞　Ⅴ型︓混合性状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気管⽀嚢胞・縦隔気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 肺内気管⽀嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気管⽀原性肺嚢胞 / 気管⽀上⽪性肺嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺内気管⽀嚢胞・気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞を肺内に認めるものp/o 1.. 気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞を肺内に認めるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞を肺内に認めるもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺内気管⽀嚢胞・肺内気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺内気管⽀嚢胞・肺内気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺内気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺内気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺内気管⽀嚢胞・気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞を肺内に認めるもの[RH]
▼原因 <<肺内気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺内気管⽀嚢胞・先天性肺形成異常[RH]

▼構成要素 <<気管⽀原性肺嚢胞$構成要素
肺内気管⽀嚢胞・先天性肺形成異常p/o 1.. 先天性肺形成異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性肺形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺内気管⽀嚢胞・肺内気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

肺内気管⽀嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺内気管⽀嚢胞・気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞を肺内に認めるものp/o 1.. 気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞を肺内に認めるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞を肺内に認めるもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺内気管⽀嚢胞・肺内気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺内気管⽀嚢胞・肺内気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺内気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺内気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺内気管⽀嚢胞・気管⽀上⽪組織に内部を覆われた先天性嚢胞を肺内に認めるもの[RH]
▼原因 <<肺内気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺内気管⽀嚢胞・先天性肺形成異常[RH]

▼構成要素 <<気管⽀原性肺嚢胞$構成要素
肺内気管⽀嚢胞・先天性肺形成異常p/o 1.. 先天性肺形成異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性肺形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺内気管⽀嚢胞・肺内気管⽀嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

肺内気管⽀嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気腫性肺嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
[Sub Classes (6)] 巨⼤気腫性肺嚢胞，ニューマトセル，肺葉性肺気腫，肺胸膜下気腫性肺嚢胞，

多肺胞葉，リンパ管腫様嚢胞
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・肺癌[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因

a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果

a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因

a/o 1.. ニューマトセル・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果

a/o 1.. ニューマトセル・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因a/o 1.. 多肺胞葉・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多肺胞葉・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気腫性肺嚢胞・気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼原因 <<気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・炎症性変化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気腫性肺嚢胞・炎症性変化p/o 1.. 炎症性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<炎症性変化状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<炎症性変化状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・チェックバルブ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気腫性肺嚢胞・チェックバルブp/o 1.. チェックバルブ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チェックバルブ状態$異常状態%原因a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・炎症性変化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気腫性肺嚢胞・肺癌p/o 1.. 肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺癌状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

気腫性肺嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・肺癌[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因

a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果

a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因

a/o 1.. ニューマトセル・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果

a/o 1.. ニューマトセル・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因a/o 1.. 多肺胞葉・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多肺胞葉・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気腫性肺嚢胞・気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼原因 <<気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・炎症性変化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気腫性肺嚢胞・炎症性変化p/o 1.. 炎症性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<炎症性変化状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<炎症性変化状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・チェックバルブ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気腫性肺嚢胞・チェックバルブp/o 1.. チェックバルブ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チェックバルブ状態$異常状態%原因a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・炎症性変化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気腫性肺嚢胞・肺癌p/o 1.. 肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺癌状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

気腫性肺嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 巨⼤気腫性肺嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気腫性肺嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気腫性肺嚢胞$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼原因 <<巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・喫煙[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼結果 <<巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・⽚側肺の１／３以上の⼤きさの肺嚢胞[RH]
▼結果 <<巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・呼吸困難[RH]
▼結果 <<巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・進⾏性巨⼤肺嚢胞[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・⽚側肺の１／３以上の⼤きさの肺嚢胞p/o 1.. ⽚側肺の１／３以上の⼤きさの肺嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽚側肺の１／３以上の⼤きさの肺嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・進⾏性巨⼤肺嚢胞p/o 1.. 進⾏性巨⼤肺嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<進⾏性巨⼤肺嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

巨⼤気腫性肺嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気腫性肺嚢胞$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼原因 <<巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・喫煙[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼結果 <<巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・⽚側肺の１／３以上の⼤きさの肺嚢胞[RH]
▼結果 <<巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・呼吸困難[RH]
▼結果 <<巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・進⾏性巨⼤肺嚢胞[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・⽚側肺の１／３以上の⼤きさの肺嚢胞p/o 1.. ⽚側肺の１／３以上の⼤きさの肺嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽚側肺の１／３以上の⼤きさの肺嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⼤気腫性肺嚢胞・進⾏性巨⼤肺嚢胞p/o 1.. 進⾏性巨⼤肺嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<進⾏性巨⼤肺嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 巨⼤気腫性肺嚢胞・巨⼤気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

巨⼤気腫性肺嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ニューマトセル
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気腫性肺嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気腫性肺嚢胞$構成要素
ニューマトセル・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因
a/o 1.. ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果
a/o 1.. ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ニューマトセル・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ニューマトセル・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ニューマトセル・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

▼原因 <<ニューマトセル・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ニューマトセル・ブドウ球菌性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューマトセル・ブドウ球菌性肺炎p/o 1.. ブドウ球菌性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ブドウ球菌性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ニューマトセル・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ニューマトセル・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ニューマトセル・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

▼結果 <<ニューマトセル・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ニューマトセル・炎症で肺実質内に⽣じた 肺胞壁の破壊を伴なわない嚢胞[RH]

▼結果 <<ニューマトセル・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ニューマトセル・膿胸【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューマトセル・炎症で肺実質内に⽣じた 肺胞壁の破壊を伴なわない嚢胞p/o 1.. 炎症で肺実質内に⽣じた 肺胞壁の破壊を伴なわない嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症で肺実質内に⽣じた 肺胞壁の破壊を伴なわない嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューマトセル・膿胸【異常状態】p/o 1.. 膿胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膿胸状態$異常状態%原因
a/o 1.. ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(結果)[RH]

ニューマトセル 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気腫性肺嚢胞$構成要素
ニューマトセル・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因
a/o 1.. ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果
a/o 1.. ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ニューマトセル・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ニューマトセル・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ニューマトセル・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

▼原因 <<ニューマトセル・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ニューマトセル・ブドウ球菌性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューマトセル・ブドウ球菌性肺炎p/o 1.. ブドウ球菌性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ブドウ球菌性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ニューマトセル・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ニューマトセル・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ニューマトセル・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

▼結果 <<ニューマトセル・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ニューマトセル・炎症で肺実質内に⽣じた 肺胞壁の破壊を伴なわない嚢胞[RH]

▼結果 <<ニューマトセル・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ニューマトセル・膿胸【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューマトセル・炎症で肺実質内に⽣じた 肺胞壁の破壊を伴なわない嚢胞p/o 1.. 炎症で肺実質内に⽣じた 肺胞壁の破壊を伴なわない嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症で肺実質内に⽣じた 肺胞壁の破壊を伴なわない嚢胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューマトセル・膿胸【異常状態】p/o 1.. 膿胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膿胸状態$異常状態%原因
a/o 1.. ニューマトセル・ニューマトセル・暫定連鎖(結果)[RH]

ニューマトセル 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺葉性肺気腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気腫性肺嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気腫性肺嚢胞$構成要素
肺葉性肺気腫・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼原因 <<肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺葉性肺気腫・先天的気管⽀部分狭窄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉性肺気腫・先天的気管⽀部分狭窄p/o 1.. 先天的気管⽀部分狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天的気管⽀部分狭窄状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺葉性肺気腫・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼結果 <<肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・先天的に限局された肺葉に肺気腫を伴うもの[RH]
▼結果 <<肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・チアノーゼ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉性肺気腫・先天的に限局された肺葉に肺気腫を伴うものp/o 1.. 先天的に限局された肺葉に肺気腫を伴うもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天的に限局された肺葉に肺気腫を伴うもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉性肺気腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉性肺気腫・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺葉性肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気腫性肺嚢胞$構成要素
肺葉性肺気腫・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼原因 <<肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺葉性肺気腫・先天的気管⽀部分狭窄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉性肺気腫・先天的気管⽀部分狭窄p/o 1.. 先天的気管⽀部分狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天的気管⽀部分狭窄状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺葉性肺気腫・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼結果 <<肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・先天的に限局された肺葉に肺気腫を伴うもの[RH]
▼結果 <<肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺葉性肺気腫・チアノーゼ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉性肺気腫・先天的に限局された肺葉に肺気腫を伴うものp/o 1.. 先天的に限局された肺葉に肺気腫を伴うもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天的に限局された肺葉に肺気腫を伴うもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉性肺気腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺葉性肺気腫・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺葉性肺気腫・肺葉性肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺葉性肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺胸膜下気腫性肺嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気腫性肺嚢胞

[Sub Classes (2)] ブラ，ブレブ
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気腫性肺嚢胞$構成要素
肺胸膜下気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺胸膜下気腫性肺嚢胞・肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胸膜下気腫性肺嚢胞・肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺胸膜下気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

▼結果 <<肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺胸膜下気腫性肺嚢胞・終末細気管⽀より末梢で嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間を臓側胸膜内に認めるもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胸膜下気腫性肺嚢胞・終末細気管⽀より末梢で嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間を臓側胸膜内に認めるものp/o 1.. 終末細気管⽀より末梢で嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間を臓側胸膜内に認めるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<終末細気管⽀より末梢で嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間を臓側胸膜内に認めるもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺胸膜下気腫性肺嚢胞・肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

肺胸膜下気腫性肺嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気腫性肺嚢胞$構成要素
肺胸膜下気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺胸膜下気腫性肺嚢胞・肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胸膜下気腫性肺嚢胞・肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺胸膜下気腫性肺嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

▼結果 <<肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺胸膜下気腫性肺嚢胞・終末細気管⽀より末梢で嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間を臓側胸膜内に認めるもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺胸膜下気腫性肺嚢胞・終末細気管⽀より末梢で嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間を臓側胸膜内に認めるものp/o 1.. 終末細気管⽀より末梢で嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間を臓側胸膜内に認めるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<終末細気管⽀より末梢で嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間を臓側胸膜内に認めるもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺胸膜下気腫性肺嚢胞・肺胸膜下気腫性肺嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

肺胸膜下気腫性肺嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ブラ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気腫性肺嚢胞 / 肺胸膜下気腫性肺嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ブラ・含気空間が臓側胸膜弾⼒板の内側にとどまり結合織により分離されているものp/o 1.. 含気空間が臓側胸膜弾⼒板の内側にとどまり結合織により分離されているもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ブラ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ブラ・含気空間が臓側胸膜弾⼒板の内側にとどまり結合織により分離されているものp/o 1.. 含気空間が臓側胸膜弾⼒板の内側にとどまり結合織により分離されているもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気腫性肺嚢胞 / 肺胸膜下気腫性肺嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ブレブ・異常含気空間が臓側胸膜弾⼒板の間に突出したものp/o 1.. 異常含気空間が臓側胸膜弾⼒板の間に突出したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ブレブ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ブレブ・異常含気空間が臓側胸膜弾⼒板の間に突出したものp/o 1.. 異常含気空間が臓側胸膜弾⼒板の間に突出したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

ブレブ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多肺胞葉
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気腫性肺嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気腫性肺嚢胞$構成要素
多肺胞葉・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因a/o 1.. 多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果a/o 1.. 多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 多肺胞葉・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<多肺胞葉・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 多肺胞葉・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼原因 <<多肺胞葉・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 多肺胞葉・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多肺胞葉・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多肺胞葉・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多肺胞葉・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 多肺胞葉・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼結果 <<多肺胞葉・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 多肺胞葉・先天的に肺葉内の肺胞数が増加し先天性肺葉性肺気腫となるもの[RH]
▼結果 <<多肺胞葉・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 多肺胞葉・肺葉性肺気腫【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多肺胞葉・先天的に肺葉内の肺胞数が増加し先天性肺葉性肺気腫となるものp/o 1.. 先天的に肺葉内の肺胞数が増加し先天性肺葉性肺気腫となるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天的に肺葉内の肺胞数が増加し先天性肺葉性肺気腫となるもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多肺胞葉・肺葉性肺気腫【異常状態】p/o 1.. 肺葉性肺気腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺葉性肺気腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(結果)[RH]

多肺胞葉 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気腫性肺嚢胞$構成要素
多肺胞葉・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因a/o 1.. 多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果a/o 1.. 多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 多肺胞葉・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<多肺胞葉・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 多肺胞葉・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼原因 <<多肺胞葉・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 多肺胞葉・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多肺胞葉・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多肺胞葉・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多肺胞葉・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 多肺胞葉・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼結果 <<多肺胞葉・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 多肺胞葉・先天的に肺葉内の肺胞数が増加し先天性肺葉性肺気腫となるもの[RH]
▼結果 <<多肺胞葉・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 多肺胞葉・肺葉性肺気腫【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多肺胞葉・先天的に肺葉内の肺胞数が増加し先天性肺葉性肺気腫となるものp/o 1.. 先天的に肺葉内の肺胞数が増加し先天性肺葉性肺気腫となるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天的に肺葉内の肺胞数が増加し先天性肺葉性肺気腫となるもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多肺胞葉・肺葉性肺気腫【異常状態】p/o 1.. 肺葉性肺気腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺葉性肺気腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 多肺胞葉・多肺胞葉・暫定連鎖(結果)[RH]

多肺胞葉 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ管腫様嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺嚢胞症
 / 気腫性肺嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気腫性肺嚢胞$構成要素
リンパ管腫様嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ管腫様嚢胞・リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼原因 <<リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・先天的なリンパ管の形成異常でリンパ管が嚢胞状に拡張したもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ管腫様嚢胞・先天的なリンパ管の形成異常でリンパ管が嚢胞状に拡張したものp/o 1.. 先天的なリンパ管の形成異常でリンパ管が嚢胞状に拡張したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天的なリンパ管の形成異常でリンパ管が嚢胞状に拡張したもの状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ管腫様嚢胞・リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼結果 <<リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ管腫様嚢胞・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性形成異常状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ管腫様嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気腫性肺嚢胞$構成要素
リンパ管腫様嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間p/o 1.. 嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ管腫様嚢胞・リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼原因 <<リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・先天的なリンパ管の形成異常でリンパ管が嚢胞状に拡張したもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ管腫様嚢胞・先天的なリンパ管の形成異常でリンパ管が嚢胞状に拡張したものp/o 1.. 先天的なリンパ管の形成異常でリンパ管が嚢胞状に拡張したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天的なリンパ管の形成異常でリンパ管が嚢胞状に拡張したもの状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ管腫様嚢胞・リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・嚢胞壁が肺胞で形成される異常な含気空間[RH]
▼結果 <<リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ管腫様嚢胞・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性形成異常状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ管腫様嚢胞・リンパ管腫様嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ管腫様嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 職業性呼吸器疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (7)] 塵肺症，化学物質性肺⽔腫，⼀酸化炭素中毒，有機リン中毒，

パラコート中毒，職業性喘息，職業性肺癌
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性呼吸器疾患・労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患p/o 1.. 労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

職業性呼吸器疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性呼吸器疾患・労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患p/o 1.. 労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

職業性呼吸器疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 塵肺症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
[Sub Classes (3)] 炭素肺，進⾏性塊状線維症，無機じん肺
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因

a/o 1.. 炭素肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果a/o 1.. 炭素肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果a/o 1.. 進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塵肺症・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 塵肺症・粉塵に対する肺の過剰反応[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 無機粉塵に対する肺の過剰反応[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・粉塵に対する肺の過剰反応p/o 1.. 粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<粉塵に対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 塵肺症・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 塵肺症・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塵肺症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塵肺症・肺線維化[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 塵肺症・気腫性変化[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塵肺症・細気管⽀炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・肺線維化p/o 1.. 肺線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

塵肺症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因

a/o 1.. 炭素肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果a/o 1.. 炭素肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果a/o 1.. 進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塵肺症・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 塵肺症・粉塵に対する肺の過剰反応[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 無機粉塵に対する肺の過剰反応[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・粉塵に対する肺の過剰反応p/o 1.. 粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<粉塵に対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 塵肺症・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 塵肺症・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塵肺症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塵肺症・肺線維化[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 塵肺症・気腫性変化[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塵肺症・細気管⽀炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・肺線維化p/o 1.. 肺線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

塵肺症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・肺線維化p/o 1.. 肺線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺線維化状態$異常状態%原因a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・気腫性変化p/o 1.. 気腫性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気腫性変化状態$異常状態%原因a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・細気管⽀炎p/o 1.. 細気管⽀炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細気管⽀炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・肺線維化p/o 1.. 肺線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺線維化状態$異常状態%原因a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・気腫性変化p/o 1.. 気腫性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気腫性変化状態$異常状態%原因a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塵肺症・細気管⽀炎p/o 1.. 細気管⽀炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細気管⽀炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 塵肺症・塵肺症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 炭素肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症

[Sub Classes (1)] ⿊鉛肺
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
炭素肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因
a/o 1.. 炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼原因 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因
a/o 1.. 炭素肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果
a/o 1.. 炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 炭素肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<炭素肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 炭素肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

▼原因 <<炭素肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 炭素肺・炭素吸⼊による気腫性変化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・炭素吸⼊による気腫性変化p/o 1.. 炭素吸⼊による気腫性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<炭素吸⼊による気腫性変化状態$異常状態%結果
a/o 1.. 炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
炭素肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<塵肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 炭素肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 炭素肺・炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
炭素肺・炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応p/o 1.. 炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別 <<塵肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果a/o 1.. 炭素肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 炭素肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炭素肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 炭素肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

▼結果 <<炭素肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 炭素肺・炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化[RH]

▼結果 <<炭素肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 炭素肺・咳嗽[RH]

▼結果 <<炭素肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 炭素肺・⿊⾊喀痰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化p/o 1.. 炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・⿊⾊喀痰p/o 1.. ⿊⾊喀痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

炭素肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
炭素肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因
a/o 1.. 炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼原因 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因
a/o 1.. 炭素肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果
a/o 1.. 炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因a/o 1.. ⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 炭素肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<炭素肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 炭素肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

▼原因 <<炭素肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 炭素肺・炭素吸⼊による気腫性変化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・炭素吸⼊による気腫性変化p/o 1.. 炭素吸⼊による気腫性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<炭素吸⼊による気腫性変化状態$異常状態%結果
a/o 1.. 炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
炭素肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<塵肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 炭素肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 炭素肺・炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
炭素肺・炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応p/o 1.. 炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別 <<塵肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果a/o 1.. 炭素肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 炭素肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炭素肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 炭素肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

▼結果 <<炭素肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 炭素肺・炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化[RH]

▼結果 <<炭素肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 炭素肺・咳嗽[RH]

▼結果 <<炭素肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 炭素肺・⿊⾊喀痰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化p/o 1.. 炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・⿊⾊喀痰p/o 1.. ⿊⾊喀痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

炭素肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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炭素肺 炭素肺 暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・⿊⾊喀痰p/o 1.. ⿊⾊喀痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿊⾊喀痰状態$異常状態%原因
a/o 1.. 炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(結果)[RH]

炭素肺 炭素肺 暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭素肺・⿊⾊喀痰p/o 1.. ⿊⾊喀痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿊⾊喀痰状態$異常状態%原因
a/o 1.. 炭素肺・炭素肺・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ⿊鉛肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 炭素肺

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<炭素肺$構成要素
⿊鉛肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿊鉛肺・⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿊鉛肺・⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿊鉛肺・⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⿊鉛肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⿊鉛肺・⿊鉛中の炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿊鉛肺・⿊鉛中の炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応p/o 1.. ⿊鉛中の炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿊鉛中の炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿊鉛肺・⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿊鉛肺・⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⿊鉛肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼結果 <<⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⿊鉛肺・⿊鉛中の炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿊鉛肺・⿊鉛中の炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化p/o 1.. ⿊鉛中の炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿊鉛中の炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿊鉛肺・⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)[RH]

⿊鉛肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<炭素肺$構成要素
⿊鉛肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿊鉛肺・⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿊鉛肺・⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿊鉛肺・⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⿊鉛肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⿊鉛肺・⿊鉛中の炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿊鉛肺・⿊鉛中の炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応p/o 1.. ⿊鉛中の炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿊鉛中の炭素を含む粉塵に対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿊鉛肺・⿊鉛肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿊鉛肺・⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⿊鉛肺・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼結果 <<⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⿊鉛肺・⿊鉛中の炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿊鉛肺・⿊鉛中の炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化p/o 1.. ⿊鉛中の炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿊鉛中の炭素を⻑期にわたり職業性に吸⼊することによりび慢性線維増殖及び気腫性変化状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿊鉛肺・⿊鉛肺・暫定連鎖(結果)[RH]

⿊鉛肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 進⾏性塊状線維症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
進⾏性塊状線維症・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果
a/o 1.. 進⾏性塊状線維症・進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性塊状線維症・進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 進⾏性塊状線維症・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼結果 <<進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 進⾏性塊状線維症・⽯炭粉塵が蓄積し瘢痕が形成されるため、それに伴って肺組織及びその⾎管は損傷を受け、肺細気管⽀は⽯炭粉塵で覆われた状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性塊状線維症・⽯炭粉塵が蓄積し瘢痕が形成されるため、それに伴って肺組織及びその⾎管は損傷を受け、肺細気管⽀は⽯炭粉塵で覆われた状態p/o 1.. ⽯炭粉塵が蓄積し瘢痕が形成されるため、それに伴って肺組織及びその⾎管は損傷を受け、肺細気管⽀は⽯炭粉塵で覆われた状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽯炭粉塵が蓄積し瘢痕が形成されるため、それに伴って肺組織及びその⾎管は損傷を受け、肺細気管⽀は⽯炭粉塵で覆われた状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 進⾏性塊状線維症・進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

進⾏性塊状線維症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
進⾏性塊状線維症・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果
a/o 1.. 進⾏性塊状線維症・進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性塊状線維症・進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 進⾏性塊状線維症・粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼結果 <<進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 進⾏性塊状線維症・⽯炭粉塵が蓄積し瘢痕が形成されるため、それに伴って肺組織及びその⾎管は損傷を受け、肺細気管⽀は⽯炭粉塵で覆われた状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
進⾏性塊状線維症・⽯炭粉塵が蓄積し瘢痕が形成されるため、それに伴って肺組織及びその⾎管は損傷を受け、肺細気管⽀は⽯炭粉塵で覆われた状態p/o 1.. ⽯炭粉塵が蓄積し瘢痕が形成されるため、それに伴って肺組織及びその⾎管は損傷を受け、肺細気管⽀は⽯炭粉塵で覆われた状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽯炭粉塵が蓄積し瘢痕が形成されるため、それに伴って肺組織及びその⾎管は損傷を受け、肺細気管⽀は⽯炭粉塵で覆われた状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 進⾏性塊状線維症・進⾏性塊状線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

進⾏性塊状線維症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 無機じん肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症

[Sub Classes (6)] 珪肺症，⽯綿肺，滑⽯肺，炭坑夫肺，硫化鉄鉱肺，⾦属肺
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
無機じん肺・無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別 <<塵肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因a/o 1.. 無機じん肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果

a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
無機じん肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 無機じん肺・無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 無機じん肺・無機粉塵に対する肺の過剰反応[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾦属フュームに対する肺の過剰反応[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾦属フュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]
▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
無機じん肺・無機粉塵に対する肺の過剰反応p/o 1.. 無機粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別 <<塵肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<無機粉塵に対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果a/o 1.. 無機じん肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

無機じん肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
無機じん肺・無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別 <<塵肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因a/o 1.. 無機じん肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果

a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
無機じん肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 無機じん肺・無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 無機じん肺・無機粉塵に対する肺の過剰反応[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾦属フュームに対する肺の過剰反応[RH]
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾦属フュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]
▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
無機じん肺・無機粉塵に対する肺の過剰反応p/o 1.. 無機粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別 <<塵肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<無機粉塵に対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果a/o 1.. 無機じん肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

無機じん肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 珪肺症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺

[Sub Classes (4)] 粘⼟肺，蝋⽯肺，珪藻⼟肺，セメント肺
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
珪肺症・遊離珪酸結晶を含む粉塵に職業性に暴露されることにより慢性び慢性線維増殖性疾患p/o 1.. 遊離珪酸結晶を含む粉塵に職業性に暴露されることにより慢性び慢性線維増殖性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遊離珪酸結晶を含む粉塵に職業性に暴露されることにより慢性び慢性線維増殖性疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<遊離珪酸結晶を含む粉塵に職業性に暴露されることにより慢性び慢性線維増殖性疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 珪肺症・遊離珪酸結晶を含む粉塵に職業性に暴露されることにより慢性び慢性線維増殖性疾患[RH]

▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 珪肺症・遊離珪酸結晶を含む粉塵[RH]

▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵[RH]
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]
▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 珪酸マグネシウムを含む粉塵[RH]
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 蝋⽯中の珪酸マグネシウムを含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]
▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 含⽔コロイド珪酸を含む粉塵[RH]
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 珪藻⼟中の含⽔コロイド珪酸を含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]
▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵[RH]
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
珪肺症・遊離珪酸結晶を含む粉塵p/o 1.. 遊離珪酸結晶を含む粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<遊離珪酸結晶を含む粉塵状態$異常状態%結果
a/o 1.. 珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 珪肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 珪肺症・遊離珪酸結晶を含む粉塵に職業性に暴露されることにより慢性び慢性線維増殖性疾患[RH]
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 珪肺症・上葉優位なび慢性⼩粒状影[RH]
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 珪肺症・⾁芽腫性炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
珪肺症・上葉優位なび慢性⼩粒状影p/o 1.. 上葉優位なび慢性⼩粒状影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上葉優位なび慢性⼩粒状影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
珪肺症・⾁芽腫性炎症p/o 1.. ⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾁芽腫性炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

珪肺症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
珪肺症・遊離珪酸結晶を含む粉塵に職業性に暴露されることにより慢性び慢性線維増殖性疾患p/o 1.. 遊離珪酸結晶を含む粉塵に職業性に暴露されることにより慢性び慢性線維増殖性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遊離珪酸結晶を含む粉塵に職業性に暴露されることにより慢性び慢性線維増殖性疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<遊離珪酸結晶を含む粉塵に職業性に暴露されることにより慢性び慢性線維増殖性疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 珪肺症・遊離珪酸結晶を含む粉塵に職業性に暴露されることにより慢性び慢性線維増殖性疾患[RH]

▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 珪肺症・遊離珪酸結晶を含む粉塵[RH]

▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵[RH]
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]
▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 珪酸マグネシウムを含む粉塵[RH]
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 蝋⽯中の珪酸マグネシウムを含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]
▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 含⽔コロイド珪酸を含む粉塵[RH]
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 珪藻⼟中の含⽔コロイド珪酸を含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]
▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵[RH]
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
珪肺症・遊離珪酸結晶を含む粉塵p/o 1.. 遊離珪酸結晶を含む粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<遊離珪酸結晶を含む粉塵状態$異常状態%結果
a/o 1.. 珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 珪肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 珪肺症・遊離珪酸結晶を含む粉塵に職業性に暴露されることにより慢性び慢性線維増殖性疾患[RH]
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 珪肺症・上葉優位なび慢性⼩粒状影[RH]
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 珪肺症・⾁芽腫性炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
珪肺症・上葉優位なび慢性⼩粒状影p/o 1.. 上葉優位なび慢性⼩粒状影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上葉優位なび慢性⼩粒状影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
珪肺症・⾁芽腫性炎症p/o 1.. ⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾁芽腫性炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 珪肺症・珪肺症・暫定連鎖(結果)[RH]

珪肺症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 粘⼟肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / 珪肺症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
粘⼟肺・遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患p/o 1.. 遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 粘⼟肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
粘⼟肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 粘⼟肺・遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 粘⼟肺・遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵[RH]

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
粘⼟肺・遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵p/o 1.. 遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵状態$異常状態%結果
a/o 1.. 粘⼟肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

粘⼟肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
粘⼟肺・遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患p/o 1.. 遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 粘⼟肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
粘⼟肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 粘⼟肺・遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 粘⼟肺・遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵[RH]

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
粘⼟肺・遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵p/o 1.. 遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<遊離珪酸結晶を含むい草染⼟粉塵状態$異常状態%結果
a/o 1.. 粘⼟肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

粘⼟肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 蝋⽯肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / 珪肺症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
蝋⽯肺・蝋⽯中の珪酸マグネシウムを含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患p/o 1.. 蝋⽯中の珪酸マグネシウムを含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<蝋⽯中の珪酸マグネシウムを含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 蝋⽯肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
蝋⽯肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 蝋⽯肺・蝋⽯中の珪酸マグネシウムを含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 蝋⽯肺・珪酸マグネシウムを含む粉塵[RH]
▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
蝋⽯肺・珪酸マグネシウムを含む粉塵p/o 1.. 珪酸マグネシウムを含む粉塵[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<珪酸マグネシウムを含む粉塵状態$異常状態%結果

a/o 1.. 蝋⽯肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

蝋⽯肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
蝋⽯肺・蝋⽯中の珪酸マグネシウムを含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患p/o 1.. 蝋⽯中の珪酸マグネシウムを含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<蝋⽯中の珪酸マグネシウムを含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 蝋⽯肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
蝋⽯肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 蝋⽯肺・蝋⽯中の珪酸マグネシウムを含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 蝋⽯肺・珪酸マグネシウムを含む粉塵[RH]
▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
蝋⽯肺・珪酸マグネシウムを含む粉塵p/o 1.. 珪酸マグネシウムを含む粉塵[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<珪酸マグネシウムを含む粉塵状態$異常状態%結果

a/o 1.. 蝋⽯肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

蝋⽯肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 珪藻⼟肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / 珪肺症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
珪藻⼟肺・珪藻⼟中の含⽔コロイド珪酸を含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患p/o 1.. 珪藻⼟中の含⽔コロイド珪酸を含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<珪藻⼟中の含⽔コロイド珪酸を含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 珪藻⼟肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
珪藻⼟肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 珪藻⼟肺・珪藻⼟中の含⽔コロイド珪酸を含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 珪藻⼟肺・含⽔コロイド珪酸を含む粉塵[RH]

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
珪藻⼟肺・含⽔コロイド珪酸を含む粉塵p/o 1.. 含⽔コロイド珪酸を含む粉塵[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<含⽔コロイド珪酸を含む粉塵状態$異常状態%結果
a/o 1.. 珪藻⼟肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

珪藻⼟肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
珪藻⼟肺・珪藻⼟中の含⽔コロイド珪酸を含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患p/o 1.. 珪藻⼟中の含⽔コロイド珪酸を含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<珪藻⼟中の含⽔コロイド珪酸を含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 珪藻⼟肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
珪藻⼟肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 珪藻⼟肺・珪藻⼟中の含⽔コロイド珪酸を含む粉塵に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 珪藻⼟肺・含⽔コロイド珪酸を含む粉塵[RH]

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
珪藻⼟肺・含⽔コロイド珪酸を含む粉塵p/o 1.. 含⽔コロイド珪酸を含む粉塵[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<含⽔コロイド珪酸を含む粉塵状態$異常状態%結果
a/o 1.. 珪藻⼟肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

珪藻⼟肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] セメント肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / 珪肺症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
セメント肺・セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患p/o 1.. セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. セメント肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
セメント肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. セメント肺・セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]
▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. セメント肺・セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵[RH]

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
セメント肺・セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵p/o 1.. セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵状態$異常状態%結果a/o 1.. セメント肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

セメント肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
セメント肺・セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患p/o 1.. セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. セメント肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
セメント肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. セメント肺・セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵に職業性に暴露されることによりび慢性線維増殖性疾患[RH]
▼原因 <<珪肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. セメント肺・セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵[RH]

▼構成要素 <<珪肺症$構成要素
セメント肺・セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵p/o 1.. セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵[RH]

連鎖種別 <<珪肺症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<セメント中の珪酸アルミニウムを含む粉塵状態$異常状態%結果a/o 1.. セメント肺・珪肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

セメント肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽯綿肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症p/o 1.. 繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⽯綿肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽯綿肺・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]
▼原因 <<⽯綿肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⽯綿肺・間質性肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<間質性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]

▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・下肺野に不整形陰影[RH]

▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・拘束性肺機能障害[RH]

▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・両側肺底部に吸気時に捻髪⾳[RH]

▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・胸膜プラーク[RH]

▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・末梢部肺腺癌[RH]

▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・悪性中⽪腫【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・下肺野に不整形陰影p/o 1.. 下肺野に不整形陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下肺野に不整形陰影状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・拘束性肺機能障害p/o 1.. 拘束性肺機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<拘束性肺機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・両側肺底部に吸気時に捻髪⾳p/o 1.. 両側肺底部に吸気時に捻髪⾳[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側肺底部に吸気時に捻髪⾳状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・胸膜プラークp/o 1.. 胸膜プラーク[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜プラーク状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・末梢部肺腺癌p/o 1.. 末梢部肺腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢部肺腺癌状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

⽯綿肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症p/o 1.. 繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⽯綿肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽯綿肺・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]
▼原因 <<⽯綿肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⽯綿肺・間質性肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<間質性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]

▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・下肺野に不整形陰影[RH]

▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・拘束性肺機能障害[RH]

▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・両側肺底部に吸気時に捻髪⾳[RH]

▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・胸膜プラーク[RH]

▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・末梢部肺腺癌[RH]

▼結果 <<⽯綿肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽯綿肺・悪性中⽪腫【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・下肺野に不整形陰影p/o 1.. 下肺野に不整形陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下肺野に不整形陰影状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・拘束性肺機能障害p/o 1.. 拘束性肺機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<拘束性肺機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・両側肺底部に吸気時に捻髪⾳p/o 1.. 両側肺底部に吸気時に捻髪⾳[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側肺底部に吸気時に捻髪⾳状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・胸膜プラークp/o 1.. 胸膜プラーク[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜プラーク状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・末梢部肺腺癌p/o 1.. 末梢部肺腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢部肺腺癌状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

⽯綿肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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⽯綿肺 末梢部肺腺癌 末梢部肺腺癌[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢部肺腺癌状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・悪性中⽪腫【異常状態】p/o 1.. 悪性中⽪腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性中⽪腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]

⽯綿肺 末梢部肺腺癌 末梢部肺腺癌[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢部肺腺癌状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽯綿肺・悪性中⽪腫【異常状態】p/o 1.. 悪性中⽪腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性中⽪腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽯綿肺・⽯綿肺・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 滑⽯肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・タルク粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. タルク粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<タルク粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因
a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<タルク粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 滑⽯肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<滑⽯肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 滑⽯肺・タルク粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

▼原因 <<滑⽯肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 滑⽯肺・タルクに含まれる遊離珪酸結晶を含む粉塵[RH]

▼原因 <<滑⽯肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滑⽯肺・タルクに含まれる⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・タルクに含まれる遊離珪酸結晶を含む粉塵p/o 1.. タルクに含まれる遊離珪酸結晶を含む粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タルクに含まれる遊離珪酸結晶を含む粉塵状態$異常状態%結果
a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・タルクに含まれる⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症p/o 1.. タルクに含まれる⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<タルクに含まれる⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症状態$異常状態%結果a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 滑⽯肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<滑⽯肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 滑⽯肺・タルク粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

▼結果 <<滑⽯肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 滑⽯肺・上葉優位なび慢性⼩粒状影[RH]

▼結果 <<滑⽯肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 滑⽯肺・胸膜プラーク[RH]
▼結果 <<滑⽯肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 滑⽯肺・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<滑⽯肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 滑⽯肺・⾁芽腫性炎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・上葉優位なび慢性⼩粒状影p/o 1.. 上葉優位なび慢性⼩粒状影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上葉優位なび慢性⼩粒状影状態$異常状態%原因a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・胸膜プラークp/o 1.. 胸膜プラーク[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜プラーク状態$異常状態%原因
a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・⾁芽腫性炎症p/o 1.. ⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾁芽腫性炎症状態$異常状態%原因

滑⽯肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・タルク粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. タルク粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<タルク粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因
a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<タルク粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 滑⽯肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<滑⽯肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 滑⽯肺・タルク粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

▼原因 <<滑⽯肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 滑⽯肺・タルクに含まれる遊離珪酸結晶を含む粉塵[RH]

▼原因 <<滑⽯肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滑⽯肺・タルクに含まれる⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・タルクに含まれる遊離珪酸結晶を含む粉塵p/o 1.. タルクに含まれる遊離珪酸結晶を含む粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タルクに含まれる遊離珪酸結晶を含む粉塵状態$異常状態%結果
a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・タルクに含まれる⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症p/o 1.. タルクに含まれる⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<タルクに含まれる⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症状態$異常状態%結果a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 滑⽯肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<滑⽯肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 滑⽯肺・タルク粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

▼結果 <<滑⽯肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 滑⽯肺・上葉優位なび慢性⼩粒状影[RH]

▼結果 <<滑⽯肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 滑⽯肺・胸膜プラーク[RH]
▼結果 <<滑⽯肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 滑⽯肺・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<滑⽯肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 滑⽯肺・⾁芽腫性炎症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・上葉優位なび慢性⼩粒状影p/o 1.. 上葉優位なび慢性⼩粒状影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上葉優位なび慢性⼩粒状影状態$異常状態%原因a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・胸膜プラークp/o 1.. 胸膜プラーク[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜プラーク状態$異常状態%原因
a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滑⽯肺・⾁芽腫性炎症p/o 1.. ⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾁芽腫性炎症状態$異常状態%原因

滑⽯肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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$
滑⽯肺・⾁芽腫性炎症p/o 1.. ⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾁芽腫性炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(結果)[RH]

$
滑⽯肺・⾁芽腫性炎症p/o 1.. ⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾁芽腫性炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 滑⽯肺・滑⽯肺・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 炭坑夫肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺

[Sub Classes (1)] カプラン症候群
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・炭粉を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 炭粉を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<炭粉を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<炭粉を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果

a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 炭坑夫肺・炭粉を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭粉吸⼊[RH]
▼原因 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭粉に含まれる遊離珪酸結晶吸⼊[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・炭粉吸⼊p/o 1.. 炭粉吸⼊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<炭粉吸⼊状態$異常状態%結果

a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・炭粉に含まれる遊離珪酸結晶吸⼊p/o 1.. 炭粉に含まれる遊離珪酸結晶吸⼊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<炭粉に含まれる遊離珪酸結晶吸⼊状態$異常状態%結果a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭粉を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼結果 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 炭坑夫肺・上葉優位なび慢性⼩粒状影[RH]
▼結果 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 炭坑夫肺・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 炭坑夫肺・⾁芽腫性炎症[RH]
▼結果 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 炭坑夫肺・呼吸細気管⽀拡張[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・上葉優位なび慢性⼩粒状影p/o 1.. 上葉優位なび慢性⼩粒状影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上葉優位なび慢性⼩粒状影状態$異常状態%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・⾁芽腫性炎症p/o 1.. ⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾁芽腫性炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・呼吸細気管⽀拡張p/o 1.. 呼吸細気管⽀拡張[RH]

炭坑夫肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・炭粉を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 炭粉を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<炭粉を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<炭粉を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果

a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 炭坑夫肺・炭粉を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭粉吸⼊[RH]
▼原因 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭粉に含まれる遊離珪酸結晶吸⼊[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・炭粉吸⼊p/o 1.. 炭粉吸⼊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<炭粉吸⼊状態$異常状態%結果

a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・炭粉に含まれる遊離珪酸結晶吸⼊p/o 1.. 炭粉に含まれる遊離珪酸結晶吸⼊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<炭粉に含まれる遊離珪酸結晶吸⼊状態$異常状態%結果a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭粉を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼結果 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 炭坑夫肺・上葉優位なび慢性⼩粒状影[RH]
▼結果 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 炭坑夫肺・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 炭坑夫肺・⾁芽腫性炎症[RH]
▼結果 <<炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 炭坑夫肺・呼吸細気管⽀拡張[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・上葉優位なび慢性⼩粒状影p/o 1.. 上葉優位なび慢性⼩粒状影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上葉優位なび慢性⼩粒状影状態$異常状態%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・⾁芽腫性炎症p/o 1.. ⾁芽腫性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾁芽腫性炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・呼吸細気管⽀拡張p/o 1.. 呼吸細気管⽀拡張[RH]

炭坑夫肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼原因 <<⾁芽腫性炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・呼吸細気管⽀拡張p/o 1.. 呼吸細気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸細気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<⾁芽腫性炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
炭坑夫肺・呼吸細気管⽀拡張p/o 1.. 呼吸細気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸細気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. 炭坑夫肺・炭坑夫肺・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] カプラン症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / 炭坑夫肺

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カプラン症候群・関節リウマチを合併した塵肺患者の肺に多発性の円形結節影を認める症候群p/o 1.. 関節リウマチを合併した塵肺患者の肺に多発性の円形結節影を認める症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節リウマチを合併した塵肺患者の肺に多発性の円形結節影を認める症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<関節リウマチを合併した塵肺患者の肺に多発性の円形結節影を認める症候群状態$異常状態%結果
a/o 1.. カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. カプラン症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<カプラン症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. カプラン症候群・関節リウマチを合併した塵肺患者の肺に多発性の円形結節影を認める症候群[RH]

▼原因 <<カプラン症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. カプラン症候群・関節リウマチ[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カプラン症候群・関節リウマチp/o 1.. 関節リウマチ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<関節リウマチ状態$異常状態%結果a/o 1.. カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. カプラン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<カプラン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. カプラン症候群・関節リウマチを合併した塵肺患者の肺に多発性の円形結節影を認める症候群[RH]
▼結果 <<カプラン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カプラン症候群・多発性円形結節影[RH]
▼結果 <<カプラン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カプラン症候群・Caplan結節[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カプラン症候群・多発性円形結節影p/o 1.. 多発性円形結節影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発性円形結節影状態$異常状態%原因
a/o 1.. カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カプラン症候群・Caplan結節p/o 1.. Caplan結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Caplan結節状態$異常状態%原因
a/o 1.. カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

カプラン症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カプラン症候群・関節リウマチを合併した塵肺患者の肺に多発性の円形結節影を認める症候群p/o 1.. 関節リウマチを合併した塵肺患者の肺に多発性の円形結節影を認める症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節リウマチを合併した塵肺患者の肺に多発性の円形結節影を認める症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<関節リウマチを合併した塵肺患者の肺に多発性の円形結節影を認める症候群状態$異常状態%結果
a/o 1.. カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. カプラン症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<カプラン症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. カプラン症候群・関節リウマチを合併した塵肺患者の肺に多発性の円形結節影を認める症候群[RH]

▼原因 <<カプラン症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. カプラン症候群・関節リウマチ[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カプラン症候群・関節リウマチp/o 1.. 関節リウマチ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<関節リウマチ状態$異常状態%結果a/o 1.. カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. カプラン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<カプラン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. カプラン症候群・関節リウマチを合併した塵肺患者の肺に多発性の円形結節影を認める症候群[RH]
▼結果 <<カプラン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カプラン症候群・多発性円形結節影[RH]
▼結果 <<カプラン症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. カプラン症候群・Caplan結節[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
カプラン症候群・多発性円形結節影p/o 1.. 多発性円形結節影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多発性円形結節影状態$異常状態%原因
a/o 1.. カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
カプラン症候群・Caplan結節p/o 1.. Caplan結節[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Caplan結節状態$異常状態%原因
a/o 1.. カプラン症候群・カプラン症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

カプラン症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 硫化鉄鉱肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<無機じん肺$構成要素
硫化鉄鉱肺・無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<無機じん肺$構成要素
硫化鉄鉱肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<無機じん肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]
▼構成要素 <<無機じん肺$構成要素
硫化鉄鉱肺・硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵に対する肺の過剰反応p/o 1.. 硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別 <<無機じん肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵に対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
硫化鉄鉱肺・硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

▼結果 <<硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
硫化鉄鉱肺・硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵p/o 1.. 硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵状態$異常状態%原因a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)[RH]

硫化鉄鉱肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<無機じん肺$構成要素
硫化鉄鉱肺・無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. 無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%結果a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<無機じん肺$構成要素
硫化鉄鉱肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<無機じん肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]
▼構成要素 <<無機じん肺$構成要素
硫化鉄鉱肺・硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵に対する肺の過剰反応p/o 1.. 硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別 <<無機じん肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵に対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
硫化鉄鉱肺・硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・無機粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

▼結果 <<硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
硫化鉄鉱肺・硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵p/o 1.. 硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<硫化（鉄）鉱と珪酸を含む粉塵状態$異常状態%原因a/o 1.. 硫化鉄鉱肺・硫化鉄鉱肺・暫定連鎖(結果)[RH]

硫化鉄鉱肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾦属肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺

[Sub Classes (4)] アルミニウム肺，鉄肺，⾦属熱，ベリリウム肺
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<無機じん肺$構成要素
⾦属肺・⾦属フュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. ⾦属フュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別 <<無機じん肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾦属フュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾦属肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<無機じん肺$構成要素
⾦属肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾦属肺・⾦属フュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾦属肺・⾦属フュームに対する肺の過剰反応[RH]
▼構成要素 <<無機じん肺$構成要素
⾦属肺・⾦属フュームに対する肺の過剰反応p/o 1.. ⾦属フュームに対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別 <<無機じん肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾦属フュームに対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾦属肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

⾦属肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<無機じん肺$構成要素
⾦属肺・⾦属フュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病p/o 1.. ⾦属フュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]

連鎖種別 <<無機じん肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾦属フュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾦属肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<無機じん肺$構成要素
⾦属肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾦属肺・⾦属フュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化を主体とする疾病[RH]
▼原因 <<塵肺症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾦属肺・⾦属フュームに対する肺の過剰反応[RH]
▼構成要素 <<無機じん肺$構成要素
⾦属肺・⾦属フュームに対する肺の過剰反応p/o 1.. ⾦属フュームに対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別 <<無機じん肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾦属フュームに対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾦属肺・塵肺症・暫定連鎖(原因)[RH]

⾦属肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アルミニウム肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / ⾦属肺

[Sub Classes (2)] アルミナ肺，ボーキサイト肺
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルミニウム肺・⾦属アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症p/o 1.. ⾦属アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾦属アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症状態$異常状態%結果
a/o 1.. アルミニウム肺・アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾦属アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症状態$異常状態%結果
a/o 1.. アルミニウム肺・⾦属アルミニウム、酸化アルミニウム吸⼊[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルミニウム肺・アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アルミニウム肺・⾦属アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症[RH]
▼結果 <<アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アルミニウム肺・気胸【異常状態】[RH]
▼結果 <<アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アルミニウム肺・上肺野優位の線維化[RH]
▼結果 <<アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アルミニウム肺・下肺野に多い気腫性変化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルミニウム肺・気胸【異常状態】p/o 1.. 気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気胸状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルミニウム肺・アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルミニウム肺・上肺野優位の線維化p/o 1.. 上肺野優位の線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上肺野優位の線維化状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルミニウム肺・アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルミニウム肺・下肺野に多い気腫性変化p/o 1.. 下肺野に多い気腫性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下肺野に多い気腫性変化状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルミニウム肺・アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルミニウム肺・⾦属アルミニウム、酸化アルミニウム吸⼊p/o 1.. ⾦属アルミニウム、酸化アルミニウム吸⼊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾦属アルミニウム、酸化アルミニウム吸⼊状態$異常状態%原因a/o 1.. アルミニウム肺・⾦属アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症[RH]

アルミニウム肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルミニウム肺・⾦属アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症p/o 1.. ⾦属アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾦属アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症状態$異常状態%結果
a/o 1.. アルミニウム肺・アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾦属アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症状態$異常状態%結果
a/o 1.. アルミニウム肺・⾦属アルミニウム、酸化アルミニウム吸⼊[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルミニウム肺・アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アルミニウム肺・⾦属アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症[RH]
▼結果 <<アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アルミニウム肺・気胸【異常状態】[RH]
▼結果 <<アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アルミニウム肺・上肺野優位の線維化[RH]
▼結果 <<アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アルミニウム肺・下肺野に多い気腫性変化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルミニウム肺・気胸【異常状態】p/o 1.. 気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気胸状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルミニウム肺・アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルミニウム肺・上肺野優位の線維化p/o 1.. 上肺野優位の線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上肺野優位の線維化状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルミニウム肺・アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルミニウム肺・下肺野に多い気腫性変化p/o 1.. 下肺野に多い気腫性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下肺野に多い気腫性変化状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルミニウム肺・アルミニウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルミニウム肺・⾦属アルミニウム、酸化アルミニウム吸⼊p/o 1.. ⾦属アルミニウム、酸化アルミニウム吸⼊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾦属アルミニウム、酸化アルミニウム吸⼊状態$異常状態%原因a/o 1.. アルミニウム肺・⾦属アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症[RH]

アルミニウム肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アルミナ肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / ⾦属肺 / アルミニウム肺

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<アルミニウム肺$構成要素
アルミナ肺・特に酸化アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症p/o 1.. 特に酸化アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症[RH]

連鎖種別 <<アルミニウム肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

アルミナ肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アルミニウム肺$構成要素
アルミナ肺・特に酸化アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症p/o 1.. 特に酸化アルミニウム粉末吸⼊による進⾏性肺線維症[RH]

連鎖種別 <<アルミニウム肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

アルミナ肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ボーキサイト肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / ⾦属肺 / アルミニウム肺

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<アルミニウム肺$構成要素
ボーキサイト肺・アルミナ及び珪酸の⾼温のﾋｭｰﾑ吸⼊による肺線維症p/o 1.. アルミナ及び珪酸の⾼温のﾋｭｰﾑ吸⼊による肺線維症[RH]

連鎖種別 <<アルミニウム肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

ボーキサイト肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アルミニウム肺$構成要素
ボーキサイト肺・アルミナ及び珪酸の⾼温のﾋｭｰﾑ吸⼊による肺線維症p/o 1.. アルミナ及び珪酸の⾼温のﾋｭｰﾑ吸⼊による肺線維症[RH]

連鎖種別 <<アルミニウム肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

ボーキサイト肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 鉄肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / ⾦属肺

[Sub Classes (1)] 溶接⼯肺
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄肺・酸化鉄を主とした粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化p/o 1.. 酸化鉄を主とした粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<酸化鉄を主とした粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<酸化鉄を主とした粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 鉄肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<鉄肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄肺・酸化鉄を主とした粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化[RH]
▼原因 <<鉄肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 鉄肺・酸化鉄を⻑期吸⼊[RH]
▼原因 <<鉄肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ヒューム中の酸化鉄を⻑期吸⼊[RH]
▼結果 <<鉄肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 酸化鉄を主としたヒュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄肺・酸化鉄を⻑期吸⼊p/o 1.. 酸化鉄を⻑期吸⼊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<酸化鉄を⻑期吸⼊状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鉄肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<鉄肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 鉄肺・酸化鉄を主とした粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化[RH]
▼結果 <<鉄肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄肺・咳嗽[RH]
▼結果 <<鉄肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 鉄肺・呼吸困難[RH]
▼結果 <<鉄肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 鉄肺・両側肺底部に吸気時に捻髪⾳[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄肺・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
鉄肺・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄肺・両側肺底部に吸気時に捻髪⾳p/o 1.. 両側肺底部に吸気時に捻髪⾳[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<両側肺底部に吸気時に捻髪⾳状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(結果)[RH]

鉄肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄肺・酸化鉄を主とした粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化p/o 1.. 酸化鉄を主とした粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<酸化鉄を主とした粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<酸化鉄を主とした粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 鉄肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<鉄肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄肺・酸化鉄を主とした粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化[RH]
▼原因 <<鉄肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 鉄肺・酸化鉄を⻑期吸⼊[RH]
▼原因 <<鉄肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ヒューム中の酸化鉄を⻑期吸⼊[RH]
▼結果 <<鉄肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 酸化鉄を主としたヒュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄肺・酸化鉄を⻑期吸⼊p/o 1.. 酸化鉄を⻑期吸⼊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<酸化鉄を⻑期吸⼊状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鉄肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<鉄肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 鉄肺・酸化鉄を主とした粉塵を吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化[RH]
▼結果 <<鉄肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄肺・咳嗽[RH]
▼結果 <<鉄肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 鉄肺・呼吸困難[RH]
▼結果 <<鉄肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 鉄肺・両側肺底部に吸気時に捻髪⾳[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄肺・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
鉄肺・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄肺・両側肺底部に吸気時に捻髪⾳p/o 1.. 両側肺底部に吸気時に捻髪⾳[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<両側肺底部に吸気時に捻髪⾳状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉄肺・鉄肺・暫定連鎖(結果)[RH]

鉄肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 溶接⼯肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / ⾦属肺 / 鉄肺

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<鉄肺$構成要素
溶接⼯肺・酸化鉄を主としたヒュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化p/o 1.. 酸化鉄を主としたヒュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化[RH]

連鎖種別 <<鉄肺$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<酸化鉄を主としたヒュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 溶接⼯肺・鉄肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<鉄肺$構成要素
溶接⼯肺・鉄肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 鉄肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<鉄肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶接⼯肺・酸化鉄を主としたヒュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化[RH]
▼原因 <<鉄肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 溶接⼯肺・ヒューム中の酸化鉄を⻑期吸⼊[RH]
▼構成要素 <<鉄肺$構成要素
溶接⼯肺・ヒューム中の酸化鉄を⻑期吸⼊p/o 1.. ヒューム中の酸化鉄を⻑期吸⼊[RH]

連鎖種別 <<鉄肺$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヒューム中の酸化鉄を⻑期吸⼊状態$異常状態%結果
a/o 1.. 溶接⼯肺・鉄肺・暫定連鎖(原因)[RH]

溶接⼯肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<鉄肺$構成要素
溶接⼯肺・酸化鉄を主としたヒュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化p/o 1.. 酸化鉄を主としたヒュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化[RH]

連鎖種別 <<鉄肺$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<酸化鉄を主としたヒュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 溶接⼯肺・鉄肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<鉄肺$構成要素
溶接⼯肺・鉄肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 鉄肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<鉄肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶接⼯肺・酸化鉄を主としたヒュームを吸⼊する事によって肺に⽣じた繊維増殖性変化[RH]
▼原因 <<鉄肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 溶接⼯肺・ヒューム中の酸化鉄を⻑期吸⼊[RH]
▼構成要素 <<鉄肺$構成要素
溶接⼯肺・ヒューム中の酸化鉄を⻑期吸⼊p/o 1.. ヒューム中の酸化鉄を⻑期吸⼊[RH]

連鎖種別 <<鉄肺$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヒューム中の酸化鉄を⻑期吸⼊状態$異常状態%結果
a/o 1.. 溶接⼯肺・鉄肺・暫定連鎖(原因)[RH]

溶接⼯肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾦属熱
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / ⾦属肺

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状p/o 1.. ⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾦属熱・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾦属熱・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状[RH]
▼原因 <<⾦属熱・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性p/o 1.. ⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]
▼原因 <<⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状[RH]
▼原因 <<⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性状態$異常状態%原因a/o 0.. ⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性p/o 1.. ⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾦属熱・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾦属熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状[RH]
▼結果 <<⾦属熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾦属熱・発熱[RH]
▼結果 <<⾦属熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾦属熱・頭痛[RH]
▼結果 <<⾦属熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾦属熱・関節痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・関節痛p/o 1.. 関節痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

⾦属熱 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状p/o 1.. ⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾦属熱・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾦属熱・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状[RH]
▼原因 <<⾦属熱・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性p/o 1.. ⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]
▼原因 <<⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状[RH]
▼原因 <<⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性状態$異常状態%原因a/o 0.. ⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性p/o 1.. ⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒューム吸⼊による気道蛋⽩変性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾦属熱・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾦属熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾦属熱・⾦属ヒュームを吸⼊を数時間煮発症するインフルエンザ様症状[RH]
▼結果 <<⾦属熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾦属熱・発熱[RH]
▼結果 <<⾦属熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾦属熱・頭痛[RH]
▼結果 <<⾦属熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾦属熱・関節痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・関節痛p/o 1.. 関節痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

⾦属熱 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・関節痛p/o 1.. 関節痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾦属熱・関節痛p/o 1.. 関節痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾦属熱・⾦属熱・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ベリリウム肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / ⾦属肺

[Sub Classes (1)] 慢性ベリリウム肺
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症p/o 1.. ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症状態$異常状態%結果

a/o 0.. 慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症[RH]

▼原因 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ベリリウム肺・粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

▼原因 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 酸化ベリリウムに対するアレルギー性炎症[RH]
▼結果 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症[RH]

▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
ベリリウム肺・粉塵に対する肺の過剰反応p/o 1.. 粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<粉塵に対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症[RH]

▼結果 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベリリウム肺・咳嗽[RH]
▼結果 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベリリウム肺・喀痰増加[RH]
▼結果 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ベリリウム肺・咽頭部痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベリリウム肺・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベリリウム肺・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベリリウム肺・咽頭部痛p/o 1.. 咽頭部痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咽頭部痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

ベリリウム肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症p/o 1.. ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症状態$異常状態%結果

a/o 0.. 慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症[RH]

▼原因 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ベリリウム肺・粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

▼原因 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 酸化ベリリウムに対するアレルギー性炎症[RH]
▼結果 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症[RH]

▼構成要素 <<塵肺症$構成要素
ベリリウム肺・粉塵に対する肺の過剰反応p/o 1.. 粉塵に対する肺の過剰反応[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<粉塵に対する肺の過剰反応状態$異常状態%結果
a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症[RH]

▼結果 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベリリウム肺・咳嗽[RH]
▼結果 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベリリウム肺・喀痰増加[RH]
▼結果 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ベリリウム肺・咽頭部痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベリリウム肺・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベリリウム肺・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベリリウム肺・咽頭部痛p/o 1.. 咽頭部痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咽頭部痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

ベリリウム肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性ベリリウム肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 塵肺症 / 無機じん肺 / ⾦属肺 / ベリリウム肺

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ベリリウム肺$構成要素
慢性ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症p/o 1.. ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症[RH]

連鎖種別 <<ベリリウム肺$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<ベリリウム肺$構成要素
慢性ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<ベリリウム肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症[RH]
▼原因 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・酸化ベリリウムに対するアレルギー性炎症[RH]

▼構成要素 <<ベリリウム肺$構成要素
慢性ベリリウム肺・酸化ベリリウムに対するアレルギー性炎症p/o 1.. 酸化ベリリウムに対するアレルギー性炎症[RH]

連鎖種別 <<ベリリウム肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<酸化ベリリウムに対するアレルギー性炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症[RH]
▼結果 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・体重減少[RH]
▼結果 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・びまん性粒状、結節状陰影[RH]
▼結果 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・⾷指不振[RH]
▼結果 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・倦怠感[RH]
▼結果 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・⾮乾酪壊死性⾁芽腫[RH]
▼原因 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 慢性ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・びまん性粒状、結節状陰影p/o 1.. びまん性粒状、結節状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性粒状、結節状陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・⾷指不振p/o 1.. ⾷指不振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷指不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

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

慢性ベリリウム肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ベリリウム肺$構成要素
慢性ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症p/o 1.. ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症[RH]

連鎖種別 <<ベリリウム肺$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<ベリリウム肺$構成要素
慢性ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<ベリリウム肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症[RH]
▼原因 <<ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・酸化ベリリウムに対するアレルギー性炎症[RH]

▼構成要素 <<ベリリウム肺$構成要素
慢性ベリリウム肺・酸化ベリリウムに対するアレルギー性炎症p/o 1.. 酸化ベリリウムに対するアレルギー性炎症[RH]

連鎖種別 <<ベリリウム肺$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<酸化ベリリウムに対するアレルギー性炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・ベリリウム肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺のアレルギー性炎症[RH]
▼結果 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・体重減少[RH]
▼結果 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・びまん性粒状、結節状陰影[RH]
▼結果 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・⾷指不振[RH]
▼結果 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・倦怠感[RH]
▼結果 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・⾮乾酪壊死性⾁芽腫[RH]
▼原因 <<慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 慢性ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・びまん性粒状、結節状陰影p/o 1.. びまん性粒状、結節状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性粒状、結節状陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・⾷指不振p/o 1.. ⾷指不振[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷指不振状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

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

慢性ベリリウム肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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慢性ベリリウム肺・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・⾮乾酪壊死性⾁芽腫p/o 1.. ⾮乾酪壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮乾酪壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾮乾酪壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・⾮乾酪壊死性⾁芽腫[RH]
▼結果 <<⾮乾酪壊死性⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 0.. 慢性ベリリウム肺・⾮乾酪壊死性⾁芽腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・⾮乾酪壊死性⾁芽腫p/o 1.. ⾮乾酪壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮乾酪壊死性⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・⾮乾酪壊死性⾁芽腫[RH]

▼構成要素 <<ベリリウム肺$構成要素
慢性ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症p/o 0.. ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症状態$異常状態%結果a/o 0.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak

慢性ベリリウム肺・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・⾮乾酪壊死性⾁芽腫p/o 1.. ⾮乾酪壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮乾酪壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾮乾酪壊死性⾁芽腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・⾮乾酪壊死性⾁芽腫[RH]
▼結果 <<⾮乾酪壊死性⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 0.. 慢性ベリリウム肺・⾮乾酪壊死性⾁芽腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性ベリリウム肺・⾮乾酪壊死性⾁芽腫p/o 1.. ⾮乾酪壊死性⾁芽腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮乾酪壊死性⾁芽腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性ベリリウム肺・⾮乾酪壊死性⾁芽腫[RH]

▼構成要素 <<ベリリウム肺$構成要素
慢性ベリリウム肺・ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症p/o 0.. ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<ベリリウム粉塵を吸⼊する事によって肺の炎症状態$異常状態%結果a/o 0.. 慢性ベリリウム肺・慢性ベリリウム肺・暫定連鎖(結果)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
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[Class Name] 化学物質性肺⽔腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
[Sub Classes (2)] 塩素ガス中毒，窒素酸化物による肺障害
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたすp/o 1.. 刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因
a/o 0.. 塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果
a/o 0.. 塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因
a/o 0.. 窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果
a/o 0.. 窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・刺激性ガス（アンモニア、ホスゲン、塩素、⼆酸化窒素）による気道傷害による気道刺激作⽤[RH]
▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスによる肺⽔腫[RH]
▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 塩素ガスによる気道傷害による気道刺激作⽤[RH]
▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 窒素酸化物による気道傷害による気道刺激作⽤[RH]
▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・刺激性ガス（アンモニア、ホスゲン、塩素、⼆酸化窒素）による気道傷害による気道刺激作⽤p/o 1.. 刺激性ガス（アンモニア、ホスゲン、塩素、⼆酸化窒素）による気道傷害による気道刺激作⽤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<刺激性ガス（アンモニア、ホスゲン、塩素、⼆酸化窒素）による気道傷害による気道刺激作⽤状態$異常状態%結果
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスによる肺⽔腫p/o 1.. 刺激性ガスによる肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<刺激性ガスによる肺⽔腫状態$異常状態%結果
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・咳嗽[RH]

▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・⾎痰[RH]
▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスによる細胞膜、細胞構造破壊[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

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

a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスによる細胞膜、細胞構造破壊p/o 1.. 刺激性ガスによる細胞膜、細胞構造破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<刺激性ガスによる細胞膜、細胞構造破壊状態$異常状態%原因
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

化学物質性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたすp/o 1.. 刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因
a/o 0.. 塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果
a/o 0.. 塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因
a/o 0.. 窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果
a/o 0.. 窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・刺激性ガス（アンモニア、ホスゲン、塩素、⼆酸化窒素）による気道傷害による気道刺激作⽤[RH]
▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスによる肺⽔腫[RH]
▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 塩素ガスによる気道傷害による気道刺激作⽤[RH]
▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 窒素酸化物による気道傷害による気道刺激作⽤[RH]
▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・刺激性ガス（アンモニア、ホスゲン、塩素、⼆酸化窒素）による気道傷害による気道刺激作⽤p/o 1.. 刺激性ガス（アンモニア、ホスゲン、塩素、⼆酸化窒素）による気道傷害による気道刺激作⽤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<刺激性ガス（アンモニア、ホスゲン、塩素、⼆酸化窒素）による気道傷害による気道刺激作⽤状態$異常状態%結果
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスによる肺⽔腫p/o 1.. 刺激性ガスによる肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<刺激性ガスによる肺⽔腫状態$異常状態%結果
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・咳嗽[RH]

▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・⾎痰[RH]
▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスによる細胞膜、細胞構造破壊[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

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

a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
化学物質性肺⽔腫・刺激性ガスによる細胞膜、細胞構造破壊p/o 1.. 刺激性ガスによる細胞膜、細胞構造破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<刺激性ガスによる細胞膜、細胞構造破壊状態$異常状態%原因
a/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

化学物質性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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 / 化学物質性肺⽔腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
塩素ガス中毒・塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたすp/o 1.. 塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

連鎖種別 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 塩素ガス中毒・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼原因 <<塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガスによる肺⽔腫[RH]
▼結果 <<塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 塩素ガス中毒・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塩素ガス中毒・塩素ガスによる肺⽔腫p/o 1.. 塩素ガスによる肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塩素ガスによる肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
塩素ガス中毒・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガスによる気道傷害による気道刺激作⽤[RH]

▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
塩素ガス中毒・塩素ガスによる気道傷害による気道刺激作⽤p/o 1.. 塩素ガスによる気道傷害による気道刺激作⽤[RH]

連鎖種別 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塩素ガスによる気道傷害による気道刺激作⽤状態$異常状態%結果a/o 1.. 塩素ガス中毒・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼結果 <<塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガスによる細胞膜、細胞構造破壊[RH]
▼原因 <<塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 塩素ガス中毒・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塩素ガス中毒・塩素ガスによる細胞膜、細胞構造破壊p/o 1.. 塩素ガスによる細胞膜、細胞構造破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<塩素ガスによる細胞膜、細胞構造破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
塩素ガス中毒・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたすp/o 0.. 刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因a/o 0.. 塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果a/o 0.. 塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

塩素ガス中毒 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
塩素ガス中毒・塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたすp/o 1.. 塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

連鎖種別 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 塩素ガス中毒・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼原因 <<塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガスによる肺⽔腫[RH]
▼結果 <<塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 塩素ガス中毒・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塩素ガス中毒・塩素ガスによる肺⽔腫p/o 1.. 塩素ガスによる肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塩素ガスによる肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
塩素ガス中毒・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガスによる気道傷害による気道刺激作⽤[RH]

▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
塩素ガス中毒・塩素ガスによる気道傷害による気道刺激作⽤p/o 1.. 塩素ガスによる気道傷害による気道刺激作⽤[RH]

連鎖種別 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塩素ガスによる気道傷害による気道刺激作⽤状態$異常状態%結果a/o 1.. 塩素ガス中毒・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼結果 <<塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガスによる細胞膜、細胞構造破壊[RH]
▼原因 <<塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 塩素ガス中毒・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
塩素ガス中毒・塩素ガスによる細胞膜、細胞構造破壊p/o 1.. 塩素ガスによる細胞膜、細胞構造破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<塩素ガスによる細胞膜、細胞構造破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
塩素ガス中毒・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたすp/o 0.. 刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因a/o 0.. 塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼結果 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果a/o 0.. 塩素ガス中毒・塩素ガス中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

塩素ガス中毒 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 窒素酸化物による肺障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 化学物質性肺⽔腫

[Sub Classes (1)] ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたすp/o 1.. 窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

連鎖種別 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果

a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果a/o 1.. ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼原因 <<窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺⽔腫[RH]
▼結果 <<窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 窒素酸化物による肺障害・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺⽔腫p/o 1.. 窒素酸化物による肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<窒素酸化物による肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
窒素酸化物による肺障害・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による気道傷害による気道刺激作⽤[RH]

▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による気道傷害による気道刺激作⽤p/o 1.. 窒素酸化物による気道傷害による気道刺激作⽤[RH]

連鎖種別 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<窒素酸化物による気道傷害による気道刺激作⽤状態$異常状態%結果a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼結果 <<窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による細胞膜、細胞構造破壊[RH]
▼原因 <<窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 窒素酸化物による肺障害・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による細胞膜、細胞構造破壊p/o 1.. 窒素酸化物による細胞膜、細胞構造破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<窒素酸化物による細胞膜、細胞構造破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
窒素酸化物による肺障害・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたすp/o 0.. 刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因a/o 0.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼結果 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果a/o 0.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

窒素酸化物による肺障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたすp/o 1.. 窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

連鎖種別 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果

a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果a/o 1.. ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼原因 <<窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺⽔腫[RH]
▼結果 <<窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. 窒素酸化物による肺障害・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺⽔腫p/o 1.. 窒素酸化物による肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<窒素酸化物による肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
窒素酸化物による肺障害・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼原因 <<化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による気道傷害による気道刺激作⽤[RH]

▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による気道傷害による気道刺激作⽤p/o 1.. 窒素酸化物による気道傷害による気道刺激作⽤[RH]

連鎖種別 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<窒素酸化物による気道傷害による気道刺激作⽤状態$異常状態%結果a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・化学物質性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼結果 <<窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による細胞膜、細胞構造破壊[RH]
▼原因 <<窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 窒素酸化物による肺障害・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による細胞膜、細胞構造破壊p/o 1.. 窒素酸化物による細胞膜、細胞構造破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<窒素酸化物による細胞膜、細胞構造破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<化学物質性肺⽔腫$構成要素
窒素酸化物による肺障害・刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたすp/o 0.. 刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%原因a/o 0.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼結果 <<刺激性ガスの吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果a/o 0.. 窒素酸化物による肺障害・窒素酸化物による肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

窒素酸化物による肺障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 化学物質性肺⽔腫 / 窒素酸化物による肺障害

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<窒素酸化物による肺障害$構成要素
ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたすp/o 1.. 窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果a/o 1.. ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼結果 <<ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・サイロ内作業で窒素酸化物の吸⼊による慢性呼吸障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・サイロ内作業で窒素酸化物の吸⼊による慢性呼吸障害p/o 1.. サイロ内作業で窒素酸化物の吸⼊による慢性呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サイロ内作業で窒素酸化物の吸⼊による慢性呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)[RH]

ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<窒素酸化物による肺障害$構成要素
ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたすp/o 1.. 窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす状態$異常状態%結果a/o 1.. ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・窒素酸化物の吸⼊により気道刺激症状や⼤量の場合化学的肺炎による肺⽔腫をきたす[RH]
▼結果 <<ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・サイロ内作業で窒素酸化物の吸⼊による慢性呼吸障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・サイロ内作業で窒素酸化物の吸⼊による慢性呼吸障害p/o 1.. サイロ内作業で窒素酸化物の吸⼊による慢性呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サイロ内作業で窒素酸化物の吸⼊による慢性呼吸障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ・暫定連鎖(結果)[RH]

ｓｉｌｏ-ｆｉｌｌｅｒʼｓ　ｄｉｓｅａｓｅ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼀酸化炭素中毒
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素吸⼊による重篤な低酸素状態p/o 1.. ⼀酸化炭素吸⼊による重篤な低酸素状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀酸化炭素吸⼊による重篤な低酸素状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⼀酸化炭素吸⼊による重篤な低酸素状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素吸⼊による重篤な低酸素状態[RH]
▼原因 <<⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素による低酸素状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素による低酸素状態p/o 1.. ⼀酸化炭素による低酸素状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼀酸化炭素による低酸素状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素吸⼊による重篤な低酸素状態[RH]
▼結果 <<⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・呼吸困難に伴う意識障害[RH]
▼結果 <<⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・低酸素[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀酸化炭素中毒・呼吸困難に伴う意識障害p/o 1.. 呼吸困難に伴う意識障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難に伴う意識障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀酸化炭素中毒・低酸素p/o 1.. 低酸素[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低酸素状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

⼀酸化炭素中毒 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素吸⼊による重篤な低酸素状態p/o 1.. ⼀酸化炭素吸⼊による重篤な低酸素状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀酸化炭素吸⼊による重篤な低酸素状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⼀酸化炭素吸⼊による重篤な低酸素状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素吸⼊による重篤な低酸素状態[RH]
▼原因 <<⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素による低酸素状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素による低酸素状態p/o 1.. ⼀酸化炭素による低酸素状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼀酸化炭素による低酸素状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素吸⼊による重篤な低酸素状態[RH]
▼結果 <<⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・呼吸困難に伴う意識障害[RH]
▼結果 <<⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・低酸素[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀酸化炭素中毒・呼吸困難に伴う意識障害p/o 1.. 呼吸困難に伴う意識障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難に伴う意識障害状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀酸化炭素中毒・低酸素p/o 1.. 低酸素[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低酸素状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼀酸化炭素中毒・⼀酸化炭素中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

⼀酸化炭素中毒 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 有機リン中毒
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・有機リンによりムスカリン作⽤やニコチン様作⽤に基づく種々の症状および交感神経、中枢神経症状を呈するp/o 1.. 有機リンによりムスカリン作⽤やニコチン様作⽤に基づく種々の症状および交感神経、中枢神経症状を呈する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機リンによりムスカリン作⽤やニコチン様作⽤に基づく種々の症状および交感神経、中枢神経症状を呈する状態$異常状態%原因
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<有機リンによりムスカリン作⽤やニコチン様作⽤に基づく種々の症状および交感神経、中枢神経症状を呈する状態$異常状態%結果a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 有機リン中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リンによりムスカリン作⽤やニコチン様作⽤に基づく種々の症状および交感神経、中枢神経症状を呈する[RH]

▼原因 <<有機リン中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リンがコリンエストラーゼと結合しその活性を阻害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・有機リンがコリンエストラーゼと結合しその活性を阻害p/o 1.. 有機リンがコリンエストラーゼと結合しその活性を阻害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<有機リンがコリンエストラーゼと結合しその活性を阻害状態$異常状態%結果a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リンによりムスカリン作⽤やニコチン様作⽤に基づく種々の症状および交感神経、中枢神経症状を呈する[RH]

▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 有機リン中毒・悪⼼[RH]

▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 有機リン中毒・嘔吐[RH]
▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 有機リン中毒・縮瞳[RH]
▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 有機リン中毒・気管⽀分泌物増加[RH]
▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 有機リン中毒・全⾝痙攣[RH]
▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 有機リン中毒・呼吸抑制[RH]
▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 有機リン中毒・アセチルコリンが過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・悪⼼p/o 1.. 悪⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪⼼状態$異常状態%原因a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・縮瞳p/o 1.. 縮瞳[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縮瞳状態$異常状態%原因a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・気管⽀分泌物増加p/o 1.. 気管⽀分泌物増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀分泌物増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・全⾝痙攣p/o 1.. 全⾝痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・呼吸抑制p/o 1.. 呼吸抑制[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸抑制状態$異常状態%原因
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・アセチルコリンが過剰蓄積p/o 1.. アセチルコリンが過剰蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アセチルコリンが過剰蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

有機リン中毒 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・有機リンによりムスカリン作⽤やニコチン様作⽤に基づく種々の症状および交感神経、中枢神経症状を呈するp/o 1.. 有機リンによりムスカリン作⽤やニコチン様作⽤に基づく種々の症状および交感神経、中枢神経症状を呈する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機リンによりムスカリン作⽤やニコチン様作⽤に基づく種々の症状および交感神経、中枢神経症状を呈する状態$異常状態%原因
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<有機リンによりムスカリン作⽤やニコチン様作⽤に基づく種々の症状および交感神経、中枢神経症状を呈する状態$異常状態%結果a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 有機リン中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リンによりムスカリン作⽤やニコチン様作⽤に基づく種々の症状および交感神経、中枢神経症状を呈する[RH]

▼原因 <<有機リン中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リンがコリンエストラーゼと結合しその活性を阻害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・有機リンがコリンエストラーゼと結合しその活性を阻害p/o 1.. 有機リンがコリンエストラーゼと結合しその活性を阻害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<有機リンがコリンエストラーゼと結合しその活性を阻害状態$異常状態%結果a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リンによりムスカリン作⽤やニコチン様作⽤に基づく種々の症状および交感神経、中枢神経症状を呈する[RH]

▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 有機リン中毒・悪⼼[RH]

▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 有機リン中毒・嘔吐[RH]
▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 有機リン中毒・縮瞳[RH]
▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 有機リン中毒・気管⽀分泌物増加[RH]
▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 有機リン中毒・全⾝痙攣[RH]
▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 有機リン中毒・呼吸抑制[RH]
▼結果 <<有機リン中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 有機リン中毒・アセチルコリンが過剰蓄積[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・悪⼼p/o 1.. 悪⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪⼼状態$異常状態%原因a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・縮瞳p/o 1.. 縮瞳[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縮瞳状態$異常状態%原因a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・気管⽀分泌物増加p/o 1.. 気管⽀分泌物増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀分泌物増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・全⾝痙攣p/o 1.. 全⾝痙攣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝痙攣状態$異常状態%原因a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・呼吸抑制p/o 1.. 呼吸抑制[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸抑制状態$異常状態%原因
a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
有機リン中毒・アセチルコリンが過剰蓄積p/o 1.. アセチルコリンが過剰蓄積[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アセチルコリンが過剰蓄積状態$異常状態%原因a/o 1.. 有機リン中毒・有機リン中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

有機リン中毒 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] パラコート中毒
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・パラコートがフリーラジカルとなり、 細胞膜を障害し、肺障害、肝障害、腎障害を起こすp/o 1.. パラコートがフリーラジカルとなり、 細胞膜を障害し、肺障害、肝障害、腎障害を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パラコートがフリーラジカルとなり、 細胞膜を障害し、肺障害、肝障害、腎障害を起こす状態$異常状態%原因
a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<パラコートがフリーラジカルとなり、 細胞膜を障害し、肺障害、肝障害、腎障害を起こす状態$異常状態%結果
a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(原因)p/o 1.. パラコート中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. パラコート中毒・パラコートがフリーラジカルとなり、 細胞膜を障害し、肺障害、肝障害、腎障害を起こす[RH]

▼原因 <<パラコート中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. パラコート中毒・パラコートが還元され細胞傷害を起こす[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・パラコートが還元され細胞傷害を起こすp/o 1.. パラコートが還元され細胞傷害を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<パラコートが還元され細胞傷害を起こす状態$異常状態%結果a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)p/o 1.. パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. パラコート中毒・パラコートがフリーラジカルとなり、 細胞膜を障害し、肺障害、肝障害、腎障害を起こす[RH]
▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パラコート中毒・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パラコート中毒・嘔吐[RH]
▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パラコート中毒・腎障害[RH]
▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パラコート中毒・肝機能障害[RH]
▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パラコート中毒・肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パラコート中毒・パラコートが還元されフリーラジカルとなり細胞傷害を呈する[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・腎障害p/o 1.. 腎障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. 肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⽔腫状態$異常状態%原因a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・パラコートが還元されフリーラジカルとなり細胞傷害を呈するp/o 1.. パラコートが還元されフリーラジカルとなり細胞傷害を呈する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<パラコートが還元されフリーラジカルとなり細胞傷害を呈する状態$異常状態%原因a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

パラコート中毒 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・パラコートがフリーラジカルとなり、 細胞膜を障害し、肺障害、肝障害、腎障害を起こすp/o 1.. パラコートがフリーラジカルとなり、 細胞膜を障害し、肺障害、肝障害、腎障害を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パラコートがフリーラジカルとなり、 細胞膜を障害し、肺障害、肝障害、腎障害を起こす状態$異常状態%原因
a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<パラコートがフリーラジカルとなり、 細胞膜を障害し、肺障害、肝障害、腎障害を起こす状態$異常状態%結果
a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(原因)p/o 1.. パラコート中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. パラコート中毒・パラコートがフリーラジカルとなり、 細胞膜を障害し、肺障害、肝障害、腎障害を起こす[RH]

▼原因 <<パラコート中毒・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. パラコート中毒・パラコートが還元され細胞傷害を起こす[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・パラコートが還元され細胞傷害を起こすp/o 1.. パラコートが還元され細胞傷害を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<パラコートが還元され細胞傷害を起こす状態$異常状態%結果a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)p/o 1.. パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. パラコート中毒・パラコートがフリーラジカルとなり、 細胞膜を障害し、肺障害、肝障害、腎障害を起こす[RH]
▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パラコート中毒・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パラコート中毒・嘔吐[RH]
▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パラコート中毒・腎障害[RH]
▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パラコート中毒・肝機能障害[RH]
▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パラコート中毒・肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<パラコート中毒・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. パラコート中毒・パラコートが還元されフリーラジカルとなり細胞傷害を呈する[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・腎障害p/o 1.. 腎障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・肝機能障害p/o 1.. 肝機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝機能障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. 肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⽔腫状態$異常状態%原因a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラコート中毒・パラコートが還元されフリーラジカルとなり細胞傷害を呈するp/o 1.. パラコートが還元されフリーラジカルとなり細胞傷害を呈する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<パラコートが還元されフリーラジカルとなり細胞傷害を呈する状態$異常状態%原因a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

パラコート中毒 因果構造物（＝因果連鎖）
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連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<パラコートが還元されフリーラジカルとなり細胞傷害を呈する状態$異常状態%原因

a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<パラコートが還元されフリーラジカルとなり細胞傷害を呈する状態$異常状態%原因

a/o 1.. パラコート中毒・パラコート中毒・暫定連鎖(結果)[RH]



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 453 ]

[Class Name] 職業性喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<職業性呼吸器疾患$構成要素
職業性喘息・労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患p/o 1.. 労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 職業性喘息・労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・⽊材粉塵[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・こんにゃく舞粉[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・穀粉（⼩⻨粉、そば粉、⼤⾖、⽶糠、コーヒー[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 職業性喘息・花粉（もも、菊、ぶどう、りんご、イチゴ、プリンスメロン、）[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 職業性喘息・きのこ胞⼦（しいたけ、しめじ）[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・蚕の体成分、セリシン[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・蜂の体成分[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・ユスリカ[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 職業性喘息・動物の⽑、ふけ、尿蛋⽩[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 職業性喘息・ホヤの体成分[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・麹[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・ラテックス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・⽊材粉塵p/o 1.. ⽊材粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽊材粉塵状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・こんにゃく舞粉p/o 1.. こんにゃく舞粉[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<こんにゃく舞粉状態$異常状態%結果
a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・穀粉（⼩⻨粉、そば粉、⼤⾖、⽶糠、コーヒーp/o 1.. 穀粉（⼩⻨粉、そば粉、⼤⾖、⽶糠、コーヒー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<穀粉（⼩⻨粉、そば粉、⼤⾖、⽶糠、コーヒー状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・花粉（もも、菊、ぶどう、りんご、イチゴ、プリンスメロン、）p/o 1.. 花粉（もも、菊、ぶどう、りんご、イチゴ、プリンスメロン、）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<花粉（もも、菊、ぶどう、りんご、イチゴ、プリンスメロン、）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・きのこ胞⼦（しいたけ、しめじ）p/o 1.. きのこ胞⼦（しいたけ、しめじ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<きのこ胞⼦（しいたけ、しめじ）状態$異常状態%結果

a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・蚕の体成分、セリシンp/o 1.. 蚕の体成分、セリシン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

職業性喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<職業性呼吸器疾患$構成要素
職業性喘息・労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患p/o 1.. 労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 職業性喘息・労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・⽊材粉塵[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・こんにゃく舞粉[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・穀粉（⼩⻨粉、そば粉、⼤⾖、⽶糠、コーヒー[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 職業性喘息・花粉（もも、菊、ぶどう、りんご、イチゴ、プリンスメロン、）[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 職業性喘息・きのこ胞⼦（しいたけ、しめじ）[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・蚕の体成分、セリシン[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・蜂の体成分[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・ユスリカ[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 職業性喘息・動物の⽑、ふけ、尿蛋⽩[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 職業性喘息・ホヤの体成分[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・麹[RH]
▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 職業性喘息・ラテックス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・⽊材粉塵p/o 1.. ⽊材粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽊材粉塵状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・こんにゃく舞粉p/o 1.. こんにゃく舞粉[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<こんにゃく舞粉状態$異常状態%結果
a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・穀粉（⼩⻨粉、そば粉、⼤⾖、⽶糠、コーヒーp/o 1.. 穀粉（⼩⻨粉、そば粉、⼤⾖、⽶糠、コーヒー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<穀粉（⼩⻨粉、そば粉、⼤⾖、⽶糠、コーヒー状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・花粉（もも、菊、ぶどう、りんご、イチゴ、プリンスメロン、）p/o 1.. 花粉（もも、菊、ぶどう、りんご、イチゴ、プリンスメロン、）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<花粉（もも、菊、ぶどう、りんご、イチゴ、プリンスメロン、）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・きのこ胞⼦（しいたけ、しめじ）p/o 1.. きのこ胞⼦（しいたけ、しめじ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<きのこ胞⼦（しいたけ、しめじ）状態$異常状態%結果

a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・蚕の体成分、セリシンp/o 1.. 蚕の体成分、セリシン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

職業性喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼結果 <<きのこ胞⼦（しいたけ、しめじ）状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・蚕の体成分、セリシンp/o 1.. 蚕の体成分、セリシン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<蚕の体成分、セリシン状態$異常状態%結果
a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・蜂の体成分p/o 1.. 蜂の体成分[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<蜂の体成分状態$異常状態%結果

a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・ユスリカp/o 1.. ユスリカ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ユスリカ状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・動物の⽑、ふけ、尿蛋⽩p/o 1.. 動物の⽑、ふけ、尿蛋⽩[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<動物の⽑、ふけ、尿蛋⽩状態$異常状態%結果
a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・ホヤの体成分p/o 1.. ホヤの体成分[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ホヤの体成分状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・麹p/o 1.. 麹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<麹状態$異常状態%結果
a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・ラテックスp/o 1.. ラテックス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ラテックス状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 職業性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 職業性喘息・労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患[RH]

▼結果 <<職業性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 職業性喘息・特定の労働環境で特定の職業性物質に曝露されることによりおこる喘息[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・特定の労働環境で特定の職業性物質に曝露されることによりおこる喘息p/o 1.. 特定の労働環境で特定の職業性物質に曝露されることによりおこる喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特定の労働環境で特定の職業性物質に曝露されることによりおこる喘息状態$異常状態%原因
a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<きのこ胞⼦（しいたけ、しめじ）状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・蚕の体成分、セリシンp/o 1.. 蚕の体成分、セリシン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<蚕の体成分、セリシン状態$異常状態%結果
a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・蜂の体成分p/o 1.. 蜂の体成分[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<蜂の体成分状態$異常状態%結果

a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・ユスリカp/o 1.. ユスリカ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ユスリカ状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・動物の⽑、ふけ、尿蛋⽩p/o 1.. 動物の⽑、ふけ、尿蛋⽩[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<動物の⽑、ふけ、尿蛋⽩状態$異常状態%結果
a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・ホヤの体成分p/o 1.. ホヤの体成分[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ホヤの体成分状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・麹p/o 1.. 麹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<麹状態$異常状態%結果
a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・ラテックスp/o 1.. ラテックス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ラテックス状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 職業性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<職業性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 職業性喘息・労働に従事している⼈たちに. 作業に関連して⽣じた疾病、障害の中の肺疾患[RH]

▼結果 <<職業性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 職業性喘息・特定の労働環境で特定の職業性物質に曝露されることによりおこる喘息[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業性喘息・特定の労働環境で特定の職業性物質に曝露されることによりおこる喘息p/o 1.. 特定の労働環境で特定の職業性物質に曝露されることによりおこる喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特定の労働環境で特定の職業性物質に曝露されることによりおこる喘息状態$異常状態%原因
a/o 1.. 職業性喘息・職業性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 職業性肺癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
[Sub Classes (3)] アスベスト曝露による肺腫瘍，コールタール曝露による肺腫瘍，

クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<職業性呼吸器疾患$構成要素
職業性肺癌・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍p/o 1.. 労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]

連鎖種別 <<職業性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

職業性肺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<職業性呼吸器疾患$構成要素
職業性肺癌・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍p/o 1.. 労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]

連鎖種別 <<職業性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

職業性肺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アスベスト曝露による肺腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 職業性肺癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<職業性肺癌$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍p/o 1.. 労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]
▼原因 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵p/o 1.. 繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵状態$異常状態%結果a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]
▼結果 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]
▼結果 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・末梢部肺腺癌[RH]
▼結果 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・悪性中⽪腫【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症p/o 1.. 繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症状態$異常状態%原因a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・末梢部肺腺癌p/o 1.. 末梢部肺腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢部肺腺癌状態$異常状態%原因
a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・悪性中⽪腫【異常状態】p/o 1.. 悪性中⽪腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性中⽪腫状態$異常状態%原因a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

アスベスト曝露による肺腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<職業性肺癌$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍p/o 1.. 労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]
▼原因 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵p/o 1.. 繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵状態$異常状態%結果a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]
▼結果 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]
▼結果 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・間質性肺炎[RH]
▼結果 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・末梢部肺腺癌[RH]
▼結果 <<アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・悪性中⽪腫【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症p/o 1.. 繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<繊維性珪酸塩である⽯綿粉塵を慢性的に吸⼊することによって発症した肺線維症状態$異常状態%原因a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・末梢部肺腺癌p/o 1.. 末梢部肺腺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢部肺腺癌状態$異常状態%原因
a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスベスト曝露による肺腫瘍・悪性中⽪腫【異常状態】p/o 1.. 悪性中⽪腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性中⽪腫状態$異常状態%原因a/o 1.. アスベスト曝露による肺腫瘍・アスベスト曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

アスベスト曝露による肺腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 457 ]

[Class Name] コールタール曝露による肺腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 職業性肺癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<職業性肺癌$構成要素
コールタール曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍p/o 1.. 労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]
▼原因 <<コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・  発がん性の認められているベンゾ[a]ピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コールタール曝露による肺腫瘍・  発がん性の認められているベンゾ[a]ピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有p/o 1..   発がん性の認められているベンゾ[a]ピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<発がん性の認められているベンゾ[a]ピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有状態$異常状態%結果

a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]

▼結果 <<コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・コールタールは  発がん性の認められているベンゾピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有しており曝露により肺癌を発症する[RH]

▼結果 <<コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・扁平上⽪癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コールタール曝露による肺腫瘍・コールタールは  発がん性の認められているベンゾピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有しており曝露により肺癌を発症するp/o 1.. コールタールは  発がん性の認められているベンゾピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有しており曝露により肺癌を発症する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因 <<a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コールタール曝露による肺腫瘍・扁平上⽪癌p/o 1.. 扁平上⽪癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<扁平上⽪癌状態$異常状態%原因a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

コールタール曝露による肺腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<職業性肺癌$構成要素
コールタール曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍p/o 1.. 労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]
▼原因 <<コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・  発がん性の認められているベンゾ[a]ピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コールタール曝露による肺腫瘍・  発がん性の認められているベンゾ[a]ピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有p/o 1..   発がん性の認められているベンゾ[a]ピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<発がん性の認められているベンゾ[a]ピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有状態$異常状態%結果

a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]

▼結果 <<コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・コールタールは  発がん性の認められているベンゾピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有しており曝露により肺癌を発症する[RH]

▼結果 <<コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・扁平上⽪癌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コールタール曝露による肺腫瘍・コールタールは  発がん性の認められているベンゾピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有しており曝露により肺癌を発症するp/o 1.. コールタールは  発がん性の認められているベンゾピレン等の多環芳⾹族炭化⽔素を含有しており曝露により肺癌を発症する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
原因 <<a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コールタール曝露による肺腫瘍・扁平上⽪癌p/o 1.. 扁平上⽪癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<扁平上⽪癌状態$異常状態%原因a/o 1.. コールタール曝露による肺腫瘍・コールタール曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

コールタール曝露による肺腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 職業性呼吸器疾患
 / 職業性肺癌

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<職業性肺癌$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍p/o 1.. 労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]
▼原因 <<クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩p/o 1.. クロム塩[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<クロム塩状態$異常状態%結果

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]
▼結果 <<クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩曝露による肺上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・扁平上⽪癌[RH]
▼結果 <<クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・⼩細胞癌【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩曝露による肺上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. クロム塩曝露による肺上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クロム塩曝露による肺上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・扁平上⽪癌p/o 1.. 扁平上⽪癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<扁平上⽪癌状態$異常状態%原因

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・⼩細胞癌【異常状態】p/o 1.. ⼩細胞癌【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩細胞癌状態$異常状態%原因a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<職業性肺癌$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍p/o 1.. 労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]
▼原因 <<クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩p/o 1.. クロム塩[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<クロム塩状態$異常状態%結果

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・労働作業、環境で肺癌のリスクに関連している物質の曝露を受けている⼈に発⽣した肺腫瘍[RH]
▼結果 <<クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩曝露による肺上⽪性悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・扁平上⽪癌[RH]
▼結果 <<クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・⼩細胞癌【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩曝露による肺上⽪性悪性腫瘍p/o 1.. クロム塩曝露による肺上⽪性悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クロム塩曝露による肺上⽪性悪性腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・扁平上⽪癌p/o 1.. 扁平上⽪癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<扁平上⽪癌状態$異常状態%原因

a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・⼩細胞癌【異常状態】p/o 1.. ⼩細胞癌【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩細胞癌状態$異常状態%原因a/o 1.. クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

クロム塩（六価クロム化合物）曝露による肺腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 閉塞性肺疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (5)] 気管⽀喘息，慢性閉塞性肺疾患，びまん性汎細気管⽀炎，

閉塞性細気管⽀炎，副⿐腔気管⽀症候群
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺疾患・気道の狭窄症状と肺の過膨張を主徴候とする疾患p/o 1.. 気道の狭窄症状と肺の過膨張を主徴候とする疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道の狭窄症状と肺の過膨張を主徴候とする疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 閉塞性肺疾患・閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気道の狭窄症状と肺の過膨張を主徴候とする疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性肺疾患・閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺疾患・閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 閉塞性肺疾患・気道の狭窄症状と肺の過膨張を主徴候とする疾患[RH]
▼原因 <<閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 閉塞性肺疾患・喫煙[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺疾患・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性肺疾患・閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺疾患・閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 閉塞性肺疾患・気道の狭窄症状と肺の過膨張を主徴候とする疾患[RH]

▼結果 <<閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 閉塞性肺疾患・閉塞性肺障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺疾患・閉塞性肺障害p/o 1.. 閉塞性肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<閉塞性肺障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 閉塞性肺疾患・閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

閉塞性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺疾患・気道の狭窄症状と肺の過膨張を主徴候とする疾患p/o 1.. 気道の狭窄症状と肺の過膨張を主徴候とする疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道の狭窄症状と肺の過膨張を主徴候とする疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 閉塞性肺疾患・閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気道の狭窄症状と肺の過膨張を主徴候とする疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性肺疾患・閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺疾患・閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 閉塞性肺疾患・気道の狭窄症状と肺の過膨張を主徴候とする疾患[RH]
▼原因 <<閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 閉塞性肺疾患・喫煙[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺疾患・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性肺疾患・閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺疾患・閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 閉塞性肺疾患・気道の狭窄症状と肺の過膨張を主徴候とする疾患[RH]

▼結果 <<閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 閉塞性肺疾患・閉塞性肺障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺疾患・閉塞性肺障害p/o 1.. 閉塞性肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<閉塞性肺障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 閉塞性肺疾患・閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

閉塞性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⽀喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
[Sub Classes (11)] アトピー型喘息，運動誘発性喘息，アトピー咳嗽，

気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型，気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型，
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型，
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型，⾮アトピー型気管⽀喘息，
気管⽀喘息発作，咳喘息，難治性喘息

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 咳喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 難治性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼原因 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・Ｔｈ２サイトカイン増加[RH]
▼原因 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気道への好酸球浸潤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・Ｔｈ２サイトカイン増加p/o 1.. Ｔｈ２サイトカイン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Ｔｈ２サイトカイン増加状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道への好酸球浸潤p/o 1.. 気道への好酸球浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

気管⽀喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 咳喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 難治性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼原因 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・Ｔｈ２サイトカイン増加[RH]
▼原因 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気道への好酸球浸潤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・Ｔｈ２サイトカイン増加p/o 1.. Ｔｈ２サイトカイン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Ｔｈ２サイトカイン増加状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道への好酸球浸潤p/o 1.. 気道への好酸球浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

気管⽀喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
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[ ]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気道への好酸球浸潤状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・可逆性の気道収縮[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息・気道過敏性亢進[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・呼吸困難[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・気道からの粘液過分泌[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息・杯細胞増⽣[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息・気道壁の肥厚[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・気道上⽪細胞剥離[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息・気道リモデリング[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・可逆性の気道収縮p/o 1.. 可逆性の気道収縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<可逆性の気道収縮状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<可逆性の気道収縮状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・咳嗽[RH]
▼結果 <<可逆性の気道収縮状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・喘鳴[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・可逆性の気道収縮[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・喘鳴p/o 1.. 喘鳴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・可逆性の気道収縮[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道過敏性亢進p/o 1.. 気道過敏性亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道過敏性亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道からの粘液過分泌p/o 1.. 気道からの粘液過分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気道からの粘液過分泌状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・杯細胞増⽣p/o 1.. 杯細胞増⽣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<杯細胞増⽣状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道壁の肥厚p/o 1.. 気道壁の肥厚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道壁の肥厚状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道上⽪細胞剥離p/o 1.. 気道上⽪細胞剥離[RH]

[ ]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気道への好酸球浸潤状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・可逆性の気道収縮[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息・気道過敏性亢進[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・呼吸困難[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・気道からの粘液過分泌[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息・杯細胞増⽣[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息・気道壁の肥厚[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・気道上⽪細胞剥離[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息・気道リモデリング[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・可逆性の気道収縮p/o 1.. 可逆性の気道収縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<可逆性の気道収縮状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<可逆性の気道収縮状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・咳嗽[RH]
▼結果 <<可逆性の気道収縮状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息・喘鳴[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・可逆性の気道収縮[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・喘鳴p/o 1.. 喘鳴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・可逆性の気道収縮[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道過敏性亢進p/o 1.. 気道過敏性亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道過敏性亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道からの粘液過分泌p/o 1.. 気道からの粘液過分泌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気道からの粘液過分泌状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・杯細胞増⽣p/o 1.. 杯細胞増⽣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<杯細胞増⽣状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道壁の肥厚p/o 1.. 気道壁の肥厚[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道壁の肥厚状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道上⽪細胞剥離p/o 1.. 気道上⽪細胞剥離[RH]
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▼原因 <<気道壁の肥厚状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道上⽪細胞剥離p/o 1.. 気道上⽪細胞剥離[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道上⽪細胞剥離状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道リモデリングp/o 1.. 気道リモデリング[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道リモデリング状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<気道壁の肥厚状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道上⽪細胞剥離p/o 1.. 気道上⽪細胞剥離[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道上⽪細胞剥離状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息・気道リモデリングp/o 1.. 気道リモデリング[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道リモデリング状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] アトピー型喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息

[Sub Classes (4)] 外因性喘息，職業喘息，アスピリン喘息，⼩児喘息
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
アトピー型喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 外因性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼩児喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩児喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー型喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼原因 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アトピー型喘息・即時型アレルギー[RH]
▼原因 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アトピー型喘息・IgE抗体を産⽣しやすい素因がある[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・即時型アレルギーp/o 1.. 即時型アレルギー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<即時型アレルギー状態$異常状態%結果a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・IgE抗体を産⽣しやすい素因があるp/o 1.. IgE抗体を産⽣しやすい素因がある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<IgE抗体を産⽣しやすい素因がある状態$異常状態%結果

a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. アトピー型喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー型喘息・即時型アレルギー反応によって発症する喘息[RH]
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー型喘息・特異的IgE抗体の測定の陽性[RH]
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー型喘息・⾎清総IgE抗体の⾼値[RH]
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー型喘息・アレルギー疾患の家族歴[RH]
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アトピー型喘息・アレルギー疾患の既往歴[RH]
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー型喘息・１型アレルギー[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・即時型アレルギー反応によって発症する喘息p/o 1.. 即時型アレルギー反応によって発症する喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

アトピー型喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
アトピー型喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 外因性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼩児喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩児喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー型喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼原因 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アトピー型喘息・即時型アレルギー[RH]
▼原因 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アトピー型喘息・IgE抗体を産⽣しやすい素因がある[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・即時型アレルギーp/o 1.. 即時型アレルギー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<即時型アレルギー状態$異常状態%結果a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・IgE抗体を産⽣しやすい素因があるp/o 1.. IgE抗体を産⽣しやすい素因がある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<IgE抗体を産⽣しやすい素因がある状態$異常状態%結果

a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. アトピー型喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー型喘息・即時型アレルギー反応によって発症する喘息[RH]
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー型喘息・特異的IgE抗体の測定の陽性[RH]
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー型喘息・⾎清総IgE抗体の⾼値[RH]
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー型喘息・アレルギー疾患の家族歴[RH]
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アトピー型喘息・アレルギー疾患の既往歴[RH]
▼結果 <<アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー型喘息・１型アレルギー[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・即時型アレルギー反応によって発症する喘息p/o 1.. 即時型アレルギー反応によって発症する喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

アトピー型喘息 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 464 ]

a/o 1.. アトピー型喘息・１型アレルギー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・即時型アレルギー反応によって発症する喘息p/o 1.. 即時型アレルギー反応によって発症する喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<即時型アレルギー反応によって発症する喘息状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・特異的IgE抗体の測定の陽性p/o 1.. 特異的IgE抗体の測定の陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特異的IgE抗体の測定の陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・⾎清総IgE抗体の⾼値p/o 1.. ⾎清総IgE抗体の⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清総IgE抗体の⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・アレルギー疾患の家族歴p/o 1.. アレルギー疾患の家族歴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アレルギー疾患の家族歴状態$異常状態%原因
a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・アレルギー疾患の既往歴p/o 1.. アレルギー疾患の既往歴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アレルギー疾患の既往歴状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・１型アレルギーp/o 1.. １型アレルギー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<１型アレルギー状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. アトピー型喘息・１型アレルギー[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・即時型アレルギー反応によって発症する喘息p/o 1.. 即時型アレルギー反応によって発症する喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<即時型アレルギー反応によって発症する喘息状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・特異的IgE抗体の測定の陽性p/o 1.. 特異的IgE抗体の測定の陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特異的IgE抗体の測定の陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・⾎清総IgE抗体の⾼値p/o 1.. ⾎清総IgE抗体の⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清総IgE抗体の⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・アレルギー疾患の家族歴p/o 1.. アレルギー疾患の家族歴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アレルギー疾患の家族歴状態$異常状態%原因
a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・アレルギー疾患の既往歴p/o 1.. アレルギー疾患の既往歴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アレルギー疾患の既往歴状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー型喘息・１型アレルギーp/o 1.. １型アレルギー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<１型アレルギー状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー型喘息・アトピー型喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 外因性喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息 / アトピー型喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<アトピー型喘息$構成要素
外因性喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 外因性喘息・外因性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
外因性喘息・外因性喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 外因性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外因性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 外因性喘息・慢性の気道炎症[RH]

▼結果 <<外因性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 外因性喘息・アレルゲンに対するIgE抗体が証明できず即時型アレルギーではないメカニズムの炎症によって発症すると考えられる喘息[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
外因性喘息・アレルゲンに対するIgE抗体が証明できず即時型アレルギーではないメカニズムの炎症によって発症すると考えられる喘息p/o 1.. アレルゲンに対するIgE抗体が証明できず即時型アレルギーではないメカニズムの炎症によって発症すると考えられる喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アレルゲンに対するIgE抗体が証明できず即時型アレルギーではないメカニズムの炎症によって発症すると考えられる喘息状態$異常状態%原因a/o 1.. 外因性喘息・外因性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

外因性喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アトピー型喘息$構成要素
外因性喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 外因性喘息・外因性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
外因性喘息・外因性喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 外因性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外因性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 外因性喘息・慢性の気道炎症[RH]

▼結果 <<外因性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 外因性喘息・アレルゲンに対するIgE抗体が証明できず即時型アレルギーではないメカニズムの炎症によって発症すると考えられる喘息[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
外因性喘息・アレルゲンに対するIgE抗体が証明できず即時型アレルギーではないメカニズムの炎症によって発症すると考えられる喘息p/o 1.. アレルゲンに対するIgE抗体が証明できず即時型アレルギーではないメカニズムの炎症によって発症すると考えられる喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アレルゲンに対するIgE抗体が証明できず即時型アレルギーではないメカニズムの炎症によって発症すると考えられる喘息状態$異常状態%原因a/o 1.. 外因性喘息・外因性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

外因性喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 職業喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息 / アトピー型喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<アトピー型喘息$構成要素
職業喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業喘息・職業喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業喘息・職業喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 職業喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<職業喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 職業喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<職業喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 職業喘息・職業上取り扱う物質がアレルゲンとなって発症する喘息[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業喘息・職業上取り扱う物質がアレルゲンとなって発症する喘息p/o 1.. 職業上取り扱う物質がアレルゲンとなって発症する喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<職業上取り扱う物質がアレルゲンとなって発症する喘息状態$異常状態%原因a/o 1.. 職業喘息・職業喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

職業喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アトピー型喘息$構成要素
職業喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 職業喘息・職業喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業喘息・職業喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 職業喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<職業喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 職業喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<職業喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 職業喘息・職業上取り扱う物質がアレルゲンとなって発症する喘息[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
職業喘息・職業上取り扱う物質がアレルゲンとなって発症する喘息p/o 1.. 職業上取り扱う物質がアレルゲンとなって発症する喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<職業上取り扱う物質がアレルゲンとなって発症する喘息状態$異常状態%原因a/o 1.. 職業喘息・職業喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

職業喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アスピリン喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息 / アトピー型喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<アトピー型喘息$構成要素
アスピリン喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アスピリン喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼原因 <<アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. アスピリン喘息・鎮痛薬の刺激により肥満細胞などからロイコトリエンという気管⽀収縮物質が⼤量に⽣成される[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスピリン喘息・鎮痛薬の刺激により肥満細胞などからロイコトリエンという気管⽀収縮物質が⼤量に⽣成されるp/o 1.. 鎮痛薬の刺激により肥満細胞などからロイコトリエンという気管⽀収縮物質が⼤量に⽣成される[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<鎮痛薬の刺激により肥満細胞などからロイコトリエンという気管⽀収縮物質が⼤量に⽣成される状態$異常状態%結果
a/o 1.. アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アスピリン喘息・慢性の気道炎症[RH]

▼結果 <<アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アスピリン喘息・酸性⾮ステロイド性  消炎鎮痛剤(:NSAID)により  誘発される喘息  消炎鎮痛剤(NSAID)により  誘発される喘息[RH]

▼結果 <<アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アスピリン喘息・⿐茸[RH]

▼結果 <<アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アスピリン喘息・慢性副⿐腔炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスピリン喘息・酸性⾮ステロイド性  消炎鎮痛剤(:NSAID)により  誘発される喘息  消炎鎮痛剤(NSAID)により  誘発される喘息p/o 1.. 酸性⾮ステロイド性  消炎鎮痛剤(:NSAID)により  誘発される喘息  消炎鎮痛剤(NSAID)により  誘発される喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因 <<
a/o 1.. アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスピリン喘息・⿐茸p/o 1.. ⿐茸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿐茸状態$異常状態%原因
a/o 1.. アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスピリン喘息・慢性副⿐腔炎p/o 1.. 慢性副⿐腔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性副⿐腔炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

アスピリン喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アトピー型喘息$構成要素
アスピリン喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アスピリン喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼原因 <<アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. アスピリン喘息・鎮痛薬の刺激により肥満細胞などからロイコトリエンという気管⽀収縮物質が⼤量に⽣成される[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスピリン喘息・鎮痛薬の刺激により肥満細胞などからロイコトリエンという気管⽀収縮物質が⼤量に⽣成されるp/o 1.. 鎮痛薬の刺激により肥満細胞などからロイコトリエンという気管⽀収縮物質が⼤量に⽣成される[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<鎮痛薬の刺激により肥満細胞などからロイコトリエンという気管⽀収縮物質が⼤量に⽣成される状態$異常状態%結果
a/o 1.. アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アスピリン喘息・慢性の気道炎症[RH]

▼結果 <<アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アスピリン喘息・酸性⾮ステロイド性  消炎鎮痛剤(:NSAID)により  誘発される喘息  消炎鎮痛剤(NSAID)により  誘発される喘息[RH]

▼結果 <<アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アスピリン喘息・⿐茸[RH]

▼結果 <<アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アスピリン喘息・慢性副⿐腔炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスピリン喘息・酸性⾮ステロイド性  消炎鎮痛剤(:NSAID)により  誘発される喘息  消炎鎮痛剤(NSAID)により  誘発される喘息p/o 1.. 酸性⾮ステロイド性  消炎鎮痛剤(:NSAID)により  誘発される喘息  消炎鎮痛剤(NSAID)により  誘発される喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

原因 <<
a/o 1.. アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスピリン喘息・⿐茸p/o 1.. ⿐茸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿐茸状態$異常状態%原因
a/o 1.. アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アスピリン喘息・慢性副⿐腔炎p/o 1.. 慢性副⿐腔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性副⿐腔炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. アスピリン喘息・アスピリン喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

アスピリン喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩児喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息 / アトピー型喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<アトピー型喘息$構成要素
⼩児喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼩児喘息・⼩児喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼩児喘息・⼩児喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩児喘息・⼩児喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⼩児喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼩児喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⼩児喘息・慢性の気道炎症[RH]

▼原因 <<⼩児喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⼩児喘息・アレルギー反応に由来する慢性気道炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩児喘息・アレルギー反応に由来する慢性気道炎症p/o 1.. アレルギー反応に由来する慢性気道炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アレルギー反応に由来する慢性気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩児喘息・⼩児喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩児喘息・⼩児喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼩児喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩児喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⼩児喘息・慢性の気道炎症[RH]

▼結果 <<⼩児喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⼩児喘息・⼩児期に発症した慢性炎症による気道過敏性の伴う可逆性の気道狭窄病変と気道リモデリングによる⾮可逆性の組織病変をもつ疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩児喘息・⼩児期に発症した慢性炎症による気道過敏性の伴う可逆性の気道狭窄病変と気道リモデリングによる⾮可逆性の組織病変をもつ疾患p/o 1.. ⼩児期に発症した慢性炎症による気道過敏性の伴う可逆性の気道狭窄病変と気道リモデリングによる⾮可逆性の組織病変をもつ疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩児期に発症した慢性炎症による気道過敏性の伴う可逆性の気道狭窄病変と気道リモデリングによる⾮可逆性の組織病変をもつ疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼩児喘息・⼩児喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

⼩児喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アトピー型喘息$構成要素
⼩児喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼩児喘息・⼩児喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼩児喘息・⼩児喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩児喘息・⼩児喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⼩児喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼩児喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⼩児喘息・慢性の気道炎症[RH]

▼原因 <<⼩児喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⼩児喘息・アレルギー反応に由来する慢性気道炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩児喘息・アレルギー反応に由来する慢性気道炎症p/o 1.. アレルギー反応に由来する慢性気道炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アレルギー反応に由来する慢性気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩児喘息・⼩児喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩児喘息・⼩児喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼩児喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩児喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⼩児喘息・慢性の気道炎症[RH]

▼結果 <<⼩児喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⼩児喘息・⼩児期に発症した慢性炎症による気道過敏性の伴う可逆性の気道狭窄病変と気道リモデリングによる⾮可逆性の組織病変をもつ疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩児喘息・⼩児期に発症した慢性炎症による気道過敏性の伴う可逆性の気道狭窄病変と気道リモデリングによる⾮可逆性の組織病変をもつ疾患p/o 1.. ⼩児期に発症した慢性炎症による気道過敏性の伴う可逆性の気道狭窄病変と気道リモデリングによる⾮可逆性の組織病変をもつ疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩児期に発症した慢性炎症による気道過敏性の伴う可逆性の気道狭窄病変と気道リモデリングによる⾮可逆性の組織病変をもつ疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼩児喘息・⼩児喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

⼩児喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 運動誘発性喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
運動誘発性喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 運動誘発性喘息・運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 運動誘発性喘息・運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
運動誘発性喘息・運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 運動誘発性喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼原因 <<運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 運動誘発性喘息・運動することで呼吸が多くなり気管の温度が下がったり⽔分が失われたりするため[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
運動誘発性喘息・運動することで呼吸が多くなり気管の温度が下がったり⽔分が失われたりするためp/o 1.. 運動することで呼吸が多くなり気管の温度が下がったり⽔分が失われたりするため[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<運動することで呼吸が多くなり気管の温度が下がったり⽔分が失われたりするため状態$異常状態%結果

a/o 1.. 運動誘発性喘息・運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
運動誘発性喘息・運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 運動誘発性喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 運動誘発性喘息・喘息患者において６－８分間運動を⾏った後に１０－１５％以上の⼀秒量の低下を認める病態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
運動誘発性喘息・喘息患者において６－８分間運動を⾏った後に１０－１５％以上の⼀秒量の低下を認める病態p/o 1.. 喘息患者において６－８分間運動を⾏った後に１０－１５％以上の⼀秒量の低下を認める病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息患者において６－８分間運動を⾏った後に１０－１５％以上の⼀秒量の低下を認める病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 運動誘発性喘息・運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

運動誘発性喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
運動誘発性喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 運動誘発性喘息・運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 運動誘発性喘息・運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
運動誘発性喘息・運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 運動誘発性喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼原因 <<運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 運動誘発性喘息・運動することで呼吸が多くなり気管の温度が下がったり⽔分が失われたりするため[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
運動誘発性喘息・運動することで呼吸が多くなり気管の温度が下がったり⽔分が失われたりするためp/o 1.. 運動することで呼吸が多くなり気管の温度が下がったり⽔分が失われたりするため[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<運動することで呼吸が多くなり気管の温度が下がったり⽔分が失われたりするため状態$異常状態%結果

a/o 1.. 運動誘発性喘息・運動誘発性喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
運動誘発性喘息・運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 運動誘発性喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 運動誘発性喘息・喘息患者において６－８分間運動を⾏った後に１０－１５％以上の⼀秒量の低下を認める病態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
運動誘発性喘息・喘息患者において６－８分間運動を⾏った後に１０－１５％以上の⼀秒量の低下を認める病態p/o 1.. 喘息患者において６－８分間運動を⾏った後に１０－１５％以上の⼀秒量の低下を認める病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息患者において６－８分間運動を⾏った後に１０－１５％以上の⼀秒量の低下を認める病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 運動誘発性喘息・運動誘発性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

運動誘発性喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アトピー咳嗽
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
アトピー咳嗽・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アトピー咳嗽・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・中枢気道に限局した好酸球性気道炎症[RH]
▼結果 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・咳感受性亢進[RH]
▼結果 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・気道過敏性正常[RH]
▼結果 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・気管⽀拡張薬が無効な慢性咳嗽[RH]
▼結果 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・ヒスタミンＨ１受容体拮抗薬が有効な慢性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・中枢気道に限局した好酸球性気道炎症p/o 1.. 中枢気道に限局した好酸球性気道炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢気道に限局した好酸球性気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・咳感受性亢進p/o 1.. 咳感受性亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳感受性亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・気道過敏性正常p/o 1.. 気道過敏性正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道過敏性正常状態$異常状態%原因

a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・気管⽀拡張薬が無効な慢性咳嗽p/o 1.. 気管⽀拡張薬が無効な慢性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀拡張薬が無効な慢性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・ヒスタミンＨ１受容体拮抗薬が有効な慢性咳嗽p/o 1.. ヒスタミンＨ１受容体拮抗薬が有効な慢性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヒスタミンＨ１受容体拮抗薬が有効な慢性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

アトピー咳嗽 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
アトピー咳嗽・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アトピー咳嗽・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・中枢気道に限局した好酸球性気道炎症[RH]
▼結果 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・咳感受性亢進[RH]
▼結果 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・気道過敏性正常[RH]
▼結果 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・気管⽀拡張薬が無効な慢性咳嗽[RH]
▼結果 <<アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アトピー咳嗽・ヒスタミンＨ１受容体拮抗薬が有効な慢性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・中枢気道に限局した好酸球性気道炎症p/o 1.. 中枢気道に限局した好酸球性気道炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢気道に限局した好酸球性気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・咳感受性亢進p/o 1.. 咳感受性亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳感受性亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・気道過敏性正常p/o 1.. 気道過敏性正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道過敏性正常状態$異常状態%原因

a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・気管⽀拡張薬が無効な慢性咳嗽p/o 1.. 気管⽀拡張薬が無効な慢性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀拡張薬が無効な慢性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アトピー咳嗽・ヒスタミンＨ１受容体拮抗薬が有効な慢性咳嗽p/o 1.. ヒスタミンＨ１受容体拮抗薬が有効な慢性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヒスタミンＨ１受容体拮抗薬が有効な慢性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]

アトピー咳嗽 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]a/o 1.. アトピー咳嗽・アトピー咳嗽・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・喘息症状が週１回未満[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・夜間症状は⽉に１－２回[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・ピークフローが平常時の８０％以上保たれる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・喘息症状が週１回未満p/o 1.. 喘息症状が週１回未満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息症状が週１回未満状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・夜間症状は⽉に１－２回p/o 1.. 夜間症状は⽉に１－２回[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<夜間症状は⽉に１－２回状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・ピークフローが平常時の８０％以上保たれるp/o 1.. ピークフローが平常時の８０％以上保たれる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピークフローが平常時の８０％以上保たれる状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・喘息症状が週１回未満[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・夜間症状は⽉に１－２回[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・ピークフローが平常時の８０％以上保たれる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・喘息症状が週１回未満p/o 1.. 喘息症状が週１回未満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息症状が週１回未満状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・夜間症状は⽉に１－２回p/o 1.. 夜間症状は⽉に１－２回[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<夜間症状は⽉に１－２回状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・ピークフローが平常時の８０％以上保たれるp/o 1.. ピークフローが平常時の８０％以上保たれる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピークフローが平常時の８０％以上保たれる状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀喘息　ステップ１　軽症間⽋型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・症状は週に１回以上[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・夜間症状が⽉に２回以上ある[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・ピークフローが平常時の８０％以上保たれる[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・ピークフローの変動が２０〜３０％ある[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・症状は週に１回以上p/o 1.. 症状は週に１回以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<症状は週に１回以上状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・夜間症状が⽉に２回以上あるp/o 1.. 夜間症状が⽉に２回以上ある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<夜間症状が⽉に２回以上ある状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・ピークフローが平常時の８０％以上保たれるp/o 1.. ピークフローが平常時の８０％以上保たれる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピークフローが平常時の８０％以上保たれる状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・ピークフローの変動が２０〜３０％あるp/o 1.. ピークフローの変動が２０〜３０％ある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピークフローの変動が２０〜３０％ある状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・症状は週に１回以上[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・夜間症状が⽉に２回以上ある[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・ピークフローが平常時の８０％以上保たれる[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・ピークフローの変動が２０〜３０％ある[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・症状は週に１回以上p/o 1.. 症状は週に１回以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<症状は週に１回以上状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・夜間症状が⽉に２回以上あるp/o 1.. 夜間症状が⽉に２回以上ある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<夜間症状が⽉に２回以上ある状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・ピークフローが平常時の８０％以上保たれるp/o 1.. ピークフローが平常時の８０％以上保たれる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピークフローが平常時の８０％以上保たれる状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・ピークフローの変動が２０〜３０％あるp/o 1.. ピークフローの変動が２０〜３０％ある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピークフローの変動が２０〜３０％ある状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀喘息　ステップ２　軽症持続型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・慢性の気道炎症[RH]

▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・喘息症状は毎⽇ある[RH]

▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・夜間症状は週に１回以上[RH]

▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・ピークフローが平常時の６０－８０％に低下する[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・ピークフローの変動が３０％以上ある[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・喘息症状は毎⽇あるp/o 1.. 喘息症状は毎⽇ある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喘息症状は毎⽇ある状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・夜間症状は週に１回以上p/o 1.. 夜間症状は週に１回以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<夜間症状は週に１回以上状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・ピークフローが平常時の６０－８０％に低下するp/o 1.. ピークフローが平常時の６０－８０％に低下する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピークフローが平常時の６０－８０％に低下する状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・ピークフローの変動が３０％以上あるp/o 1.. ピークフローの変動が３０％以上ある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピークフローの変動が３０％以上ある状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・慢性の気道炎症[RH]

▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・喘息症状は毎⽇ある[RH]

▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・夜間症状は週に１回以上[RH]

▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・ピークフローが平常時の６０－８０％に低下する[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・ピークフローの変動が３０％以上ある[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・喘息症状は毎⽇あるp/o 1.. 喘息症状は毎⽇ある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喘息症状は毎⽇ある状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・夜間症状は週に１回以上p/o 1.. 夜間症状は週に１回以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<夜間症状は週に１回以上状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・ピークフローが平常時の６０－８０％に低下するp/o 1.. ピークフローが平常時の６０－８０％に低下する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピークフローが平常時の６０－８０％に低下する状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・ピークフローの変動が３０％以上あるp/o 1.. ピークフローの変動が３０％以上ある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピークフローの変動が３０％以上ある状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀喘息　ステップ３　中等症持続型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・喘息症状は毎⽇ある[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・夜間症状をしばしば認める[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・ピークフローの変動が３０％以上ある[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・ピークフローが平常時の６０％未満[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・喘息症状は毎⽇あるp/o 1.. 喘息症状は毎⽇ある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息症状は毎⽇ある状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・夜間症状をしばしば認めるp/o 1.. 夜間症状をしばしば認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<夜間症状をしばしば認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・ピークフローの変動が３０％以上あるp/o 1.. ピークフローの変動が３０％以上ある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピークフローの変動が３０％以上ある状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・ピークフローが平常時の６０％未満p/o 1.. ピークフローが平常時の６０％未満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピークフローが平常時の６０％未満状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・喘息症状は毎⽇ある[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・夜間症状をしばしば認める[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・ピークフローの変動が３０％以上ある[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・ピークフローが平常時の６０％未満[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・喘息症状は毎⽇あるp/o 1.. 喘息症状は毎⽇ある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息症状は毎⽇ある状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・夜間症状をしばしば認めるp/o 1.. 夜間症状をしばしば認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<夜間症状をしばしば認める状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・ピークフローの変動が３０％以上あるp/o 1.. ピークフローの変動が３０％以上ある[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピークフローの変動が３０％以上ある状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・ピークフローが平常時の６０％未満p/o 1.. ピークフローが平常時の６０％未満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ピークフローが平常時の６０％未満状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀喘息　ステップ４　重症持続型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾮アトピー型気管⽀喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息

[Sub Classes (1)] 感染型気管⽀喘息
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・慢性の気道炎症[RH]

▼原因 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・気道感染症[RH]

▼原因 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⼤気汚染物質[RH]

▼原因 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・職業性感作物質[RH]

▼原因 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・薬物、⾷品添加物[RH]

▼原因 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・運動[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・気道感染症p/o 1.. 気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気道感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・⼤気汚染物質p/o 1.. ⼤気汚染物質[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼤気汚染物質状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・職業性感作物質p/o 1.. 職業性感作物質[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<職業性感作物質状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・薬物、⾷品添加物p/o 1.. 薬物、⾷品添加物[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬物、⾷品添加物状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・運動p/o 1.. 運動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<運動状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・慢性の気道炎症[RH]

▼結果 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・IgEの上昇を伴わない、アレルギー反応の関与がはっきりしない気管⽀喘息[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・IgEの上昇を伴わない、アレルギー反応の関与がはっきりしない気管⽀喘息p/o 1.. IgEの上昇を伴わない、アレルギー反応の関与がはっきりしない気管⽀喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IgEの上昇を伴わない、アレルギー反応の関与がはっきりしない気管⽀喘息状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

⾮アトピー型気管⽀喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・慢性の気道炎症[RH]

▼原因 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・気道感染症[RH]

▼原因 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⼤気汚染物質[RH]

▼原因 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・職業性感作物質[RH]

▼原因 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・薬物、⾷品添加物[RH]

▼原因 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・運動[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・気道感染症p/o 1.. 気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気道感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・⼤気汚染物質p/o 1.. ⼤気汚染物質[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼤気汚染物質状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・職業性感作物質p/o 1.. 職業性感作物質[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<職業性感作物質状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・薬物、⾷品添加物p/o 1.. 薬物、⾷品添加物[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬物、⾷品添加物状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・運動p/o 1.. 運動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<運動状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・慢性の気道炎症[RH]

▼結果 <<⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・IgEの上昇を伴わない、アレルギー反応の関与がはっきりしない気管⽀喘息[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮アトピー型気管⽀喘息・IgEの上昇を伴わない、アレルギー反応の関与がはっきりしない気管⽀喘息p/o 1.. IgEの上昇を伴わない、アレルギー反応の関与がはっきりしない気管⽀喘息[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IgEの上昇を伴わない、アレルギー反応の関与がはっきりしない気管⽀喘息状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

⾮アトピー型気管⽀喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
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連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IgEの上昇を伴わない、アレルギー反応の関与がはっきりしない気管⽀喘息状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IgEの上昇を伴わない、アレルギー反応の関与がはっきりしない気管⽀喘息状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾮アトピー型気管⽀喘息・⾮アトピー型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 感染型気管⽀喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息 / ⾮アトピー型気管⽀喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾮アトピー型気管⽀喘息$構成要素
感染型気管⽀喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 感染型気管⽀喘息・感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染型気管⽀喘息・感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 感染型気管⽀喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 感染型気管⽀喘息・感染を契機に発症する気管⽀喘息、アレルギー反応の関与がはっきりしないもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染型気管⽀喘息・感染を契機に発症する気管⽀喘息、アレルギー反応の関与がはっきりしないものp/o 1.. 感染を契機に発症する気管⽀喘息、アレルギー反応の関与がはっきりしないもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染を契機に発症する気管⽀喘息、アレルギー反応の関与がはっきりしないもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 感染型気管⽀喘息・感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

感染型気管⽀喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾮アトピー型気管⽀喘息$構成要素
感染型気管⽀喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 感染型気管⽀喘息・感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染型気管⽀喘息・感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 感染型気管⽀喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 感染型気管⽀喘息・感染を契機に発症する気管⽀喘息、アレルギー反応の関与がはっきりしないもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染型気管⽀喘息・感染を契機に発症する気管⽀喘息、アレルギー反応の関与がはっきりしないものp/o 1.. 感染を契機に発症する気管⽀喘息、アレルギー反応の関与がはっきりしないもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染を契機に発症する気管⽀喘息、アレルギー反応の関与がはっきりしないもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 感染型気管⽀喘息・感染型気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

感染型気管⽀喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⽀喘息発作
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息

[Sub Classes (4)] 喘息症状（急性増悪）　軽度，喘息症状（急性増悪）中等度，
喘息症状（急性増悪）　⾼度，喘息症状（急性増悪）　重篤症状

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
気管⽀喘息発作・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀喘息発作・慢性の気道炎症[RH]

▼原因 <<気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀喘息発作・気道感染症[RH]
▼原因 <<気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀喘息発作・ストレス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息発作・気道感染症p/o 1.. 気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気道感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息発作・ストレスp/o 1.. ストレス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ストレス状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀喘息発作・慢性の気道炎症[RH]

▼結果 <<気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息発作・種々の原因で気管⽀喘息症状が誘発され、呼吸困難になった状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息発作・種々の原因で気管⽀喘息症状が誘発され、呼吸困難になった状態p/o 1.. 種々の原因で気管⽀喘息症状が誘発され、呼吸困難になった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<種々の原因で気管⽀喘息症状が誘発され、呼吸困難になった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<種々の原因で気管⽀喘息症状が誘発され、呼吸困難になった状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息発作・過労[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息発作・過労p/o 1.. 過労[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<過労状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息発作・種々の原因で気管⽀喘息症状が誘発され、呼吸困難になった状態[RH]

気管⽀喘息発作 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
気管⽀喘息発作・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀喘息発作・慢性の気道炎症[RH]

▼原因 <<気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀喘息発作・気道感染症[RH]
▼原因 <<気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀喘息発作・ストレス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息発作・気道感染症p/o 1.. 気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気道感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息発作・ストレスp/o 1.. ストレス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ストレス状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀喘息発作・慢性の気道炎症[RH]

▼結果 <<気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀喘息発作・種々の原因で気管⽀喘息症状が誘発され、呼吸困難になった状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息発作・種々の原因で気管⽀喘息症状が誘発され、呼吸困難になった状態p/o 1.. 種々の原因で気管⽀喘息症状が誘発され、呼吸困難になった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<種々の原因で気管⽀喘息症状が誘発され、呼吸困難になった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀喘息発作・気管⽀喘息発作・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<種々の原因で気管⽀喘息症状が誘発され、呼吸困難になった状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀喘息発作・過労[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀喘息発作・過労p/o 1.. 過労[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<過労状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀喘息発作・種々の原因で気管⽀喘息症状が誘発され、呼吸困難になった状態[RH]

気管⽀喘息発作 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 喘息症状（急性増悪）　軽度
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息 / 気管⽀喘息発作

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　軽度・苦しいが横になれる程度の呼吸困難p/o 1.. 苦しいが横になれる程度の呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<苦しいが横になれる程度の呼吸困難状態$異常状態%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　軽度・喘息症状（急性増悪）　軽度・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　軽度・喘息症状（急性増悪）　軽度・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　軽度・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息症状（急性増悪）　軽度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　軽度・苦しいが横になれる程度の呼吸困難[RH]
▼結果 <<喘息症状（急性増悪）　軽度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　軽度・ピークフローが平常時の７０－８０％に低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　軽度・ピークフローが平常時の７０－８０％に低下p/o 1.. ピークフローが平常時の７０－８０％に低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピークフローが平常時の７０－８０％に低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　軽度・喘息症状（急性増悪）　軽度・暫定連鎖(結果)[RH]

喘息症状（急性増悪）　軽度 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　軽度・苦しいが横になれる程度の呼吸困難p/o 1.. 苦しいが横になれる程度の呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<苦しいが横になれる程度の呼吸困難状態$異常状態%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　軽度・喘息症状（急性増悪）　軽度・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　軽度・喘息症状（急性増悪）　軽度・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　軽度・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息症状（急性増悪）　軽度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　軽度・苦しいが横になれる程度の呼吸困難[RH]
▼結果 <<喘息症状（急性増悪）　軽度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　軽度・ピークフローが平常時の７０－８０％に低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　軽度・ピークフローが平常時の７０－８０％に低下p/o 1.. ピークフローが平常時の７０－８０％に低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピークフローが平常時の７０－８０％に低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　軽度・喘息症状（急性増悪）　軽度・暫定連鎖(結果)[RH]

喘息症状（急性増悪）　軽度 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 喘息症状（急性増悪）中等度
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息 / 気管⽀喘息発作

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）中等度・呼吸困難がひどく苦しくて横になれないp/o 1.. 呼吸困難がひどく苦しくて横になれない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難がひどく苦しくて横になれない状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<呼吸困難がひどく苦しくて横になれない状態$異常状態%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・呼吸困難がひどく苦しくて横になれない[RH]
▼原因 <<喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）中等度・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたすp/o 1.. 気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・呼吸困難がひどく苦しくて横になれない[RH]
▼結果 <<喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・ピークフローが平常時の５０－７０％に低下[RH]
▼結果 <<喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以上[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）中等度・ピークフローが平常時の５０－７０％に低下p/o 1.. ピークフローが平常時の５０－７０％に低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピークフローが平常時の５０－７０％に低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）中等度・ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以上p/o 1.. ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以上状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)[RH]

喘息症状（急性増悪）中等度 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）中等度・呼吸困難がひどく苦しくて横になれないp/o 1.. 呼吸困難がひどく苦しくて横になれない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難がひどく苦しくて横になれない状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<呼吸困難がひどく苦しくて横になれない状態$異常状態%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・呼吸困難がひどく苦しくて横になれない[RH]
▼原因 <<喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）中等度・気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたすp/o 1.. 気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管や主気管⽀などの中枢気道の内宮⽀持⼒が低下することにより可逆性の気道狭窄をきたす状態$異常状態%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・呼吸困難がひどく苦しくて横になれない[RH]
▼結果 <<喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・ピークフローが平常時の５０－７０％に低下[RH]
▼結果 <<喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以上[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）中等度・ピークフローが平常時の５０－７０％に低下p/o 1.. ピークフローが平常時の５０－７０％に低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピークフローが平常時の５０－７０％に低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）中等度・ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以上p/o 1.. ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以上状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）中等度・喘息症状（急性増悪）中等度・暫定連鎖(結果)[RH]

喘息症状（急性増悪）中等度 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 喘息症状（急性増悪）　⾼度
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息 / 気管⽀喘息発作

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　⾼度・苦しくて動けないほどの呼吸困難p/o 1.. 苦しくて動けないほどの呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<苦しくて動けないほどの呼吸困難状態$異常状態%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　⾼度・喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・苦しくて動けないほどの呼吸困難[RH]
▼結果 <<喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・ピークフローが平常時の５０％以下に低下[RH]
▼結果 <<喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　⾼度・ピークフローが平常時の５０％以下に低下p/o 1.. ピークフローが平常時の５０％以下に低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピークフローが平常時の５０％以下に低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　⾼度・ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下p/o 1.. ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)[RH]

喘息症状（急性増悪）　⾼度 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　⾼度・苦しくて動けないほどの呼吸困難p/o 1.. 苦しくて動けないほどの呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<苦しくて動けないほどの呼吸困難状態$異常状態%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　⾼度・喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・苦しくて動けないほどの呼吸困難[RH]
▼結果 <<喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・ピークフローが平常時の５０％以下に低下[RH]
▼結果 <<喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　⾼度・ピークフローが平常時の５０％以下に低下p/o 1.. ピークフローが平常時の５０％以下に低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピークフローが平常時の５０％以下に低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　⾼度・ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下p/o 1.. ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　⾼度・喘息症状（急性増悪）　⾼度・暫定連鎖(結果)[RH]

喘息症状（急性増悪）　⾼度 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 喘息症状（急性増悪）　重篤症状
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息 / 気管⽀喘息発作

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　重篤症状・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

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

a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　重篤症状・喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・チアノーゼ[RH]

▼結果 <<喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・呼吸困難に伴う意識障害[RH]

▼結果 <<喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　重篤症状・呼吸困難に伴う意識障害p/o 1.. 呼吸困難に伴う意識障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難に伴う意識障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　重篤症状・ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下p/o 1.. ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)[RH]

喘息症状（急性増悪）　重篤症状 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　重篤症状・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

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

a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　重篤症状・喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・チアノーゼ[RH]

▼結果 <<喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・呼吸困難に伴う意識障害[RH]

▼結果 <<喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　重篤症状・呼吸困難に伴う意識障害p/o 1.. 呼吸困難に伴う意識障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難に伴う意識障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
喘息症状（急性増悪）　重篤症状・ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下p/o 1.. ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＰａＯ２が６０Ｔｒｒ以下に低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 喘息症状（急性増悪）　重篤症状・喘息症状（急性増悪）　重篤症状・暫定連鎖(結果)[RH]

喘息症状（急性増悪）　重篤症状 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 咳喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
咳喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳喘息・咳喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
咳喘息・咳喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 咳喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 咳喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<咳喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 咳喘息・気管⽀拡張薬が有効な慢性咳嗽[RH]
▼結果 <<咳喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 咳喘息・マイコプラズマによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
咳喘息・気管⽀拡張薬が有効な慢性咳嗽p/o 1.. 気管⽀拡張薬が有効な慢性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀拡張薬が有効な慢性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 咳喘息・咳喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
咳喘息・マイコプラズマによる肺炎p/o 1.. マイコプラズマによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 咳喘息・咳喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳喘息・乾性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
咳喘息・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 咳喘息・マイコプラズマによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
咳喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<気管⽀喘息$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 咳喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 咳喘息・気道過敏性亢進[RH]

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
咳喘息・気道過敏性亢進p/o 1.. 気道過敏性亢進[RH]

連鎖種別 <<気管⽀喘息$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気道過敏性亢進状態$異常状態%原因
a/o 1.. 咳喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

咳喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
咳喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳喘息・咳喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
咳喘息・咳喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 咳喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 咳喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<咳喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 咳喘息・気管⽀拡張薬が有効な慢性咳嗽[RH]
▼結果 <<咳喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 咳喘息・マイコプラズマによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
咳喘息・気管⽀拡張薬が有効な慢性咳嗽p/o 1.. 気管⽀拡張薬が有効な慢性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀拡張薬が有効な慢性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 咳喘息・咳喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
咳喘息・マイコプラズマによる肺炎p/o 1.. マイコプラズマによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 咳喘息・咳喘息・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳喘息・乾性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
咳喘息・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 咳喘息・マイコプラズマによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
咳喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<気管⽀喘息$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 咳喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 咳喘息・気道過敏性亢進[RH]

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
咳喘息・気道過敏性亢進p/o 1.. 気道過敏性亢進[RH]

連鎖種別 <<気管⽀喘息$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気道過敏性亢進状態$異常状態%原因
a/o 1.. 咳喘息・気管⽀喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

咳喘息 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 485 ]



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 486 ]

[Class Name] 難治性喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 気管⽀喘息

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
難治性喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 難治性喘息・難治性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
難治性喘息・難治性喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 難治性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<難治性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 難治性喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<難治性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 難治性喘息・喘息症状を最⼩限にするために吸⼊ステロイド薬の最⼤量吸⼊と経⼝ステロイド薬（プレドニゾロン換算10mg以上）を１年以上の⻑期にわたり維持量として使⽤することが必要な患者[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
難治性喘息・喘息症状を最⼩限にするために吸⼊ステロイド薬の最⼤量吸⼊と経⼝ステロイド薬（プレドニゾロン換算10mg以上）を１年以上の⻑期にわたり維持量として使⽤することが必要な患者p/o 1.. 喘息症状を最⼩限にするために吸⼊ステロイド薬の最⼤量吸⼊と経⼝ステロイド薬（プレドニゾロン換算10mg以上）を１年以上の⻑期にわたり維持量として使⽤することが必要な患者[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息症状を最⼩限にするために吸⼊ステロイド薬の最⼤量吸⼊と経⼝ステロイド薬（プレドニゾロン換算10mg以上）を１年以上の⻑期にわたり維持量として使⽤することが必要な患者状態$異常状態%原因a/o 1.. 難治性喘息・難治性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

難治性喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀喘息$構成要素
難治性喘息・慢性の気道炎症p/o 1.. 慢性の気道炎症[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性の気道炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 難治性喘息・難治性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
難治性喘息・難治性喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 難治性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<難治性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 難治性喘息・慢性の気道炎症[RH]
▼結果 <<難治性喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 難治性喘息・喘息症状を最⼩限にするために吸⼊ステロイド薬の最⼤量吸⼊と経⼝ステロイド薬（プレドニゾロン換算10mg以上）を１年以上の⻑期にわたり維持量として使⽤することが必要な患者[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
難治性喘息・喘息症状を最⼩限にするために吸⼊ステロイド薬の最⼤量吸⼊と経⼝ステロイド薬（プレドニゾロン換算10mg以上）を１年以上の⻑期にわたり維持量として使⽤することが必要な患者p/o 1.. 喘息症状を最⼩限にするために吸⼊ステロイド薬の最⼤量吸⼊と経⼝ステロイド薬（プレドニゾロン換算10mg以上）を１年以上の⻑期にわたり維持量として使⽤することが必要な患者[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息症状を最⼩限にするために吸⼊ステロイド薬の最⼤量吸⼊と経⼝ステロイド薬（プレドニゾロン換算10mg以上）を１年以上の⻑期にわたり維持量として使⽤することが必要な患者状態$異常状態%原因a/o 1.. 難治性喘息・難治性喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

難治性喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性閉塞性肺疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
[Sub Classes (8)] 慢性閉塞性肺疾患　０期，慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期，

慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期，慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期，
慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期，肺気腫，慢性気管⽀炎，末梢気道疾患

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果

a/o 0.. 慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・タバコの煙[RH]
▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・⼤気汚染[RH]
▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・タバコの煙p/o 1.. タバコの煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・⼤気汚染p/o 1.. ⼤気汚染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼤気汚染状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・遺伝⼦p/o 1.. 遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<遺伝⼦状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・持続的な炎症により末梢気道の線維性狭窄病変や肺胞の気腫病変が形成され、複合的に作⽤して進⾏性の気流閉塞がもたらされる[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・中枢気道の気道粘液の産⽣、分泌亢進[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・喀痰増加[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・末梢気道平滑筋肥厚及び線維化[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・杯細胞や気管⽀腺の増⽣、肥⼤[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・末梢気道内腔の粘液塞栓[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・末梢気道上⽪での杯細胞異形成[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・末梢気道壁における炎症細胞浸潤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・持続的な炎症により末梢気道の線維性狭窄病変や肺胞の気腫病変が形成され、複合的に作⽤して進⾏性の気流閉塞がもたらされるp/o 1.. 持続的な炎症により末梢気道の線維性狭窄病変や肺胞の気腫病変が形成され、複合的に作⽤して進⾏性の気流閉塞がもたらされる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<持続的な炎症により末梢気道の線維性狭窄病変や肺胞の気腫病変が形成され、複合的に作⽤して進⾏性の気流閉塞がもたらされる状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・中枢気道の気道粘液の産⽣、分泌亢進p/o 1.. 中枢気道の気道粘液の産⽣、分泌亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢気道の気道粘液の産⽣、分泌亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<中枢気道の気道粘液の産⽣、分泌亢進状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・湿性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・中枢気道の気道粘液の産⽣、分泌亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・末梢気道平滑筋肥厚及び線維化p/o 1.. 末梢気道平滑筋肥厚及び線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢気道平滑筋肥厚及び線維化状態$異常状態%原因

慢性閉塞性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果

a/o 0.. 慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・タバコの煙[RH]
▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・⼤気汚染[RH]
▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・タバコの煙p/o 1.. タバコの煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・⼤気汚染p/o 1.. ⼤気汚染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼤気汚染状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・遺伝⼦p/o 1.. 遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<遺伝⼦状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・持続的な炎症により末梢気道の線維性狭窄病変や肺胞の気腫病変が形成され、複合的に作⽤して進⾏性の気流閉塞がもたらされる[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・中枢気道の気道粘液の産⽣、分泌亢進[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・喀痰増加[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・末梢気道平滑筋肥厚及び線維化[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・杯細胞や気管⽀腺の増⽣、肥⼤[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・末梢気道内腔の粘液塞栓[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・末梢気道上⽪での杯細胞異形成[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・末梢気道壁における炎症細胞浸潤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・持続的な炎症により末梢気道の線維性狭窄病変や肺胞の気腫病変が形成され、複合的に作⽤して進⾏性の気流閉塞がもたらされるp/o 1.. 持続的な炎症により末梢気道の線維性狭窄病変や肺胞の気腫病変が形成され、複合的に作⽤して進⾏性の気流閉塞がもたらされる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<持続的な炎症により末梢気道の線維性狭窄病変や肺胞の気腫病変が形成され、複合的に作⽤して進⾏性の気流閉塞がもたらされる状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・中枢気道の気道粘液の産⽣、分泌亢進p/o 1.. 中枢気道の気道粘液の産⽣、分泌亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢気道の気道粘液の産⽣、分泌亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<中枢気道の気道粘液の産⽣、分泌亢進状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・湿性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・中枢気道の気道粘液の産⽣、分泌亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・末梢気道平滑筋肥厚及び線維化p/o 1.. 末梢気道平滑筋肥厚及び線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢気道平滑筋肥厚及び線維化状態$異常状態%原因

慢性閉塞性肺疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・末梢気道平滑筋肥厚及び線維化p/o 1.. 末梢気道平滑筋肥厚及び線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢気道平滑筋肥厚及び線維化状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<末梢気道平滑筋肥厚及び線維化状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・気道狭窄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・気道狭窄p/o 1.. 気道狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道狭窄状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・末梢気道平滑筋肥厚及び線維化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・杯細胞や気管⽀腺の増⽣、肥⼤p/o 1.. 杯細胞や気管⽀腺の増⽣、肥⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<杯細胞や気管⽀腺の増⽣、肥⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・末梢気道内腔の粘液塞栓p/o 1.. 末梢気道内腔の粘液塞栓[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢気道内腔の粘液塞栓状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・末梢気道上⽪での杯細胞異形成p/o 1.. 末梢気道上⽪での杯細胞異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢気道上⽪での杯細胞異形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・末梢気道壁における炎症細胞浸潤p/o 1.. 末梢気道壁における炎症細胞浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢気道壁における炎症細胞浸潤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・末梢気道平滑筋肥厚及び線維化p/o 1.. 末梢気道平滑筋肥厚及び線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢気道平滑筋肥厚及び線維化状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<末梢気道平滑筋肥厚及び線維化状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・気道狭窄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・気道狭窄p/o 1.. 気道狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気道狭窄状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・末梢気道平滑筋肥厚及び線維化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・杯細胞や気管⽀腺の増⽣、肥⼤p/o 1.. 杯細胞や気管⽀腺の増⽣、肥⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<杯細胞や気管⽀腺の増⽣、肥⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・末梢気道内腔の粘液塞栓p/o 1.. 末梢気道内腔の粘液塞栓[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢気道内腔の粘液塞栓状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・末梢気道上⽪での杯細胞異形成p/o 1.. 末梢気道上⽪での杯細胞異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢気道上⽪での杯細胞異形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患・末梢気道壁における炎症細胞浸潤p/o 1.. 末梢気道壁における炎症細胞浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢気道壁における炎症細胞浸潤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 慢性閉塞性肺疾患　０期
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 慢性閉塞性肺疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　０期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　０期・慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・⼀秒量正常[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・慢性炎症症状[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　０期・⼀秒量正常p/o 1.. ⼀秒量正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀秒量正常状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　０期・慢性炎症症状p/o 1.. 慢性炎症症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性炎症症状状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性閉塞性肺疾患　０期 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　０期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　０期・慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・⼀秒量正常[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・慢性炎症症状[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　０期・⼀秒量正常p/o 1.. ⼀秒量正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀秒量正常状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　０期・慢性炎症症状p/o 1.. 慢性炎症症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性炎症症状状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　０期・慢性閉塞性肺疾患　０期・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性閉塞性肺疾患　０期 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 慢性閉塞性肺疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・⼀秒量８０％以上[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・⼀秒量８０％以上p/o 1.. ⼀秒量８０％以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀秒量８０％以上状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・⼀秒量８０％以上[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・⼀秒量８０％以上p/o 1.. ⼀秒量８０％以上[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀秒量８０％以上状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 慢性閉塞性肺疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・⼀秒量８０％以下５０％以上の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・⼀秒量８０％以下５０％以上の低下p/o 1.. ⼀秒量８０％以下５０％以上の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀秒量８０％以下５０％以上の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・⼀秒量８０％以下５０％以上の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・⼀秒量８０％以下５０％以上の低下p/o 1.. ⼀秒量８０％以下５０％以上の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀秒量８０％以下５０％以上の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 慢性閉塞性肺疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・⼀秒量５０％以下で３０％以上の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・⼀秒量５０％以下で３０％以上の低下p/o 1.. ⼀秒量５０％以下で３０％以上の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀秒量５０％以下で３０％以上の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・⼀秒量５０％以下で３０％以上の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・⼀秒量５０％以下で３０％以上の低下p/o 1.. ⼀秒量５０％以下で３０％以上の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀秒量５０％以下で３０％以上の低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性閉塞性肺疾患　Ⅲ期 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 慢性閉塞性肺疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・⼀秒量が３０％以上の低下[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・⼀秒量が５０％以上の低下していて、慢性呼吸不全を伴うもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・⼀秒量が３０％以上の低下p/o 1.. ⼀秒量が３０％以上の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀秒量が３０％以上の低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・⼀秒量が５０％以上の低下していて、慢性呼吸不全を伴うものp/o 1.. ⼀秒量が５０％以上の低下していて、慢性呼吸不全を伴うもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀秒量が５０％以上の低下していて、慢性呼吸不全を伴うもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・⼀秒量が３０％以上の低下[RH]

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・⼀秒量が５０％以上の低下していて、慢性呼吸不全を伴うもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・⼀秒量が３０％以上の低下p/o 1.. ⼀秒量が３０％以上の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀秒量が３０％以上の低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・⼀秒量が５０％以上の低下していて、慢性呼吸不全を伴うものp/o 1.. ⼀秒量が５０％以上の低下していて、慢性呼吸不全を伴うもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀秒量が５０％以上の低下していて、慢性呼吸不全を伴うもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性閉塞性肺疾患　Ⅳ期 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺気腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 慢性閉塞性肺疾患

[Sub Classes (3)] ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫，汎細葉型肺気腫，
遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺気腫・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼原因 <<肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺気腫・α１アンチトリプシン⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺気腫・α１アンチトリプシン⽋損p/o 1.. α１アンチトリプシン⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<α１アンチトリプシン⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
肺気腫・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺気腫・タバコの煙[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
肺気腫・タバコの煙p/o 1.. タバコの煙[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺気腫・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]
▼結果 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の線維化を伴わない破壊[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類p/o 1.. 終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の線維化を伴わない破壊p/o 1.. 終末細気管⽀より末梢の気腔の線維化を伴わない破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<終末細気管⽀より末梢の気腔の線維化を伴わない破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺気腫・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼原因 <<肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺気腫・α１アンチトリプシン⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺気腫・α１アンチトリプシン⽋損p/o 1.. α１アンチトリプシン⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<α１アンチトリプシン⽋損状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
肺気腫・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺気腫・タバコの煙[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
肺気腫・タバコの煙p/o 1.. タバコの煙[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺気腫・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]
▼結果 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の線維化を伴わない破壊[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類p/o 1.. 終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の線維化を伴わない破壊p/o 1.. 終末細気管⽀より末梢の気腔の線維化を伴わない破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<終末細気管⽀より末梢の気腔の線維化を伴わない破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 慢性閉塞性肺疾患 / 肺気腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・タバコの煙[RH]

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・タバコの煙p/o 1.. タバコの煙[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<タバコの煙状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・上葉優位に病変が存在[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・上葉優位に病変が存在p/o 1.. 上葉優位に病変が存在[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上葉優位に病変が存在状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類p/o 1.. 終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・タバコの煙[RH]

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・タバコの煙p/o 1.. タバコの煙[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<タバコの煙状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・上葉優位に病変が存在[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・上葉優位に病変が存在p/o 1.. 上葉優位に病変が存在[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上葉優位に病変が存在状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類p/o 1.. 終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

⼩葉（細葉）中⼼型肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 汎細葉型肺気腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 慢性閉塞性肺疾患 / 肺気腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
汎細葉型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
汎細葉型肺気腫・汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼原因 <<汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
汎細葉型肺気腫・α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患p/o 1.. α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
汎細葉型肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
汎細葉型肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類p/o 1.. 終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類状態$異常状態%原因a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

汎細葉型肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
汎細葉型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
汎細葉型肺気腫・汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼原因 <<汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
汎細葉型肺気腫・α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患p/o 1.. α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<α1-アンチトリプシンの減少により早期に肺気腫を発症する常染⾊体劣性遺伝の疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・汎細葉型肺気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
汎細葉型肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
汎細葉型肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類p/o 1.. 終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類状態$異常状態%原因a/o 1.. 汎細葉型肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

汎細葉型肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 慢性閉塞性肺疾患 / 肺気腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]
▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類p/o 1.. 終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類状態$異常状態%原因a/o 1.. 遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<肺気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]
▼構成要素 <<肺気腫$構成要素
遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類p/o 1.. 終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類[RH]

連鎖種別 <<肺気腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<終末細気管⽀より末梢の気腔の壁の破壊を伴う異常な拡張を認める病理組織学的分類状態$異常状態%原因a/o 1.. 遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫・肺気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

遠位細葉型（⼩葉周囲性傍隔壁型）肺気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性気管⽀炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 慢性閉塞性肺疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性気管⽀炎・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患である慢性閉塞性肺疾患で特に気道病変が強いものp/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患である慢性閉塞性肺疾患で特に気道病変が強いもの[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患である慢性閉塞性肺疾患で特に気道病変が強いもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性気管⽀炎・慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性気管⽀炎・慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性気管⽀炎・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患である慢性閉塞性肺疾患で特に気道病変が強いもの[RH]
▼結果 <<慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性気管⽀炎・咳嗽、喀痰増加する症状が2年以上連続し、毎年3ヶ⽉以上継続するもの[RH]
▼原因 <<慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 慢性気管⽀炎・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性気管⽀炎・咳嗽、喀痰増加する症状が2年以上連続し、毎年3ヶ⽉以上継続するものp/o 1.. 咳嗽、喀痰増加する症状が2年以上連続し、毎年3ヶ⽉以上継続するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽、喀痰増加する症状が2年以上連続し、毎年3ヶ⽉以上継続するもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性気管⽀炎・慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性気管⽀炎・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 0.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 0.. 慢性気管⽀炎・慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

慢性気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性気管⽀炎・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患である慢性閉塞性肺疾患で特に気道病変が強いものp/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患である慢性閉塞性肺疾患で特に気道病変が強いもの[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患である慢性閉塞性肺疾患で特に気道病変が強いもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性気管⽀炎・慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性気管⽀炎・慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性気管⽀炎・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患である慢性閉塞性肺疾患で特に気道病変が強いもの[RH]
▼結果 <<慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性気管⽀炎・咳嗽、喀痰増加する症状が2年以上連続し、毎年3ヶ⽉以上継続するもの[RH]
▼原因 <<慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 慢性気管⽀炎・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性気管⽀炎・咳嗽、喀痰増加する症状が2年以上連続し、毎年3ヶ⽉以上継続するものp/o 1.. 咳嗽、喀痰増加する症状が2年以上連続し、毎年3ヶ⽉以上継続するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽、喀痰増加する症状が2年以上連続し、毎年3ヶ⽉以上継続するもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性気管⽀炎・慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
慢性気管⽀炎・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 0.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連

a/o ..1 定義元不⼀致
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 0.. 慢性気管⽀炎・慢性気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

慢性気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 末梢気道疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 慢性閉塞性肺疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
末梢気道疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 末梢気道疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 末梢気道疾患・末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 末梢気道疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
末梢気道疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 末梢気道疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 末梢気道疾患・タバコの煙[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
末梢気道疾患・タバコの煙p/o 1.. タバコの煙[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<タバコの煙状態$異常状態%結果

a/o 1.. 末梢気道疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
末梢気道疾患・末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 末梢気道疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼結果 <<末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 末梢気道疾患・内径２ｍｍ以下の細気道の病変を伴うもの[RH]

▼結果 <<末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 末梢気道疾患・咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
末梢気道疾患・内径２ｍｍ以下の細気道の病変を伴うものp/o 1.. 内径２ｍｍ以下の細気道の病変を伴うもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内径２ｍｍ以下の細気道の病変を伴うもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 末梢気道疾患・末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
末梢気道疾患・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 末梢気道疾患・末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
末梢気道疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 末梢気道疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 末梢気道疾患・喀痰増加[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
末梢気道疾患・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 末梢気道疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

末梢気道疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
末梢気道疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患p/o 1.. タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 末梢気道疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 末梢気道疾患・末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 末梢気道疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
末梢気道疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 末梢気道疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 末梢気道疾患・タバコの煙[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
末梢気道疾患・タバコの煙p/o 1.. タバコの煙[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<タバコの煙状態$異常状態%結果

a/o 1.. 末梢気道疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
末梢気道疾患・末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 末梢気道疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]

▼結果 <<末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 末梢気道疾患・内径２ｍｍ以下の細気道の病変を伴うもの[RH]

▼結果 <<末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 末梢気道疾患・咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
末梢気道疾患・内径２ｍｍ以下の細気道の病変を伴うものp/o 1.. 内径２ｍｍ以下の細気道の病変を伴うもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<内径２ｍｍ以下の細気道の病変を伴うもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 末梢気道疾患・末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
末梢気道疾患・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 末梢気道疾患・末梢気道疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
末梢気道疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 末梢気道疾患・タバコの煙を主とする有害物質を⻑期にわたり吸⼊することで⽣ずる肺の炎症性疾患[RH]
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 末梢気道疾患・喀痰増加[RH]

▼構成要素 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素
末梢気道疾患・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<慢性閉塞性肺疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 末梢気道疾患・慢性閉塞性肺疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

末梢気道疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] びまん性汎細気管⽀炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・両側びまん性に存在する呼吸細気管⽀領域の慢性炎症p/o 1.. 両側びまん性に存在する呼吸細気管⽀領域の慢性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側びまん性に存在する呼吸細気管⽀領域の慢性炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<両側びまん性に存在する呼吸細気管⽀領域の慢性炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・両側びまん性に存在する呼吸細気管⽀領域の慢性炎症[RH]

▼原因 <<びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・ＨＬＡ－Ｂ５４抗原[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・ＨＬＡ－Ｂ５４抗原p/o 1.. ＨＬＡ－Ｂ５４抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ＨＬＡ－Ｂ５４抗原状態$異常状態%結果
a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・両側びまん性に存在する呼吸細気管⽀領域の慢性炎症[RH]
▼結果 <<びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・咳嗽[RH]
▼結果 <<びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・喀痰増加[RH]
▼結果 <<びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・慢性副⿐腔炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

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

a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・慢性副⿐腔炎p/o 1.. 慢性副⿐腔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性副⿐腔炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

びまん性汎細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・両側びまん性に存在する呼吸細気管⽀領域の慢性炎症p/o 1.. 両側びまん性に存在する呼吸細気管⽀領域の慢性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側びまん性に存在する呼吸細気管⽀領域の慢性炎症状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<両側びまん性に存在する呼吸細気管⽀領域の慢性炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・両側びまん性に存在する呼吸細気管⽀領域の慢性炎症[RH]

▼原因 <<びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・ＨＬＡ－Ｂ５４抗原[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・ＨＬＡ－Ｂ５４抗原p/o 1.. ＨＬＡ－Ｂ５４抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ＨＬＡ－Ｂ５４抗原状態$異常状態%結果
a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・両側びまん性に存在する呼吸細気管⽀領域の慢性炎症[RH]
▼結果 <<びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・咳嗽[RH]
▼結果 <<びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・喀痰増加[RH]
▼結果 <<びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・慢性副⿐腔炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

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

a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性汎細気管⽀炎・慢性副⿐腔炎p/o 1.. 慢性副⿐腔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性副⿐腔炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎・びまん性汎細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

びまん性汎細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 閉塞性細気管⽀炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
[Sub Classes (5)] ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ，cellular BO，器質化肺炎，

移植後ＢＯ，リウマチに随伴するＢＯ
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・細気管⽀領域における包囲性狭窄p/o 1.. 細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%原因
a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果

a/o 1.. ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果a/o 1.. cellular BO・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%原因a/o 1.. 器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果a/o 1.. 器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果a/o 1.. 移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・薬物（ペニシラミンなど）[RH]
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・膠原病（慢性関節リウマチ、強⽪症など）[RH]
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・臓器移植後の拒絶反応[RH]
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・特発性[RH]
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・アマメシバ摂取[RH]
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・毒ガス吸⼊[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・薬物（ペニシラミンなど）p/o 1.. 薬物（ペニシラミンなど）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬物（ペニシラミンなど）状態$異常状態%結果

a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・膠原病（慢性関節リウマチ、強⽪症など）p/o 1.. 膠原病（慢性関節リウマチ、強⽪症など）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膠原病（慢性関節リウマチ、強⽪症など）状態$異常状態%結果

a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・臓器移植後の拒絶反応p/o 1.. 臓器移植後の拒絶反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<臓器移植後の拒絶反応状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・特発性p/o 1.. 特発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<特発性状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・アマメシバ摂取p/o 1.. アマメシバ摂取[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

閉塞性細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・細気管⽀領域における包囲性狭窄p/o 1.. 細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%原因
a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果

a/o 1.. ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果a/o 1.. cellular BO・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%原因a/o 1.. 器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果a/o 1.. 器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果a/o 1.. 移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・薬物（ペニシラミンなど）[RH]
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・膠原病（慢性関節リウマチ、強⽪症など）[RH]
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・臓器移植後の拒絶反応[RH]
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・特発性[RH]
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・アマメシバ摂取[RH]
▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・毒ガス吸⼊[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・薬物（ペニシラミンなど）p/o 1.. 薬物（ペニシラミンなど）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬物（ペニシラミンなど）状態$異常状態%結果

a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・膠原病（慢性関節リウマチ、強⽪症など）p/o 1.. 膠原病（慢性関節リウマチ、強⽪症など）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膠原病（慢性関節リウマチ、強⽪症など）状態$異常状態%結果

a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・臓器移植後の拒絶反応p/o 1.. 臓器移植後の拒絶反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<臓器移植後の拒絶反応状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・特発性p/o 1.. 特発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<特発性状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・アマメシバ摂取p/o 1.. アマメシバ摂取[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

閉塞性細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・アマメシバ摂取p/o 1.. アマメシバ摂取[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アマメシバ摂取状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・毒ガス吸⼊p/o 1.. 毒ガス吸⼊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<毒ガス吸⼊状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]
▼結果 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・細気管⽀内腔の閉塞[RH]
▼結果 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・呼吸困難[RH]
▼結果 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・呼吸機能検査上の閉塞性障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・細気管⽀内腔の閉塞p/o 1.. 細気管⽀内腔の閉塞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細気管⽀内腔の閉塞状態$異常状態%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・呼吸機能検査上の閉塞性障害p/o 1.. 呼吸機能検査上の閉塞性障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸機能検査上の閉塞性障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・アマメシバ摂取p/o 1.. アマメシバ摂取[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アマメシバ摂取状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・毒ガス吸⼊p/o 1.. 毒ガス吸⼊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<毒ガス吸⼊状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]
▼結果 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・細気管⽀内腔の閉塞[RH]
▼結果 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・呼吸困難[RH]
▼結果 <<閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・呼吸機能検査上の閉塞性障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・細気管⽀内腔の閉塞p/o 1.. 細気管⽀内腔の閉塞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細気管⽀内腔の閉塞状態$異常状態%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性細気管⽀炎・呼吸機能検査上の閉塞性障害p/o 1.. 呼吸機能検査上の閉塞性障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸機能検査上の閉塞性障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 閉塞性細気管⽀炎・閉塞性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 閉塞性細気管⽀炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<閉塞性細気管⽀炎$構成要素
ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・細気管⽀領域における包囲性狭窄p/o 1.. 細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果
a/o 1.. ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]
▼結果 <<ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・膜様細気管⽀の粘膜から粘膜下組織が線維性に肥厚し内腔が狭窄肥厚して閉塞性細気管⽀炎を起こしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・膜様細気管⽀の粘膜から粘膜下組織が線維性に肥厚し内腔が狭窄肥厚して閉塞性細気管⽀炎を起こしたものp/o 1.. 膜様細気管⽀の粘膜から粘膜下組織が線維性に肥厚し内腔が狭窄肥厚して閉塞性細気管⽀炎を起こしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膜様細気管⽀の粘膜から粘膜下組織が線維性に肥厚し内腔が狭窄肥厚して閉塞性細気管⽀炎を起こしたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<閉塞性細気管⽀炎$構成要素
ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・細気管⽀領域における包囲性狭窄p/o 1.. 細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果
a/o 1.. ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]
▼結果 <<ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・膜様細気管⽀の粘膜から粘膜下組織が線維性に肥厚し内腔が狭窄肥厚して閉塞性細気管⽀炎を起こしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・膜様細気管⽀の粘膜から粘膜下組織が線維性に肥厚し内腔が狭窄肥厚して閉塞性細気管⽀炎を起こしたものp/o 1.. 膜様細気管⽀の粘膜から粘膜下組織が線維性に肥厚し内腔が狭窄肥厚して閉塞性細気管⽀炎を起こしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膜様細気管⽀の粘膜から粘膜下組織が線維性に肥厚し内腔が狭窄肥厚して閉塞性細気管⽀炎を起こしたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 閉塞性細気管⽀炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<閉塞性細気管⽀炎$構成要素
cellular BO・細気管⽀領域における包囲性狭窄p/o 1.. 細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果a/o 1.. cellular BO・cellular BO・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
cellular BO・cellular BO・暫定連鎖(結果)p/o 1.. cellular BO・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<cellular BO・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. cellular BO・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]
▼結果 <<cellular BO・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. cellular BO・細気管⽀壁全層に細胞浸潤を伴い内腔の狭窄を⽣じて細気管⽀炎を起こしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
cellular BO・細気管⽀壁全層に細胞浸潤を伴い内腔の狭窄を⽣じて細気管⽀炎を起こしたものp/o 1.. 細気管⽀壁全層に細胞浸潤を伴い内腔の狭窄を⽣じて細気管⽀炎を起こしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細気管⽀壁全層に細胞浸潤を伴い内腔の狭窄を⽣じて細気管⽀炎を起こしたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. cellular BO・cellular BO・暫定連鎖(結果)[RH]

cellular BO 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<閉塞性細気管⽀炎$構成要素
cellular BO・細気管⽀領域における包囲性狭窄p/o 1.. 細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果a/o 1.. cellular BO・cellular BO・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
cellular BO・cellular BO・暫定連鎖(結果)p/o 1.. cellular BO・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<cellular BO・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. cellular BO・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]
▼結果 <<cellular BO・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. cellular BO・細気管⽀壁全層に細胞浸潤を伴い内腔の狭窄を⽣じて細気管⽀炎を起こしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
cellular BO・細気管⽀壁全層に細胞浸潤を伴い内腔の狭窄を⽣じて細気管⽀炎を起こしたものp/o 1.. 細気管⽀壁全層に細胞浸潤を伴い内腔の狭窄を⽣じて細気管⽀炎を起こしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細気管⽀壁全層に細胞浸潤を伴い内腔の狭窄を⽣じて細気管⽀炎を起こしたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. cellular BO・cellular BO・暫定連鎖(結果)[RH]

cellular BO 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 器質化肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 閉塞性細気管⽀炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<閉塞性細気管⽀炎$構成要素
器質化肺炎・細気管⽀領域における包囲性狭窄p/o 1.. 細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<器質化肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

▼原因 <<器質化肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・細菌性肺炎【異常状態】[RH]

▼原因 <<器質化肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）[RH]

▼原因 <<器質化肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・放射線により⽣じる肺障害[RH]

▼原因 <<器質化肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・移植肺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・細菌性肺炎【異常状態】p/o 1.. 細菌性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）p/o 1.. 左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・放射線により⽣じる肺障害p/o 1.. 放射線により⽣じる肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・移植肺p/o 1.. 移植肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<移植肺状態$異常状態%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

▼結果 <<器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・肺炎の治癒が遷延した際に炎症性滲出物が肺胞腔内で吸収されず、器質化され肺胞内線維化を起こしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・肺炎の治癒が遷延した際に炎症性滲出物が肺胞腔内で吸収されず、器質化され肺胞内線維化を起こしたものp/o 1.. 肺炎の治癒が遷延した際に炎症性滲出物が肺胞腔内で吸収されず、器質化され肺胞内線維化を起こしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺炎の治癒が遷延した際に炎症性滲出物が肺胞腔内で吸収されず、器質化され肺胞内線維化を起こしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

器質化肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<閉塞性細気管⽀炎$構成要素
器質化肺炎・細気管⽀領域における包囲性狭窄p/o 1.. 細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<器質化肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

▼原因 <<器質化肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・細菌性肺炎【異常状態】[RH]

▼原因 <<器質化肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）[RH]

▼原因 <<器質化肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・放射線により⽣じる肺障害[RH]

▼原因 <<器質化肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・移植肺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・細菌性肺炎【異常状態】p/o 1.. 細菌性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）p/o 1.. 左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・放射線により⽣じる肺障害p/o 1.. 放射線により⽣じる肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・移植肺p/o 1.. 移植肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<移植肺状態$異常状態%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

▼結果 <<器質化肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 器質化肺炎・肺炎の治癒が遷延した際に炎症性滲出物が肺胞腔内で吸収されず、器質化され肺胞内線維化を起こしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
器質化肺炎・肺炎の治癒が遷延した際に炎症性滲出物が肺胞腔内で吸収されず、器質化され肺胞内線維化を起こしたものp/o 1.. 肺炎の治癒が遷延した際に炎症性滲出物が肺胞腔内で吸収されず、器質化され肺胞内線維化を起こしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺炎の治癒が遷延した際に炎症性滲出物が肺胞腔内で吸収されず、器質化され肺胞内線維化を起こしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 器質化肺炎・器質化肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

器質化肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 移植後ＢＯ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 閉塞性細気管⽀炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<閉塞性細気管⽀炎$構成要素
移植後ＢＯ・細気管⽀領域における包囲性狭窄p/o 1.. 細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 移植後ＢＯ・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]
▼結果 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後に何らかの免疫学的機序により細気管⽀領域における包囲性狭窄や細気管⽀内腔閉塞をきたす[RH]
▼結果 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 移植後ＢＯ・BO　０[RH]
▼結果 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 移植後ＢＯ・BO 0p[RH]
▼結果 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 移植後ＢＯ・BO 1[RH]
▼結果 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 移植後ＢＯ・BO 2[RH]
▼結果 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 移植後ＢＯ・BO 3[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・移植後に何らかの免疫学的機序により細気管⽀領域における包囲性狭窄や細気管⽀内腔閉塞をきたすp/o 1.. 移植後に何らかの免疫学的機序により細気管⽀領域における包囲性狭窄や細気管⽀内腔閉塞をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<移植後に何らかの免疫学的機序により細気管⽀領域における包囲性狭窄や細気管⽀内腔閉塞をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・BO　０p/o 1.. BO　０[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<BO　０状態$異常状態%原因a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・BO 0pp/o 1.. BO 0p[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<BO 0p状態$異常状態%原因
a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・BO 1p/o 1.. BO 1[RH]

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

a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・BO 2p/o 1.. BO 2[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<BO 2状態$異常状態%原因
a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・BO 3p/o 1.. BO 3[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<BO 3状態$異常状態%原因
a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

移植後ＢＯ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<閉塞性細気管⽀炎$構成要素
移植後ＢＯ・細気管⽀領域における包囲性狭窄p/o 1.. 細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細気管⽀領域における包囲性狭窄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 移植後ＢＯ・細気管⽀領域における包囲性狭窄[RH]
▼結果 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後に何らかの免疫学的機序により細気管⽀領域における包囲性狭窄や細気管⽀内腔閉塞をきたす[RH]
▼結果 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 移植後ＢＯ・BO　０[RH]
▼結果 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 移植後ＢＯ・BO 0p[RH]
▼結果 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 移植後ＢＯ・BO 1[RH]
▼結果 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 移植後ＢＯ・BO 2[RH]
▼結果 <<移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 移植後ＢＯ・BO 3[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・移植後に何らかの免疫学的機序により細気管⽀領域における包囲性狭窄や細気管⽀内腔閉塞をきたすp/o 1.. 移植後に何らかの免疫学的機序により細気管⽀領域における包囲性狭窄や細気管⽀内腔閉塞をきたす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<移植後に何らかの免疫学的機序により細気管⽀領域における包囲性狭窄や細気管⽀内腔閉塞をきたす状態$異常状態%原因a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・BO　０p/o 1.. BO　０[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<BO　０状態$異常状態%原因a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・BO 0pp/o 1.. BO 0p[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<BO 0p状態$異常状態%原因
a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・BO 1p/o 1.. BO 1[RH]

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

a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・BO 2p/o 1.. BO 2[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<BO 2状態$異常状態%原因
a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
移植後ＢＯ・BO 3p/o 1.. BO 3[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<BO 3状態$異常状態%原因
a/o 1.. 移植後ＢＯ・移植後ＢＯ・暫定連鎖(結果)[RH]

移植後ＢＯ 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 507 ]

[Class Name] リウマチに随伴するＢＯ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 閉塞性肺疾患
 / 閉塞性細気管⽀炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<閉塞性細気管⽀炎$構成要素
リウマチに随伴するＢＯ・リウマチ患者に何らかの免疫学的機序により細気管⽀領域における包囲性狭窄、細気管⽀内腔の閉塞を来したものp/o 1.. リウマチ患者に何らかの免疫学的機序により細気管⽀領域における包囲性狭窄、細気管⽀内腔の閉塞を来したもの[RH]

連鎖種別 <<閉塞性細気管⽀炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

リウマチに随伴するＢＯ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<閉塞性細気管⽀炎$構成要素
リウマチに随伴するＢＯ・リウマチ患者に何らかの免疫学的機序により細気管⽀領域における包囲性狭窄、細気管⽀内腔の閉塞を来したものp/o 1.. リウマチ患者に何らかの免疫学的機序により細気管⽀領域における包囲性狭窄、細気管⽀内腔の閉塞を来したもの[RH]

連鎖種別 <<閉塞性細気管⽀炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

リウマチに随伴するＢＯ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 副⿐腔気管⽀症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・慢性副⿐腔炎に下気道疾患の慢性気管⽀炎が合併した症候群p/o 1.. 慢性副⿐腔炎に下気道疾患の慢性気管⽀炎が合併した症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性副⿐腔炎に下気道疾患の慢性気管⽀炎が合併した症候群状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性副⿐腔炎に下気道疾患の慢性気管⽀炎が合併した症候群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・慢性副⿐腔炎に下気道疾患の慢性気管⽀炎が合併した症候群[RH]
▼原因 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・びまん性汎細気管⽀炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・Kartagener症候群[RH]
▼原因 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・免疫グロブリン⽋損・低下症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・びまん性汎細気管⽀炎【異常状態】p/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<びまん性汎細気管⽀炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・Kartagener症候群p/o 1.. Kartagener症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Kartagener症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・免疫グロブリン⽋損・低下症p/o 1.. 免疫グロブリン⽋損・低下症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫グロブリン⽋損・低下症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・慢性副⿐腔炎に下気道疾患の慢性気管⽀炎が合併した症候群[RH]
▼結果 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・咳嗽[RH]
▼結果 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

副⿐腔気管⽀症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・慢性副⿐腔炎に下気道疾患の慢性気管⽀炎が合併した症候群p/o 1.. 慢性副⿐腔炎に下気道疾患の慢性気管⽀炎が合併した症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性副⿐腔炎に下気道疾患の慢性気管⽀炎が合併した症候群状態$異常状態%原因

a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<慢性副⿐腔炎に下気道疾患の慢性気管⽀炎が合併した症候群状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・慢性副⿐腔炎に下気道疾患の慢性気管⽀炎が合併した症候群[RH]
▼原因 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・びまん性汎細気管⽀炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・Kartagener症候群[RH]
▼原因 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・免疫グロブリン⽋損・低下症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・びまん性汎細気管⽀炎【異常状態】p/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<びまん性汎細気管⽀炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・Kartagener症候群p/o 1.. Kartagener症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Kartagener症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・免疫グロブリン⽋損・低下症p/o 1.. 免疫グロブリン⽋損・低下症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫グロブリン⽋損・低下症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・慢性副⿐腔炎に下気道疾患の慢性気管⽀炎が合併した症候群[RH]
▼結果 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・咳嗽[RH]
▼結果 <<副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
副⿐腔気管⽀症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 副⿐腔気管⽀症候群・副⿐腔気管⽀症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

副⿐腔気管⽀症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 無気肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (4)] 閉塞性無気肺，⾮閉塞性無気肺，板状無気肺，円形無気肺
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無気肺・肺の含気低下状態p/o 1.. 肺の含気低下状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 無気肺・無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 板状無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 板状無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 円形無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 円形無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無気肺・無気肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼結果 <<無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 無気肺・胸部レントゲン無気肺[RH]
▼結果 <<無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 無気肺・胸部レントゲン代償性拡張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無気肺・胸部レントゲン無気肺p/o 1.. 胸部レントゲン無気肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸部レントゲン無気肺状態$異常状態%原因a/o 1.. 無気肺・無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無気肺・胸部レントゲン代償性拡張p/o 1.. 胸部レントゲン代償性拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン代償性拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 無気肺・無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

無気肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無気肺・肺の含気低下状態p/o 1.. 肺の含気低下状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 無気肺・無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 板状無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 板状無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 円形無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 円形無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無気肺・無気肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼結果 <<無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 無気肺・胸部レントゲン無気肺[RH]
▼結果 <<無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 無気肺・胸部レントゲン代償性拡張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無気肺・胸部レントゲン無気肺p/o 1.. 胸部レントゲン無気肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸部レントゲン無気肺状態$異常状態%原因a/o 1.. 無気肺・無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
無気肺・胸部レントゲン代償性拡張p/o 1.. 胸部レントゲン代償性拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン代償性拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 無気肺・無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

無気肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 閉塞性無気肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<無気肺$構成要素
閉塞性無気肺・肺の含気低下状態p/o 1.. 肺の含気低下状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 閉塞性無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼原因 <<閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 閉塞性無気肺・肺⾨部肺癌[RH]
▼原因 <<閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 閉塞性無気肺・気管⽀内腫瘤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性無気肺・肺⾨部肺癌p/o 1.. 肺⾨部肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⾨部肺癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性無気肺・気管⽀内腫瘤p/o 1.. 気管⽀内腫瘤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀内腫瘤状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼結果 <<閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 閉塞性無気肺・気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性無気肺・気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下p/o 1.. 気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

閉塞性無気肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<無気肺$構成要素
閉塞性無気肺・肺の含気低下状態p/o 1.. 肺の含気低下状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 閉塞性無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼原因 <<閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 閉塞性無気肺・肺⾨部肺癌[RH]
▼原因 <<閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 閉塞性無気肺・気管⽀内腫瘤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性無気肺・肺⾨部肺癌p/o 1.. 肺⾨部肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⾨部肺癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性無気肺・気管⽀内腫瘤p/o 1.. 気管⽀内腫瘤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀内腫瘤状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 閉塞性無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼結果 <<閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 閉塞性無気肺・気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性無気肺・気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下p/o 1.. 気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀閉塞に伴う肺の含気低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 閉塞性無気肺・閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

閉塞性無気肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾮閉塞性無気肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<無気肺$構成要素
⾮閉塞性無気肺・肺の含気低下状態p/o 1.. 肺の含気低下状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼原因 <<⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・気管⽀拡張[RH]
▼原因 <<⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・慢性炎症[RH]
▼原因 <<⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・胸⽔[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮閉塞性無気肺・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮閉塞性無気肺・慢性炎症p/o 1.. 慢性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮閉塞性無気肺・胸⽔p/o 1.. 胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸⽔状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼結果 <<⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・気管⽀の閉塞を伴わず肺葉内含気低下を来したもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮閉塞性無気肺・気管⽀の閉塞を伴わず肺葉内含気低下を来したものp/o 1.. 気管⽀の閉塞を伴わず肺葉内含気低下を来したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀の閉塞を伴わず肺葉内含気低下を来したもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

⾮閉塞性無気肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<無気肺$構成要素
⾮閉塞性無気肺・肺の含気低下状態p/o 1.. 肺の含気低下状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼原因 <<⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・気管⽀拡張[RH]
▼原因 <<⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・慢性炎症[RH]
▼原因 <<⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・胸⽔[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮閉塞性無気肺・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮閉塞性無気肺・慢性炎症p/o 1.. 慢性炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮閉塞性無気肺・胸⽔p/o 1.. 胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸⽔状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼結果 <<⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・気管⽀の閉塞を伴わず肺葉内含気低下を来したもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮閉塞性無気肺・気管⽀の閉塞を伴わず肺葉内含気低下を来したものp/o 1.. 気管⽀の閉塞を伴わず肺葉内含気低下を来したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀の閉塞を伴わず肺葉内含気低下を来したもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮閉塞性無気肺・⾮閉塞性無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

⾮閉塞性無気肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 板状無気肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<無気肺$構成要素
板状無気肺・肺の含気低下状態p/o 1.. 肺の含気低下状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 板状無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<板状無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 板状無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼原因 <<板状無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 板状無気肺・肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
板状無気肺・肺炎p/o 1.. 肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 板状無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<板状無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 板状無気肺・肺の含気低下状態[RH]

▼結果 <<板状無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 板状無気肺・⼩領域の無気肺[RH]
▼結果 <<板状無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 板状無気肺・胸部レントゲン線状影[RH]
▼結果 <<板状無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 板状無気肺・Fleischner line[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
板状無気肺・⼩領域の無気肺p/o 1.. ⼩領域の無気肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩領域の無気肺状態$異常状態%原因

a/o 1.. 板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
板状無気肺・胸部レントゲン線状影p/o 1.. 胸部レントゲン線状影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸部レントゲン線状影状態$異常状態%原因

a/o 1.. 板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
板状無気肺・Fleischner linep/o 1.. Fleischner line[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Fleischner line状態$異常状態%原因a/o 1.. 板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

板状無気肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<無気肺$構成要素
板状無気肺・肺の含気低下状態p/o 1.. 肺の含気低下状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 板状無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<板状無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 板状無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼原因 <<板状無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 板状無気肺・肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
板状無気肺・肺炎p/o 1.. 肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 板状無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<板状無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 板状無気肺・肺の含気低下状態[RH]

▼結果 <<板状無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 板状無気肺・⼩領域の無気肺[RH]
▼結果 <<板状無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 板状無気肺・胸部レントゲン線状影[RH]
▼結果 <<板状無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 板状無気肺・Fleischner line[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
板状無気肺・⼩領域の無気肺p/o 1.. ⼩領域の無気肺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩領域の無気肺状態$異常状態%原因

a/o 1.. 板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
板状無気肺・胸部レントゲン線状影p/o 1.. 胸部レントゲン線状影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸部レントゲン線状影状態$異常状態%原因

a/o 1.. 板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
板状無気肺・Fleischner linep/o 1.. Fleischner line[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Fleischner line状態$異常状態%原因a/o 1.. 板状無気肺・板状無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

板状無気肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 円形無気肺
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<無気肺$構成要素
円形無気肺・肺の含気低下状態p/o 1.. 肺の含気低下状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 円形無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<円形無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 円形無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼原因 <<円形無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 円形無気肺・胸膜病変[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
円形無気肺・胸膜病変p/o 1.. 胸膜病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜病変状態$異常状態%結果a/o 1.. 円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 円形無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<円形無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 円形無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼結果 <<円形無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 円形無気肺・胸膜病変による肺実質の伸展不良[RH]
▼結果 <<円形無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 円形無気肺・comet tail sign[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
円形無気肺・胸膜病変による肺実質の伸展不良p/o 1.. 胸膜病変による肺実質の伸展不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜病変による肺実質の伸展不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
円形無気肺・comet tail signp/o 1.. comet tail sign[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<comet tail sign状態$異常状態%原因
a/o 1.. 円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

円形無気肺 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<無気肺$構成要素
円形無気肺・肺の含気低下状態p/o 1.. 肺の含気低下状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の含気低下状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 円形無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<円形無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 円形無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼原因 <<円形無気肺・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 円形無気肺・胸膜病変[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
円形無気肺・胸膜病変p/o 1.. 胸膜病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜病変状態$異常状態%結果a/o 1.. 円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 円形無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<円形無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 円形無気肺・肺の含気低下状態[RH]
▼結果 <<円形無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 円形無気肺・胸膜病変による肺実質の伸展不良[RH]
▼結果 <<円形無気肺・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 円形無気肺・comet tail sign[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
円形無気肺・胸膜病変による肺実質の伸展不良p/o 1.. 胸膜病変による肺実質の伸展不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜病変による肺実質の伸展不良状態$異常状態%原因a/o 1.. 円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
円形無気肺・comet tail signp/o 1.. comet tail sign[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<comet tail sign状態$異常状態%原因
a/o 1.. 円形無気肺・円形無気肺・暫定連鎖(結果)[RH]

円形無気肺 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺循環障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (5)] 肺⽔腫，肺塞栓と肺梗塞，肺動静脈瘻，肺⾼⾎圧症，肺障害
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺循環障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

肺循環障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺循環障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

肺循環障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺⽔腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
[Sub Classes (2)] ⼼原性肺⽔腫，透過性亢進性肺⽔腫
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽔腫・左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽔腫・尿毒症（尿毒症肺）[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽔腫・急性呼吸促迫症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽔腫・⾼地肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽔腫・神経原性肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）p/o 1.. 左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・尿毒症（尿毒症肺）p/o 1.. 尿毒症（尿毒症肺）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<尿毒症（尿毒症肺）状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・急性呼吸促迫症候群【異常状態】p/o 1.. 急性呼吸促迫症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性呼吸促迫症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・⾼地肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. ⾼地肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾼地肺⽔腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・神経原性肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. 神経原性肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経原性肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽔腫・左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽔腫・尿毒症（尿毒症肺）[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽔腫・急性呼吸促迫症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽔腫・⾼地肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽔腫・神経原性肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）p/o 1.. 左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<左⼼不全（⼼原性肺⽔腫）状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・尿毒症（尿毒症肺）p/o 1.. 尿毒症（尿毒症肺）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<尿毒症（尿毒症肺）状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・急性呼吸促迫症候群【異常状態】p/o 1.. 急性呼吸促迫症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性呼吸促迫症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・⾼地肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. ⾼地肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾼地肺⽔腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・神経原性肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. 神経原性肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経原性肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経原性肺⽔腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. 再膨張性肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<再膨張性肺⽔腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺⽔腫・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経原性肺⽔腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. 再膨張性肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<再膨張性肺⽔腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺⽔腫・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⽔腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ⼼原性肺⽔腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害 / 肺⽔腫
[Sub Classes (2)] ⼼臓性呼吸困難，⼼臓喘息
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
⼼原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
⼼原性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼疾患[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
⼼原性肺⽔腫・⼼疾患p/o 1.. ⼼疾患[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼼疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・葉間胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・バタフライ陰影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全p/o 1.. 体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・葉間胸⽔【異常状態】p/o 1.. 葉間胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<葉間胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・バタフライ陰影p/o 1.. バタフライ陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<バタフライ陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
⼼原性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
⼼原性肺⽔腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・⼼疾患によりポンプ機能不全に⾄り⼼拍出量を維持できず循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全p/o 0.. ⼼疾患によりポンプ機能不全に⾄り⼼拍出量を維持できず循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・湿性咳嗽p/o 0.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

⼼原性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
⼼原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
⼼原性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼疾患[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
⼼原性肺⽔腫・⼼疾患p/o 1.. ⼼疾患[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼼疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・葉間胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・バタフライ陰影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全p/o 1.. 体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・低酸素⾎症p/o 1.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・葉間胸⽔【異常状態】p/o 1.. 葉間胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<葉間胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・バタフライ陰影p/o 1.. バタフライ陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<バタフライ陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
⼼原性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
⼼原性肺⽔腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼原性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・⼼疾患によりポンプ機能不全に⾄り⼼拍出量を維持できず循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全p/o 0.. ⼼疾患によりポンプ機能不全に⾄り⼼拍出量を維持できず循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・湿性咳嗽p/o 0.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

⼼原性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・葉間胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・バタフライ陰影[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・低酸素⾎症p/o 0.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・葉間胸⽔【異常状態】p/o 0.. 葉間胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<葉間胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・バタフライ陰影p/o 0.. バタフライ陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<バタフライ陰影状態$異常状態%原因a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・⼼疾患によりポンプ機能不全に⾄り⼼拍出量を維持できず循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全p/o 0.. ⼼疾患によりポンプ機能不全に⾄り⼼拍出量を維持できず循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・⼼疾患p/o 0.. ⼼疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全p/o 0.. 体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全状態$異常状態%原因a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・葉間胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・バタフライ陰影[RH]
▼結果 <<⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・低酸素⾎症p/o 0.. 低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<低酸素⾎症状態$異常状態%原因a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・葉間胸⽔【異常状態】p/o 0.. 葉間胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<葉間胸⽔状態$異常状態%原因a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・バタフライ陰影p/o 0.. バタフライ陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
関連a/o ..1 定義元不⼀致
▼原因 <<バタフライ陰影状態$異常状態%原因a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・⼼疾患によりポンプ機能不全に⾄り⼼拍出量を維持できず循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全p/o 0.. ⼼疾患によりポンプ機能不全に⾄り⼼拍出量を維持できず循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・⼼疾患p/o 0.. ⼼疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼原性肺⽔腫・体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全p/o 0.. 体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<体循環を担当する左⼼房・左⼼室が、⼗分な拍出量を保てず、循環不全により肺うっ⾎が⽣じることにより起こる呼吸不全状態$異常状態%原因a/o 0.. ⼼原性肺⽔腫・⼼原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
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[Class Name] ⼼臓性呼吸困難
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害 / 肺⽔腫
 / ⼼原性肺⽔腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⼼原性肺⽔腫$構成要素
⼼臓性呼吸困難・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼼臓性呼吸困難・⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼臓性呼吸困難・⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼臓性呼吸困難・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼臓性呼吸困難・⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼臓性呼吸困難・⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難p/o 1.. ⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼼臓性呼吸困難・⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]

⼼臓性呼吸困難 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼼原性肺⽔腫$構成要素
⼼臓性呼吸困難・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼼臓性呼吸困難・⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼臓性呼吸困難・⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼臓性呼吸困難・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼臓性呼吸困難・⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼臓性呼吸困難・⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難p/o 1.. ⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼼臓性呼吸困難・⼼臓性呼吸困難・暫定連鎖(結果)[RH]

⼼臓性呼吸困難 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼼臓喘息
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害 / 肺⽔腫
 / ⼼原性肺⽔腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⼼原性肺⽔腫$構成要素
⼼臓喘息・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼼臓喘息・⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼臓喘息・⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼臓喘息・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼼臓喘息・慢性的な⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難症状[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼臓喘息・慢性的な⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難症状p/o 1.. 慢性的な⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性的な⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難症状状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼼臓喘息・⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

⼼臓喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼼原性肺⽔腫$構成要素
⼼臓喘息・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼼臓喘息・⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼臓喘息・⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼臓喘息・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼼臓喘息・慢性的な⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難症状[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼臓喘息・慢性的な⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難症状p/o 1.. 慢性的な⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性的な⼼原性肺⽔腫による肺うっ⾎による呼吸困難症状状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼼臓喘息・⼼臓喘息・暫定連鎖(結果)[RH]

⼼臓喘息 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 透過性亢進性肺⽔腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害 / 肺⽔腫
[Sub Classes (4)] 神経原性肺⽔腫，⾼地肺⽔腫，再膨張性肺⽔腫，尿毒症性肺⽔腫
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・尿毒症（尿毒症肺）[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・急性呼吸促迫症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・⾼地肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・尿毒症（尿毒症肺）p/o 1.. 尿毒症（尿毒症肺）[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<尿毒症（尿毒症肺）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・急性呼吸促迫症候群【異常状態】p/o 1.. 急性呼吸促迫症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性呼吸促迫症候群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・⾼地肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. ⾼地肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾼地肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. 神経原性肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経原性肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. 再膨張性肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<再膨張性肺⽔腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

▼結果 <<透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⾎管透過性亢進により肺⽑細⾎管内から外へ⽔分の移動が増加して⽣じる⾼タンパク・炎症性の肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・肺⾎管透過性亢進により肺⽑細⾎管内から外へ⽔分の移動が増加して⽣じる⾼タンパク・炎症性の肺⽔腫p/o 1.. 肺⾎管透過性亢進により肺⽑細⾎管内から外へ⽔分の移動が増加して⽣じる⾼タンパク・炎症性の肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾎管透過性亢進により肺⽑細⾎管内から外へ⽔分の移動が増加して⽣じる⾼タンパク・炎症性の肺⽔腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

透過性亢進性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・尿毒症（尿毒症肺）[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・急性呼吸促迫症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・⾼地肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・尿毒症（尿毒症肺）p/o 1.. 尿毒症（尿毒症肺）[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<尿毒症（尿毒症肺）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・急性呼吸促迫症候群【異常状態】p/o 1.. 急性呼吸促迫症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性呼吸促迫症候群状態$異常状態%結果
a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・⾼地肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. ⾼地肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾼地肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. 神経原性肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経原性肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺⽔腫$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫【異常状態】p/o 1.. 再膨張性肺⽔腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<肺⽔腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<再膨張性肺⽔腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

▼結果 <<透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・肺⾎管透過性亢進により肺⽑細⾎管内から外へ⽔分の移動が増加して⽣じる⾼タンパク・炎症性の肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
透過性亢進性肺⽔腫・肺⾎管透過性亢進により肺⽑細⾎管内から外へ⽔分の移動が増加して⽣じる⾼タンパク・炎症性の肺⽔腫p/o 1.. 肺⾎管透過性亢進により肺⽑細⾎管内から外へ⽔分の移動が増加して⽣じる⾼タンパク・炎症性の肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾎管透過性亢進により肺⽑細⾎管内から外へ⽔分の移動が増加して⽣じる⾼タンパク・炎症性の肺⽔腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 透過性亢進性肺⽔腫・透過性亢進性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

透過性亢進性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 神経原性肺⽔腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害 / 肺⽔腫
 / 透過性亢進性肺⽔腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<透過性亢進性肺⽔腫$構成要素
神経原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

▼原因 <<神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・中枢神経系異常による交感神経系の興奮[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性肺⽔腫・中枢神経系異常による交感神経系の興奮p/o 1.. 中枢神経系異常による交感神経系の興奮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<中枢神経系異常による交感神経系の興奮状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・重症頭部外傷や脳内出⾎などの中枢神経疾患に伴って発症する急性肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性肺⽔腫・重症頭部外傷や脳内出⾎などの中枢神経疾患に伴って発症する急性肺⽔腫p/o 1.. 重症頭部外傷や脳内出⾎などの中枢神経疾患に伴って発症する急性肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症頭部外傷や脳内出⾎などの中枢神経疾患に伴って発症する急性肺⽔腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

神経原性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<透過性亢進性肺⽔腫$構成要素
神経原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

▼原因 <<神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・中枢神経系異常による交感神経系の興奮[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性肺⽔腫・中枢神経系異常による交感神経系の興奮p/o 1.. 中枢神経系異常による交感神経系の興奮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<中枢神経系異常による交感神経系の興奮状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・重症頭部外傷や脳内出⾎などの中枢神経疾患に伴って発症する急性肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性肺⽔腫・重症頭部外傷や脳内出⾎などの中枢神経疾患に伴って発症する急性肺⽔腫p/o 1.. 重症頭部外傷や脳内出⾎などの中枢神経疾患に伴って発症する急性肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症頭部外傷や脳内出⾎などの中枢神経疾患に伴って発症する急性肺⽔腫状態$異常状態%原因

a/o 1.. 神経原性肺⽔腫・神経原性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

神経原性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼地肺⽔腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害 / 肺⽔腫
 / 透過性亢進性肺⽔腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<透過性亢進性肺⽔腫$構成要素
⾼地肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼原因 <<⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・低酸素⾎症に伴う肺⾼⾎圧[RH]
▼原因 <<⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・静⽔圧型肺⽔腫に続く透過性亢進型肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼地肺⽔腫・低酸素⾎症に伴う肺⾼⾎圧p/o 1.. 低酸素⾎症に伴う肺⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<低酸素⾎症に伴う肺⾼⾎圧状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼地肺⽔腫・静⽔圧型肺⽔腫に続く透過性亢進型肺⽔腫p/o 1.. 静⽔圧型肺⽔腫に続く透過性亢進型肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<静⽔圧型肺⽔腫に続く透過性亢進型肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・２５００ｍ以上の⾼地へ急速に到達した際に発症する混合型肺⽔腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼地肺⽔腫・２５００ｍ以上の⾼地へ急速に到達した際に発症する混合型肺⽔腫p/o 1.. ２５００ｍ以上の⾼地へ急速に到達した際に発症する混合型肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<２５００ｍ以上の⾼地へ急速に到達した際に発症する混合型肺⽔腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

⾼地肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<透過性亢進性肺⽔腫$構成要素
⾼地肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼原因 <<⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・低酸素⾎症に伴う肺⾼⾎圧[RH]
▼原因 <<⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・静⽔圧型肺⽔腫に続く透過性亢進型肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼地肺⽔腫・低酸素⾎症に伴う肺⾼⾎圧p/o 1.. 低酸素⾎症に伴う肺⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<低酸素⾎症に伴う肺⾼⾎圧状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼地肺⽔腫・静⽔圧型肺⽔腫に続く透過性亢進型肺⽔腫p/o 1.. 静⽔圧型肺⽔腫に続く透過性亢進型肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<静⽔圧型肺⽔腫に続く透過性亢進型肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・２５００ｍ以上の⾼地へ急速に到達した際に発症する混合型肺⽔腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼地肺⽔腫・２５００ｍ以上の⾼地へ急速に到達した際に発症する混合型肺⽔腫p/o 1.. ２５００ｍ以上の⾼地へ急速に到達した際に発症する混合型肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<２５００ｍ以上の⾼地へ急速に到達した際に発症する混合型肺⽔腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾼地肺⽔腫・⾼地肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

⾼地肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 再膨張性肺⽔腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害 / 肺⽔腫
 / 透過性亢進性肺⽔腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<透過性亢進性肺⽔腫$構成要素
再膨張性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再膨張性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

▼原因 <<再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・再膨張により⾎流が再開することによる組織障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再膨張性肺⽔腫・再膨張により⾎流が再開することによる組織障害p/o 1.. 再膨張により⾎流が再開することによる組織障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<再膨張により⾎流が再開することによる組織障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再膨張性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・何らかの原因により⽣じていた無気肺が再膨張した際に発⽣する肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
再膨張性肺⽔腫・何らかの原因により⽣じていた無気肺が再膨張した際に発⽣する肺⽔腫p/o 1.. 何らかの原因により⽣じていた無気肺が再膨張した際に発⽣する肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<何らかの原因により⽣じていた無気肺が再膨張した際に発⽣する肺⽔腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

再膨張性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<透過性亢進性肺⽔腫$構成要素
再膨張性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再膨張性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

▼原因 <<再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・再膨張により⾎流が再開することによる組織障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再膨張性肺⽔腫・再膨張により⾎流が再開することによる組織障害p/o 1.. 再膨張により⾎流が再開することによる組織障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<再膨張により⾎流が再開することによる組織障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再膨張性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・何らかの原因により⽣じていた無気肺が再膨張した際に発⽣する肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
再膨張性肺⽔腫・何らかの原因により⽣じていた無気肺が再膨張した際に発⽣する肺⽔腫p/o 1.. 何らかの原因により⽣じていた無気肺が再膨張した際に発⽣する肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<何らかの原因により⽣じていた無気肺が再膨張した際に発⽣する肺⽔腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 再膨張性肺⽔腫・再膨張性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

再膨張性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 尿毒症性肺⽔腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害 / 肺⽔腫
 / 透過性亢進性肺⽔腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<透過性亢進性肺⽔腫$構成要素
尿毒症性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 尿毒症性肺⽔腫・尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症性肺⽔腫・尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 尿毒症性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 尿毒症性肺⽔腫・腎機能障害により尿中に排泄されるべき物質が貯留した状態により起こされる左⼼不全および⽑細⾎管透過性亢進状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症性肺⽔腫・腎機能障害により尿中に排泄されるべき物質が貯留した状態により起こされる左⼼不全および⽑細⾎管透過性亢進状態p/o 1.. 腎機能障害により尿中に排泄されるべき物質が貯留した状態により起こされる左⼼不全および⽑細⾎管透過性亢進状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎機能障害により尿中に排泄されるべき物質が貯留した状態により起こされる左⼼不全および⽑細⾎管透過性亢進状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 尿毒症性肺⽔腫・尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

尿毒症性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<透過性亢進性肺⽔腫$構成要素
尿毒症性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態p/o 1.. 肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 尿毒症性肺⽔腫・尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症性肺⽔腫・尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 尿毒症性肺⽔腫・肺の間質または肺胞腔に漏出液が過剰に貯留し浮腫状になった状態[RH]
▼結果 <<尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 尿毒症性肺⽔腫・腎機能障害により尿中に排泄されるべき物質が貯留した状態により起こされる左⼼不全および⽑細⾎管透過性亢進状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
尿毒症性肺⽔腫・腎機能障害により尿中に排泄されるべき物質が貯留した状態により起こされる左⼼不全および⽑細⾎管透過性亢進状態p/o 1.. 腎機能障害により尿中に排泄されるべき物質が貯留した状態により起こされる左⼼不全および⽑細⾎管透過性亢進状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎機能障害により尿中に排泄されるべき物質が貯留した状態により起こされる左⼼不全および⽑細⾎管透過性亢進状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 尿毒症性肺⽔腫・尿毒症性肺⽔腫・暫定連鎖(結果)[RH]

尿毒症性肺⽔腫 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 530 ]

[Class Name] 肺塞栓と肺梗塞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
[Sub Classes (9)] 急性肺⾎栓塞栓症，肺梗塞，空気塞栓症，脂肪塞栓症候群，

腫瘍性肺塞栓症，肺動脈⾎栓塞栓症，敗⾎症性肺塞栓症，
慢性肺⾎栓塞栓症，旅⾏者⾎栓症

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 空気塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 空気塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・深部静脈⾎栓症[RH]

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・⼼房細動[RH]

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・⻑期臥床、⼿術[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・深部静脈⾎栓症p/o 1.. 深部静脈⾎栓症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<深部静脈⾎栓症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・⼼房細動p/o 1.. ⼼房細動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼼房細動状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・⻑期臥床、⼿術p/o 1.. ⻑期臥床、⼿術[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⻑期臥床、⼿術状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・胸痛[RH]

肺塞栓と肺梗塞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 空気塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 空気塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・深部静脈⾎栓症[RH]

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・⼼房細動[RH]

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・⻑期臥床、⼿術[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・深部静脈⾎栓症p/o 1.. 深部静脈⾎栓症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<深部静脈⾎栓症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・⼼房細動p/o 1.. ⼼房細動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼼房細動状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・⻑期臥床、⼿術p/o 1.. ⻑期臥床、⼿術[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⻑期臥床、⼿術状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・胸痛[RH]

肺塞栓と肺梗塞 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・胸痛[RH]

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・呼吸困難[RH]

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺梗塞【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・肺梗塞【異常状態】p/o 1.. 肺梗塞【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺梗塞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・胸痛[RH]

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・呼吸困難[RH]

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺梗塞【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺塞栓と肺梗塞・肺梗塞【異常状態】p/o 1.. 肺梗塞【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺梗塞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 急性肺⾎栓塞栓症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺塞栓と肺梗塞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼原因 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・凝固異常（プロテインC⽋損症、プロテインS⽋損症、アンチトロンビン⽋損症など）[RH]
▼原因 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・周術期[RH]
▼原因 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・⾻折、外傷[RH]
▼原因 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・周産期[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・凝固異常（プロテインC⽋損症、プロテインS⽋損症、アンチトロンビン⽋損症など）p/o 1.. 凝固異常（プロテインC⽋損症、プロテインS⽋損症、アンチトロンビン⽋損症など）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<凝固異常（プロテインC⽋損症、プロテインS⽋損症、アンチトロンビン⽋損症など）状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・周術期p/o 1.. 周術期[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<周術期状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・⾻折、外傷p/o 1.. ⾻折、外傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾻折、外傷状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・周産期p/o 1.. 周産期[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<周産期状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・下肢および⾻盤内の静脈⾎栓、あるいは右⼼内⾎栓が遊離して⾎流に乗って肺に運ばれ肺動脈を閉塞することにより急性の呼吸循環障害を⽣じる疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・下肢および⾻盤内の静脈⾎栓、あるいは右⼼内⾎栓が遊離して⾎流に乗って肺に運ばれ肺動脈を閉塞することにより急性の呼吸循環障害を⽣じる疾患p/o 1.. 下肢および⾻盤内の静脈⾎栓、あるいは右⼼内⾎栓が遊離して⾎流に乗って肺に運ばれ肺動脈を閉塞することにより急性の呼吸循環障害を⽣じる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下肢および⾻盤内の静脈⾎栓、あるいは右⼼内⾎栓が遊離して⾎流に乗って肺に運ばれ肺動脈を閉塞することにより急性の呼吸循環障害を⽣じる疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

急性肺⾎栓塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼原因 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・凝固異常（プロテインC⽋損症、プロテインS⽋損症、アンチトロンビン⽋損症など）[RH]
▼原因 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・周術期[RH]
▼原因 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・⾻折、外傷[RH]
▼原因 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・周産期[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・凝固異常（プロテインC⽋損症、プロテインS⽋損症、アンチトロンビン⽋損症など）p/o 1.. 凝固異常（プロテインC⽋損症、プロテインS⽋損症、アンチトロンビン⽋損症など）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<凝固異常（プロテインC⽋損症、プロテインS⽋損症、アンチトロンビン⽋損症など）状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・周術期p/o 1.. 周術期[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<周術期状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・⾻折、外傷p/o 1.. ⾻折、外傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾻折、外傷状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・周産期p/o 1.. 周産期[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<周産期状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・下肢および⾻盤内の静脈⾎栓、あるいは右⼼内⾎栓が遊離して⾎流に乗って肺に運ばれ肺動脈を閉塞することにより急性の呼吸循環障害を⽣じる疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺⾎栓塞栓症・下肢および⾻盤内の静脈⾎栓、あるいは右⼼内⾎栓が遊離して⾎流に乗って肺に運ばれ肺動脈を閉塞することにより急性の呼吸循環障害を⽣じる疾患p/o 1.. 下肢および⾻盤内の静脈⾎栓、あるいは右⼼内⾎栓が遊離して⾎流に乗って肺に運ばれ肺動脈を閉塞することにより急性の呼吸循環障害を⽣じる疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下肢および⾻盤内の静脈⾎栓、あるいは右⼼内⾎栓が遊離して⾎流に乗って肺に運ばれ肺動脈を閉塞することにより急性の呼吸循環障害を⽣じる疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性肺⾎栓塞栓症・急性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

急性肺⾎栓塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺梗塞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺塞栓と肺梗塞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
肺梗塞・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺梗塞・肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺梗塞・肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺梗塞・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺梗塞・肺塞栓症の結果、肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺梗塞・肺塞栓症の結果、肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 肺塞栓症の結果、肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓症の結果、肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺梗塞・肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

肺梗塞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
肺梗塞・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺梗塞・肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺梗塞・肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺梗塞・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺梗塞・肺塞栓症の結果、肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺梗塞・肺塞栓症の結果、肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 肺塞栓症の結果、肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓症の結果、肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺梗塞・肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

肺梗塞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 空気塞栓症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺塞栓と肺梗塞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
空気塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 空気塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<空気塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 空気塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼原因 <<空気塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 空気塞栓症・外傷[RH]

▼原因 <<空気塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 空気塞栓症・潜⽔事故[RH]

▼原因 <<空気塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 空気塞栓症・医療事故[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空気塞栓症・外傷p/o 1.. 外傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<外傷状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空気塞栓症・潜⽔事故p/o 1.. 潜⽔事故[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<潜⽔事故状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空気塞栓症・医療事故p/o 1.. 医療事故[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<医療事故状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 空気塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<空気塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 空気塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<空気塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 空気塞栓症・空気などのガスが⾎管内に流⼊することで塞栓症を引き起こす病態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空気塞栓症・空気などのガスが⾎管内に流⼊することで塞栓症を引き起こす病態p/o 1.. 空気などのガスが⾎管内に流⼊することで塞栓症を引き起こす病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<空気などのガスが⾎管内に流⼊することで塞栓症を引き起こす病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

空気塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
空気塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 空気塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<空気塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 空気塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼原因 <<空気塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 空気塞栓症・外傷[RH]

▼原因 <<空気塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 空気塞栓症・潜⽔事故[RH]

▼原因 <<空気塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 空気塞栓症・医療事故[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空気塞栓症・外傷p/o 1.. 外傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<外傷状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空気塞栓症・潜⽔事故p/o 1.. 潜⽔事故[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<潜⽔事故状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空気塞栓症・医療事故p/o 1.. 医療事故[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<医療事故状態$異常状態%結果
a/o 1.. 空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 空気塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<空気塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 空気塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<空気塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 空気塞栓症・空気などのガスが⾎管内に流⼊することで塞栓症を引き起こす病態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
空気塞栓症・空気などのガスが⾎管内に流⼊することで塞栓症を引き起こす病態p/o 1.. 空気などのガスが⾎管内に流⼊することで塞栓症を引き起こす病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<空気などのガスが⾎管内に流⼊することで塞栓症を引き起こす病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 空気塞栓症・空気塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

空気塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脂肪塞栓症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺塞栓と肺梗塞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
脂肪塞栓症候群・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼原因 <<脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・⾻折[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪塞栓症候群・⾻折p/o 1.. ⾻折[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾻折状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脳はじめとする全⾝諸臓器の脂肪塞栓により⽣じる低酸素⾎症、中枢神経障害を特徴とする症候群[RH]
▼結果 <<脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・中枢神経症状（頭痛、不隠、興奮）[RH]
▼結果 <<脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・遊離脂肪酸が脂肪塞栓から⽣成され⾎管内⽪を障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪塞栓症候群・脳はじめとする全⾝諸臓器の脂肪塞栓により⽣じる低酸素⾎症、中枢神経障害を特徴とする症候群p/o 1.. 脳はじめとする全⾝諸臓器の脂肪塞栓により⽣じる低酸素⾎症、中枢神経障害を特徴とする症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脳はじめとする全⾝諸臓器の脂肪塞栓により⽣じる低酸素⾎症、中枢神経障害を特徴とする症候群状態$異常状態%原因

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪塞栓症候群・中枢神経症状（頭痛、不隠、興奮）p/o 1.. 中枢神経症状（頭痛、不隠、興奮）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢神経症状（頭痛、不隠、興奮）状態$異常状態%原因a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪塞栓症候群・遊離脂肪酸が脂肪塞栓から⽣成され⾎管内⽪を障害p/o 1.. 遊離脂肪酸が脂肪塞栓から⽣成され⾎管内⽪を障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遊離脂肪酸が脂肪塞栓から⽣成され⾎管内⽪を障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
脂肪塞栓症候群・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
脂肪塞栓症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

脂肪塞栓症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
脂肪塞栓症候群・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼原因 <<脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・⾻折[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪塞栓症候群・⾻折p/o 1.. ⾻折[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾻折状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脳はじめとする全⾝諸臓器の脂肪塞栓により⽣じる低酸素⾎症、中枢神経障害を特徴とする症候群[RH]
▼結果 <<脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・中枢神経症状（頭痛、不隠、興奮）[RH]
▼結果 <<脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・遊離脂肪酸が脂肪塞栓から⽣成され⾎管内⽪を障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪塞栓症候群・脳はじめとする全⾝諸臓器の脂肪塞栓により⽣じる低酸素⾎症、中枢神経障害を特徴とする症候群p/o 1.. 脳はじめとする全⾝諸臓器の脂肪塞栓により⽣じる低酸素⾎症、中枢神経障害を特徴とする症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脳はじめとする全⾝諸臓器の脂肪塞栓により⽣じる低酸素⾎症、中枢神経障害を特徴とする症候群状態$異常状態%原因

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪塞栓症候群・中枢神経症状（頭痛、不隠、興奮）p/o 1.. 中枢神経症状（頭痛、不隠、興奮）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢神経症状（頭痛、不隠、興奮）状態$異常状態%原因a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脂肪塞栓症候群・遊離脂肪酸が脂肪塞栓から⽣成され⾎管内⽪を障害p/o 1.. 遊離脂肪酸が脂肪塞栓から⽣成され⾎管内⽪を障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遊離脂肪酸が脂肪塞栓から⽣成され⾎管内⽪を障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・脂肪塞栓症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
脂肪塞栓症候群・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
脂肪塞栓症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因

a/o 1.. 脂肪塞栓症候群・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

脂肪塞栓症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 腫瘍性肺塞栓症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺塞栓と肺梗塞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
腫瘍性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腫瘍性肺塞栓症・腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・悪性腫瘍が肺動脈内腔を内側から狭窄・閉塞した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腫瘍性肺塞栓症・悪性腫瘍が肺動脈内腔を内側から狭窄・閉塞した状態p/o 1.. 悪性腫瘍が肺動脈内腔を内側から狭窄・閉塞した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性腫瘍が肺動脈内腔を内側から狭窄・閉塞した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
腫瘍性肺塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
腫瘍性肺塞栓症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

腫瘍性肺塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
腫瘍性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腫瘍性肺塞栓症・腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・悪性腫瘍が肺動脈内腔を内側から狭窄・閉塞した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腫瘍性肺塞栓症・悪性腫瘍が肺動脈内腔を内側から狭窄・閉塞した状態p/o 1.. 悪性腫瘍が肺動脈内腔を内側から狭窄・閉塞した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性腫瘍が肺動脈内腔を内側から狭窄・閉塞した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・腫瘍性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
腫瘍性肺塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
腫瘍性肺塞栓症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 腫瘍性肺塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

腫瘍性肺塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺動脈⾎栓塞栓症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺塞栓と肺梗塞

[Sub Classes (1)] 致死性肺⾎栓塞栓症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・静脈系で形成された⾎栓が肺動脈に塞栓して発症[RH]

▼結果 <<肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・広範型[RH]

▼結果 <<肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・亜広範型[RH]

▼結果 <<肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・⾮広範型[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・静脈系で形成された⾎栓が肺動脈に塞栓して発症p/o 1.. 静脈系で形成された⾎栓が肺動脈に塞栓して発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<静脈系で形成された⾎栓が肺動脈に塞栓して発症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・広範型p/o 1.. 広範型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<広範型状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・亜広範型p/o 1.. 亜広範型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<亜広範型状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・⾮広範型p/o 1.. ⾮広範型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮広範型状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

肺動脈⾎栓塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・静脈系で形成された⾎栓が肺動脈に塞栓して発症[RH]

▼結果 <<肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・広範型[RH]

▼結果 <<肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・亜広範型[RH]

▼結果 <<肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・⾮広範型[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・静脈系で形成された⾎栓が肺動脈に塞栓して発症p/o 1.. 静脈系で形成された⾎栓が肺動脈に塞栓して発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<静脈系で形成された⾎栓が肺動脈に塞栓して発症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・広範型p/o 1.. 広範型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<広範型状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・亜広範型p/o 1.. 亜広範型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<亜広範型状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・⾮広範型p/o 1.. ⾮広範型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮広範型状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺動脈⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・呼吸困難[RH]
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
肺動脈⾎栓塞栓症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動脈⾎栓塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

肺動脈⾎栓塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 致死性肺⾎栓塞栓症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺塞栓と肺梗塞 / 肺動脈⾎栓塞栓症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺動脈⾎栓塞栓症$構成要素
致死性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 致死性肺⾎栓塞栓症・致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
致死性肺⾎栓塞栓症・致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 致死性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 致死性肺⾎栓塞栓症・静脈で形成された⾎栓が肺動脈を閉塞する範囲が広範の場合死亡率が⾼く突然死を呈するので[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
致死性肺⾎栓塞栓症・静脈で形成された⾎栓が肺動脈を閉塞する範囲が広範の場合死亡率が⾼く突然死を呈するのでp/o 1.. 静脈で形成された⾎栓が肺動脈を閉塞する範囲が広範の場合死亡率が⾼く突然死を呈するので[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<静脈で形成された⾎栓が肺動脈を閉塞する範囲が広範の場合死亡率が⾼く突然死を呈するので状態$異常状態%原因
a/o 1.. 致死性肺⾎栓塞栓症・致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

致死性肺⾎栓塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺動脈⾎栓塞栓症$構成要素
致死性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 致死性肺⾎栓塞栓症・致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
致死性肺⾎栓塞栓症・致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 致死性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 致死性肺⾎栓塞栓症・静脈で形成された⾎栓が肺動脈を閉塞する範囲が広範の場合死亡率が⾼く突然死を呈するので[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
致死性肺⾎栓塞栓症・静脈で形成された⾎栓が肺動脈を閉塞する範囲が広範の場合死亡率が⾼く突然死を呈するのでp/o 1.. 静脈で形成された⾎栓が肺動脈を閉塞する範囲が広範の場合死亡率が⾼く突然死を呈するので[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<静脈で形成された⾎栓が肺動脈を閉塞する範囲が広範の場合死亡率が⾼く突然死を呈するので状態$異常状態%原因
a/o 1.. 致死性肺⾎栓塞栓症・致死性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

致死性肺⾎栓塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 敗⾎症性肺塞栓症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺塞栓と肺梗塞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼原因 <<敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・感染性⼼内膜炎[RH]

▼原因 <<敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・感染性静脈炎[RH]

▼原因 <<敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・医原性（カテーテル、ペースメーカー）感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・感染性⼼内膜炎p/o 1.. 感染性⼼内膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<感染性⼼内膜炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・感染性静脈炎p/o 1.. 感染性静脈炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<感染性静脈炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・医原性（カテーテル、ペースメーカー）感染p/o 1.. 医原性（カテーテル、ペースメーカー）感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<医原性（カテーテル、ペースメーカー）感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症に伴う菌塊が塞栓⼦となって肺動脈に塞栓をきたす疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症に伴う菌塊が塞栓⼦となって肺動脈に塞栓をきたす疾患p/o 1.. 敗⾎症に伴う菌塊が塞栓⼦となって肺動脈に塞栓をきたす疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<敗⾎症に伴う菌塊が塞栓⼦となって肺動脈に塞栓をきたす疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

敗⾎症性肺塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼原因 <<敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・感染性⼼内膜炎[RH]

▼原因 <<敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・感染性静脈炎[RH]

▼原因 <<敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・医原性（カテーテル、ペースメーカー）感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・感染性⼼内膜炎p/o 1.. 感染性⼼内膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<感染性⼼内膜炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・感染性静脈炎p/o 1.. 感染性静脈炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<感染性静脈炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・医原性（カテーテル、ペースメーカー）感染p/o 1.. 医原性（カテーテル、ペースメーカー）感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<医原性（カテーテル、ペースメーカー）感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症に伴う菌塊が塞栓⼦となって肺動脈に塞栓をきたす疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症に伴う菌塊が塞栓⼦となって肺動脈に塞栓をきたす疾患p/o 1.. 敗⾎症に伴う菌塊が塞栓⼦となって肺動脈に塞栓をきたす疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<敗⾎症に伴う菌塊が塞栓⼦となって肺動脈に塞栓をきたす疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・敗⾎症性肺塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
敗⾎症性肺塞栓症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 敗⾎症性肺塞栓症・肺塞栓と肺梗塞・暫定連鎖(結果)[RH]

敗⾎症性肺塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性肺⾎栓塞栓症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺塞栓と肺梗塞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
慢性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺⾎栓塞栓症・慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に（６ヶ⽉以上）閉塞した状態[RH]

▼結果 <<慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺⾎栓塞栓症・器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に（６ヶ⽉以上）閉塞した状態p/o 1.. 器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に（６ヶ⽉以上）閉塞した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に（６ヶ⽉以上）閉塞した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺⾎栓塞栓症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症【異常状態】p/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性肺⾎栓塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
慢性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺⾎栓塞栓症・慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

▼結果 <<慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に（６ヶ⽉以上）閉塞した状態[RH]

▼結果 <<慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺⾎栓塞栓症・器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に（６ヶ⽉以上）閉塞した状態p/o 1.. 器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に（６ヶ⽉以上）閉塞した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に（６ヶ⽉以上）閉塞した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性肺⾎栓塞栓症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症【異常状態】p/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性肺⾎栓塞栓症・慢性肺⾎栓塞栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性肺⾎栓塞栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 旅⾏者⾎栓症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺塞栓と肺梗塞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
旅⾏者⾎栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
旅⾏者⾎栓症・旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼原因 <<旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・航空機旅⾏[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
旅⾏者⾎栓症・航空機旅⾏p/o 1.. 航空機旅⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<航空機旅⾏状態$異常状態%結果a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
旅⾏者⾎栓症・旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・旅⾏に関連して発症した深部静脈⾎栓症および肺⾎栓塞栓症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
旅⾏者⾎栓症・旅⾏に関連して発症した深部静脈⾎栓症および肺⾎栓塞栓症p/o 1.. 旅⾏に関連して発症した深部静脈⾎栓症および肺⾎栓塞栓症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<旅⾏に関連して発症した深部静脈⾎栓症および肺⾎栓塞栓症状態$異常状態%原因a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

旅⾏者⾎栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺塞栓と肺梗塞$構成要素
旅⾏者⾎栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態p/o 1.. 塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
旅⾏者⾎栓症・旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼原因 <<旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・航空機旅⾏[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
旅⾏者⾎栓症・航空機旅⾏p/o 1.. 航空機旅⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<航空機旅⾏状態$異常状態%結果a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
旅⾏者⾎栓症・旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・塞栓⼦による肺動脈の⾎流障害および塞栓により肺組織に出⾎性壊死をおこした状態[RH]
▼結果 <<旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・旅⾏に関連して発症した深部静脈⾎栓症および肺⾎栓塞栓症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
旅⾏者⾎栓症・旅⾏に関連して発症した深部静脈⾎栓症および肺⾎栓塞栓症p/o 1.. 旅⾏に関連して発症した深部静脈⾎栓症および肺⾎栓塞栓症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<旅⾏に関連して発症した深部静脈⾎栓症および肺⾎栓塞栓症状態$異常状態%原因a/o 1.. 旅⾏者⾎栓症・旅⾏者⾎栓症・暫定連鎖(結果)[RH]

旅⾏者⾎栓症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺動静脈瘻
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
[Sub Classes (4)] 先天性肺動静脈瘻，後天性肺動静脈瘻，単発性肺動脈瘤型，

多発性末梢⾎管拡張型
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患p/o 1.. 肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患状態$異常状態%原因
a/o 0.. 後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患[RH]

▼結果 <<肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動静脈瘻・⾎痰[RH]

▼結果 <<肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動静脈瘻・バチ状指[RH]

▼結果 <<肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動静脈瘻・労作時呼吸困難[RH]

▼結果 <<肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動静脈瘻・脳梗塞[RH]

▼結果 <<肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動静脈瘻・脳膿瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・バチ状指p/o 1.. バチ状指[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<バチ状指状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・脳梗塞p/o 1.. 脳梗塞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脳梗塞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・脳膿瘍p/o 1.. 脳膿瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脳膿瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

肺動静脈瘻 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患p/o 1.. 肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患状態$異常状態%原因
a/o 0.. 後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患[RH]

▼結果 <<肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動静脈瘻・⾎痰[RH]

▼結果 <<肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動静脈瘻・バチ状指[RH]

▼結果 <<肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動静脈瘻・労作時呼吸困難[RH]

▼結果 <<肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動静脈瘻・脳梗塞[RH]

▼結果 <<肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺動静脈瘻・脳膿瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・バチ状指p/o 1.. バチ状指[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<バチ状指状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・脳梗塞p/o 1.. 脳梗塞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脳梗塞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺動静脈瘻・脳膿瘍p/o 1.. 脳膿瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脳膿瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺動静脈瘻・肺動静脈瘻・暫定連鎖(結果)[RH]

肺動静脈瘻 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性肺動静脈瘻
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺動静脈瘻

[Sub Classes (1)] Osler-Weber-Rendu症候群
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺動静脈瘻$構成要素
先天性肺動静脈瘻・先天的に⾎管隔壁の発⽣が不⼗分なため⽑細⾎管の形成不全p/o 1.. 先天的に⾎管隔壁の発⽣が不⼗分なため⽑細⾎管の形成不全[RH]

連鎖種別 <<肺動静脈瘻$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性肺動静脈瘻・先天的に⾎管隔壁の発⽣が不⼗分でもう再形成不全を起こし肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患p/o 0.. 先天的に⾎管隔壁の発⽣が不⼗分でもう再形成不全を起こし肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

先天性肺動静脈瘻 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺動静脈瘻$構成要素
先天性肺動静脈瘻・先天的に⾎管隔壁の発⽣が不⼗分なため⽑細⾎管の形成不全p/o 1.. 先天的に⾎管隔壁の発⽣が不⼗分なため⽑細⾎管の形成不全[RH]

連鎖種別 <<肺動静脈瘻$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性肺動静脈瘻・先天的に⾎管隔壁の発⽣が不⼗分でもう再形成不全を起こし肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患p/o 0.. 先天的に⾎管隔壁の発⽣が不⼗分でもう再形成不全を起こし肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

先天性肺動静脈瘻 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Osler-Weber-Rendu症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺動静脈瘻 / 先天性肺動静脈瘻

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・肺、粘膜、肝、脳での動静脈瘻p/o 1.. 肺、粘膜、肝、脳での動静脈瘻[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺、粘膜、肝、脳での動静脈瘻状態$異常状態%原因a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺、粘膜、肝、脳での動静脈瘻状態$異常状態%結果a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・肺、粘膜、肝、脳での動静脈瘻[RH]
▼原因 <<Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）状態$異常状態%結果a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・肺、粘膜、肝、脳での動静脈瘻[RH]
▼結果 <<Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・⿐出⾎[RH]
▼結果 <<Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・消化管出⾎[RH]
▼結果 <<Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・脳出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・⿐出⾎p/o 1.. ⿐出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿐出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・消化管出⾎p/o 1.. 消化管出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<消化管出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・脳出⾎p/o 1.. 脳出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脳出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

Osler-Weber-Rendu症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・肺、粘膜、肝、脳での動静脈瘻p/o 1.. 肺、粘膜、肝、脳での動静脈瘻[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺、粘膜、肝、脳での動静脈瘻状態$異常状態%原因a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺、粘膜、肝、脳での動静脈瘻状態$異常状態%結果a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・肺、粘膜、肝、脳での動静脈瘻[RH]
▼原因 <<Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）状態$異常状態%結果a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・肺、粘膜、肝、脳での動静脈瘻[RH]
▼結果 <<Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・⿐出⾎[RH]
▼結果 <<Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・消化管出⾎[RH]
▼結果 <<Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・脳出⾎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・⿐出⾎p/o 1.. ⿐出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿐出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・消化管出⾎p/o 1.. 消化管出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<消化管出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Osler-Weber-Rendu症候群・脳出⾎p/o 1.. 脳出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脳出⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. Osler-Weber-Rendu症候群・Osler-Weber-Rendu症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

Osler-Weber-Rendu症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 後天性肺動静脈瘻
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺動静脈瘻

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺動静脈瘻$構成要素
後天性肺動静脈瘻・まれに疾患罹患後に肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡p/o 1.. まれに疾患罹患後に肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡[RH]

連鎖種別 <<肺動静脈瘻$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<まれに疾患罹患後に肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性肺動静脈瘻・後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・まれに疾患罹患後に肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡[RH]
▼原因 <<後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・肝硬変[RH]
▼原因 <<後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・僧帽弁狭窄症[RH]
▼結果 <<後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 後天性肺動静脈瘻・肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性肺動静脈瘻・肝硬変p/o 1.. 肝硬変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝硬変状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性肺動静脈瘻・僧帽弁狭窄症p/o 1.. 僧帽弁狭窄症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<僧帽弁狭窄症状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺動静脈瘻$構成要素
後天性肺動静脈瘻・肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患p/o 0.. 肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患状態$異常状態%原因a/o 0.. 後天性肺動静脈瘻・後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

後天性肺動静脈瘻 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺動静脈瘻$構成要素
後天性肺動静脈瘻・まれに疾患罹患後に肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡p/o 1.. まれに疾患罹患後に肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡[RH]

連鎖種別 <<肺動静脈瘻$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<まれに疾患罹患後に肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性肺動静脈瘻・後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・まれに疾患罹患後に肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡[RH]
▼原因 <<後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・肝硬変[RH]
▼原因 <<後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・僧帽弁狭窄症[RH]
▼結果 <<後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 後天性肺動静脈瘻・肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性肺動静脈瘻・肝硬変p/o 1.. 肝硬変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝硬変状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性肺動静脈瘻・僧帽弁狭窄症p/o 1.. 僧帽弁狭窄症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<僧帽弁狭窄症状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性肺動静脈瘻・後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<肺動静脈瘻$構成要素
後天性肺動静脈瘻・肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患p/o 0.. 肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<肺動脈または体動脈(気管⽀動脈，肋間動脈，その他)が，肺静脈と異常短絡する疾患状態$異常状態%原因a/o 0.. 後天性肺動静脈瘻・後天性肺動静脈瘻・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak

後天性肺動静脈瘻 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 単発性肺動脈瘤型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺動静脈瘻

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺動静脈瘻$構成要素
単発性肺動脈瘤型・胸膜直下で⽑細⾎管領域で動静脈が吻合p/o 1.. 胸膜直下で⽑細⾎管領域で動静脈が吻合[RH]

連鎖種別 <<肺動静脈瘻$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

単発性肺動脈瘤型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺動静脈瘻$構成要素
単発性肺動脈瘤型・胸膜直下で⽑細⾎管領域で動静脈が吻合p/o 1.. 胸膜直下で⽑細⾎管領域で動静脈が吻合[RH]

連鎖種別 <<肺動静脈瘻$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

単発性肺動脈瘤型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多発性末梢⾎管拡張型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺動静脈瘻

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺動静脈瘻$構成要素
多発性末梢⾎管拡張型・⽑細⾎管に近い末梢の動静脈肝にできる微少の動静脈瘻p/o 1.. ⽑細⾎管に近い末梢の動静脈肝にできる微少の動静脈瘻[RH]

連鎖種別 <<肺動静脈瘻$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

多発性末梢⾎管拡張型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺動静脈瘻$構成要素
多発性末梢⾎管拡張型・⽑細⾎管に近い末梢の動静脈肝にできる微少の動静脈瘻p/o 1.. ⽑細⾎管に近い末梢の動静脈肝にできる微少の動静脈瘻[RH]

連鎖種別 <<肺動静脈瘻$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

多発性末梢⾎管拡張型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺⾼⾎圧症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
[Sub Classes (9)] 原発性肺⾼⾎圧症，肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症，家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症，

慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症，膠原病に伴う肺⾼⾎圧症，
⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症，⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症，
肺静脈閉塞性疾患，HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺循環障害$構成要素
肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺⾼⾎圧症・肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾼⾎圧症・肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺⾼⾎圧症・様々な原因により肺動脈圧の上昇を認める病態の総称[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾼⾎圧症・様々な原因により肺動脈圧の上昇を認める病態の総称p/o 1.. 様々な原因により肺動脈圧の上昇を認める病態の総称[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<様々な原因により肺動脈圧の上昇を認める病態の総称状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⾼⾎圧症・肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺循環障害$構成要素
肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺⾼⾎圧症・肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾼⾎圧症・肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺⾼⾎圧症・様々な原因により肺動脈圧の上昇を認める病態の総称[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾼⾎圧症・様々な原因により肺動脈圧の上昇を認める病態の総称p/o 1.. 様々な原因により肺動脈圧の上昇を認める病態の総称[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<様々な原因により肺動脈圧の上昇を認める病態の総称状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⾼⾎圧症・肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性肺⾼⾎圧症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺⾼⾎圧症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・原因不明の肺⾼⾎圧症をきたす病態p/o 1.. 原因不明の肺⾼⾎圧症をきたす病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<原因不明の肺⾼⾎圧症をきたす病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原因不明の肺⾼⾎圧症をきたす病態[RH]
▼結果 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・⾎痰[RH]
▼結果 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・浮腫[RH]
▼結果 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難[RH]
▼結果 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・倦怠感[RH]
▼結果 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・肺⾼⾎圧[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・浮腫p/o 1.. 浮腫[RH]

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

a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・肺⾼⾎圧p/o 1.. 肺⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・原因不明の肺⾼⾎圧症をきたす病態p/o 1.. 原因不明の肺⾼⾎圧症をきたす病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<原因不明の肺⾼⾎圧症をきたす病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原因不明の肺⾼⾎圧症をきたす病態[RH]
▼結果 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・⾎痰[RH]
▼結果 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・浮腫[RH]
▼結果 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難[RH]
▼結果 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・倦怠感[RH]
▼結果 <<原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・肺⾼⾎圧[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・浮腫p/o 1.. 浮腫[RH]

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

a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因

a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺⾼⾎圧症・肺⾼⾎圧p/o 1.. 肺⾼⾎圧[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾼⾎圧状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]a/o 1.. 原発性肺⾼⾎圧症・原発性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺⾼⾎圧症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺⾎管床の減少による肺動脈⾎流抵抗の上昇[RH]
▼原因 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・低酸素性⾎管攣縮[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺⾎管床の減少による肺動脈⾎流抵抗の上昇p/o 1.. 肺⾎管床の減少による肺動脈⾎流抵抗の上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⾎管床の減少による肺動脈⾎流抵抗の上昇状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・低酸素性⾎管攣縮p/o 1.. 低酸素性⾎管攣縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<低酸素性⾎管攣縮状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・換気機能異常⼜はガス交換障害をきたす呼吸器疾患にみとめる肺⾎圧上昇[RH]
▼結果 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺性⼼[RH]
▼結果 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・慢性閉塞性肺疾患【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・間質性肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・換気機能異常⼜はガス交換障害をきたす呼吸器疾患にみとめる肺⾎圧上昇p/o 1.. 換気機能異常⼜はガス交換障害をきたす呼吸器疾患にみとめる肺⾎圧上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<換気機能異常⼜はガス交換障害をきたす呼吸器疾患にみとめる肺⾎圧上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺性⼼p/o 1.. 肺性⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺性⼼状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀喘息状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・慢性閉塞性肺疾患【異常状態】p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別/ 1

肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺⾎管床の減少による肺動脈⾎流抵抗の上昇[RH]
▼原因 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・低酸素性⾎管攣縮[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺⾎管床の減少による肺動脈⾎流抵抗の上昇p/o 1.. 肺⾎管床の減少による肺動脈⾎流抵抗の上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⾎管床の減少による肺動脈⾎流抵抗の上昇状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・低酸素性⾎管攣縮p/o 1.. 低酸素性⾎管攣縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<低酸素性⾎管攣縮状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・換気機能異常⼜はガス交換障害をきたす呼吸器疾患にみとめる肺⾎圧上昇[RH]
▼結果 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺性⼼[RH]
▼結果 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・慢性閉塞性肺疾患【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・間質性肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・換気機能異常⼜はガス交換障害をきたす呼吸器疾患にみとめる肺⾎圧上昇p/o 1.. 換気機能異常⼜はガス交換障害をきたす呼吸器疾患にみとめる肺⾎圧上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<換気機能異常⼜はガス交換障害をきたす呼吸器疾患にみとめる肺⾎圧上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺性⼼p/o 1.. 肺性⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺性⼼状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀喘息状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・慢性閉塞性肺疾患【異常状態】p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性閉塞性肺疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別/ 1

肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
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$
a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

$
a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・間質性肺炎p/o 1.. 間質性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<間質性肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺⾼⾎圧症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性に肺⾼⾎圧症をきたす病態[RH]
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・慢性肺感染症[RH]
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・浮腫[RH]
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難[RH]
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・倦怠感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性に肺⾼⾎圧症をきたす病態p/o 1.. 家族性に肺⾼⾎圧症をきたす病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性に肺⾼⾎圧症をきたす病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺アスペルギウス症【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・⾎痰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性に肺⾼⾎圧症をきたす病態[RH]
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・慢性肺感染症[RH]
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・浮腫[RH]
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難[RH]
▼結果 <<家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・倦怠感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性に肺⾼⾎圧症をきたす病態p/o 1.. 家族性に肺⾼⾎圧症をきたす病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性に肺⾼⾎圧症をきたす病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺アスペルギウス症【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・⾎痰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・慢性肺感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・浮腫p/o 1.. 浮腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<浮腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・慢性肺感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・浮腫p/o 1.. 浮腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<浮腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・家族性肺動脈性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺⾼⾎圧症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・深部静脈⾎栓症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・深部静脈⾎栓症p/o 1.. 深部静脈⾎栓症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<深部静脈⾎栓症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

▼結果 <<慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるもの[RH]

▼結果 <<慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるものp/o 1.. 器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・深部静脈⾎栓症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・深部静脈⾎栓症p/o 1.. 深部静脈⾎栓症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<深部静脈⾎栓症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

▼結果 <<慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるもの[RH]

▼結果 <<慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるものp/o 1.. 器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺⾼⾎圧症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

▼原因 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるもの[RH]

▼原因 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺動脈末梢内腔の狭窄[RH]
▼原因 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・間質性肺炎などによる肺病変に伴う肺⾼⾎圧症[RH]
▼原因 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺動脈⾎管炎による狭窄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるものp/o 1.. 器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺動脈末梢内腔の狭窄p/o 1.. 肺動脈末梢内腔の狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺動脈末梢内腔の狭窄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・間質性肺炎などによる肺病変に伴う肺⾼⾎圧症p/o 1.. 間質性肺炎などによる肺病変に伴う肺⾼⾎圧症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<間質性肺炎などによる肺病変に伴う肺⾼⾎圧症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺動脈⾎管炎による狭窄p/o 1.. 肺動脈⾎管炎による狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺動脈⾎管炎による狭窄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴い肺動脈末梢内腔の狭窄、間質性肺炎、慢性肺⾎栓塞栓症、末梢肺動脈⾎管などにより肺⾼⾎圧症を起こしたもの[RH]
▼結果 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴い肺動脈末梢内腔の狭窄、間質性肺炎、慢性肺⾎栓塞栓症、末梢肺動脈⾎管などにより肺⾼⾎圧症を起こしたものp/o 1.. 膠原病に伴い肺動脈末梢内腔の狭窄、間質性肺炎、慢性肺⾎栓塞栓症、末梢肺動脈⾎管などにより肺⾼⾎圧症を起こしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膠原病に伴い肺動脈末梢内腔の狭窄、間質性肺炎、慢性肺⾎栓塞栓症、末梢肺動脈⾎管などにより肺⾼⾎圧症を起こしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

膠原病に伴う肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

▼原因 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるもの[RH]

▼原因 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺動脈末梢内腔の狭窄[RH]
▼原因 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・間質性肺炎などによる肺病変に伴う肺⾼⾎圧症[RH]
▼原因 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺動脈⾎管炎による狭窄[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるものp/o 1.. 器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<器質化した⾎栓により肺動脈が慢性的に閉塞した疾患の総称で、⾎栓により閉塞した肺動脈の範囲が広く肺⾼⾎圧症を合併し息切れなどの臨床上が認められるもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺動脈末梢内腔の狭窄p/o 1.. 肺動脈末梢内腔の狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺動脈末梢内腔の狭窄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・間質性肺炎などによる肺病変に伴う肺⾼⾎圧症p/o 1.. 間質性肺炎などによる肺病変に伴う肺⾼⾎圧症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<間質性肺炎などによる肺病変に伴う肺⾼⾎圧症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺動脈⾎管炎による狭窄p/o 1.. 肺動脈⾎管炎による狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺動脈⾎管炎による狭窄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴い肺動脈末梢内腔の狭窄、間質性肺炎、慢性肺⾎栓塞栓症、末梢肺動脈⾎管などにより肺⾼⾎圧症を起こしたもの[RH]
▼結果 <<膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴い肺動脈末梢内腔の狭窄、間質性肺炎、慢性肺⾎栓塞栓症、末梢肺動脈⾎管などにより肺⾼⾎圧症を起こしたものp/o 1.. 膠原病に伴い肺動脈末梢内腔の狭窄、間質性肺炎、慢性肺⾎栓塞栓症、末梢肺動脈⾎管などにより肺⾼⾎圧症を起こしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膠原病に伴い肺動脈末梢内腔の狭窄、間質性肺炎、慢性肺⾎栓塞栓症、末梢肺動脈⾎管などにより肺⾼⾎圧症を起こしたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・労作時呼吸困難p/o 1.. 労作時呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<労作時呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・膠原病に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

膠原病に伴う肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺⾼⾎圧症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肝硬変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肝硬変p/o 1.. 肝硬変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝硬変状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肝機能障害and/or⾨脈圧亢進を伴う前⽑細⾎管性肺⾼⾎圧症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肝機能障害and/or⾨脈圧亢進を伴う前⽑細⾎管性肺⾼⾎圧症p/o 1.. 肝機能障害and/or⾨脈圧亢進を伴う前⽑細⾎管性肺⾼⾎圧症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝機能障害and/or⾨脈圧亢進を伴う前⽑細⾎管性肺⾼⾎圧症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肝硬変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肝硬変p/o 1.. 肝硬変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝硬変状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肝機能障害and/or⾨脈圧亢進を伴う前⽑細⾎管性肺⾼⾎圧症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・肝機能障害and/or⾨脈圧亢進を伴う前⽑細⾎管性肺⾼⾎圧症p/o 1.. 肝機能障害and/or⾨脈圧亢進を伴う前⽑細⾎管性肺⾼⾎圧症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝機能障害and/or⾨脈圧亢進を伴う前⽑細⾎管性肺⾼⾎圧症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾨脈圧亢進症に伴う肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺⾼⾎圧症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・僧帽弁狭窄症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・僧帽弁狭窄症p/o 1.. 僧帽弁狭窄症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<僧帽弁狭窄症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・僧帽弁狭窄などによる左⼼不全などで⽣じた肺静脈圧の上昇が肺⾼⾎圧の原因となるもの。[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・僧帽弁狭窄などによる左⼼不全などで⽣じた肺静脈圧の上昇が肺⾼⾎圧の原因となるもの。p/o 1.. 僧帽弁狭窄などによる左⼼不全などで⽣じた肺静脈圧の上昇が肺⾼⾎圧の原因となるもの。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<僧帽弁狭窄などによる左⼼不全などで⽣じた肺静脈圧の上昇が肺⾼⾎圧の原因となるもの。状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・僧帽弁狭窄症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・僧帽弁狭窄症p/o 1.. 僧帽弁狭窄症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<僧帽弁狭窄症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・僧帽弁狭窄などによる左⼼不全などで⽣じた肺静脈圧の上昇が肺⾼⾎圧の原因となるもの。[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・僧帽弁狭窄などによる左⼼不全などで⽣じた肺静脈圧の上昇が肺⾼⾎圧の原因となるもの。p/o 1.. 僧帽弁狭窄などによる左⼼不全などで⽣じた肺静脈圧の上昇が肺⾼⾎圧の原因となるもの。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<僧帽弁狭窄などによる左⼼不全などで⽣じた肺静脈圧の上昇が肺⾼⾎圧の原因となるもの。状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼼疾患に伴う肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺静脈閉塞性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺⾼⾎圧症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
肺静脈閉塞性疾患・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺静脈閉塞性疾患・肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺静脈閉塞性疾患・肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺静脈閉塞性疾患・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺静脈閉塞性疾患・⼀時的に肺細静脈の⾎管床に異常を認め肺静脈の閉塞性病変により肺⾼⾎圧症を呈する疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺静脈閉塞性疾患・⼀時的に肺細静脈の⾎管床に異常を認め肺静脈の閉塞性病変により肺⾼⾎圧症を呈する疾患p/o 1.. ⼀時的に肺細静脈の⾎管床に異常を認め肺静脈の閉塞性病変により肺⾼⾎圧症を呈する疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀時的に肺細静脈の⾎管床に異常を認め肺静脈の閉塞性病変により肺⾼⾎圧症を呈する疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺静脈閉塞性疾患・肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

肺静脈閉塞性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
肺静脈閉塞性疾患・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺静脈閉塞性疾患・肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺静脈閉塞性疾患・肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺静脈閉塞性疾患・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺静脈閉塞性疾患・⼀時的に肺細静脈の⾎管床に異常を認め肺静脈の閉塞性病変により肺⾼⾎圧症を呈する疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺静脈閉塞性疾患・⼀時的に肺細静脈の⾎管床に異常を認め肺静脈の閉塞性病変により肺⾼⾎圧症を呈する疾患p/o 1.. ⼀時的に肺細静脈の⾎管床に異常を認め肺静脈の閉塞性病変により肺⾼⾎圧症を呈する疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀時的に肺細静脈の⾎管床に異常を認め肺静脈の閉塞性病変により肺⾼⾎圧症を呈する疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺静脈閉塞性疾患・肺静脈閉塞性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

肺静脈閉塞性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
 / 肺⾼⾎圧症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

▼原因 <<HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIV感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIV感染p/o 1.. HIV感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<HIV感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

▼結果 <<HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIV感染者に肺⾼⾎圧を多く認め、ウイルスによる内⽪細胞増殖、成⻑因⼦への影響が考えられる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIV感染者に肺⾼⾎圧を多く認め、ウイルスによる内⽪細胞増殖、成⻑因⼦への影響が考えられるp/o 1.. HIV感染者に肺⾼⾎圧を多く認め、ウイルスによる内⽪細胞増殖、成⻑因⼦への影響が考えられる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HIV感染者に肺⾼⾎圧を多く認め、ウイルスによる内⽪細胞増殖、成⻑因⼦への影響が考えられる状態$異常状態%原因
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺⾼⾎圧症$構成要素
HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

▼原因 <<HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIV感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIV感染p/o 1.. HIV感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<HIV感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

▼結果 <<HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIV感染者に肺⾼⾎圧を多く認め、ウイルスによる内⽪細胞増殖、成⻑因⼦への影響が考えられる[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIV感染者に肺⾼⾎圧を多く認め、ウイルスによる内⽪細胞増殖、成⻑因⼦への影響が考えられるp/o 1.. HIV感染者に肺⾼⾎圧を多く認め、ウイルスによる内⽪細胞増殖、成⻑因⼦への影響が考えられる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HIV感染者に肺⾼⾎圧を多く認め、ウイルスによる内⽪細胞増殖、成⻑因⼦への影響が考えられる状態$異常状態%原因
a/o 1.. HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症・暫定連鎖(結果)[RH]

HIVウイルス感染症による肺⾼⾎圧症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害
[Sub Classes (4)] 全⾝性炎症反応症候群，急性肺障害，輸⾎関連急性肺障害，

虚⾎・再灌流性肺障害
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺循環障害$構成要素
肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺障害・肺障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺障害・肺⽑細⾎管透過性亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺障害・肺⽑細⾎管透過性亢進p/o 1.. 肺⽑細⾎管透過性亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⽑細⾎管透過性亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺障害・肺障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺障害・様々な原因で肺が障害を受けた状態[RH]
▼結果 <<肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺障害・呼吸困難に伴う意識障害[RH]
▼結果 <<肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺障害・バタフライ陰影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺障害・様々な原因で肺が障害を受けた状態p/o 1.. 様々な原因で肺が障害を受けた状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<様々な原因で肺が障害を受けた状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺障害・呼吸困難に伴う意識障害p/o 1.. 呼吸困難に伴う意識障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難に伴う意識障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺循環障害$構成要素
肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺障害・肺障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺障害・肺⽑細⾎管透過性亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺障害・肺⽑細⾎管透過性亢進p/o 1.. 肺⽑細⾎管透過性亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⽑細⾎管透過性亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺障害・肺障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺障害・様々な原因で肺が障害を受けた状態[RH]
▼結果 <<肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺障害・呼吸困難に伴う意識障害[RH]
▼結果 <<肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺障害・バタフライ陰影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺障害・様々な原因で肺が障害を受けた状態p/o 1.. 様々な原因で肺が障害を受けた状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<様々な原因で肺が障害を受けた状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺障害・呼吸困難に伴う意識障害p/o 1.. 呼吸困難に伴う意識障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難に伴う意識障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難に伴う意識障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺障害・バタフライ陰影p/o 1.. バタフライ陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<バタフライ陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難に伴う意識障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺障害・バタフライ陰影p/o 1.. バタフライ陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<バタフライ陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺障害・肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 全⾝性炎症反応症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺障害$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・感染症、敗⾎症[RH]
▼原因 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・炎症性メディエーター[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・感染症、敗⾎症p/o 1.. 感染症、敗⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<感染症、敗⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・炎症性メディエーターp/o 1.. 炎症性メディエーター[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<炎症性メディエーター状態$異常状態%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・種々の原因によって全⾝に炎症を来した病態[RH]
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・体温が３８度以上か３６度以下、または脈拍が９０/分以上、呼吸数が２０回/分以上かPaCO2<32Torrまたは⽩⾎球が12000/mm3以上か4000以下か未熟型好中球が１０％以上の以上４項⽬のうち２項⽬以上を満たす場合[RH]
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・発熱[RH]
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・呼吸困難[RH]
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・ショック[RH]
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・多臓器不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・種々の原因によって全⾝に炎症を来した病態p/o 1.. 種々の原因によって全⾝に炎症を来した病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<種々の原因によって全⾝に炎症を来した病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・体温が３８度以上か３６度以下、または脈拍が９０/分以上、呼吸数が２０回/分以上かPaCO2<32Torrまたは⽩⾎球が12000/mm3以上か4000以下か未熟型好中球が１０％以上の以上４項⽬のうち２項⽬以上を満たす場合p/o 1.. 体温が３８度以上か３６度以下、または脈拍が９０/分以上、呼吸数が２０回/分以上かPaCO2<32Torrまたは⽩⾎球が12000/mm3以上か4000以下か未熟型好中球が１０％以上の以上４項⽬のうち２項⽬以上を満たす場合[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体温が３８度以上か３６度以下、または脈拍が９０/分以上、呼吸数が２０回/分以上かPaCO2<32Torrまたは⽩⾎球が12000/mm3以上か4000以下か未熟型好中球が１０％以上の以上４項⽬のうち２項⽬以上を満たす場合状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・ショックp/o 1.. ショック[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ショック状態$異常状態%原因
a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・多臓器不全p/o 1.. 多臓器不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多臓器不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝性炎症反応症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺障害$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・感染症、敗⾎症[RH]
▼原因 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・炎症性メディエーター[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・感染症、敗⾎症p/o 1.. 感染症、敗⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<感染症、敗⾎症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・炎症性メディエーターp/o 1.. 炎症性メディエーター[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<炎症性メディエーター状態$異常状態%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・種々の原因によって全⾝に炎症を来した病態[RH]
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・体温が３８度以上か３６度以下、または脈拍が９０/分以上、呼吸数が２０回/分以上かPaCO2<32Torrまたは⽩⾎球が12000/mm3以上か4000以下か未熟型好中球が１０％以上の以上４項⽬のうち２項⽬以上を満たす場合[RH]
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・発熱[RH]
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・呼吸困難[RH]
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・ショック[RH]
▼結果 <<全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・多臓器不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・種々の原因によって全⾝に炎症を来した病態p/o 1.. 種々の原因によって全⾝に炎症を来した病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<種々の原因によって全⾝に炎症を来した病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・体温が３８度以上か３６度以下、または脈拍が９０/分以上、呼吸数が２０回/分以上かPaCO2<32Torrまたは⽩⾎球が12000/mm3以上か4000以下か未熟型好中球が１０％以上の以上４項⽬のうち２項⽬以上を満たす場合p/o 1.. 体温が３８度以上か３６度以下、または脈拍が９０/分以上、呼吸数が２０回/分以上かPaCO2<32Torrまたは⽩⾎球が12000/mm3以上か4000以下か未熟型好中球が１０％以上の以上４項⽬のうち２項⽬以上を満たす場合[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体温が３８度以上か３６度以下、または脈拍が９０/分以上、呼吸数が２０回/分以上かPaCO2<32Torrまたは⽩⾎球が12000/mm3以上か4000以下か未熟型好中球が１０％以上の以上４項⽬のうち２項⽬以上を満たす場合状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・ショックp/o 1.. ショック[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ショック状態$異常状態%原因
a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝性炎症反応症候群・多臓器不全p/o 1.. 多臓器不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多臓器不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 全⾝性炎症反応症候群・全⾝性炎症反応症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝性炎症反応症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性肺障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害 / 肺障害
[Sub Classes (1)] 登録中疾患
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺障害$構成要素
急性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

▼原因 <<急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性肺障害・気管⽀喘息【異常状態】[RH]

▼原因 <<急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性肺障害・肺炎[RH]

▼原因 <<急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺障害・急性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺障害・肺⾎栓塞栓症[RH]
▼原因 <<急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性肺障害・敗⾎症や重症肺炎、多発外傷などを誘因として発症する急性炎症とそれに伴う肺⽑細⾎管内⽪の透過性亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀喘息状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・肺炎p/o 1.. 肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・急性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 急性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性間質性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・肺⾎栓塞栓症p/o 1.. 肺⾎栓塞栓症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⾎栓塞栓症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・敗⾎症や重症肺炎、多発外傷などを誘因として発症する急性炎症とそれに伴う肺⽑細⾎管内⽪の透過性亢進p/o 1.. 敗⾎症や重症肺炎、多発外傷などを誘因として発症する急性炎症とそれに伴う肺⽑細⾎管内⽪の透過性亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<敗⾎症や重症肺炎、多発外傷などを誘因として発症する急性炎症とそれに伴う肺⽑細⾎管内⽪の透過性亢進状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

▼結果 <<急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性肺障害・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼結果 <<急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性肺障害・重篤な低酸素⾎症[RH]

▼結果 <<急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性肺障害・⼼不全を認めない[RH]

▼結果 <<急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性肺障害・慢性肺感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫p/o 1.. さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影p/o 1.. 胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・重篤な低酸素⾎症p/o 1.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重篤な低酸素⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・⼼不全を認めないp/o 1.. ⼼不全を認めない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼不全を認めない状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害 慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

急性肺障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺障害$構成要素
急性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

▼原因 <<急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性肺障害・気管⽀喘息【異常状態】[RH]

▼原因 <<急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性肺障害・肺炎[RH]

▼原因 <<急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺障害・急性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺障害・肺⾎栓塞栓症[RH]
▼原因 <<急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性肺障害・敗⾎症や重症肺炎、多発外傷などを誘因として発症する急性炎症とそれに伴う肺⽑細⾎管内⽪の透過性亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀喘息状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・肺炎p/o 1.. 肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・急性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 急性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性間質性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・肺⾎栓塞栓症p/o 1.. 肺⾎栓塞栓症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⾎栓塞栓症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・敗⾎症や重症肺炎、多発外傷などを誘因として発症する急性炎症とそれに伴う肺⽑細⾎管内⽪の透過性亢進p/o 1.. 敗⾎症や重症肺炎、多発外傷などを誘因として発症する急性炎症とそれに伴う肺⽑細⾎管内⽪の透過性亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<敗⾎症や重症肺炎、多発外傷などを誘因として発症する急性炎症とそれに伴う肺⽑細⾎管内⽪の透過性亢進状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

▼結果 <<急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性肺障害・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼結果 <<急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性肺障害・重篤な低酸素⾎症[RH]

▼結果 <<急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性肺障害・⼼不全を認めない[RH]

▼結果 <<急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 急性肺障害・慢性肺感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫p/o 1.. さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影p/o 1.. 胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・重篤な低酸素⾎症p/o 1.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重篤な低酸素⾎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・⼼不全を認めないp/o 1.. ⼼不全を認めない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼不全を認めない状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害 慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

急性肺障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼不全を認めない状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼不全を認めない状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・慢性肺感染症p/o 1.. 慢性肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性肺感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<慢性肺感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺障害・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺障害・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺障害・慢性肺感染症[RH]
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[Class Name] 登録中疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肺循環障害 / 肺障害
 / 急性肺障害

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

登録中疾患 因果構造物（＝因果連鎖）登録中疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 輸⾎関連急性肺障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺障害$構成要素
輸⾎関連急性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
輸⾎関連急性肺障害・輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・抗⽩⾎球抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
輸⾎関連急性肺障害・抗⽩⾎球抗体p/o 1.. 抗⽩⾎球抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<抗⽩⾎球抗体状態$異常状態%結果a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
輸⾎関連急性肺障害・輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・同種⾎輸⾎後１－２時間後に起こる急性の肺障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
輸⾎関連急性肺障害・同種⾎輸⾎後１－２時間後に起こる急性の肺障害p/o 1.. 同種⾎輸⾎後１－２時間後に起こる急性の肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<同種⾎輸⾎後１－２時間後に起こる急性の肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

輸⾎関連急性肺障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺障害$構成要素
輸⾎関連急性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
輸⾎関連急性肺障害・輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・抗⽩⾎球抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
輸⾎関連急性肺障害・抗⽩⾎球抗体p/o 1.. 抗⽩⾎球抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<抗⽩⾎球抗体状態$異常状態%結果a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
輸⾎関連急性肺障害・輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・同種⾎輸⾎後１－２時間後に起こる急性の肺障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
輸⾎関連急性肺障害・同種⾎輸⾎後１－２時間後に起こる急性の肺障害p/o 1.. 同種⾎輸⾎後１－２時間後に起こる急性の肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<同種⾎輸⾎後１－２時間後に起こる急性の肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 輸⾎関連急性肺障害・輸⾎関連急性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

輸⾎関連急性肺障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 虚⾎・再灌流性肺障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺障害$構成要素
虚⾎・再灌流性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
虚⾎・再灌流性肺障害・虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・肺⾎管内⽪障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
虚⾎・再灌流性肺障害・肺⾎管内⽪障害p/o 1.. 肺⾎管内⽪障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⾎管内⽪障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
虚⾎・再灌流性肺障害・虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・肺が⼀定の時間虚⾎にさらされた後再灌流された際に⽣じる肺⽔腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
虚⾎・再灌流性肺障害・肺が⼀定の時間虚⾎にさらされた後再灌流された際に⽣じる肺⽔腫p/o 1.. 肺が⼀定の時間虚⾎にさらされた後再灌流された際に⽣じる肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺が⼀定の時間虚⾎にさらされた後再灌流された際に⽣じる肺⽔腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

虚⾎・再灌流性肺障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺障害$構成要素
虚⾎・再灌流性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患p/o 1.. 肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
虚⾎・再灌流性肺障害・虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼原因 <<虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・肺⾎管内⽪障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
虚⾎・再灌流性肺障害・肺⾎管内⽪障害p/o 1.. 肺⾎管内⽪障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⾎管内⽪障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
虚⾎・再灌流性肺障害・虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・肺の⾎管、⾎流の病変による呼吸器疾患[RH]
▼結果 <<虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・肺が⼀定の時間虚⾎にさらされた後再灌流された際に⽣じる肺⽔腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
虚⾎・再灌流性肺障害・肺が⼀定の時間虚⾎にさらされた後再灌流された際に⽣じる肺⽔腫p/o 1.. 肺が⼀定の時間虚⾎にさらされた後再灌流された際に⽣じる肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺が⼀定の時間虚⾎にさらされた後再灌流された際に⽣じる肺⽔腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 虚⾎・再灌流性肺障害・虚⾎・再灌流性肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

虚⾎・再灌流性肺障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 感染性呼吸器疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (21)] マイコプラズマ肺炎，肺真菌症，ウイルス性肺炎，結核，⾮定型抗酸菌症，

肺原⾍感染症，肺寄⽣⾍感染症，中葉⾆区症候群，誤嚥性肺炎，
新⽣児肺炎，⽼⼈性肺炎，閉塞性肺炎，肺化膿症，肺ノカルジア症，
放線菌症，体液性免疫不全症に伴う肺感染症，
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症，複合免疫不全症に伴う肺炎，
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症，補体⽋損症に伴う肺感染症，
細菌性肺炎

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・咳嗽[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]

感染性呼吸器疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・咳嗽[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]

感染性呼吸器疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・呼吸器感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・呼吸器感染症p/o 1.. 呼吸器感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<呼吸器感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・発熱[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・ＣＲＰ上昇[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症【異常状態】[RH]
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・ＣＲＰ上昇p/o 1.. ＣＲＰ上昇[RH]

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

a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・呼吸器感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・呼吸器感染症p/o 1.. 呼吸器感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<呼吸器感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・発熱[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・ＣＲＰ上昇[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症【異常状態】[RH]
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・ＣＲＰ上昇p/o 1.. ＣＲＰ上昇[RH]

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

a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
感染性呼吸器疾患・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]
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[Class Name] マイコプラズマ肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼結果 <<マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・すりガラス状陰影[RH]
▼結果 <<マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・Stevens-Johnson症候群[RH]
▼結果 <<マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・市中肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎p/o 1.. マイコプラズマによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・Mycoplasma pneumoniae[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・末梢⽩⾎球数＜10000[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ抗体[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・レントゲン所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・Mycoplasma pneumoniaep/o 1.. Mycoplasma pneumoniae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Mycoplasma pneumoniae状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・末梢⽩⾎球数＜10000p/o 1.. 末梢⽩⾎球数＜10000[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢⽩⾎球数＜10000状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ抗体p/o 1.. マイコプラズマ抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<マイコプラズマ抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・レントゲン所⾒p/o 1.. レントゲン所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

マイコプラズマ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼結果 <<マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・すりガラス状陰影[RH]
▼結果 <<マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・Stevens-Johnson症候群[RH]
▼結果 <<マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・市中肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎p/o 1.. マイコプラズマによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・Mycoplasma pneumoniae[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・末梢⽩⾎球数＜10000[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ抗体[RH]
▼結果 <<マイコプラズマによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・レントゲン所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・Mycoplasma pneumoniaep/o 1.. Mycoplasma pneumoniae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Mycoplasma pneumoniae状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・末梢⽩⾎球数＜10000p/o 1.. 末梢⽩⾎球数＜10000[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<末梢⽩⾎球数＜10000状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ抗体p/o 1.. マイコプラズマ抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<マイコプラズマ抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・レントゲン所⾒p/o 1.. レントゲン所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

マイコプラズマ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・レントゲン所⾒p/o 1.. レントゲン所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<レントゲン所⾒状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・Stevens-Johnson症候群p/o 1.. Stevens-Johnson症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Stevens-Johnson症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・発熱[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・レントゲン所⾒p/o 1.. レントゲン所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<レントゲン所⾒状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・Stevens-Johnson症候群p/o 1.. Stevens-Johnson症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Stevens-Johnson症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・マイコプラズマ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・発熱[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
マイコプラズマ肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. マイコプラズマ肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 肺真菌症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes (8)] ニューモシスチス・カリニ肺炎，肺アスペルギウス症，肺カンジダ症，

肺クリプトコッカス症，肺ムコール症，トリコスポロン肺炎，コクシジオイデス症，
ヒストプラズマ症

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺真菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺真菌症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺真菌症・咳嗽[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺真菌症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺真菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺真菌症・β－Ｄグルカン[RH]
▼結果 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺真菌症・院内肺炎[RH]
▼結果 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺真菌症・分泌物[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺真菌症・肺真菌症【異常状態】p/o 1.. 肺真菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺真菌症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺真菌症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺真菌症・発熱[RH]
▼結果 <<肺真菌症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺真菌症・気管収縮[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺真菌症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

肺真菌症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺真菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺真菌症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺真菌症・咳嗽[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺真菌症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺真菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺真菌症・β－Ｄグルカン[RH]
▼結果 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺真菌症・院内肺炎[RH]
▼結果 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺真菌症・分泌物[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺真菌症・肺真菌症【異常状態】p/o 1.. 肺真菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺真菌症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺真菌症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺真菌症・発熱[RH]
▼結果 <<肺真菌症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺真菌症・気管収縮[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺真菌症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

肺真菌症 因果構造物（＝因果連鎖）
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肺真菌症 発熱 発熱[RH]
連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺真菌症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺真菌症・気管収縮p/o 1.. 気管収縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管収縮状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺真菌症・β－Ｄグルカンp/o 1.. β－Ｄグルカン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺真菌症・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺真菌症・分泌物p/o 1.. 分泌物[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分泌物状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺真菌症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺真菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺真菌症・発熱[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺真菌症・ＣＲＰ上昇[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺真菌症・ＣＲＰ上昇p/o 1.. ＣＲＰ上昇[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＣＲＰ上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺真菌症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

肺真菌症 発熱 発熱[RH]
連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺真菌症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺真菌症・気管収縮p/o 1.. 気管収縮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管収縮状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺真菌症・β－Ｄグルカンp/o 1.. β－Ｄグルカン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺真菌症・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺真菌症・分泌物p/o 1.. 分泌物[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分泌物状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺真菌症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺真菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺真菌症・発熱[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺真菌症・ＣＲＰ上昇[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺真菌症・ＣＲＰ上昇p/o 1.. ＣＲＰ上昇[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＣＲＰ上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺真菌症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺真菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
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[Class Name] ニューモシスチス・カリニ肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症

[Sub Classes (1)] ＨＩＶカリニ肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニによる肺炎p/o 1.. ニューモシスチス・カリニによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ニューモシスチス・カリニによる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ニューモシスチス・カリニによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニによる肺炎状態$異常状態%結果

a/o 0.. ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニによる肺炎[RH]
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）[RH]
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ＨＩＶ感染症などの免疫不全[RH]
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫能低下[RH]
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫抑制剤投与[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）p/o 1.. Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）状態$異常状態%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・ＨＩＶ感染症などの免疫不全p/o 1.. ＨＩＶ感染症などの免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ＨＩＶ感染症などの免疫不全状態$異常状態%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫能低下p/o 1.. 免疫能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<免疫能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫抑制剤投与p/o 1.. 免疫抑制剤投与[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<免疫抑制剤投与状態$異常状態%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニによる肺炎[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・β－Ｄグルカン[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・すりガラス状陰影[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・市中肺炎[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

ニューモシスチス・カリニ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニによる肺炎p/o 1.. ニューモシスチス・カリニによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ニューモシスチス・カリニによる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ニューモシスチス・カリニによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニによる肺炎状態$異常状態%結果

a/o 0.. ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニによる肺炎[RH]
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）[RH]
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ＨＩＶ感染症などの免疫不全[RH]
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫能低下[RH]
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫抑制剤投与[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）p/o 1.. Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Pneumocystis jiroveci(以前のcarinii）状態$異常状態%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・ＨＩＶ感染症などの免疫不全p/o 1.. ＨＩＶ感染症などの免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ＨＩＶ感染症などの免疫不全状態$異常状態%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫能低下p/o 1.. 免疫能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<免疫能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・免疫抑制剤投与p/o 1.. 免疫抑制剤投与[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<免疫抑制剤投与状態$異常状態%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニによる肺炎[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・β－Ｄグルカン[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・すりガラス状陰影[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・市中肺炎[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

ニューモシスチス・カリニ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 577 ]

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・すりガラス状陰影[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・市中肺炎[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・院内肺炎[RH]
▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・β－Ｄグルカンp/o 1.. β－Ｄグルカン[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・すりガラス状陰影[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・市中肺炎[RH]
▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・院内肺炎[RH]
▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・β－Ｄグルカンp/o 1.. β－Ｄグルカン[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ニューモシスチス・カリニ肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ＨＩＶカリニ肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / ニューモシスチス・カリニ肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素
ＨＩＶカリニ肺炎・HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたものp/o 1.. HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたもの[RH]

連鎖種別 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素
ＨＩＶカリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたもの[RH]
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・ＨＩＶ感染症などの免疫不全[RH]
▼構成要素 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素
ＨＩＶカリニ肺炎・ＨＩＶ感染症などの免疫不全p/o 1.. ＨＩＶ感染症などの免疫不全[RH]

連鎖種別 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ＨＩＶ感染症などの免疫不全状態$異常状態%結果a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＨＩＶカリニ肺炎・ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたもの[RH]
▼結果 <<ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・免疫再構築症候群[RH]
▼原因 <<ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. ＨＩＶカリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニによる肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＨＩＶカリニ肺炎・免疫再構築症候群p/o 1.. 免疫再構築症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫再構築症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素
ＨＩＶカリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニによる肺炎p/o 0.. ニューモシスチス・カリニによる肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<ニューモシスチス・カリニによる肺炎状態$異常状態%結果
a/o 0.. ＨＩＶカリニ肺炎・ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

ＨＩＶカリニ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素
ＨＩＶカリニ肺炎・HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたものp/o 1.. HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたもの[RH]

連鎖種別 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたもの状態$異常状態%結果

a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素
ＨＩＶカリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたもの[RH]
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・ＨＩＶ感染症などの免疫不全[RH]
▼構成要素 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素
ＨＩＶカリニ肺炎・ＨＩＶ感染症などの免疫不全p/o 1.. ＨＩＶ感染症などの免疫不全[RH]

連鎖種別 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ＨＩＶ感染症などの免疫不全状態$異常状態%結果a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＨＩＶカリニ肺炎・ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・HIV陽性患者にニューモシスチス・カリニによる肺炎をきたしたもの[RH]
▼結果 <<ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・免疫再構築症候群[RH]
▼原因 <<ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. ＨＩＶカリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニによる肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＨＩＶカリニ肺炎・免疫再構築症候群p/o 1.. 免疫再構築症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫再構築症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＨＩＶカリニ肺炎・ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎$構成要素
ＨＩＶカリニ肺炎・ニューモシスチス・カリニによる肺炎p/o 0.. ニューモシスチス・カリニによる肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<ニューモシスチス・カリニによる肺炎状態$異常状態%結果
a/o 0.. ＨＩＶカリニ肺炎・ＨＩＶカリニ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

ＨＩＶカリニ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺アスペルギウス症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症

[Sub Classes (3)] 侵襲性肺アスペルギルス症，肺アスペルギローマ，慢性壊死性肺アスペルギルス症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
肺アスペルギウス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺アスペルギウス症・ガラクトマンナン抗原[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺アスペルギウス症・Aspergillus fumigatus感染症[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギウス症・Aspergillus flavus[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギウス症・Aspergillus niger[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギウス症・Aspergillus terreuss[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺アスペルギウス症・⾎痰[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・Aspergillus fumigatus感染症p/o 1.. Aspergillus fumigatus感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Aspergillus fumigatus感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・Aspergillus flavusp/o 1.. Aspergillus flavus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Aspergillus flavus状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・Aspergillus nigerp/o 1.. Aspergillus niger[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Aspergillus niger状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・Aspergillus terreussp/o 1.. Aspergillus terreuss[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

肺アスペルギウス症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
肺アスペルギウス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺アスペルギウス症・ガラクトマンナン抗原[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺アスペルギウス症・Aspergillus fumigatus感染症[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギウス症・Aspergillus flavus[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギウス症・Aspergillus niger[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギウス症・Aspergillus terreuss[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺アスペルギウス症・⾎痰[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・Aspergillus fumigatus感染症p/o 1.. Aspergillus fumigatus感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Aspergillus fumigatus感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・Aspergillus flavusp/o 1.. Aspergillus flavus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Aspergillus flavus状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・Aspergillus nigerp/o 1.. Aspergillus niger[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Aspergillus niger状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・Aspergillus terreussp/o 1.. Aspergillus terreuss[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

肺アスペルギウス症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・Aspergillus terreussp/o 1.. Aspergillus terreuss[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Aspergillus terreuss状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・ガラクトマンナン抗原p/o 1.. ガラクトマンナン抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ガラクトマンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ガラクトマンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]

a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・Aspergillus terreussp/o 1.. Aspergillus terreuss[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Aspergillus terreuss状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギウス症・ガラクトマンナン抗原p/o 1.. ガラクトマンナン抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ガラクトマンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギウス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ガラクトマンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
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[Class Name] 侵襲性肺アスペルギルス症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / 肺アスペルギウス症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺アスペルギウス症$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・免疫能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・免疫能低下p/o 1.. 免疫能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染p/o 1.. 免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・ガラクトマンナン抗原[RH]
▼結果 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・β－Ｄグルカン[RH]

▼構成要素 <<肺アスペルギウス症$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・ガラクトマンナン抗原p/o 1.. ガラクトマンナン抗原[RH]

連鎖種別 <<肺アスペルギウス症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ガラクトマンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
▼原因 <<ガラクトマンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・β－Ｄグルカンp/o 1.. β－Ｄグルカン[RH]

連鎖種別 <<肺真菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺アスペルギウス症$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺アスペルギウス症$構成要素%連鎖種別

侵襲性肺アスペルギルス症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺アスペルギウス症$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・免疫能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・免疫能低下p/o 1.. 免疫能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫能低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染p/o 1.. 免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・侵襲性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・ガラクトマンナン抗原[RH]
▼結果 <<免疫低下状態にアスペルギルスが感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・β－Ｄグルカン[RH]

▼構成要素 <<肺アスペルギウス症$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・ガラクトマンナン抗原p/o 1.. ガラクトマンナン抗原[RH]

連鎖種別 <<肺アスペルギウス症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ガラクトマンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
▼原因 <<ガラクトマンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・β－Ｄグルカンp/o 1.. β－Ｄグルカン[RH]

連鎖種別 <<肺真菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・免疫低下状態にアスペルギルスが感染[RH]
▼原因 <<β－Ｄグルカン状態$異常状態%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺アスペルギウス症$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺アスペルギウス症$構成要素%連鎖種別

侵襲性肺アスペルギルス症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺アスペルギウス症$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺アスペルギウス症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・ガラクトマンナン抗原[RH]

▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺真菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・β－Ｄグルカン[RH]

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺アスペルギウス症$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺アスペルギウス症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・ガラクトマンナン抗原[RH]

▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
侵襲性肺アスペルギルス症・肺真菌症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺真菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<肺真菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺真菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 侵襲性肺アスペルギルス症・β－Ｄグルカン[RH]
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[Class Name] 肺アスペルギローマ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / 肺アスペルギウス症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺アスペルギウス症$構成要素
肺アスペルギローマ・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺アスペルギローマ・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギローマ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アスペルギローマ状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺アスペルギローマ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺アスペルギローマ・アスペルギルス沈降抗体[RH]
▼結果 <<肺アスペルギローマ状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギローマ・クレッセントサイン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギローマ・アスペルギルス沈降抗体p/o 1.. アスペルギルス沈降抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アスペルギルス沈降抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギローマ・クレッセントサインp/o 1.. クレッセントサイン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クレッセントサイン状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ【異常状態】[RH]

肺アスペルギローマ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺アスペルギウス症$構成要素
肺アスペルギローマ・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺アスペルギローマ・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギローマ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アスペルギローマ状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺アスペルギローマ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺アスペルギローマ・アスペルギルス沈降抗体[RH]
▼結果 <<肺アスペルギローマ状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺アスペルギローマ・クレッセントサイン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギローマ・アスペルギルス沈降抗体p/o 1.. アスペルギルス沈降抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アスペルギルス沈降抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺アスペルギローマ・クレッセントサインp/o 1.. クレッセントサイン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クレッセントサイン状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺アスペルギローマ・肺アスペルギローマ【異常状態】[RH]

肺アスペルギローマ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性壊死性肺アスペルギルス症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / 肺アスペルギウス症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺アスペルギウス症$構成要素
慢性壊死性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性壊死性肺アスペルギルス症・慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・慢性壊死性肺アスペルギルス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性壊死性肺アスペルギルス症・慢性壊死性肺アスペルギルス症【異常状態】p/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性壊死性肺アスペルギルス症状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性壊死性肺アスペルギルス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・アスペルギルス沈降抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性壊死性肺アスペルギルス症・アスペルギルス沈降抗体p/o 1.. アスペルギルス沈降抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アスペルギルス沈降抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・慢性壊死性肺アスペルギルス症【異常状態】[RH]

慢性壊死性肺アスペルギルス症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺アスペルギウス症$構成要素
慢性壊死性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性壊死性肺アスペルギルス症・慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・慢性壊死性肺アスペルギルス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性壊死性肺アスペルギルス症・慢性壊死性肺アスペルギルス症【異常状態】p/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性壊死性肺アスペルギルス症状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・慢性壊死性肺アスペルギルス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<慢性壊死性肺アスペルギルス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・アスペルギルス沈降抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性壊死性肺アスペルギルス症・アスペルギルス沈降抗体p/o 1.. アスペルギルス沈降抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アスペルギルス沈降抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性壊死性肺アスペルギルス症・慢性壊死性肺アスペルギルス症【異常状態】[RH]

慢性壊死性肺アスペルギルス症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺カンジダ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症

[Sub Classes (4)] 気管⽀炎型カンジダ症，肺炎・肺膿瘍型カンジダ症，胸膜炎・膿胸型カンジダ症，
全⾝播種性カンジダ症

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
肺カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 肺カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺カンジダ症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・Candida albicans[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・Candida tropicalis[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺カンジダ症・Candida parapsilosis[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・Candida krusei[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・Candida glabrata[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・Candida gulliemondii[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺カンジダ症・マンナン抗原[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・βーＤグルカン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・Candida albicansp/o 1.. Candida albicans[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Candida albicans状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・Candida tropicalisp/o 1.. Candida tropicalis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Candida tropicalis状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・Candida parapsilosisp/o 1.. Candida parapsilosis[RH]

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

肺カンジダ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
肺カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 肺カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺カンジダ症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・Candida albicans[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・Candida tropicalis[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺カンジダ症・Candida parapsilosis[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・Candida krusei[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・Candida glabrata[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・Candida gulliemondii[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺カンジダ症・マンナン抗原[RH]
▼結果 <<肺カンジダ症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺カンジダ症・βーＤグルカン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・Candida albicansp/o 1.. Candida albicans[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Candida albicans状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・Candida tropicalisp/o 1.. Candida tropicalis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Candida tropicalis状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・Candida parapsilosisp/o 1.. Candida parapsilosis[RH]

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

肺カンジダ症 因果構造物（＝因果連鎖）
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肺カンジダ症 Candida parapsilosis Candida parapsilosis[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Candida parapsilosis状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・Candida kruseip/o 1.. Candida krusei[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Candida krusei状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・Candida glabratap/o 1.. Candida glabrata[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Candida glabrata状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・Candida gulliemondiip/o 1.. Candida gulliemondii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Candida gulliemondii状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・マンナン抗原p/o 1.. マンナン抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<マンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・βーＤグルカンp/o 1.. βーＤグルカン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<βーＤグルカン状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

肺カンジダ症 Candida parapsilosis Candida parapsilosis[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Candida parapsilosis状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・Candida kruseip/o 1.. Candida krusei[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Candida krusei状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・Candida glabratap/o 1.. Candida glabrata[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Candida glabrata状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・Candida gulliemondiip/o 1.. Candida gulliemondii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Candida gulliemondii状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・マンナン抗原p/o 1.. マンナン抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<マンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺カンジダ症・βーＤグルカンp/o 1.. βーＤグルカン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<βーＤグルカン状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺カンジダ症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
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[Class Name] 気管⽀炎型カンジダ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / 肺カンジダ症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺カンジダ症$構成要素
気管⽀炎型カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症・気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀炎型カンジダ症・気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症・気管⽀炎型カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀炎型カンジダ症・気管⽀炎型カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀炎型カンジダ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症・気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀炎型カンジダ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺カンジダ症$構成要素
気管⽀炎型カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症・気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀炎型カンジダ症・気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症・気管⽀炎型カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀炎型カンジダ症・気管⽀炎型カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀炎型カンジダ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀炎型カンジダ症・気管⽀炎型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀炎型カンジダ症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / 肺カンジダ症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺カンジダ症$構成要素
肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・肺炎・肺膿瘍型カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・肺炎・肺膿瘍型カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺炎・肺膿瘍型カンジダ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺炎・肺膿瘍型カンジダ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺カンジダ症$構成要素
肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・肺炎・肺膿瘍型カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・肺炎・肺膿瘍型カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺炎・肺膿瘍型カンジダ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・肺炎・肺膿瘍型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺炎・肺膿瘍型カンジダ症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸膜炎・膿胸型カンジダ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / 肺カンジダ症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺カンジダ症$構成要素
胸膜炎・膿胸型カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症・胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・膿胸型カンジダ症・胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症・胸膜炎・膿胸型カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・膿胸型カンジダ症・胸膜炎・膿胸型カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜炎・膿胸型カンジダ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症・胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

胸膜炎・膿胸型カンジダ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺カンジダ症$構成要素
胸膜炎・膿胸型カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症・胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・膿胸型カンジダ症・胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症・胸膜炎・膿胸型カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜炎・膿胸型カンジダ症・胸膜炎・膿胸型カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜炎・膿胸型カンジダ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸膜炎・膿胸型カンジダ症・胸膜炎・膿胸型カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

胸膜炎・膿胸型カンジダ症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 全⾝播種性カンジダ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / 肺カンジダ症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺カンジダ症$構成要素
全⾝播種性カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症・全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝播種性カンジダ症・全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症・全⾝播種性カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝播種性カンジダ症・全⾝播種性カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝播種性カンジダ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症・全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝播種性カンジダ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺カンジダ症$構成要素
全⾝播種性カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症・全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝播種性カンジダ症・全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症・全⾝播種性カンジダ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝播種性カンジダ症・全⾝播種性カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝播種性カンジダ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 全⾝播種性カンジダ症・全⾝播種性カンジダ症・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝播種性カンジダ症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺クリプトコッカス症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症

[Sub Classes (2)] 原発性肺クリプトコッカス症，続発性肺クリプトコッカス症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
肺クリプトコッカス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症【異常状態】p/o 1.. 肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺クリプトコッカス症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺クリプトコッカス症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・Cryptococcus　neoformans[RH]
▼結果 <<肺クリプトコッカス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・グルクロノキシロマンナン抗原[RH]
▼結果 <<肺クリプトコッカス症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・Grocott染⾊[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺クリプトコッカス症・Cryptococcus　neoformansp/o 1.. Cryptococcus　neoformans[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Cryptococcus　neoformans状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺クリプトコッカス症・グルクロノキシロマンナン抗原p/o 1.. グルクロノキシロマンナン抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<グルクロノキシロマンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺クリプトコッカス症・Grocott染⾊p/o 1.. Grocott染⾊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Grocott染⾊状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

肺クリプトコッカス症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
肺クリプトコッカス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症【異常状態】p/o 1.. 肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺クリプトコッカス症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺クリプトコッカス症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・Cryptococcus　neoformans[RH]
▼結果 <<肺クリプトコッカス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・グルクロノキシロマンナン抗原[RH]
▼結果 <<肺クリプトコッカス症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・Grocott染⾊[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺クリプトコッカス症・Cryptococcus　neoformansp/o 1.. Cryptococcus　neoformans[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Cryptococcus　neoformans状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺クリプトコッカス症・グルクロノキシロマンナン抗原p/o 1.. グルクロノキシロマンナン抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<グルクロノキシロマンナン抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺クリプトコッカス症・Grocott染⾊p/o 1.. Grocott染⾊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Grocott染⾊状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺クリプトコッカス症・肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

肺クリプトコッカス症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性肺クリプトコッカス症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / 肺クリプトコッカス症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺クリプトコッカス症$構成要素
原発性肺クリプトコッカス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症・原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺クリプトコッカス症・原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症・原発性肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺クリプトコッカス症・原発性肺クリプトコッカス症【異常状態】p/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原発性肺クリプトコッカス症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症・原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性肺クリプトコッカス症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺クリプトコッカス症$構成要素
原発性肺クリプトコッカス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症・原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺クリプトコッカス症・原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症・原発性肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺クリプトコッカス症・原発性肺クリプトコッカス症【異常状態】p/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原発性肺クリプトコッカス症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 原発性肺クリプトコッカス症・原発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性肺クリプトコッカス症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 続発性肺クリプトコッカス症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / 肺クリプトコッカス症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺クリプトコッカス症$構成要素
続発性肺クリプトコッカス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症・続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺クリプトコッカス症・続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症・続発性肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺クリプトコッカス症・続発性肺クリプトコッカス症【異常状態】p/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性肺クリプトコッカス症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症・続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性肺クリプトコッカス症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺クリプトコッカス症$構成要素
続発性肺クリプトコッカス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症・続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺クリプトコッカス症・続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症・続発性肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺クリプトコッカス症・続発性肺クリプトコッカス症【異常状態】p/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性肺クリプトコッカス症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 続発性肺クリプトコッカス症・続発性肺クリプトコッカス症・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性肺クリプトコッカス症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺ムコール症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症

[Sub Classes (2)] ⿐脳型ムコール症，全⾝型ムコール症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
肺ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺ムコール症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺ムコール症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ムコール症・Rhizopus属真菌[RH]
▼原因 <<肺ムコール症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ムコール症・Absidia属真菌[RH]
▼原因 <<肺ムコール症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ムコール症・Mucor属真菌[RH]
▼原因 <<肺ムコール症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ムコール症・Cunninghamella属真菌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・Rhizopus属真菌p/o 1.. Rhizopus属真菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Rhizopus属真菌状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・Absidia属真菌p/o 1.. Absidia属真菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Absidia属真菌状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・Mucor属真菌p/o 1.. Mucor属真菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Mucor属真菌状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・Cunninghamella属真菌p/o 1.. Cunninghamella属真菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Cunninghamella属真菌状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺ムコール症・喀⾎[RH]
▼結果 <<肺ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺ムコール症・免疫不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺ムコール症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
肺ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺ムコール症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺ムコール症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ムコール症・Rhizopus属真菌[RH]
▼原因 <<肺ムコール症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ムコール症・Absidia属真菌[RH]
▼原因 <<肺ムコール症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ムコール症・Mucor属真菌[RH]
▼原因 <<肺ムコール症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ムコール症・Cunninghamella属真菌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・Rhizopus属真菌p/o 1.. Rhizopus属真菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Rhizopus属真菌状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・Absidia属真菌p/o 1.. Absidia属真菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Absidia属真菌状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・Mucor属真菌p/o 1.. Mucor属真菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Mucor属真菌状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・Cunninghamella属真菌p/o 1.. Cunninghamella属真菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Cunninghamella属真菌状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺ムコール症・喀⾎[RH]
▼結果 <<肺ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺ムコール症・免疫不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺ムコール症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 肺ムコール症・喀⾎[RH]
▼結果 <<肺ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺ムコール症・免疫不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・肺ムコール症【異常状態】p/o 1.. 肺ムコール症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺ムコール症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・喀⾎p/o 1.. 喀⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・免疫不全p/o 1.. 免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 肺ムコール症・喀⾎[RH]
▼結果 <<肺ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺ムコール症・免疫不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・肺ムコール症【異常状態】p/o 1.. 肺ムコール症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺ムコール症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・喀⾎p/o 1.. 喀⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ムコール症・免疫不全p/o 1.. 免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ムコール症・肺ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ⿐脳型ムコール症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / 肺ムコール症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺ムコール症$構成要素
⿐脳型ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿐脳型ムコール症・⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿐脳型ムコール症・⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⿐脳型ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⿐脳型ムコール症・⿐脳型ムコール症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿐脳型ムコール症・⿐脳型ムコール症【異常状態】p/o 1.. ⿐脳型ムコール症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿐脳型ムコール症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿐脳型ムコール症・⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

⿐脳型ムコール症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺ムコール症$構成要素
⿐脳型ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿐脳型ムコール症・⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿐脳型ムコール症・⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⿐脳型ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⿐脳型ムコール症・⿐脳型ムコール症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿐脳型ムコール症・⿐脳型ムコール症【異常状態】p/o 1.. ⿐脳型ムコール症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿐脳型ムコール症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿐脳型ムコール症・⿐脳型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

⿐脳型ムコール症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 全⾝型ムコール症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / 肺ムコール症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺ムコール症$構成要素
全⾝型ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 全⾝型ムコール症・全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝型ムコール症・全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 全⾝型ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 全⾝型ムコール症・全⾝型ムコール症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝型ムコール症・全⾝型ムコール症【異常状態】p/o 1.. 全⾝型ムコール症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝型ムコール症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 全⾝型ムコール症・全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝型ムコール症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺ムコール症$構成要素
全⾝型ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 全⾝型ムコール症・全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝型ムコール症・全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 全⾝型ムコール症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 全⾝型ムコール症・全⾝型ムコール症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
全⾝型ムコール症・全⾝型ムコール症【異常状態】p/o 1.. 全⾝型ムコール症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<全⾝型ムコール症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 全⾝型ムコール症・全⾝型ムコール症・暫定連鎖(結果)[RH]

全⾝型ムコール症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] トリコスポロン肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症

[Sub Classes (1)] 播種性トリコスポロン症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
トリコスポロン肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. トリコスポロン肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. トリコスポロン肺炎・免疫不全[RH]

▼原因 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. トリコスポロン肺炎・Trichosporon asahii[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トリコスポロン肺炎・免疫不全p/o 1.. 免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<免疫不全状態$異常状態%結果a/o 1.. トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トリコスポロン肺炎・Trichosporon asahiip/o 1.. Trichosporon asahii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Trichosporon asahii状態$異常状態%結果
a/o 1.. トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. トリコスポロン肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎【異常状態】p/o 1.. トリコスポロン肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<トリコスポロン肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

トリコスポロン肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
トリコスポロン肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. トリコスポロン肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. トリコスポロン肺炎・免疫不全[RH]

▼原因 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. トリコスポロン肺炎・Trichosporon asahii[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トリコスポロン肺炎・免疫不全p/o 1.. 免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<免疫不全状態$異常状態%結果a/o 1.. トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トリコスポロン肺炎・Trichosporon asahiip/o 1.. Trichosporon asahii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Trichosporon asahii状態$異常状態%結果
a/o 1.. トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. トリコスポロン肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎【異常状態】p/o 1.. トリコスポロン肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<トリコスポロン肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. トリコスポロン肺炎・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

トリコスポロン肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 播種性トリコスポロン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症 / トリコスポロン肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<トリコスポロン肺炎$構成要素
播種性トリコスポロン症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・免疫抑制剤投与[RH]

▼原因 <<播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・免疫能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
播種性トリコスポロン症・免疫抑制剤投与p/o 1.. 免疫抑制剤投与[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫抑制剤投与状態$異常状態%結果a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
播種性トリコスポロン症・免疫能低下p/o 1.. 免疫能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<免疫能低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<トリコスポロン肺炎$構成要素
播種性トリコスポロン症・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<トリコスポロン肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・Trichosporon asahii[RH]
▼構成要素 <<トリコスポロン肺炎$構成要素
播種性トリコスポロン症・Trichosporon asahiip/o 1.. Trichosporon asahii[RH]

連鎖種別 <<トリコスポロン肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Trichosporon asahii状態$異常状態%結果
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・トリコスポロンによる肺感染症で全⾝性の播種性感染をともなったもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
播種性トリコスポロン症・トリコスポロンによる肺感染症で全⾝性の播種性感染をともなったものp/o 1.. トリコスポロンによる肺感染症で全⾝性の播種性感染をともなったもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<トリコスポロンによる肺感染症で全⾝性の播種性感染をともなったもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)[RH]

播種性トリコスポロン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<トリコスポロン肺炎$構成要素
播種性トリコスポロン症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・免疫抑制剤投与[RH]

▼原因 <<播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・免疫能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
播種性トリコスポロン症・免疫抑制剤投与p/o 1.. 免疫抑制剤投与[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫抑制剤投与状態$異常状態%結果a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
播種性トリコスポロン症・免疫能低下p/o 1.. 免疫能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<免疫能低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<トリコスポロン肺炎$構成要素
播種性トリコスポロン症・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<トリコスポロン肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・Trichosporon asahii[RH]
▼構成要素 <<トリコスポロン肺炎$構成要素
播種性トリコスポロン症・Trichosporon asahiip/o 1.. Trichosporon asahii[RH]

連鎖種別 <<トリコスポロン肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Trichosporon asahii状態$異常状態%結果
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・トリコスポロン肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・トリコスポロンによる肺感染症で全⾝性の播種性感染をともなったもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
播種性トリコスポロン症・トリコスポロンによる肺感染症で全⾝性の播種性感染をともなったものp/o 1.. トリコスポロンによる肺感染症で全⾝性の播種性感染をともなったもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<トリコスポロンによる肺感染症で全⾝性の播種性感染をともなったもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 播種性トリコスポロン症・播種性トリコスポロン症・暫定連鎖(結果)[RH]

播種性トリコスポロン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] コクシジオイデス症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
コクシジオイデス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. コクシジオイデス症・Coccidioides immitis[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・Coccidioides immitisp/o 1.. Coccidioides immitis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Coccidioides immitis状態$異常状態%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. コクシジオイデス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス感染[RH]
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・コクジオイデス抗体[RH]
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. コクシジオイデス症・急性コクシジオイデス症[RH]
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・胸⽔貯留[RH]
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・播種型コクシジオイデス症[RH]
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・慢性肺コクシジオイデス症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・コクシジオイデス感染p/o 1.. コクシジオイデス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コクシジオイデス感染状態$異常状態%原因a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・コクジオイデス抗体p/o 1.. コクジオイデス抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コクジオイデス抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・急性コクシジオイデス症p/o 1.. 急性コクシジオイデス症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性コクシジオイデス症状態$異常状態%原因

a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・胸⽔貯留p/o 1.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因

コクシジオイデス症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
コクシジオイデス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. コクシジオイデス症・Coccidioides immitis[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・Coccidioides immitisp/o 1.. Coccidioides immitis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Coccidioides immitis状態$異常状態%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. コクシジオイデス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス感染[RH]
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・コクジオイデス抗体[RH]
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. コクシジオイデス症・急性コクシジオイデス症[RH]
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・胸⽔貯留[RH]
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・播種型コクシジオイデス症[RH]
▼結果 <<コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コクシジオイデス症・慢性肺コクシジオイデス症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・コクシジオイデス感染p/o 1.. コクシジオイデス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コクシジオイデス感染状態$異常状態%原因a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・コクジオイデス抗体p/o 1.. コクジオイデス抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コクジオイデス抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・急性コクシジオイデス症p/o 1.. 急性コクシジオイデス症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性コクシジオイデス症状態$異常状態%原因

a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・胸⽔貯留p/o 1.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因

コクシジオイデス症 因果構造物（＝因果連鎖）
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コクシジオイデス症・胸⽔貯留p/o 1.. 胸⽔貯留[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因

a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・播種型コクシジオイデス症p/o 1.. 播種型コクシジオイデス症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<播種型コクシジオイデス症状態$異常状態%原因

a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・慢性肺コクシジオイデス症p/o 1.. 慢性肺コクシジオイデス症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性肺コクシジオイデス症状態$異常状態%原因

a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]

コクシジオイデス症・胸⽔貯留p/o 1.. 胸⽔貯留[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因

a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・播種型コクシジオイデス症p/o 1.. 播種型コクシジオイデス症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<播種型コクシジオイデス症状態$異常状態%原因

a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクシジオイデス症・慢性肺コクシジオイデス症p/o 1.. 慢性肺コクシジオイデス症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性肺コクシジオイデス症状態$異常状態%原因

a/o 1.. コクシジオイデス症・コクシジオイデス症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ヒストプラズマ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺真菌症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
ヒストプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・capsulatum型Histoplasma capsulatum[RH]
▼原因 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・duboisii型Histoplasma capsulatum[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・capsulatum型Histoplasma capsulatump/o 1.. capsulatum型Histoplasma capsulatum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<capsulatum型Histoplasma capsulatum状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・duboisii型Histoplasma capsulatump/o 1.. duboisii型Histoplasma capsulatum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<duboisii型Histoplasma capsulatum状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマによる輸⼊真菌症[RH]
▼結果 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・急性肺ヒストプラスマ[RH]
▼結果 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ヒストプラズマ症・慢性空洞性ヒストプラズマ[RH]
▼結果 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・播種性ヒストプラズマ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・ヒストプラズマによる輸⼊真菌症p/o 1.. ヒストプラズマによる輸⼊真菌症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヒストプラズマによる輸⼊真菌症状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・急性肺ヒストプラスマp/o 1.. 急性肺ヒストプラスマ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性肺ヒストプラスマ状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・慢性空洞性ヒストプラズマp/o 1.. 慢性空洞性ヒストプラズマ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性空洞性ヒストプラズマ状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

ヒストプラズマ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺真菌症$構成要素
ヒストプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・capsulatum型Histoplasma capsulatum[RH]
▼原因 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・duboisii型Histoplasma capsulatum[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・capsulatum型Histoplasma capsulatump/o 1.. capsulatum型Histoplasma capsulatum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<capsulatum型Histoplasma capsulatum状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・duboisii型Histoplasma capsulatump/o 1.. duboisii型Histoplasma capsulatum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<duboisii型Histoplasma capsulatum状態$異常状態%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマによる輸⼊真菌症[RH]
▼結果 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・急性肺ヒストプラスマ[RH]
▼結果 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ヒストプラズマ症・慢性空洞性ヒストプラズマ[RH]
▼結果 <<ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヒストプラズマ症・播種性ヒストプラズマ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・ヒストプラズマによる輸⼊真菌症p/o 1.. ヒストプラズマによる輸⼊真菌症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヒストプラズマによる輸⼊真菌症状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・急性肺ヒストプラスマp/o 1.. 急性肺ヒストプラスマ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性肺ヒストプラスマ状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・慢性空洞性ヒストプラズマp/o 1.. 慢性空洞性ヒストプラズマ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性空洞性ヒストプラズマ状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

ヒストプラズマ症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性空洞性ヒストプラズマ状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・播種性ヒストプラズマp/o 1.. 播種性ヒストプラズマ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<播種性ヒストプラズマ状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性空洞性ヒストプラズマ状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヒストプラズマ症・播種性ヒストプラズマp/o 1.. 播種性ヒストプラズマ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<播種性ヒストプラズマ状態$異常状態%原因a/o 1.. ヒストプラズマ症・ヒストプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ウイルス性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes (11)] アデノウイルス肺炎，インフルエンザウイルス肺炎，パラインフルエンザウイルス肺炎，

ＲＳウイルス肺炎，エンテロウイルス感染症，サイトメガロウイルス肺炎，
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎，⿇疹ウイルス肺炎，単純ヘルペス肺炎，
重症急性呼吸器症候群，⾵疹ウイルス肺炎

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳嗽[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎 レントゲン所⾒[RH]

ウイルス性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳嗽[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎 レントゲン所⾒[RH]

ウイルス性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼結果 <<ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・レントゲン所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎【異常状態】p/o 1.. ウイルス性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ウイルス性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ウイルス性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・乾性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・レントゲン所⾒p/o 1.. レントゲン所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<レントゲン所⾒状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・発熱[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

[ ]
▼結果 <<ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・レントゲン所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎【異常状態】p/o 1.. ウイルス性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ウイルス性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ウイルス性肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・乾性咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・レントゲン所⾒p/o 1.. レントゲン所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<レントゲン所⾒状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性肺炎・ウイルス性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性肺炎・発熱[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
ウイルス性肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] アデノウイルス肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
アデノウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノウイルス肺炎・アデノウイルスp/o 1.. アデノウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アデノウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アデノウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス抗体[RH]
▼結果 <<アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・かぜ症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. アデノウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アデノウイルス肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノウイルス肺炎・アデノウイルス抗体p/o 1.. アデノウイルス抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アデノウイルス抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノウイルス肺炎・かぜ症候群p/o 1.. かぜ症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<かぜ症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

アデノウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
アデノウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノウイルス肺炎・アデノウイルスp/o 1.. アデノウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アデノウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アデノウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス抗体[RH]
▼結果 <<アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アデノウイルス肺炎・かぜ症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. アデノウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アデノウイルス肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノウイルス肺炎・アデノウイルス抗体p/o 1.. アデノウイルス抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アデノウイルス抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アデノウイルス肺炎・かぜ症候群p/o 1.. かぜ症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<かぜ症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. アデノウイルス肺炎・アデノウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

アデノウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] インフルエンザウイルス肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルスp/o 1.. インフルエンザウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<インフルエンザウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎【異常状態】[RH]

▼結果 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス抗原[RH]
▼結果 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・市中肺炎[RH]
▼結果 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス感染症にともなう器質化肺炎（ＣＯＰ）[RH]
▼結果 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・細菌性肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<インフルエンザウイルス肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス抗原p/o 1.. インフルエンザウイルス抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<インフルエンザウイルス抗原状態$異常状態%原因

a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス感染症にともなう器質化肺炎（ＣＯＰ）p/o 1.. インフルエンザウイルス感染症にともなう器質化肺炎（ＣＯＰ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<インフルエンザウイルス感染症にともなう器質化肺炎（ＣＯＰ）状態$異常状態%原因

a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素

p/o 1

インフルエンザウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルスp/o 1.. インフルエンザウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<インフルエンザウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎【異常状態】[RH]

▼結果 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス抗原[RH]
▼結果 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・市中肺炎[RH]
▼結果 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス感染症にともなう器質化肺炎（ＣＯＰ）[RH]
▼結果 <<インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・細菌性肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<インフルエンザウイルス肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス抗原p/o 1.. インフルエンザウイルス抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<インフルエンザウイルス抗原状態$異常状態%原因

a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス感染症にともなう器質化肺炎（ＣＯＰ）p/o 1.. インフルエンザウイルス感染症にともなう器質化肺炎（ＣＯＰ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<インフルエンザウイルス感染症にともなう器質化肺炎（ＣＯＰ）状態$異常状態%原因

a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素

p/o 1

インフルエンザウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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#定義連鎖
▼原因 <<インフルエンザウイルス感染症にともなう器質化肺炎（ＣＯＰ）状態$異常状態%原因a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・細菌性肺炎【異常状態】p/o 1.. 細菌性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

#定義連鎖
▼原因 <<インフルエンザウイルス感染症にともなう器質化肺炎（ＣＯＰ）状態$異常状態%原因a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザウイルス肺炎・細菌性肺炎【異常状態】p/o 1.. 細菌性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. インフルエンザウイルス肺炎・インフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] パラインフルエンザウイルス肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
パラインフルエンザウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス感染p/o 1.. パラインフルエンザウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<パラインフルエンザウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎【異常状態】[RH]

▼結果 <<パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パラインフルエンザウイルス肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス抗体p/o 1.. パラインフルエンザウイルス抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パラインフルエンザウイルス抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

パラインフルエンザウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
パラインフルエンザウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス感染p/o 1.. パラインフルエンザウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<パラインフルエンザウイルス感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎【異常状態】[RH]

▼結果 <<パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パラインフルエンザウイルス肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス抗体p/o 1.. パラインフルエンザウイルス抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パラインフルエンザウイルス抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. パラインフルエンザウイルス肺炎・パラインフルエンザウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

パラインフルエンザウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ＲＳウイルス肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
ＲＳウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス感染p/o 1.. ＲＳウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ＲＳウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・かぜ症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. ＲＳウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＲＳウイルス肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＲＳウイルス肺炎・かぜ症候群p/o 1.. かぜ症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<かぜ症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

ＲＳウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
ＲＳウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス感染p/o 1.. ＲＳウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ＲＳウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・かぜ症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. ＲＳウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＲＳウイルス肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＲＳウイルス肺炎・かぜ症候群p/o 1.. かぜ症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<かぜ症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. ＲＳウイルス肺炎・ＲＳウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

ＲＳウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] エンテロウイルス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎

[Sub Classes (2)] コクサッキーウイルス感染症，エコーウイルス感染症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
エンテロウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. エンテロウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロウイルス感染症・エンテロウイルスp/o 1.. エンテロウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<エンテロウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. エンテロウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症【異常状態】p/o 1.. エンテロウイルス感染症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エンテロウイルス感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

エンテロウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
エンテロウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. エンテロウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロウイルス感染症・エンテロウイルスp/o 1.. エンテロウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<エンテロウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. エンテロウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症【異常状態】p/o 1.. エンテロウイルス感染症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エンテロウイルス感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. エンテロウイルス感染症・エンテロウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

エンテロウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] コクサッキーウイルス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎 / エンテロウイルス感染症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<エンテロウイルス感染症$構成要素
コクサッキーウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルスp/o 1.. コクサッキーウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<コクサッキーウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症【異常状態】[RH]
▼結果 <<コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・かぜ症候群[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症【異常状態】p/o 1.. コクサッキーウイルス感染症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コクサッキーウイルス感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクサッキーウイルス感染症・かぜ症候群p/o 1.. かぜ症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<かぜ症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

コクサッキーウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<エンテロウイルス感染症$構成要素
コクサッキーウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルスp/o 1.. コクサッキーウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<コクサッキーウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症【異常状態】[RH]
▼結果 <<コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・かぜ症候群[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症【異常状態】p/o 1.. コクサッキーウイルス感染症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コクサッキーウイルス感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コクサッキーウイルス感染症・かぜ症候群p/o 1.. かぜ症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<かぜ症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. コクサッキーウイルス感染症・コクサッキーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

コクサッキーウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] エコーウイルス感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎 / エンテロウイルス感染症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<エンテロウイルス感染症$構成要素
エコーウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. エコーウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エコーウイルス感染症・エコーウイルスp/o 1.. エコーウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<エコーウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. エコーウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症【異常状態】[RH]
▼結果 <<エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. エコーウイルス感染症・かぜ症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症【異常状態】p/o 1.. エコーウイルス感染症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<エコーウイルス感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エコーウイルス感染症・かぜ症候群p/o 1.. かぜ症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<かぜ症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

エコーウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<エンテロウイルス感染症$構成要素
エコーウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. エコーウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エコーウイルス感染症・エコーウイルスp/o 1.. エコーウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<エコーウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. エコーウイルス感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症【異常状態】[RH]
▼結果 <<エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. エコーウイルス感染症・かぜ症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症【異常状態】p/o 1.. エコーウイルス感染症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<エコーウイルス感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エコーウイルス感染症・かぜ症候群p/o 1.. かぜ症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<かぜ症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. エコーウイルス感染症・エコーウイルス感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

エコーウイルス感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] サイトメガロウイルス肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス感染p/o 1.. サイトメガロウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<サイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<サイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルスantigenemia 法[RH]
▼結果 <<サイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルスantigenemia 法p/o 1.. サイトメガロウイルスantigenemia 法[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サイトメガロウイルスantigenemia 法状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体p/o 1.. サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・院内肺炎[RH]
▼結果 <<サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・免疫不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サイトメガロウイルス肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

サイトメガロウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス感染p/o 1.. サイトメガロウイルス感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<サイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<サイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルスantigenemia 法[RH]
▼結果 <<サイトメガロウイルス感染状態$異常状態%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルスantigenemia 法p/o 1.. サイトメガロウイルスantigenemia 法[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サイトメガロウイルスantigenemia 法状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体p/o 1.. サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サイトメガロウイルス特異的IgM 抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・院内肺炎[RH]
▼結果 <<サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・免疫不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サイトメガロウイルス肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

サイトメガロウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・免疫不全p/o 1.. 免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫不全状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サイトメガロウイルス肺炎・免疫不全p/o 1.. 免疫不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<免疫不全状態$異常状態%原因a/o 1.. サイトメガロウイルス肺炎・サイトメガロウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルスp/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス抗体p/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルスp/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス抗体p/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽔痘帯状疱疹ウイルス抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⽔痘帯状疱疹ウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⿇疹ウイルス肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
⿇疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎【異常状態】[RH]

▼結果 <<⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿇疹ウイルス肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⿇疹ウイルス肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ＩｇＭ抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ＩｇＭ抗体p/o 1.. ⿇疹ＩｇＭ抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿇疹ＩｇＭ抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルスp/o 1.. ⿇疹ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿇疹ウイルス状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⿇疹ウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
⿇疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎【異常状態】[RH]

▼結果 <<⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎【異常状態】p/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿇疹ウイルス肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⿇疹ウイルス肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ＩｇＭ抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ＩｇＭ抗体p/o 1.. ⿇疹ＩｇＭ抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿇疹ＩｇＭ抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルスp/o 1.. ⿇疹ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⿇疹ウイルス状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⿇疹ウイルス肺炎・⿇疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⿇疹ウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 単純ヘルペス肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
単純ヘルペス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・HSV-IgM抗体[RH]
▼結果 <<単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎【異常状態】p/o 1.. 単純ヘルペス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単純ヘルペス肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純ヘルペス肺炎・HSV-IgM抗体p/o 1.. HSV-IgM抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HSV-IgM抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペウイルスp/o 1.. 単純ヘルペウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単純ヘルペウイルス状態$異常状態%原因
a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

単純ヘルペス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
単純ヘルペス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・HSV-IgM抗体[RH]
▼結果 <<単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎【異常状態】p/o 1.. 単純ヘルペス肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単純ヘルペス肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純ヘルペス肺炎・HSV-IgM抗体p/o 1.. HSV-IgM抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<HSV-IgM抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペウイルスp/o 1.. 単純ヘルペウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単純ヘルペウイルス状態$異常状態%原因
a/o 1.. 単純ヘルペス肺炎・単純ヘルペス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

単純ヘルペス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 重症急性呼吸器症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
重症急性呼吸器症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・SARS corona virus[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・SARS corona virusp/o 1.. SARS corona virus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<SARS corona virus状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・すりガラス状陰影[RH]
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・急激な発熱[RH]
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・呼吸困難[RH]
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・頭痛[RH]
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・ウイルス分離[RH]
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・ＳＡＲＳウイルス抗原[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因

a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・急激な発熱p/o 1.. 急激な発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急激な発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

重症急性呼吸器症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
重症急性呼吸器症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・SARS corona virus[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・SARS corona virusp/o 1.. SARS corona virus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<SARS corona virus状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・すりガラス状陰影[RH]
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・急激な発熱[RH]
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・呼吸困難[RH]
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・頭痛[RH]
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・ウイルス分離[RH]
▼結果 <<重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・ＳＡＲＳウイルス抗原[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因

a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・急激な発熱p/o 1.. 急激な発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急激な発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

重症急性呼吸器症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・ウイルス分離p/o 1.. ウイルス分離[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ウイルス分離状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・ＳＡＲＳウイルス抗原p/o 1.. ＳＡＲＳウイルス抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＳＡＲＳウイルス抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・ウイルス分離p/o 1.. ウイルス分離[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ウイルス分離状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・ＳＡＲＳウイルス抗原p/o 1.. ＳＡＲＳウイルス抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＳＡＲＳウイルス抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・重症急性呼吸器症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
重症急性呼吸器症候群・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 重症急性呼吸器症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
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[Class Name] ⾵疹ウイルス肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ウイルス性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
⾵疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルスp/o 1.. ⾵疹ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾵疹ウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルスによる肺炎[RH]
▼結果 <<⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス抗体価[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルスによる肺炎p/o 1.. ⾵疹ウイルスによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾵疹ウイルスによる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス抗体価p/o 1.. ⾵疹ウイルス抗体価[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾵疹ウイルス抗体価状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾵疹ウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ウイルス性肺炎$構成要素
⾵疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルスp/o 1.. ⾵疹ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾵疹ウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルスによる肺炎[RH]
▼結果 <<⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス抗体価[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルスによる肺炎p/o 1.. ⾵疹ウイルスによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾵疹ウイルスによる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス抗体価p/o 1.. ⾵疹ウイルス抗体価[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾵疹ウイルス抗体価状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾵疹ウイルス肺炎・⾵疹ウイルス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾵疹ウイルス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 結核
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes (2)] 肺結核，⼆次結核症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核・結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 結核・結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳嗽[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核・結核・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 結核・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核・Mycobacterium tuberculosis[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核・Mycobacterium tuberculosisp/o 1.. Mycobacterium tuberculosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Mycobacterium tuberculosis状態$異常状態%結果

a/o 1.. 結核・結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核・結核・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結核・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核・結核【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核・結核【異常状態】p/o 1.. 結核【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核・結核・暫定連鎖(結果)[RH]

結核 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核・結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 結核・結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳嗽[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核・結核・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 結核・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核・Mycobacterium tuberculosis[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核・Mycobacterium tuberculosisp/o 1.. Mycobacterium tuberculosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Mycobacterium tuberculosis状態$異常状態%結果

a/o 1.. 結核・結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核・結核・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結核・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核・結核【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核・結核【異常状態】p/o 1.. 結核【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核・結核・暫定連鎖(結果)[RH]

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核

[Sub Classes (10)] 結核腫，乾酪性肺炎，気管⽀結核，難治結核，
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度，
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展，
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展，⼀次結核症，
⽇本結核病学会病型分類，学研肺結核病型分類

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<結核$構成要素
肺結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺結核・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺結核・咳嗽[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 難治結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・肺結核・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺結核・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺結核・結核感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・結核感染p/o 1.. 結核感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・体重減少[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・呼吸困難[RH]

肺結核 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<結核$構成要素
肺結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺結核・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺結核・咳嗽[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 難治結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・肺結核・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺結核・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺結核・結核感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・結核感染p/o 1.. 結核感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・体重減少[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・呼吸困難[RH]

肺結核 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・体重減少[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺結核・クオンティフェロンTB2G[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・MTD[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・⾎痰[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺結核・喀痰[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・胸痛[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・喀痰塗抹検査[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・クオンティフェロンTB2Gp/o 1.. クオンティフェロンTB2G[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クオンティフェロンTB2G状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・MTDp/o 1.. MTD[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<MTD状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・喀痰p/o 1.. 喀痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・喀痰塗抹検査p/o 1.. 喀痰塗抹検査[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喀痰塗抹検査状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺結核・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺結核・発熱[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺結核・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺結核・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・体重減少[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺結核・クオンティフェロンTB2G[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・MTD[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・⾎痰[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺結核・喀痰[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・胸痛[RH]
▼結果 <<肺結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺結核・喀痰塗抹検査[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・クオンティフェロンTB2Gp/o 1.. クオンティフェロンTB2G[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クオンティフェロンTB2G状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・MTDp/o 1.. MTD[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<MTD状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・喀痰p/o 1.. 喀痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺結核・喀痰塗抹検査p/o 1.. 喀痰塗抹検査[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喀痰塗抹検査状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・肺結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺結核・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺結核・発熱[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺結核・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺結核・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]
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▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺結核・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺結核・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 630 ]

[Class Name] 結核腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺結核$構成要素
結核腫・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核腫・結核腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核腫・結核腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結核腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核腫・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<結核腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核腫・⼩葉性乾酪巣あるいはその数個の融合したものが結合織により被包化したもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核腫・⼩葉性乾酪巣あるいはその数個の融合したものが結合織により被包化したものp/o 1.. ⼩葉性乾酪巣あるいはその数個の融合したものが結合織により被包化したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩葉性乾酪巣あるいはその数個の融合したものが結合織により被包化したもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 結核腫・結核腫・暫定連鎖(結果)[RH]

結核腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺結核$構成要素
結核腫・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核腫・結核腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核腫・結核腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結核腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核腫・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<結核腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核腫・⼩葉性乾酪巣あるいはその数個の融合したものが結合織により被包化したもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核腫・⼩葉性乾酪巣あるいはその数個の融合したものが結合織により被包化したものp/o 1.. ⼩葉性乾酪巣あるいはその数個の融合したものが結合織により被包化したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼩葉性乾酪巣あるいはその数個の融合したものが結合織により被包化したもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 結核腫・結核腫・暫定連鎖(結果)[RH]

結核腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乾酪性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺結核$構成要素
乾酪性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 乾酪性肺炎・乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乾酪性肺炎・乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 乾酪性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 乾酪性肺炎・結核菌による乾酪変性を伴った滲出性病変[RH]
▼結果 <<乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 乾酪性肺炎・空洞形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乾酪性肺炎・結核菌による乾酪変性を伴った滲出性病変p/o 1.. 結核菌による乾酪変性を伴った滲出性病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核菌による乾酪変性を伴った滲出性病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 乾酪性肺炎・乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乾酪性肺炎・空洞形成p/o 1.. 空洞形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<空洞形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 乾酪性肺炎・乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

乾酪性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺結核$構成要素
乾酪性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 乾酪性肺炎・乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乾酪性肺炎・乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 乾酪性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 乾酪性肺炎・結核菌による乾酪変性を伴った滲出性病変[RH]
▼結果 <<乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 乾酪性肺炎・空洞形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乾酪性肺炎・結核菌による乾酪変性を伴った滲出性病変p/o 1.. 結核菌による乾酪変性を伴った滲出性病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核菌による乾酪変性を伴った滲出性病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 乾酪性肺炎・乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乾酪性肺炎・空洞形成p/o 1.. 空洞形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<空洞形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 乾酪性肺炎・乾酪性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

乾酪性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⽀結核
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺結核$構成要素
気管⽀結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀結核・気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀結核・気管⽀結核・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<気管⽀結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀結核・  肺病巣から喀出された菌が，気管・気管⽀粘膜上⽪から気管⽀壁に侵⼊し，潰瘍や⾁芽を形成したもの[RH]
▼結果 <<気管⽀結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀結核・結核菌の感染巣が気管⽀壁に及び潰瘍や⾁芽を形成したもの[RH]
▼結果 <<気管⽀結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀結核・気管⽀狭窄[RH]
▼結果 <<気管⽀結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀結核・気管、気管⽀穿孔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀結核・  肺病巣から喀出された菌が，気管・気管⽀粘膜上⽪から気管⽀壁に侵⼊し，潰瘍や⾁芽を形成したものp/o 1..   肺病巣から喀出された菌が，気管・気管⽀粘膜上⽪から気管⽀壁に侵⼊し，潰瘍や⾁芽を形成したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺病巣から喀出された菌が，気管・気管⽀粘膜上⽪から気管⽀壁に侵⼊し，潰瘍や⾁芽を形成したもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀結核・気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀結核・結核菌の感染巣が気管⽀壁に及び潰瘍や⾁芽を形成したものp/o 1.. 結核菌の感染巣が気管⽀壁に及び潰瘍や⾁芽を形成したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<結核菌の感染巣が気管⽀壁に及び潰瘍や⾁芽を形成したもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀結核・気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀結核・気管⽀狭窄p/o 1.. 気管⽀狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀狭窄状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀結核・気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀結核・気管、気管⽀穿孔p/o 1.. 気管、気管⽀穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管、気管⽀穿孔状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀結核・気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀結核 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺結核$構成要素
気管⽀結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀結核・気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀結核・気管⽀結核・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<気管⽀結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀結核・  肺病巣から喀出された菌が，気管・気管⽀粘膜上⽪から気管⽀壁に侵⼊し，潰瘍や⾁芽を形成したもの[RH]
▼結果 <<気管⽀結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀結核・結核菌の感染巣が気管⽀壁に及び潰瘍や⾁芽を形成したもの[RH]
▼結果 <<気管⽀結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀結核・気管⽀狭窄[RH]
▼結果 <<気管⽀結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀結核・気管、気管⽀穿孔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀結核・  肺病巣から喀出された菌が，気管・気管⽀粘膜上⽪から気管⽀壁に侵⼊し，潰瘍や⾁芽を形成したものp/o 1..   肺病巣から喀出された菌が，気管・気管⽀粘膜上⽪から気管⽀壁に侵⼊し，潰瘍や⾁芽を形成したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺病巣から喀出された菌が，気管・気管⽀粘膜上⽪から気管⽀壁に侵⼊し，潰瘍や⾁芽を形成したもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀結核・気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀結核・結核菌の感染巣が気管⽀壁に及び潰瘍や⾁芽を形成したものp/o 1.. 結核菌の感染巣が気管⽀壁に及び潰瘍や⾁芽を形成したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<結核菌の感染巣が気管⽀壁に及び潰瘍や⾁芽を形成したもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀結核・気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀結核・気管⽀狭窄p/o 1.. 気管⽀狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀狭窄状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀結核・気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀結核・気管、気管⽀穿孔p/o 1.. 気管、気管⽀穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管、気管⽀穿孔状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀結核・気管⽀結核・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀結核 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 難治結核
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺結核$構成要素
難治結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 難治結核・難治結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
難治結核・難治結核・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 難治結核・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<難治結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 難治結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<難治結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 難治結核・難治性の結核症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
難治結核・難治性の結核症p/o 1.. 難治性の結核症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<難治性の結核症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 難治結核・難治結核・暫定連鎖(結果)[RH]

難治結核 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺結核$構成要素
難治結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 難治結核・難治結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
難治結核・難治結核・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 難治結核・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<難治結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 難治結核・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<難治結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 難治結核・難治性の結核症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
難治結核・難治性の結核症p/o 1.. 難治性の結核症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<難治性の結核症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 難治結核・難治結核・暫定連鎖(結果)[RH]

難治結核 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺結核$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度【異常状態】p/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度状態$異常状態%原因a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)[RH]

旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺結核$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度【異常状態】p/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度状態$異常状態%原因a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度・暫定連鎖(結果)[RH]

旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類軽度 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺結核$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展【異常状態】p/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展状態$異常状態%原因a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺結核$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展【異常状態】p/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展状態$異常状態%原因a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類中等度進展 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 636 ]

[Class Name] 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺結核$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展【異常状態】p/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展状態$異常状態%原因
a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺結核$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展【異常状態】p/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展状態$異常状態%原因
a/o 1.. 旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展・暫定連鎖(結果)[RH]

旧ＮＴＡ（⽶国結核予防会）肺結核分類⾼度進展 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼀次結核症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核

[Sub Classes (3)] 粟粒結核，吸引性結核性肺炎，結核性胸膜炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺結核$構成要素
⼀次結核症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀次結核症・⼀次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀次結核症・⼀次結核症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼀次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀次結核症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼀次結核症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⼀次結核症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼀次結核症・結核感染による初期変化群が⾃然治癒しないでそのまま拡⼤進展した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀次結核症・結核感染による初期変化群が⾃然治癒しないでそのまま拡⼤進展した状態p/o 1.. 結核感染による初期変化群が⾃然治癒しないでそのまま拡⼤進展した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核感染による初期変化群が⾃然治癒しないでそのまま拡⼤進展した状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼀次結核症・⼀次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼀次結核症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺結核$構成要素
⼀次結核症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀次結核症・⼀次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀次結核症・⼀次結核症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼀次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀次結核症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼀次結核症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⼀次結核症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼀次結核症・結核感染による初期変化群が⾃然治癒しないでそのまま拡⼤進展した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀次結核症・結核感染による初期変化群が⾃然治癒しないでそのまま拡⼤進展した状態p/o 1.. 結核感染による初期変化群が⾃然治癒しないでそのまま拡⼤進展した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核感染による初期変化群が⾃然治癒しないでそのまま拡⼤進展した状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼀次結核症・⼀次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼀次結核症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 粟粒結核
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⼀次結核症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態p/o 1.. ⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<粟粒結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 粟粒結核・⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態[RH]
▼原因 <<粟粒結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粟粒結核・糖尿病[RH]
▼原因 <<粟粒結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粟粒結核・Mycobacterium tuberculosis[RH]
▼原因 <<粟粒結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粟粒結核・悪性腫瘍[RH]
▼原因 <<粟粒結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粟粒結核・⼈⼯透析[RH]
▼原因 <<粟粒結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粟粒結核・免疫抑制剤投与[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・糖尿病p/o 1.. 糖尿病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖尿病状態$異常状態%結果a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<結核$構成要素
粟粒結核・Mycobacterium tuberculosisp/o 1.. Mycobacterium tuberculosis[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Mycobacterium tuberculosis状態$異常状態%結果a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・⼈⼯透析p/o 1.. ⼈⼯透析[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼈⼯透析状態$異常状態%結果

a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・免疫抑制剤投与p/o 1.. 免疫抑制剤投与[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫抑制剤投与状態$異常状態%結果a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粟粒結核・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粟粒結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粟粒結核・⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態[RH]
▼結果 <<粟粒結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 粟粒結核・多発粒状影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

粟粒結核 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態p/o 1.. ⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<粟粒結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 粟粒結核・⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態[RH]
▼原因 <<粟粒結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粟粒結核・糖尿病[RH]
▼原因 <<粟粒結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粟粒結核・Mycobacterium tuberculosis[RH]
▼原因 <<粟粒結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粟粒結核・悪性腫瘍[RH]
▼原因 <<粟粒結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粟粒結核・⼈⼯透析[RH]
▼原因 <<粟粒結核・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粟粒結核・免疫抑制剤投与[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・糖尿病p/o 1.. 糖尿病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖尿病状態$異常状態%結果a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<結核$構成要素
粟粒結核・Mycobacterium tuberculosisp/o 1.. Mycobacterium tuberculosis[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Mycobacterium tuberculosis状態$異常状態%結果a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・⼈⼯透析p/o 1.. ⼈⼯透析[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼈⼯透析状態$異常状態%結果

a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・免疫抑制剤投与p/o 1.. 免疫抑制剤投与[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫抑制剤投与状態$異常状態%結果a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 粟粒結核・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粟粒結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 粟粒結核・⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態[RH]
▼結果 <<粟粒結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 粟粒結核・多発粒状影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

粟粒結核 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 粟粒結核・⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態[RH]
▼結果 <<粟粒結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 粟粒結核・多発粒状影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・多発粒状影p/o 1.. 多発粒状影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多発粒状影状態$異常状態%原因a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 粟粒結核・⾎⾏性播種性に結核菌感染を起こした状態[RH]
▼結果 <<粟粒結核・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 粟粒結核・多発粒状影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
粟粒結核・多発粒状影p/o 1.. 多発粒状影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多発粒状影状態$異常状態%原因a/o 1.. 粟粒結核・粟粒結核・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 吸引性結核性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⼀次結核症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吸引性結核性肺炎・結核菌の感染したリンパ節穿孔による吸引性結核性肺炎p/o 1.. 結核菌の感染したリンパ節穿孔による吸引性結核性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

吸引性結核性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
吸引性結核性肺炎・結核菌の感染したリンパ節穿孔による吸引性結核性肺炎p/o 1.. 結核菌の感染したリンパ節穿孔による吸引性結核性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

吸引性結核性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 結核性胸膜炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⼀次結核症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・結核感染に伴う胸膜炎p/o 1.. 結核感染に伴う胸膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<結核感染に伴う胸膜炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<結核感染に伴う胸膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核感染に伴う胸膜炎[RH]
▼原因 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎・特発性胸膜炎[RH]
▼原因 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎・⾎⾏散布[RH]
▼原因 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎・⼆次結核症による随伴性胸膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・特発性胸膜炎p/o 1.. 特発性胸膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<特発性胸膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・⾎⾏散布p/o 1.. ⾎⾏散布[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎⾏散布状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・⼆次結核症による随伴性胸膜炎p/o 1.. ⼆次結核症による随伴性胸膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼆次結核症による随伴性胸膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核感染に伴う胸膜炎[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・滲出胸⽔[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 結核性胸膜炎・胸⽔中のADA[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・胸⽔中のグルコース[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・胸膜所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・滲出胸⽔p/o 1.. 滲出胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<滲出胸⽔状態$異常状態%原因

a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・胸⽔中のADAp/o 1.. 胸⽔中のADA[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のADA状態$異常状態%原因

結核性胸膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・結核感染に伴う胸膜炎p/o 1.. 結核感染に伴う胸膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<結核感染に伴う胸膜炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<結核感染に伴う胸膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核感染に伴う胸膜炎[RH]
▼原因 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎・特発性胸膜炎[RH]
▼原因 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎・⾎⾏散布[RH]
▼原因 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎・⼆次結核症による随伴性胸膜炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・特発性胸膜炎p/o 1.. 特発性胸膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<特発性胸膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・⾎⾏散布p/o 1.. ⾎⾏散布[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎⾏散布状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・⼆次結核症による随伴性胸膜炎p/o 1.. ⼆次結核症による随伴性胸膜炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼆次結核症による随伴性胸膜炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核感染に伴う胸膜炎[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・滲出胸⽔[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 結核性胸膜炎・胸⽔中のADA[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・胸⽔中のグルコース[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎・胸膜所⾒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・滲出胸⽔p/o 1.. 滲出胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<滲出胸⽔状態$異常状態%原因

a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・胸⽔中のADAp/o 1.. 胸⽔中のADA[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のADA状態$異常状態%原因

結核性胸膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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結核性胸膜炎・胸⽔中のADAp/o 1.. 胸⽔中のADA[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のADA状態$異常状態%原因

a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・胸⽔中のグルコースp/o 1.. 胸⽔中のグルコース[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のグルコース状態$異常状態%原因

a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・胸膜所⾒p/o 1.. 胸膜所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜所⾒状態$異常状態%原因

a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

結核性胸膜炎・胸⽔中のADAp/o 1.. 胸⽔中のADA[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のADA状態$異常状態%原因

a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・胸⽔中のグルコースp/o 1.. 胸⽔中のグルコース[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のグルコース状態$異常状態%原因

a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎・胸膜所⾒p/o 1.. 胸膜所⾒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜所⾒状態$異常状態%原因

a/o 1.. 結核性胸膜炎・結核性胸膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核

[Sub Classes (16)] ⽇本結核病学会病型分類０，⽇本結核病学会病型分類Ⅰ型︓広汎空洞型，
⽇本結核病学会病型分類Ⅱ型︓⾮広汎空洞型，
⽇本結核病学会病型分類Ⅲ型︓不安定⾮空洞型，
⽇本結核病学会病型分類Ⅳ型︓安定空洞型，
⽇本結核病学会病型分類Ⅴ型︓治癒型，
⽇本結核病学会病型分類　Ｈ︓肺⾨リンパ節腫脹，
⽇本結核病学会病型分類Ｐｌ︓滲出性胸膜炎，
⽇本結核病学会病型分類Op，⽇本結核病学会病型分類①，
⽇本結核病学会病型分類②，⽇本結核病学会病型分類③，
⽇本結核病学会病型分類ｒ，⽇本結核病学会病型分類ｂ，
⽇本結核病学会病型分類　ｌ，学研肺結核病型分類Ｋｄ

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺結核$構成要素
⽇本結核病学会病型分類・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類・⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類・⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類・結核患者の管理と疫学的解析に必要な最⼩限度の事項で分類したもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類・結核患者の管理と疫学的解析に必要な最⼩限度の事項で分類したものp/o 1.. 結核患者の管理と疫学的解析に必要な最⼩限度の事項で分類したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<結核患者の管理と疫学的解析に必要な最⼩限度の事項で分類したもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類・⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]

⽇本結核病学会病型分類 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺結核$構成要素
⽇本結核病学会病型分類・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類・⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類・⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類・結核患者の管理と疫学的解析に必要な最⼩限度の事項で分類したもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類・結核患者の管理と疫学的解析に必要な最⼩限度の事項で分類したものp/o 1.. 結核患者の管理と疫学的解析に必要な最⼩限度の事項で分類したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<結核患者の管理と疫学的解析に必要な最⼩限度の事項で分類したもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類・⽇本結核病学会病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]

⽇本結核病学会病型分類 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類０
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類０・⽇本結核病学会病型分類０【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類０【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類０ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類０・⽇本結核病学会病型分類０【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類０【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類０ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類Ⅰ型︓広汎空洞型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Ⅰ型︓広汎空洞型・⽇本結核病学会病型分類Ⅰ型︓広汎空洞型【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Ⅰ型︓広汎空洞型【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Ⅰ型︓広汎空洞型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Ⅰ型︓広汎空洞型・⽇本結核病学会病型分類Ⅰ型︓広汎空洞型【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Ⅰ型︓広汎空洞型【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Ⅰ型︓広汎空洞型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類Ⅱ型︓⾮広汎空洞型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Ⅱ型︓⾮広汎空洞型・⽇本結核病学会病型分類Ⅱ型︓⾮広汎空洞型【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Ⅱ型︓⾮広汎空洞型【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Ⅱ型︓⾮広汎空洞型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Ⅱ型︓⾮広汎空洞型・⽇本結核病学会病型分類Ⅱ型︓⾮広汎空洞型【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Ⅱ型︓⾮広汎空洞型【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Ⅱ型︓⾮広汎空洞型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類Ⅲ型︓不安定⾮空洞型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Ⅲ型︓不安定⾮空洞型・⽇本結核病学会病型分類Ⅲ型︓不安定⾮空洞型【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Ⅲ型︓不安定⾮空洞型【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Ⅲ型︓不安定⾮空洞型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Ⅲ型︓不安定⾮空洞型・⽇本結核病学会病型分類Ⅲ型︓不安定⾮空洞型【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Ⅲ型︓不安定⾮空洞型【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Ⅲ型︓不安定⾮空洞型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類Ⅳ型︓安定空洞型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Ⅳ型︓安定空洞型・⽇本結核病学会病型分類Ⅳ型︓安定空洞型【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Ⅳ型︓安定空洞型【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Ⅳ型︓安定空洞型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Ⅳ型︓安定空洞型・⽇本結核病学会病型分類Ⅳ型︓安定空洞型【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Ⅳ型︓安定空洞型【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Ⅳ型︓安定空洞型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類Ⅴ型︓治癒型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Ⅴ型︓治癒型・⽇本結核病学会病型分類Ⅴ型︓治癒型【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Ⅴ型︓治癒型【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Ⅴ型︓治癒型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Ⅴ型︓治癒型・⽇本結核病学会病型分類Ⅴ型︓治癒型【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Ⅴ型︓治癒型【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Ⅴ型︓治癒型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類　Ｈ︓肺⾨リンパ節腫脹
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類　Ｈ︓肺⾨リンパ節腫脹・⽇本結核病学会病型分類　Ｈ︓肺⾨リンパ節腫脹【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類　Ｈ︓肺⾨リンパ節腫脹【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類　Ｈ︓肺⾨リンパ節腫脹 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類　Ｈ︓肺⾨リンパ節腫脹・⽇本結核病学会病型分類　Ｈ︓肺⾨リンパ節腫脹【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類　Ｈ︓肺⾨リンパ節腫脹【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類　Ｈ︓肺⾨リンパ節腫脹 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類Ｐｌ︓滲出性胸膜炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Ｐｌ︓滲出性胸膜炎・⽇本結核病学会病型分類Ｐｌ︓滲出性胸膜炎【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Ｐｌ︓滲出性胸膜炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Ｐｌ︓滲出性胸膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Ｐｌ︓滲出性胸膜炎・⽇本結核病学会病型分類Ｐｌ︓滲出性胸膜炎【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Ｐｌ︓滲出性胸膜炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Ｐｌ︓滲出性胸膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類Op
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Op・⽇本結核病学会病型分類Op【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Op【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Op 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類Op・⽇本結核病学会病型分類Op【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類Op【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類Op 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類①
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類①・⽇本結核病学会病型分類①【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類①【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類① 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類①・⽇本結核病学会病型分類①【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類①【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類① 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類②
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類②・⽇本結核病学会病型分類②【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類②【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類② 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類②・⽇本結核病学会病型分類②【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類②【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類② 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類③
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類③・⽇本結核病学会病型分類③【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類③【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類③ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類③・⽇本結核病学会病型分類③【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類③【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類③ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類ｒ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類ｒ・⽇本結核病学会病型分類ｒ【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｒ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類ｒ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類ｒ・⽇本結核病学会病型分類ｒ【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｒ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類ｒ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類ｂ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類　ｌ【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類　ｌ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽇本結核病学会病型分類　ｌ状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類ｂ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類ｂ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｂ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽇本結核病学会病型分類ｂ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類　ｌ【異常状態】[RH]
▼結果 <<⽇本結核病学会病型分類ｂ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類ｂ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類ｂ【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｂ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽇本結核病学会病型分類ｂ状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類ｂ・暫定連鎖(結果)[RH]

⽇本結核病学会病型分類ｂ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類　ｌ【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類　ｌ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽇本結核病学会病型分類　ｌ状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類ｂ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類ｂ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｂ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽇本結核病学会病型分類ｂ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類　ｌ【異常状態】[RH]
▼結果 <<⽇本結核病学会病型分類ｂ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類ｂ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類ｂ【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｂ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽇本結核病学会病型分類ｂ状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類ｂ・⽇本結核病学会病型分類ｂ・暫定連鎖(結果)[RH]

⽇本結核病学会病型分類ｂ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽇本結核病学会病型分類　ｌ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類　ｌ・⽇本結核病学会病型分類　ｌ【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類　ｌ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類　ｌ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽇本結核病学会病型分類　ｌ・⽇本結核病学会病型分類　ｌ【異常状態】p/o 1.. ⽇本結核病学会病型分類　ｌ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⽇本結核病学会病型分類　ｌ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｋｄ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / ⽇本結核病学会病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｄ・学研肺結核病型分類Ｋｄ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｄ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｋｄ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｄ・学研肺結核病型分類Ｋｄ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｄ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｋｄ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核

[Sub Classes (18)] 学研肺結核病型分類　病型０，学研肺結核病型分類Ａ，
学研肺結核病型分類Ｂ，学研肺結核病型分類Ｃ，学研肺結核病型分類Ｄ，
学研肺結核病型分類Ｅ，学研肺結核病型分類Ｆ，学研肺結核病型分類T，
学研肺結核病型分類Ｈ，学研肺結核病型分類Ｐｔ，
学研肺結核病型分類Ｐｐ，学研肺結核病型分類Ｔｈ，
学研肺結核病型分類Ｒｅ，学研肺結核病型分類Ｐｌ，
学研肺結核病型分類　１，学研肺結核病型分類　２，
学研肺結核病型分類　３，学研肺結核病型分類　K

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺結核$構成要素
学研肺結核病型分類・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類・学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類・学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類・結核患者の化学療法の効果を予測して分類したもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類・結核患者の化学療法の効果を予測して分類したものp/o 1.. 結核患者の化学療法の効果を予測して分類したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核患者の化学療法の効果を予測して分類したもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類・学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺結核$構成要素
学研肺結核病型分類・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類・学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類・学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類・結核患者の化学療法の効果を予測して分類したもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類・結核患者の化学療法の効果を予測して分類したものp/o 1.. 結核患者の化学療法の効果を予測して分類したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核患者の化学療法の効果を予測して分類したもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類・学研肺結核病型分類・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類　病型０
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

学研肺結核病型分類　病型０ 因果構造物（＝因果連鎖）学研肺結核病型分類　病型０ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ａ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ａ・学研肺結核病型分類Ａ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ａ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ａ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ａ・学研肺結核病型分類Ａ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ａ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ａ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｂ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｂ・学研肺結核病型分類Ｂ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｂ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｂ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｂ・学研肺結核病型分類Ｂ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｂ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｂ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｃ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｃ・学研肺結核病型分類Ｃ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｃ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｃ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｃ・学研肺結核病型分類Ｃ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｃ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｃ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｄ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｄ・学研肺結核病型分類Ｄ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｄ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｄ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｄ・学研肺結核病型分類Ｄ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｄ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｄ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｅ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｅ・学研肺結核病型分類Ｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｅ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｅ・学研肺結核病型分類Ｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｅ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｆ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｆ・学研肺結核病型分類Ｆ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｆ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｆ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｆ・学研肺結核病型分類Ｆ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｆ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｆ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類T
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes (3)] 学研肺結核病型分類１，学研肺結核病型分類２，学研肺結核病型分類３
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類T・学研肺結核病型分類T【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<学研肺結核病型分類T状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類T状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類T状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類T 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類T・学研肺結核病型分類T【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<学研肺結核病型分類T状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類T状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類T状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類T 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類１
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類T

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類T$構成要素
学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類T【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<学研肺結核病型分類T状態$異常状態%結果
a/o 1.. 学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類１【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類１【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類１【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類１状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類１ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類T$構成要素
学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類T【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<学研肺結核病型分類T状態$異常状態%結果
a/o 1.. 学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類１【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類１【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類１【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類１状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類１・学研肺結核病型分類１・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類１ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類２
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類T

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類T$構成要素
学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類T【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<学研肺結核病型分類T状態$異常状態%結果
a/o 1.. 学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類２【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類２【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類２【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類２状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類２ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類T$構成要素
学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類T【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<学研肺結核病型分類T状態$異常状態%結果
a/o 1.. 学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類２【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類２【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類２【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類２状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類２・学研肺結核病型分類２・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類２ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類３
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類T

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類T$構成要素
学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類T【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<学研肺結核病型分類T状態$異常状態%結果
a/o 1.. 学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類３【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類３【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類３【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類３状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類３ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類T$構成要素
学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類T【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<学研肺結核病型分類T状態$異常状態%結果
a/o 1.. 学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類T【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類３【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類３【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類３【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類３状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類３・学研肺結核病型分類３・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類３ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｈ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｈ・学研肺結核病型分類Ｈ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｈ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｈ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｈ・学研肺結核病型分類Ｈ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｈ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｈ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｐｔ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｔ・学研肺結核病型分類Ｐｔ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｔ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｔ・学研肺結核病型分類Ｐｔ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｔ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｐｐ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｐ・学研肺結核病型分類Ｐｐ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｐ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｐ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｐ・学研肺結核病型分類Ｐｐ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｐ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｐ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｔｈ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

学研肺結核病型分類Ｔｈ 因果構造物（＝因果連鎖）学研肺結核病型分類Ｔｈ 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 676 ]

[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｒｅ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes (4)] 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ，学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ，
学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ，学研肺結核病型分類Ｒｅｈ

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｒｅ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｒｅ 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 677 ]

[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類Ｒｅ

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｆ状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｒｅｆ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｆ状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｒｅｆ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類Ｒｅ

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｒｅｆｒ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類Ｒｅ

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｒｅｅｍ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類Ｒｅ

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅｈ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅｈ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｈ状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｒｅｈ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅ状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅ【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅｈ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅｈ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｒｅｈ状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・学研肺結核病型分類Ｒｅｈ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｒｅｈ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｐｌ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes (5)] 学研肺結核病型分類Ｐｌｖ，学研肺結核病型分類Ｐｌｓ，
学研肺結核病型分類Ｐｌｅ，学研肺結核病型分類Ｐｌｅｍ，
学研肺結核病型分類Ｐｌｐｅｍ

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌ・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ・学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌ・学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ・学研肺結核病型分類Ｐｌ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌ・学研肺結核病型分類Ｐｌ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｐｌ状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ・学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｐｌ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌ・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ・学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌ・学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ・学研肺結核病型分類Ｐｌ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌ・学研肺結核病型分類Ｐｌ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｐｌ状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌ・学研肺結核病型分類Ｐｌ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｐｌ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｐｌｖ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類Ｐｌ

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌｖ・学研肺結核病型分類Ｐｌｖ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌｖ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｌｖ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌｖ・学研肺結核病型分類Ｐｌｖ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌｖ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｌｖ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｐｌｓ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類Ｐｌ

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌｓ・学研肺結核病型分類Ｐｌｓ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌｓ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｌｓ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌｓ・学研肺結核病型分類Ｐｌｓ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌｓ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｌｓ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｐｌｅ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類Ｐｌ

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌｅ・学研肺結核病型分類Ｐｌｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｌｅ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌｅ・学研肺結核病型分類Ｐｌｅ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌｅ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｌｅ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｐｌｅｍ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類Ｐｌ

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌｅｍ・学研肺結核病型分類Ｐｌｅｍ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌｅｍ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｌｅｍ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌｅｍ・学研肺結核病型分類Ｐｌｅｍ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌｅｍ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｌｅｍ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｐｌｐｅｍ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類Ｐｌ

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌｐｅｍ・学研肺結核病型分類Ｐｌｐｅｍ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌｐｅｍ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｌｐｅｍ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｐｌｐｅｍ・学研肺結核病型分類Ｐｌｐｅｍ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｐｌｐｅｍ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｐｌｐｅｍ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類　１
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類$構成要素
学研肺結核病型分類　１・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　１・学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　１・学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　１・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　１・学研肺結核病型分類　１【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　１・学研肺結核病型分類　１【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　１【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　１状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　１・学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　１ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類$構成要素
学研肺結核病型分類　１・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　１・学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　１・学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　１・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　１・学研肺結核病型分類　１【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　１・学研肺結核病型分類　１【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　１【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　１状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　１・学研肺結核病型分類　１・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　１ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類　２
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類$構成要素
学研肺結核病型分類　２・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　２・学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　２・学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　２・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　２・学研肺結核病型分類　２【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　２・学研肺結核病型分類　２【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　２【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　２状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　２・学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　２ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類$構成要素
学研肺結核病型分類　２・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　２・学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　２・学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　２・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　２・学研肺結核病型分類　２【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　２・学研肺結核病型分類　２【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　２【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　２状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　２・学研肺結核病型分類　２・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　２ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類　３
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類$構成要素
学研肺結核病型分類　３・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　３・学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　３・学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　３・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　３・学研肺結核病型分類　３【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　３・学研肺結核病型分類　３【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　３【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　３状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　３・学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　３ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類$構成要素
学研肺結核病型分類　３・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　３・学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　３・学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　３・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　３・学研肺結核病型分類　３【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　３・学研肺結核病型分類　３【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　３【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　３状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　３・学研肺結核病型分類　３・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　３ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類　K
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類

[Sub Classes (9)] 学研肺結核病型分類Ｋａ，学研肺結核病型分類Ｋｂ，
学研肺結核病型分類Ｋｃ，学研肺結核病型分類Ｋｘ，
学研肺結核病型分類Ｋｙ，学研肺結核病型分類　Ｋｚ，
学研肺結核病型分類　K１，学研肺結核病型分類　K２，
学研肺結核病型分類　K３

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類$構成要素
学研肺結核病型分類　K・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K・学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K・学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K・学研肺結核病型分類　K【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K・学研肺結核病型分類　K【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　K状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K・学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　K 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類$構成要素
学研肺結核病型分類　K・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K・学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K・学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K・学研肺結核病型分類　K【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K・学研肺結核病型分類　K【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<学研肺結核病型分類　K状態$異常状態%原因
a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K・学研肺結核病型分類　K・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　K 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｋａ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類　K

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋａ・学研肺結核病型分類Ｋａ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋａ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｋａ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋａ・学研肺結核病型分類Ｋａ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋａ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｋａ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｋｂ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類　K

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋａ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋａ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｋａ状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋｂ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋｂ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｂ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｋｂ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋａ【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｋｂ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋｂ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋｂ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｂ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｋｂ状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋｂ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｋｂ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋａ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋａ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｋａ状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋｂ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋｂ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｂ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｋｂ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋａ【異常状態】[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類Ｋｂ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋｂ【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋｂ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｂ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類Ｋｂ状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｂ・学研肺結核病型分類Ｋｂ・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類Ｋｂ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｋｃ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類　K

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｃ・学研肺結核病型分類Ｋｃ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｃ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｋｃ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｃ・学研肺結核病型分類Ｋｃ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｃ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｋｃ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｋｘ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類　K

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｘ・学研肺結核病型分類Ｋｘ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｘ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｋｘ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｘ・学研肺結核病型分類Ｋｘ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｘ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｋｘ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類Ｋｙ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類　K

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｙ・学研肺結核病型分類Ｋｙ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｙ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｋｙ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類Ｋｙ・学研肺結核病型分類Ｋｙ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類Ｋｙ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類Ｋｙ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類　Ｋｚ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類　K

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　Ｋｚ・学研肺結核病型分類　Ｋｚ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　Ｋｚ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類　Ｋｚ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　Ｋｚ・学研肺結核病型分類　Ｋｚ【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　Ｋｚ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

学研肺結核病型分類　Ｋｚ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類　K１
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類　K

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類　K$構成要素
学研肺結核病型分類　K１・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１・学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K１・学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１・学研肺結核病型分類　K１【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K１・学研肺結核病型分類　K１【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類　K１状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１・学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　K１ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類　K$構成要素
学研肺結核病型分類　K１・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１・学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K１・学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１・学研肺結核病型分類　K１【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K１・学研肺結核病型分類　K１【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類　K１状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K１・学研肺結核病型分類　K１・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　K１ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類　K２
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類　K

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類　K$構成要素
学研肺結核病型分類　K２・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２・学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K２・学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２・学研肺結核病型分類　K２【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K２・学研肺結核病型分類　K２【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類　K２状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２・学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　K２ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類　K$構成要素
学研肺結核病型分類　K２・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２・学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K２・学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２・学研肺結核病型分類　K２【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K２・学研肺結核病型分類　K２【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類　K２状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K２・学研肺結核病型分類　K２・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　K２ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 学研肺結核病型分類　K３
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核 / 肺結核 / 学研肺結核病型分類 / 学研肺結核病型分類　K

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<学研肺結核病型分類　K$構成要素
学研肺結核病型分類　K３・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３・学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K３・学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３・学研肺結核病型分類　K３【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K３・学研肺結核病型分類　K３【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類　K３状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３・学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　K３ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<学研肺結核病型分類　K$構成要素
学研肺結核病型分類　K３・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３・学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K３・学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３・学研肺結核病型分類　K３【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
学研肺結核病型分類　K３・学研肺結核病型分類　K３【異常状態】p/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<学研肺結核病型分類　K３状態$異常状態%原因a/o 1.. 学研肺結核病型分類　K３・学研肺結核病型分類　K３・暫定連鎖(結果)[RH]

学研肺結核病型分類　K３ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼆次結核症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 結核

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<結核$構成要素
⼆次結核症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼆次結核症・⼆次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次結核症・⼆次結核症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次結核症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⼆次結核症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⼆次結核症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼆次結核症・初感染からかなりの年数を経て発病してくる結核症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次結核症・初感染からかなりの年数を経て発病してくる結核症p/o 1.. 初感染からかなりの年数を経て発病してくる結核症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<初感染からかなりの年数を経て発病してくる結核症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次結核症・⼆次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼆次結核症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<結核$構成要素
⼆次結核症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼆次結核症・⼆次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次結核症・⼆次結核症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次結核症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⼆次結核症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⼆次結核症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼆次結核症・初感染からかなりの年数を経て発病してくる結核症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次結核症・初感染からかなりの年数を経て発病してくる結核症p/o 1.. 初感染からかなりの年数を経て発病してくる結核症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<初感染からかなりの年数を経て発病してくる結核症状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次結核症・⼆次結核症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼆次結核症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾮定型抗酸菌症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes (4)] ＭＡＣ症，肺 M. kansasii感染症，Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症，

Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・咳嗽[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. Kansasii[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. avium[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. intracellulare[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. abscessus[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. fotuitum[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. chelonae[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. szulgai[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. xenopi[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. nonchromogenicum[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. terrae[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. scrofulaceum[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. gordonae[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. simiae[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. shimoidei[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. thermoresistible[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. Kansasiip/o 1.. M. Kansasii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. Kansasii状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. aviump/o 1.. M. avium[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

⾮定型抗酸菌症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・咳嗽[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. Kansasii[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. avium[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. intracellulare[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. abscessus[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. fotuitum[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. chelonae[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. szulgai[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. xenopi[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. nonchromogenicum[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. terrae[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. scrofulaceum[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. gordonae[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. simiae[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. shimoidei[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・M. thermoresistible[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. Kansasiip/o 1.. M. Kansasii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. Kansasii状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. aviump/o 1.. M. avium[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

⾮定型抗酸菌症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. aviump/o 1.. M. avium[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. avium状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. intracellularep/o 1.. M. intracellulare[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. intracellulare状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. abscessusp/o 1.. M. abscessus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. abscessus状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. fotuitump/o 1.. M. fotuitum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. fotuitum状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. chelonaep/o 1.. M. chelonae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. chelonae状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. szulgaip/o 1.. M. szulgai[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. szulgai状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. xenopip/o 1.. M. xenopi[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. xenopi状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. nonchromogenicump/o 1.. M. nonchromogenicum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. nonchromogenicum状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. terraep/o 1.. M. terrae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. terrae状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. scrofulaceump/o 1.. M. scrofulaceum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. scrofulaceum状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. gordonaep/o 1.. M. gordonae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. gordonae状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. simiaep/o 1.. M. simiae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. simiae状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. shimoideip/o 1.. M. shimoidei[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. shimoidei状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素p/o 1

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. aviump/o 1.. M. avium[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. avium状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. intracellularep/o 1.. M. intracellulare[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. intracellulare状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. abscessusp/o 1.. M. abscessus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. abscessus状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. fotuitump/o 1.. M. fotuitum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. fotuitum状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. chelonaep/o 1.. M. chelonae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. chelonae状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. szulgaip/o 1.. M. szulgai[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. szulgai状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. xenopip/o 1.. M. xenopi[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. xenopi状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. nonchromogenicump/o 1.. M. nonchromogenicum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. nonchromogenicum状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. terraep/o 1.. M. terrae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. terrae状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. scrofulaceump/o 1.. M. scrofulaceum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. scrofulaceum状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. gordonaep/o 1.. M. gordonae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. gordonae状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. simiaep/o 1.. M. simiae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. simiae状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. shimoideip/o 1.. M. shimoidei[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. shimoidei状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素p/o 1
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#定義連鎖
▼結果 <<M. shimoidei状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. thermoresistiblep/o 1.. M. thermoresistible[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. thermoresistible状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・咳嗽[RH]
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・喀痰増加[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]

#定義連鎖
▼結果 <<M. shimoidei状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・M. thermoresistiblep/o 1.. M. thermoresistible[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. thermoresistible状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・咳嗽[RH]
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・喀痰増加[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮定型抗酸菌症・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]
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[Class Name] ＭＡＣ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ⾮定型抗酸菌症

[Sub Classes (2)] Ｍ.ａｖｉｕｍ症，Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
ＭＡＣ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＭＡＣ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
ＭＡＣ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ＭＡＣ症・M. avium[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ＭＡＣ症・M. intracellulare[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
ＭＡＣ症・M. aviump/o 1.. M. avium[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. avium状態$異常状態%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
ＭＡＣ症・M. intracellularep/o 1.. M. intracellulare[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. intracellulare状態$異常状態%結果

a/o 1.. ＭＡＣ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ＭＡＣ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ＭＡＣ症・Mycobacterium avium complex による⾮定型抗酸菌症[RH]
▼結果 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・空洞形成型[RH]
▼結果 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・⼩結節・気管⽀拡張型[RH]
▼結果 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ＭＡＣ症・孤⽴性結節型[RH]
▼結果 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・過敏性肺臓炎型[RH]
▼結果 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・全⾝播種型[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・Mycobacterium avium complex による⾮定型抗酸菌症p/o 1.. Mycobacterium avium complex による⾮定型抗酸菌症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Mycobacterium avium complex による⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・空洞形成型p/o 1.. 空洞形成型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<空洞形成型状態$異常状態%原因

ＭＡＣ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
ＭＡＣ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ＭＡＣ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
ＭＡＣ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ＭＡＣ症・M. avium[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ＭＡＣ症・M. intracellulare[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
ＭＡＣ症・M. aviump/o 1.. M. avium[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. avium状態$異常状態%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
ＭＡＣ症・M. intracellularep/o 1.. M. intracellulare[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. intracellulare状態$異常状態%結果

a/o 1.. ＭＡＣ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ＭＡＣ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ＭＡＣ症・Mycobacterium avium complex による⾮定型抗酸菌症[RH]
▼結果 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・空洞形成型[RH]
▼結果 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・⼩結節・気管⽀拡張型[RH]
▼結果 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ＭＡＣ症・孤⽴性結節型[RH]
▼結果 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・過敏性肺臓炎型[RH]
▼結果 <<ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ＭＡＣ症・全⾝播種型[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・Mycobacterium avium complex による⾮定型抗酸菌症p/o 1.. Mycobacterium avium complex による⾮定型抗酸菌症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Mycobacterium avium complex による⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・空洞形成型p/o 1.. 空洞形成型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<空洞形成型状態$異常状態%原因

ＭＡＣ症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 705 ]

ＭＡＣ症・空洞形成型p/o 1.. 空洞形成型[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<空洞形成型状態$異常状態%原因

a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・⼩結節・気管⽀拡張型p/o 1.. ⼩結節・気管⽀拡張型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩結節・気管⽀拡張型状態$異常状態%原因

a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・孤⽴性結節型p/o 1.. 孤⽴性結節型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<孤⽴性結節型状態$異常状態%原因

a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・過敏性肺臓炎型p/o 1.. 過敏性肺臓炎型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<過敏性肺臓炎型状態$異常状態%原因

a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・全⾝播種型p/o 1.. 全⾝播種型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝播種型状態$異常状態%原因

a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]

ＭＡＣ症・空洞形成型p/o 1.. 空洞形成型[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<空洞形成型状態$異常状態%原因

a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・⼩結節・気管⽀拡張型p/o 1.. ⼩結節・気管⽀拡張型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩結節・気管⽀拡張型状態$異常状態%原因

a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・孤⽴性結節型p/o 1.. 孤⽴性結節型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<孤⽴性結節型状態$異常状態%原因

a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・過敏性肺臓炎型p/o 1.. 過敏性肺臓炎型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<過敏性肺臓炎型状態$異常状態%原因

a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ＭＡＣ症・全⾝播種型p/o 1.. 全⾝播種型[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝播種型状態$異常状態%原因

a/o 1.. ＭＡＣ症・ＭＡＣ症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] Ｍ.ａｖｉｕｍ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ⾮定型抗酸菌症 / ＭＡＣ症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ＭＡＣ症$構成要素
Ｍ.ａｖｉｕｍ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<ＭＡＣ症$構成要素
Ｍ.ａｖｉｕｍ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<ＭＡＣ症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・M. avium[RH]
▼構成要素 <<ＭＡＣ症$構成要素
Ｍ.ａｖｉｕｍ症・M. aviump/o 1.. M. avium[RH]

連鎖種別 <<ＭＡＣ症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. avium状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ａｖｉｕｍ症・Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・Ｍ.ａｖｉｕｍによる感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ａｖｉｕｍ症・Ｍ.ａｖｉｕｍによる感染症p/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍによる感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍ.ａｖｉｕｍによる感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｍ.ａｖｉｕｍ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ＭＡＣ症$構成要素
Ｍ.ａｖｉｕｍ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<ＭＡＣ症$構成要素
Ｍ.ａｖｉｕｍ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<ＭＡＣ症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・M. avium[RH]
▼構成要素 <<ＭＡＣ症$構成要素
Ｍ.ａｖｉｕｍ症・M. aviump/o 1.. M. avium[RH]

連鎖種別 <<ＭＡＣ症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. avium状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ａｖｉｕｍ症・Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・Ｍ.ａｖｉｕｍによる感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ａｖｉｕｍ症・Ｍ.ａｖｉｕｍによる感染症p/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍによる感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍ.ａｖｉｕｍによる感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｍ.ａｖｉｕｍ症・Ｍ.ａｖｉｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｍ.ａｖｉｕｍ症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ⾮定型抗酸菌症 / ＭＡＣ症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<ＭＡＣ症$構成要素
Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<ＭＡＣ症$構成要素
Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<ＭＡＣ症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・M. intracellulare[RH]

▼構成要素 <<ＭＡＣ症$構成要素
Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・M. intracellularep/o 1.. M. intracellulare[RH]

連鎖種別 <<ＭＡＣ症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. intracellulare状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅによる感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅによる感染症p/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅによる感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅによる感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ＭＡＣ症$構成要素
Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<ＭＡＣ症$構成要素
Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<ＭＡＣ症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・M. intracellulare[RH]

▼構成要素 <<ＭＡＣ症$構成要素
Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・M. intracellularep/o 1.. M. intracellulare[RH]

連鎖種別 <<ＭＡＣ症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. intracellulare状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅによる感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅによる感染症p/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅによる感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅによる感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｍ.ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺 M. kansasii感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ⾮定型抗酸菌症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
肺 M. kansasii感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
肺 M. kansasii感染症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・M. Kansasii[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
肺 M. kansasii感染症・M. Kansasiip/o 1.. M. Kansasii[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. Kansasii状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺 M. kansasii感染症・肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・M. kansasiiによる肺感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺 M. kansasii感染症・M. kansasiiによる肺感染症p/o 1.. M. kansasiiによる肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<M. kansasiiによる肺感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺 M. kansasii感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
肺 M. kansasii感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
肺 M. kansasii感染症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・M. Kansasii[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
肺 M. kansasii感染症・M. Kansasiip/o 1.. M. Kansasii[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<M. Kansasii状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺 M. kansasii感染症・肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・M. kansasiiによる肺感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺 M. kansasii感染症・M. kansasiiによる肺感染症p/o 1.. M. kansasiiによる肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<M. kansasiiによる肺感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺 M. kansasii感染症・肺 M. kansasii感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺 M. kansasii感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ⾮定型抗酸菌症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・M. scrofulaceum[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・M. scrofulaceump/o 1.. M. scrofulaceum[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. scrofulaceum状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症による感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症による感染症p/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症による感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症による感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・M. scrofulaceum[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・M. scrofulaceump/o 1.. M. scrofulaceum[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. scrofulaceum状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症による感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症による感染症p/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症による感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症による感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｍ.ｓｃｒｏｆｕｌａｃｅｕｍ症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / ⾮定型抗酸菌症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・M. chelonae[RH]
▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・M. chelonaep/o 1.. M. chelonae[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. chelonae状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅによる感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅによる感染症p/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅによる感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅによる感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・M. chelonae[RH]
▼構成要素 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素
Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・M. chelonaep/o 1.. M. chelonae[RH]

連鎖種別 <<⾮定型抗酸菌症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<M. chelonae状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・⾮定型抗酸菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅによる感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅによる感染症p/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅによる感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅによる感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｍ.ｃｈｅｌｏｎａｅ症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺原⾍感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes (2)] 肺トキソプラズマ症，肺⾚痢アメーバ症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺原⾍感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺原⾍感染症・肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺原⾍感染症・肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺原⾍感染症・肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺原⾍感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺原⾍感染症・原⾍感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺原⾍感染症・原⾍感染p/o 1.. 原⾍感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<原⾍感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺原⾍感染症・肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺原⾍感染症・肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺原⾍感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺原⾍感染症・肺原⾍感染症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺原⾍感染症・肺原⾍感染症【異常状態】p/o 1.. 肺原⾍感染症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺原⾍感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺原⾍感染症・肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺原⾍感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺原⾍感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺原⾍感染症・肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺原⾍感染症・肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺原⾍感染症・肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺原⾍感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺原⾍感染症・原⾍感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺原⾍感染症・原⾍感染p/o 1.. 原⾍感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<原⾍感染状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺原⾍感染症・肺原⾍感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺原⾍感染症・肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺原⾍感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺原⾍感染症・肺原⾍感染症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺原⾍感染症・肺原⾍感染症【異常状態】p/o 1.. 肺原⾍感染症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺原⾍感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺原⾍感染症・肺原⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺原⾍感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺トキソプラズマ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺原⾍感染症

[Sub Classes (2)] 先天性トキソプラズマ症，後天性トキソプラズマ症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺原⾍感染症$構成要素
肺トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・Toxoplasma gondii[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・Toxoplasma gondiip/o 1.. Toxoplasma gondii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Toxoplasma gondii状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・すりガラス状陰影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症【異常状態】p/o 1.. 肺トキソプラズマ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺トキソプラズマ症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

肺トキソプラズマ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺原⾍感染症$構成要素
肺トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・Toxoplasma gondii[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・Toxoplasma gondiip/o 1.. Toxoplasma gondii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Toxoplasma gondii状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・すりガラス状陰影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症【異常状態】p/o 1.. 肺トキソプラズマ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺トキソプラズマ症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

肺トキソプラズマ症 因果構造物（＝因果連鎖）
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肺トキソプラズマ症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・発熱[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

肺トキソプラズマ症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・発熱[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺トキソプラズマ症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺トキソプラズマ症・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 715 ]

[Class Name] 先天性トキソプラズマ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺原⾍感染症 / 肺トキソプラズマ症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺トキソプラズマ症$構成要素
先天性トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺トキソプラズマ症$構成要素
先天性トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺トキソプラズマ症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・Toxoplasma gondii[RH]
▼構成要素 <<肺トキソプラズマ症$構成要素
先天性トキソプラズマ症・Toxoplasma gondiip/o 1.. Toxoplasma gondii[RH]

連鎖種別 <<肺トキソプラズマ症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Toxoplasma gondii状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ症・先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・トキソプラズマに妊婦が初感染し経胎盤的に原⾍が胎児に移⾏し症状をきたすもの[RH]
▼結果 <<先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・脈絡網膜炎[RH]
▼結果 <<先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・中枢神経障害[RH]
▼結果 <<先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・⽔頭症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ症・トキソプラズマに妊婦が初感染し経胎盤的に原⾍が胎児に移⾏し症状をきたすものp/o 1.. トキソプラズマに妊婦が初感染し経胎盤的に原⾍が胎児に移⾏し症状をきたすもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<トキソプラズマに妊婦が初感染し経胎盤的に原⾍が胎児に移⾏し症状をきたすもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脈絡網膜炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ症・中枢神経障害p/o 1.. 中枢神経障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢神経障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ症・⽔頭症p/o 1.. ⽔頭症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔頭症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性トキソプラズマ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺トキソプラズマ症$構成要素
先天性トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺トキソプラズマ症$構成要素
先天性トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺トキソプラズマ症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・Toxoplasma gondii[RH]
▼構成要素 <<肺トキソプラズマ症$構成要素
先天性トキソプラズマ症・Toxoplasma gondiip/o 1.. Toxoplasma gondii[RH]

連鎖種別 <<肺トキソプラズマ症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Toxoplasma gondii状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ症・先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・トキソプラズマに妊婦が初感染し経胎盤的に原⾍が胎児に移⾏し症状をきたすもの[RH]
▼結果 <<先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・脈絡網膜炎[RH]
▼結果 <<先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・中枢神経障害[RH]
▼結果 <<先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・⽔頭症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ症・トキソプラズマに妊婦が初感染し経胎盤的に原⾍が胎児に移⾏し症状をきたすものp/o 1.. トキソプラズマに妊婦が初感染し経胎盤的に原⾍が胎児に移⾏し症状をきたすもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<トキソプラズマに妊婦が初感染し経胎盤的に原⾍が胎児に移⾏し症状をきたすもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脈絡網膜炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ症・中枢神経障害p/o 1.. 中枢神経障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中枢神経障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性トキソプラズマ症・⽔頭症p/o 1.. ⽔頭症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽔頭症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性トキソプラズマ症・先天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺原⾍感染症 / 肺トキソプラズマ症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺トキソプラズマ症$構成要素
後天性トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺トキソプラズマ症$構成要素
後天性トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺トキソプラズマ症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・Toxoplasma gondii[RH]

▼構成要素 <<肺トキソプラズマ症$構成要素
後天性トキソプラズマ症・Toxoplasma gondiip/o 1.. Toxoplasma gondii[RH]

連鎖種別 <<肺トキソプラズマ症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Toxoplasma gondii状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・健常⼈、免疫不全者にトキソプラズマが感染した状態[RH]
▼結果 <<後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・急性トキソプラズマ症[RH]
▼結果 <<後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・トキソプラズマ脳炎[RH]
▼結果 <<後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・眼トキソプラズマ症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性トキソプラズマ症・健常⼈、免疫不全者にトキソプラズマが感染した状態p/o 1.. 健常⼈、免疫不全者にトキソプラズマが感染した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<健常⼈、免疫不全者にトキソプラズマが感染した状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性トキソプラズマ症・急性トキソプラズマ症p/o 1.. 急性トキソプラズマ症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性トキソプラズマ症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性トキソプラズマ症・トキソプラズマ脳炎p/o 1.. トキソプラズマ脳炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<トキソプラズマ脳炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性トキソプラズマ症・眼トキソプラズマ症p/o 1.. 眼トキソプラズマ症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼トキソプラズマ症状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

後天性トキソプラズマ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺トキソプラズマ症$構成要素
後天性トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺トキソプラズマ症$構成要素
後天性トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺トキソプラズマ症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・Toxoplasma gondii[RH]

▼構成要素 <<肺トキソプラズマ症$構成要素
後天性トキソプラズマ症・Toxoplasma gondiip/o 1.. Toxoplasma gondii[RH]

連鎖種別 <<肺トキソプラズマ症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Toxoplasma gondii状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・肺トキソプラズマ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・健常⼈、免疫不全者にトキソプラズマが感染した状態[RH]
▼結果 <<後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・急性トキソプラズマ症[RH]
▼結果 <<後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・トキソプラズマ脳炎[RH]
▼結果 <<後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・眼トキソプラズマ症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性トキソプラズマ症・健常⼈、免疫不全者にトキソプラズマが感染した状態p/o 1.. 健常⼈、免疫不全者にトキソプラズマが感染した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<健常⼈、免疫不全者にトキソプラズマが感染した状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性トキソプラズマ症・急性トキソプラズマ症p/o 1.. 急性トキソプラズマ症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性トキソプラズマ症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性トキソプラズマ症・トキソプラズマ脳炎p/o 1.. トキソプラズマ脳炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<トキソプラズマ脳炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性トキソプラズマ症・眼トキソプラズマ症p/o 1.. 眼トキソプラズマ症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<眼トキソプラズマ症状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]

後天性トキソプラズマ症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 717 ]

a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]a/o 1.. 後天性トキソプラズマ症・後天性トキソプラズマ症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 肺⾚痢アメーバ症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺原⾍感染症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺原⾍感染症$構成要素
肺⾚痢アメーバ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・Entamoeba hitolytica Schaudinn[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾚痢アメーバ症・Entamoeba hitolytica Schaudinnp/o 1.. Entamoeba hitolytica Schaudinn[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Entamoeba hitolytica Schaudinn状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症【異常状態】p/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾚痢アメーバ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺⾚痢アメーバ症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺原⾍感染症$構成要素
肺⾚痢アメーバ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・Entamoeba hitolytica Schaudinn[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾚痢アメーバ症・Entamoeba hitolytica Schaudinnp/o 1.. Entamoeba hitolytica Schaudinn[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Entamoeba hitolytica Schaudinn状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症【異常状態】p/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾚痢アメーバ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺⾚痢アメーバ症・肺⾚痢アメーバ症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺⾚痢アメーバ症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 719 ]

[Class Name] 肺寄⽣⾍感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes (7)] 肺吸⾍症，肺糞線⾍症，肺回⾍症，肺イヌ⽷状⾍症，肺鉤⾍症，

肺エキノコックス症，熱帯性肺好酸球増加症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺寄⽣⾍感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺回⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳嗽[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症【異常状態】p/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺寄⽣⾍感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺寄⽣⾍感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・好酸球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺寄⽣⾍感染症・好酸球増加p/o 1.. 好酸球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症【異常状態】[RH]

肺寄⽣⾍感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺寄⽣⾍感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺回⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳嗽[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症【異常状態】p/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺寄⽣⾍感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺寄⽣⾍感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・好酸球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺寄⽣⾍感染症・好酸球増加p/o 1.. 好酸球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症【異常状態】[RH]

肺寄⽣⾍感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症【異常状態】[RH]a/o 1.. 肺寄⽣⾍感染症・肺寄⽣⾍感染症【異常状態】[RH]
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[Class Name] 肺吸⾍症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症

[Sub Classes (2)] ウエステルマン肺吸⾍症，宮崎肺吸⾍症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症【異常状態】p/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウエステルマン肺吸⾍症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍p/o 1.. 宮崎肺吸⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<宮崎肺吸⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・⾎痰[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺吸⾍症・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・胸⽔貯留[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・気胸【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・肺外吸⾍症[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・喀痰内⾍卵[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・肺吸⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺吸⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺吸⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症状態$異常状態%結果

肺吸⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症【異常状態】p/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウエステルマン肺吸⾍症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍p/o 1.. 宮崎肺吸⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<宮崎肺吸⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・⾎痰[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺吸⾍症・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・胸⽔貯留[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・気胸【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・肺外吸⾍症[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・喀痰内⾍卵[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・肺吸⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺吸⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺吸⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症状態$異常状態%結果

肺吸⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺吸⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺吸⾍症・好酸球増多[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・抗寄⽣⾍抗体[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・脳肺吸⾍症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・好酸球増多p/o 1.. 好酸球増多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球増多状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・抗寄⽣⾍抗体p/o 1.. 抗寄⽣⾍抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗寄⽣⾍抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・脳肺吸⾍症p/o 1.. 脳肺吸⾍症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脳肺吸⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 1.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・胸⽔貯留p/o 1.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・気胸【異常状態】p/o 1.. 気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気胸状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・肺外吸⾍症p/o 1.. 肺外吸⾍症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺外吸⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・喀痰内⾍卵p/o 1.. 喀痰内⾍卵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喀痰内⾍卵状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺吸⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺吸⾍症・好酸球増多[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・抗寄⽣⾍抗体[RH]
▼結果 <<肺吸⾍症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺吸⾍症・脳肺吸⾍症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・好酸球増多p/o 1.. 好酸球増多[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球増多状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・抗寄⽣⾍抗体p/o 1.. 抗寄⽣⾍抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗寄⽣⾍抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・脳肺吸⾍症p/o 1.. 脳肺吸⾍症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脳肺吸⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こすp/o 1.. SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<SLEにともない免疫複合体の沈着により胸膜に炎症を起こす状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・胸⽔貯留p/o 1.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・気胸【異常状態】p/o 1.. 気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気胸状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・肺外吸⾍症p/o 1.. 肺外吸⾍症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺外吸⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺吸⾍症・喀痰内⾍卵p/o 1.. 喀痰内⾍卵[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喀痰内⾍卵状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ウエステルマン肺吸⾍症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症 / 肺吸⾍症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺吸⾍症$構成要素
ウエステルマン肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍による感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍による感染症p/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍による感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウエステルマン肺吸⾍による感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍による亜急性から急性の感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍による亜急性から急性の感染症p/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍による亜急性から急性の感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウエステルマン肺吸⾍による亜急性から急性の感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

ウエステルマン肺吸⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺吸⾍症$構成要素
ウエステルマン肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍による感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍による感染症p/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍による感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウエステルマン肺吸⾍による感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍による亜急性から急性の感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍による亜急性から急性の感染症p/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍による亜急性から急性の感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウエステルマン肺吸⾍による亜急性から急性の感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. ウエステルマン肺吸⾍症・ウエステルマン肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

ウエステルマン肺吸⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 宮崎肺吸⾍症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症 / 肺吸⾍症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺吸⾍症$構成要素
宮崎肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺吸⾍症$構成要素
宮崎肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺吸⾍症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍[RH]

▼構成要素 <<肺吸⾍症$構成要素
宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍p/o 1.. 宮崎肺吸⾍[RH]

連鎖種別 <<肺吸⾍症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<宮崎肺吸⾍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍による亜急性から急性の感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍による亜急性から急性の感染症p/o 1.. 宮崎肺吸⾍による亜急性から急性の感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<宮崎肺吸⾍による亜急性から急性の感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

宮崎肺吸⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺吸⾍症$構成要素
宮崎肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺吸⾍症$構成要素
宮崎肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺吸⾍症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍[RH]

▼構成要素 <<肺吸⾍症$構成要素
宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍p/o 1.. 宮崎肺吸⾍[RH]

連鎖種別 <<肺吸⾍症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<宮崎肺吸⾍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・肺吸⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍による亜急性から急性の感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍による亜急性から急性の感染症p/o 1.. 宮崎肺吸⾍による亜急性から急性の感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<宮崎肺吸⾍による亜急性から急性の感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 宮崎肺吸⾍症・宮崎肺吸⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

宮崎肺吸⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺糞線⾍症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
肺糞線⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・Strongyloides stercoralis[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・Strongyloides stercoralisp/o 1.. Strongyloides stercoralis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Strongyloides stercoralis状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<Strongyloides stercoralis状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・喘鳴[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・喘鳴p/o 1.. 喘鳴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・Strongyloides stercoralis[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺糞線⾍症・⾎痰[RH]
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・腹痛[RH]
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・下痢[RH]
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺糞線⾍症・糞線⾍通過[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・肺糞線⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺糞線⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺糞線⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

肺糞線⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
肺糞線⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・Strongyloides stercoralis[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・Strongyloides stercoralisp/o 1.. Strongyloides stercoralis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Strongyloides stercoralis状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<Strongyloides stercoralis状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・喘鳴[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・喘鳴p/o 1.. 喘鳴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・Strongyloides stercoralis[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺糞線⾍症・⾎痰[RH]
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・腹痛[RH]
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺糞線⾍症・下痢[RH]
▼結果 <<肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺糞線⾍症・糞線⾍通過[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・肺糞線⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺糞線⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺糞線⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

肺糞線⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・腹痛p/o 1.. 腹痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・糞線⾍通過p/o 1.. 糞線⾍通過[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糞線⾍通過状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・腹痛p/o 1.. 腹痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺糞線⾍症・糞線⾍通過p/o 1.. 糞線⾍通過[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<糞線⾍通過状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺糞線⾍症・肺糞線⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 727 ]

[Class Name] 肺回⾍症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症

[Sub Classes (1)] 回⾍性肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
肺回⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺回⾍症・咳嗽[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺回⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺回⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺回⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺回⾍症・イヌ回⾍[RH]
▼原因 <<肺回⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ブタ蛔⾍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺回⾍症・イヌ回⾍p/o 1.. イヌ回⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<イヌ回⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺回⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺回⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺回⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺回⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺回⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺回⾍症・全⾝倦怠感[RH]
▼結果 <<肺回⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺回⾍症・抗回⾍抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺回⾍症・肺回⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺回⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺回⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺回⾍症・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺回⾍症・抗回⾍抗体p/o 1.. 抗回⾍抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗回⾍抗体状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺回⾍症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因

肺回⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
肺回⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺回⾍症・咳嗽[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺回⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺回⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺回⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺回⾍症・イヌ回⾍[RH]
▼原因 <<肺回⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ブタ蛔⾍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺回⾍症・イヌ回⾍p/o 1.. イヌ回⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<イヌ回⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺回⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺回⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺回⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺回⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺回⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺回⾍症・全⾝倦怠感[RH]
▼結果 <<肺回⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺回⾍症・抗回⾍抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺回⾍症・肺回⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺回⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺回⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺回⾍症・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺回⾍症・抗回⾍抗体p/o 1.. 抗回⾍抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗回⾍抗体状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺回⾍症・肺回⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺回⾍症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因

肺回⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
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肺回⾍症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]
連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺回⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

肺回⾍症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]
連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺回⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
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[Class Name] 回⾍性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症 / 肺回⾍症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺回⾍症$構成要素
回⾍性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 回⾍性肺炎・肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 回⾍性肺炎・回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺回⾍症$構成要素
回⾍性肺炎・肺回⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺回⾍症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺回⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 回⾍性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺回⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 回⾍性肺炎・ブタ蛔⾍[RH]
▼構成要素 <<肺回⾍症$構成要素
回⾍性肺炎・ブタ蛔⾍p/o 1.. ブタ蛔⾍[RH]

連鎖種別 <<肺回⾍症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ブタ蛔⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. 回⾍性肺炎・肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
回⾍性肺炎・回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 回⾍性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 回⾍性肺炎・回⾍感染による好酸球性肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
回⾍性肺炎・回⾍感染による好酸球性肺炎p/o 1.. 回⾍感染による好酸球性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<回⾍感染による好酸球性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 回⾍性肺炎・回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
回⾍性肺炎・ヒト蛔⾍p/o 0.. ヒト蛔⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
回⾍性肺炎・イヌ蛔⾍p/o 0.. イヌ蛔⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖

回⾍性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺回⾍症$構成要素
回⾍性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 回⾍性肺炎・肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 回⾍性肺炎・回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<肺回⾍症$構成要素
回⾍性肺炎・肺回⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺回⾍症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺回⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 回⾍性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺回⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 回⾍性肺炎・ブタ蛔⾍[RH]
▼構成要素 <<肺回⾍症$構成要素
回⾍性肺炎・ブタ蛔⾍p/o 1.. ブタ蛔⾍[RH]

連鎖種別 <<肺回⾍症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ブタ蛔⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. 回⾍性肺炎・肺回⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
回⾍性肺炎・回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 回⾍性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 回⾍性肺炎・回⾍感染による好酸球性肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
回⾍性肺炎・回⾍感染による好酸球性肺炎p/o 1.. 回⾍感染による好酸球性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<回⾍感染による好酸球性肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 回⾍性肺炎・回⾍性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
回⾍性肺炎・ヒト蛔⾍p/o 0.. ヒト蛔⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
回⾍性肺炎・イヌ蛔⾍p/o 0.. イヌ蛔⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖

回⾍性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺イヌ⽷状⾍症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・イヌ⽷状⾍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・イヌ⽷状⾍p/o 1.. イヌ⽷状⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<イヌ⽷状⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・⾎痰[RH]
▼結果 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・胸痛[RH]
▼結果 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・孤⽴結節影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺イヌ⽷状⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺イヌ⽷状⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・イヌ⽷状⾍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・イヌ⽷状⾍p/o 1.. イヌ⽷状⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<イヌ⽷状⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・⾎痰[RH]
▼結果 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・胸痛[RH]
▼結果 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・孤⽴結節影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺イヌ⽷状⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺イヌ⽷状⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・孤⽴結節影p/o 1.. 孤⽴結節影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<孤⽴結節影状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺イヌ⽷状⾍症・孤⽴結節影p/o 1.. 孤⽴結節影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<孤⽴結節影状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺イヌ⽷状⾍症・肺イヌ⽷状⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 肺鉤⾍症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症

[Sub Classes (1)] 若菜病
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
肺鉤⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若菜病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・ズビニ鉤⾍[RH]
▼原因 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・アメリカ鉤⾍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・ズビニ鉤⾍p/o 1.. ズビニ鉤⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ズビニ鉤⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ズビニ鉤⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼭陰、近畿地⽅の農村で、若菜の浅漬けを⾷べた直後に悪⼼、嘔吐をきたし、せきが⽣じ、1ヶ⽉くらい持続[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・アメリカ鉤⾍p/o 1.. アメリカ鉤⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アメリカ鉤⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺鉤⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・細菌性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・Strongyloides stercoralis[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・肺鉤⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺鉤⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺鉤⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・細菌性肺炎【異常状態】p/o 1.. 細菌性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌性肺炎状態$異常状態%結果

肺鉤⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
肺鉤⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 若菜病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 咳嗽[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・ズビニ鉤⾍[RH]
▼原因 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・アメリカ鉤⾍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・ズビニ鉤⾍p/o 1.. ズビニ鉤⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ズビニ鉤⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ズビニ鉤⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼭陰、近畿地⽅の農村で、若菜の浅漬けを⾷べた直後に悪⼼、嘔吐をきたし、せきが⽣じ、1ヶ⽉くらい持続[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・アメリカ鉤⾍p/o 1.. アメリカ鉤⾍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アメリカ鉤⾍状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺鉤⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・細菌性肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・Strongyloides stercoralis[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・肺鉤⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺鉤⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺鉤⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・細菌性肺炎【異常状態】p/o 1.. 細菌性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌性肺炎状態$異常状態%結果

肺鉤⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺鉤⾍症・湿性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺鉤⾍症・細菌性肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・肺アスペルギウス症【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・⾎痰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・Strongyloides stercoralisp/o 1.. Strongyloides stercoralis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Strongyloides stercoralis状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<Strongyloides stercoralis状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・喘鳴[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・喘鳴p/o 1.. 喘鳴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・Strongyloides stercoralis[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌性肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺鉤⾍症・湿性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺鉤⾍症・細菌性肺炎【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・肺アスペルギウス症【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・⾎痰[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎痰状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・Strongyloides stercoralisp/o 1.. Strongyloides stercoralis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Strongyloides stercoralis状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・肺鉤⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<Strongyloides stercoralis状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺鉤⾍症・喘鳴[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺鉤⾍症・喘鳴p/o 1.. 喘鳴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺鉤⾍症・Strongyloides stercoralis[RH]
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[Class Name] 若菜病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症 / 肺鉤⾍症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺鉤⾍症$構成要素
若菜病・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若菜病・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若菜病・若菜病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若菜病・咳嗽[RH]

▼構成要素 <<肺鉤⾍症$構成要素
若菜病・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺鉤⾍症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 若菜病・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 若菜病・ズビニ鉤⾍[RH]

▼構成要素 <<肺鉤⾍症$構成要素
若菜病・ズビニ鉤⾍p/o 1.. ズビニ鉤⾍[RH]

連鎖種別 <<肺鉤⾍症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ズビニ鉤⾍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若菜病・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ズビニ鉤⾍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若菜病・⼭陰、近畿地⽅の農村で、若菜の浅漬けを⾷べた直後に悪⼼、嘔吐をきたし、せきが⽣じ、1ヶ⽉くらい持続[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若菜病・若菜病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 若菜病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<若菜病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 若菜病・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<若菜病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 若菜病・悪⼼[RH]

▼結果 <<若菜病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 若菜病・嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若菜病・悪⼼p/o 1.. 悪⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪⼼状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若菜病・若菜病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若菜病・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若菜病・若菜病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若菜病・⼭陰、近畿地⽅の農村で、若菜の浅漬けを⾷べた直後に悪⼼、嘔吐をきたし、せきが⽣じ、1ヶ⽉くらい持続p/o 1.. ⼭陰、近畿地⽅の農村で、若菜の浅漬けを⾷べた直後に悪⼼、嘔吐をきたし、せきが⽣じ、1ヶ⽉くらい持続[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼭陰、近畿地⽅の農村で、若菜の浅漬けを⾷べた直後に悪⼼、嘔吐をきたし、せきが⽣じ、1ヶ⽉くらい持続状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若菜病・ズビニ鉤⾍[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
若菜病・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若菜病・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

若菜病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺鉤⾍症$構成要素
若菜病・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若菜病・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若菜病・若菜病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若菜病・咳嗽[RH]

▼構成要素 <<肺鉤⾍症$構成要素
若菜病・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<肺鉤⾍症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 若菜病・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 若菜病・ズビニ鉤⾍[RH]

▼構成要素 <<肺鉤⾍症$構成要素
若菜病・ズビニ鉤⾍p/o 1.. ズビニ鉤⾍[RH]

連鎖種別 <<肺鉤⾍症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ズビニ鉤⾍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若菜病・肺鉤⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ズビニ鉤⾍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若菜病・⼭陰、近畿地⽅の農村で、若菜の浅漬けを⾷べた直後に悪⼼、嘔吐をきたし、せきが⽣じ、1ヶ⽉くらい持続[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若菜病・若菜病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 若菜病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<若菜病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 若菜病・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<若菜病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 若菜病・悪⼼[RH]

▼結果 <<若菜病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 若菜病・嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若菜病・悪⼼p/o 1.. 悪⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪⼼状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若菜病・若菜病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若菜病・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嘔吐状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若菜病・若菜病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若菜病・⼭陰、近畿地⽅の農村で、若菜の浅漬けを⾷べた直後に悪⼼、嘔吐をきたし、せきが⽣じ、1ヶ⽉くらい持続p/o 1.. ⼭陰、近畿地⽅の農村で、若菜の浅漬けを⾷べた直後に悪⼼、嘔吐をきたし、せきが⽣じ、1ヶ⽉くらい持続[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼭陰、近畿地⽅の農村で、若菜の浅漬けを⾷べた直後に悪⼼、嘔吐をきたし、せきが⽣じ、1ヶ⽉くらい持続状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若菜病・ズビニ鉤⾍[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
若菜病・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 若菜病・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

若菜病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺エキノコックス症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症

[Sub Classes (2)] 単包⾍症，多包⾍症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
肺エキノコックス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 単包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 単包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 多包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 多包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・単包⾍症【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・多包⾍症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・単包⾍症【異常状態】p/o 1.. 単包⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<単包⾍症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・多包⾍症【異常状態】p/o 1.. 多包⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<多包⾍症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・エキノコックスによる腫瘍性病巣[RH]
▼結果 <<肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺エキノコックス症・胸部結節影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・エキノコックスによる腫瘍性病巣p/o 1.. エキノコックスによる腫瘍性病巣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エキノコックスによる腫瘍性病巣状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<エキノコックスによる腫瘍性病巣状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・抗エキノコックス抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・抗エキノコックス抗体p/o 1.. 抗エキノコックス抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗エキノコックス抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・エキノコックスによる腫瘍性病巣[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺エキノコックス症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
肺エキノコックス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 単包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 単包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 多包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 多包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・単包⾍症【異常状態】[RH]
▼原因 <<肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・多包⾍症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・単包⾍症【異常状態】p/o 1.. 単包⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<単包⾍症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・多包⾍症【異常状態】p/o 1.. 多包⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<多包⾍症状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・エキノコックスによる腫瘍性病巣[RH]
▼結果 <<肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺エキノコックス症・胸部結節影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・エキノコックスによる腫瘍性病巣p/o 1.. エキノコックスによる腫瘍性病巣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エキノコックスによる腫瘍性病巣状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<エキノコックスによる腫瘍性病巣状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺エキノコックス症・抗エキノコックス抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・抗エキノコックス抗体p/o 1.. 抗エキノコックス抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗エキノコックス抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・エキノコックスによる腫瘍性病巣[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺エキノコックス症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 737 ]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗エキノコックス抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・エキノコックスによる腫瘍性病巣[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・胸部結節影p/o 1.. 胸部結節影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸部結節影状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<抗エキノコックス抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・エキノコックスによる腫瘍性病巣[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺エキノコックス症・胸部結節影p/o 1.. 胸部結節影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸部結節影状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺エキノコックス症・肺エキノコックス症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 単包⾍症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症 / 肺エキノコックス症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺エキノコックス症$構成要素
単包⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 単包⾍症・単包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 単包⾍症・単包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単包⾍症・単包⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 単包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<単包⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 単包⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<単包⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 単包⾍症・Echinococcus granulosus[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単包⾍症・Echinococcus granulosusp/o 1.. Echinococcus granulosus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Echinococcus granulosus状態$異常状態%結果a/o 1.. 単包⾍症・単包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単包⾍症・単包⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 単包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単包⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 単包⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<単包⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 単包⾍症・単包性エキノコックスによる肺病変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単包⾍症・単包性エキノコックスによる肺病変p/o 1.. 単包性エキノコックスによる肺病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単包性エキノコックスによる肺病変状態$異常状態%原因a/o 1.. 単包⾍症・単包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

単包⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺エキノコックス症$構成要素
単包⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 単包⾍症・単包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 単包⾍症・単包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単包⾍症・単包⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 単包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<単包⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 単包⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<単包⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 単包⾍症・Echinococcus granulosus[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単包⾍症・Echinococcus granulosusp/o 1.. Echinococcus granulosus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Echinococcus granulosus状態$異常状態%結果a/o 1.. 単包⾍症・単包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単包⾍症・単包⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 単包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単包⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 単包⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<単包⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 単包⾍症・単包性エキノコックスによる肺病変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単包⾍症・単包性エキノコックスによる肺病変p/o 1.. 単包性エキノコックスによる肺病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単包性エキノコックスによる肺病変状態$異常状態%原因a/o 1.. 単包⾍症・単包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

単包⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多包⾍症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症 / 肺エキノコックス症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺エキノコックス症$構成要素
多包⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多包⾍症・多包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 多包⾍症・多包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多包⾍症・多包⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 多包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<多包⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 多包⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<多包⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 多包⾍症・Echinococcus multilocularis[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多包⾍症・Echinococcus multilocularisp/o 1.. Echinococcus multilocularis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Echinococcus multilocularis状態$異常状態%結果a/o 1.. 多包⾍症・多包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多包⾍症・多包⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多包⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 多包⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<多包⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 多包⾍症・多包性エキノコックスによる肺病変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多包⾍症・多包性エキノコックスによる肺病変p/o 1.. 多包性エキノコックスによる肺病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多包性エキノコックスによる肺病変状態$異常状態%原因a/o 1.. 多包⾍症・多包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

多包⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺エキノコックス症$構成要素
多包⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多包⾍症・多包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 多包⾍症・多包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多包⾍症・多包⾍症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 多包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<多包⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 多包⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<多包⾍症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 多包⾍症・Echinococcus multilocularis[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多包⾍症・Echinococcus multilocularisp/o 1.. Echinococcus multilocularis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Echinococcus multilocularis状態$異常状態%結果a/o 1.. 多包⾍症・多包⾍症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多包⾍症・多包⾍症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多包⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 多包⾍症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<多包⾍症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 多包⾍症・多包性エキノコックスによる肺病変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多包⾍症・多包性エキノコックスによる肺病変p/o 1.. 多包性エキノコックスによる肺病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多包性エキノコックスによる肺病変状態$異常状態%原因a/o 1.. 多包⾍症・多包⾍症・暫定連鎖(結果)[RH]

多包⾍症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 熱帯性肺好酸球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺寄⽣⾍感染症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・ミクロフィリア[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・ミクロフィリアp/o 1.. ミクロフィリア[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ミクロフィリア状態$異常状態%結果
a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。[RH]
▼原因 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・喘鳴[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。p/o 1.. 熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。状態$異常状態%原因
a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・喘鳴p/o 1.. 喘鳴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因
a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

熱帯性肺好酸球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺寄⽣⾍感染症$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・ミクロフィリア[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・ミクロフィリアp/o 1.. ミクロフィリア[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ミクロフィリア状態$異常状態%結果
a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。[RH]
▼原因 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・喘鳴[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。p/o 1.. 熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。状態$異常状態%原因
a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・喘鳴p/o 1.. 喘鳴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因
a/o 1.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

熱帯性肺好酸球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 741 ]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・喘鳴[RH]
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。[RH]
▼原因 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・喘鳴p/o 0.. 喘鳴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。p/o 0.. 熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。状態$異常状態%原因
a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・ミクロフィリアp/o 0.. ミクロフィリア[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<ミクロフィリア状態$異常状態%結果
a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・ミクロフィリア[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 0.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・呼吸困難p/o 0.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

関連
a/o ..1 定義元不⼀致

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・喘鳴[RH]
▼結果 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。[RH]
▼原因 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・喘鳴p/o 0.. 喘鳴[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<喘鳴状態$異常状態%原因a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。p/o 0.. 熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<熱帯地⽅に限局して末梢⾎好酸球増多、喘息症状を⽰すもの。状態$異常状態%原因
a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・ミクロフィリアp/o 0.. ミクロフィリア[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<ミクロフィリア状態$異常状態%結果
a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

関連a/o ..1 one way weak
▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)p/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・ミクロフィリア[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
熱帯性肺好酸球増加症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 0.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 0.. 熱帯性肺好酸球増加症・熱帯性肺好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak
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[Class Name] 中葉⾆区症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区気管⽀の炎症性狭窄[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・膿粘液栓[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・悪性腫瘍[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・結核性リンパ節腫脹[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・サルコイドーシス[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・気管⽀肺嚢胞[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・びまん性汎細気管⽀炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・気管⽀異物[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・中葉⾆区気管⽀の炎症性狭窄p/o 1.. 中葉⾆区気管⽀の炎症性狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<中葉⾆区気管⽀の炎症性狭窄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・膿粘液栓p/o 1.. 膿粘液栓[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膿粘液栓状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・結核性リンパ節腫脹p/o 1.. 結核性リンパ節腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<結核性リンパ節腫脹状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・サルコイドーシスp/o 1.. サルコイドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<サルコイド シス状態$異常状態%結果

中葉⾆区症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区気管⽀の炎症性狭窄[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・膿粘液栓[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・悪性腫瘍[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・結核性リンパ節腫脹[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・サルコイドーシス[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・気管⽀肺嚢胞[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・びまん性汎細気管⽀炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・気管⽀異物[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・中葉⾆区気管⽀の炎症性狭窄p/o 1.. 中葉⾆区気管⽀の炎症性狭窄[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<中葉⾆区気管⽀の炎症性狭窄状態$異常状態%結果
a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・膿粘液栓p/o 1.. 膿粘液栓[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膿粘液栓状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・結核性リンパ節腫脹p/o 1.. 結核性リンパ節腫脹[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<結核性リンパ節腫脹状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・サルコイドーシスp/o 1.. サルコイドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<サルコイド シス状態$異常状態%結果

中葉⾆区症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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中葉⾆区症候群・サルコイドーシスp/o 1.. サルコイドーシス[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<サルコイドーシス状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・気管⽀肺嚢胞p/o 1.. 気管⽀肺嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀肺嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀喘息状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・⾮定型抗酸菌症【異常状態】p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・びまん性汎細気管⽀炎【異常状態】p/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<びまん性汎細気管⽀炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・気管⽀異物p/o 1.. 気管⽀異物[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀異物状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]
▼結果 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・喀⾎[RH]
▼結果 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群p/o 1.. 右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・発熱[RH]
▼結果 <<右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・胸痛[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・喀⾎p/o 1.. 喀⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喀⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. 気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

中葉⾆区症候群・サルコイドーシスp/o 1.. サルコイドーシス[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<サルコイドーシス状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・気管⽀肺嚢胞p/o 1.. 気管⽀肺嚢胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀肺嚢胞状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀喘息状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・⾮定型抗酸菌症【異常状態】p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・びまん性汎細気管⽀炎【異常状態】p/o 1.. びまん性汎細気管⽀炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<びまん性汎細気管⽀炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・気管⽀異物p/o 1.. 気管⽀異物[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀異物状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]
▼結果 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・喀⾎[RH]
▼結果 <<中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群p/o 1.. 右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・発熱[RH]
▼結果 <<右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 中葉⾆区症候群・胸痛[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・右中葉、または⾆区に無気肺や慢性炎症を来す症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・喀⾎p/o 1.. 喀⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喀⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. 気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
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a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. 気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀拡張症状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・発熱[RH]

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. 気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀拡張症状態$異常状態%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・中葉⾆区症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
中葉⾆区症候群・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中葉⾆区症候群・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 中葉⾆区症候群・発熱[RH]
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[Class Name] 誤嚥性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes (5)] びまん性誤嚥性細気管⽀炎，⽼⼈性嚥下性肺炎，⾷物嚥下性肺炎，

吐物嚥下性肺炎，乳嚥下性肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 誤嚥性肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 誤嚥性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・脳⾎管障害[RH]
▼原因 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・認知症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・脳⾎管障害p/o 1.. 脳⾎管障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脳⾎管障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・認知症p/o 1.. 認知症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<認知症状態$異常状態%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]
▼結果 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

誤嚥性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 誤嚥性肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 誤嚥性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・脳⾎管障害[RH]
▼原因 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・認知症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・脳⾎管障害p/o 1.. 脳⾎管障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脳⾎管障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・認知症p/o 1.. 認知症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<認知症状態$異常状態%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]
▼結果 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

誤嚥性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 誤嚥性肺炎・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. 誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 誤嚥性肺炎・発熱[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 誤嚥性肺炎・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 誤嚥性肺炎・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. 誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・誤嚥性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 誤嚥性肺炎・発熱[RH]
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
誤嚥性肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 誤嚥性肺炎・感染性呼吸器疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] びまん性誤嚥性細気管⽀炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 誤嚥性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<誤嚥性肺炎$構成要素
びまん性誤嚥性細気管⽀炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性誤嚥性細気管⽀炎・びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・反復する誤嚥[RH]
▼結果 <<びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・両側下肺野優位の⼩結節影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性誤嚥性細気管⽀炎・反復する誤嚥p/o 1.. 反復する誤嚥[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<反復する誤嚥状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性誤嚥性細気管⽀炎・両側下肺野優位の⼩結節影p/o 1.. 両側下肺野優位の⼩結節影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側下肺野優位の⼩結節影状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

びまん性誤嚥性細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<誤嚥性肺炎$構成要素
びまん性誤嚥性細気管⽀炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性誤嚥性細気管⽀炎・びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・反復する誤嚥[RH]
▼結果 <<びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・両側下肺野優位の⼩結節影[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性誤嚥性細気管⽀炎・反復する誤嚥p/o 1.. 反復する誤嚥[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<反復する誤嚥状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性誤嚥性細気管⽀炎・両側下肺野優位の⼩結節影p/o 1.. 両側下肺野優位の⼩結節影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側下肺野優位の⼩結節影状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性誤嚥性細気管⽀炎・びまん性誤嚥性細気管⽀炎・暫定連鎖(結果)[RH]

びまん性誤嚥性細気管⽀炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽼⼈性嚥下性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 誤嚥性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<誤嚥性肺炎$構成要素
⽼⼈性嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性嚥下性肺炎・⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・嚥下機能の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性嚥下性肺炎・嚥下機能の低下p/o 1.. 嚥下機能の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<嚥下機能の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性嚥下性肺炎・⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・加齢に伴う嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性嚥下性肺炎・加齢に伴う嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. 加齢に伴う嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<加齢に伴う嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⽼⼈性嚥下性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<誤嚥性肺炎$構成要素
⽼⼈性嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性嚥下性肺炎・⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・嚥下機能の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性嚥下性肺炎・嚥下機能の低下p/o 1.. 嚥下機能の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<嚥下機能の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性嚥下性肺炎・⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・加齢に伴う嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性嚥下性肺炎・加齢に伴う嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. 加齢に伴う嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<加齢に伴う嚥下機能低下による誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽼⼈性嚥下性肺炎・⽼⼈性嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⽼⼈性嚥下性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾷物嚥下性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 誤嚥性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<誤嚥性肺炎$構成要素
⾷物嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷物嚥下性肺炎・⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・加齢による嚥下機能の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷物嚥下性肺炎・加齢による嚥下機能の低下p/o 1.. 加齢による嚥下機能の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<加齢による嚥下機能の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷物嚥下性肺炎・⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷物嚥下性肺炎・⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. ⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾷物嚥下性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<誤嚥性肺炎$構成要素
⾷物嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷物嚥下性肺炎・⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・加齢による嚥下機能の低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷物嚥下性肺炎・加齢による嚥下機能の低下p/o 1.. 加齢による嚥下機能の低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<加齢による嚥下機能の低下状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷物嚥下性肺炎・⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷物嚥下性肺炎・⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. ⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷物の誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾷物嚥下性肺炎・⾷物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾷物嚥下性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 吐物嚥下性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 誤嚥性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<誤嚥性肺炎$構成要素
吐物嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吐物嚥下性肺炎・吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・吐物の誤嚥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吐物嚥下性肺炎・吐物の誤嚥p/o 1.. 吐物の誤嚥[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<吐物の誤嚥状態$異常状態%結果a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吐物嚥下性肺炎・吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・吐物の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吐物嚥下性肺炎・吐物の誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. 吐物の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<吐物の誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

吐物嚥下性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<誤嚥性肺炎$構成要素
吐物嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吐物嚥下性肺炎・吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・吐物の誤嚥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吐物嚥下性肺炎・吐物の誤嚥p/o 1.. 吐物の誤嚥[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<吐物の誤嚥状態$異常状態%結果a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吐物嚥下性肺炎・吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・吐物の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吐物嚥下性肺炎・吐物の誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. 吐物の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<吐物の誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 吐物嚥下性肺炎・吐物嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

吐物嚥下性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳嚥下性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 誤嚥性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<誤嚥性肺炎$構成要素
乳嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・未熟児[RH]

▼原因 <<乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・脳性⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳嚥下性肺炎・未熟児p/o 1.. 未熟児[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<未熟児状態$異常状態%結果
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳嚥下性肺炎・脳性⿇痺p/o 1.. 脳性⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脳性⿇痺状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・⺟乳あるいは⼈⼯乳の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳嚥下性肺炎・⺟乳あるいは⼈⼯乳の誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. ⺟乳あるいは⼈⼯乳の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⺟乳あるいは⼈⼯乳の誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

乳嚥下性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<誤嚥性肺炎$構成要素
乳嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・未熟児[RH]

▼原因 <<乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・脳性⿇痺[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳嚥下性肺炎・未熟児p/o 1.. 未熟児[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<未熟児状態$異常状態%結果
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳嚥下性肺炎・脳性⿇痺p/o 1.. 脳性⿇痺[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脳性⿇痺状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・⺟乳あるいは⼈⼯乳の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳嚥下性肺炎・⺟乳あるいは⼈⼯乳の誤嚥により引き起こされる肺炎p/o 1.. ⺟乳あるいは⼈⼯乳の誤嚥により引き起こされる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⺟乳あるいは⼈⼯乳の誤嚥により引き起こされる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 乳嚥下性肺炎・乳嚥下性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
新⽣児肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 新⽣児肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児期に発症する先天的、または後天的な肺の感染症[RH]
▼結果 <<新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 新⽣児肺炎・経胎盤感染[RH]
▼結果 <<新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 新⽣児肺炎・上⾏性⽺⽔感染[RH]
▼結果 <<新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 新⽣児肺炎・経産道感染[RH]
▼結果 <<新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 新⽣児肺炎・出⽣後の⽔平感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺炎・新⽣児期に発症する先天的、または後天的な肺の感染症p/o 1.. 新⽣児期に発症する先天的、または後天的な肺の感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児期に発症する先天的、または後天的な肺の感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺炎・経胎盤感染p/o 1.. 経胎盤感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<経胎盤感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺炎・上⾏性⽺⽔感染p/o 1.. 上⾏性⽺⽔感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上⾏性⽺⽔感染状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺炎・経産道感染p/o 1.. 経産道感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<経産道感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺炎・出⽣後の⽔平感染p/o 1.. 出⽣後の⽔平感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<出⽣後の⽔平感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

新⽣児肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
新⽣児肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 新⽣児肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児期に発症する先天的、または後天的な肺の感染症[RH]
▼結果 <<新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 新⽣児肺炎・経胎盤感染[RH]
▼結果 <<新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 新⽣児肺炎・上⾏性⽺⽔感染[RH]
▼結果 <<新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 新⽣児肺炎・経産道感染[RH]
▼結果 <<新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 新⽣児肺炎・出⽣後の⽔平感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺炎・新⽣児期に発症する先天的、または後天的な肺の感染症p/o 1.. 新⽣児期に発症する先天的、または後天的な肺の感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<新⽣児期に発症する先天的、または後天的な肺の感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺炎・経胎盤感染p/o 1.. 経胎盤感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<経胎盤感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺炎・上⾏性⽺⽔感染p/o 1.. 上⾏性⽺⽔感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上⾏性⽺⽔感染状態$異常状態%原因

a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺炎・経産道感染p/o 1.. 経産道感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<経産道感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
新⽣児肺炎・出⽣後の⽔平感染p/o 1.. 出⽣後の⽔平感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<出⽣後の⽔平感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 新⽣児肺炎・新⽣児肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
⽼⼈性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・脳⾎管障害[RH]
▼原因 <<⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・加齢による免疫低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性肺炎・脳⾎管障害p/o 1.. 脳⾎管障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脳⾎管障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性肺炎・加齢による免疫低下p/o 1.. 加齢による免疫低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<加齢による免疫低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・⾼齢者に発症した肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性肺炎・⾼齢者に発症した肺炎p/o 1.. ⾼齢者に発症した肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼齢者に発症した肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⽼⼈性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
⽼⼈性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・脳⾎管障害[RH]
▼原因 <<⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・加齢による免疫低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性肺炎・脳⾎管障害p/o 1.. 脳⾎管障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脳⾎管障害状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性肺炎・加齢による免疫低下p/o 1.. 加齢による免疫低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<加齢による免疫低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・⾼齢者に発症した肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽼⼈性肺炎・⾼齢者に発症した肺炎p/o 1.. ⾼齢者に発症した肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾼齢者に発症した肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽼⼈性肺炎・⽼⼈性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

⽼⼈性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 閉塞性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
閉塞性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 閉塞性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 閉塞性肺炎・悪性腫瘍[RH]

▼原因 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 閉塞性肺炎・サルコイドーシス[RH]

▼原因 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 閉塞性肺炎・気管結核による閉塞[RH]

▼原因 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 閉塞性肺炎・異物[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・サルコイドーシスp/o 1.. サルコイドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<サルコイドーシス状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・気管結核による閉塞p/o 1.. 気管結核による閉塞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管結核による閉塞状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・異物p/o 1.. 異物[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<異物状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 閉塞性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 閉塞性肺炎・中枢気管、気管⽀に閉塞を認め、その⼀致した末梢部に⼆次的に発症する肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・中枢気管、気管⽀に閉塞を認め、その⼀致した末梢部に⼆次的に発症する肺炎p/o 1.. 中枢気管、気管⽀に閉塞を認め、その⼀致した末梢部に⼆次的に発症する肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢気管、気管⽀に閉塞を認め、その⼀致した末梢部に⼆次的に発症する肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

閉塞性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
閉塞性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 閉塞性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 閉塞性肺炎・悪性腫瘍[RH]

▼原因 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 閉塞性肺炎・サルコイドーシス[RH]

▼原因 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 閉塞性肺炎・気管結核による閉塞[RH]

▼原因 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 閉塞性肺炎・異物[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・サルコイドーシスp/o 1.. サルコイドーシス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<サルコイドーシス状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・気管結核による閉塞p/o 1.. 気管結核による閉塞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管結核による閉塞状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・異物p/o 1.. 異物[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<異物状態$異常状態%結果
a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 閉塞性肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 閉塞性肺炎・中枢気管、気管⽀に閉塞を認め、その⼀致した末梢部に⼆次的に発症する肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
閉塞性肺炎・中枢気管、気管⽀に閉塞を認め、その⼀致した末梢部に⼆次的に発症する肺炎p/o 1.. 中枢気管、気管⽀に閉塞を認め、その⼀致した末梢部に⼆次的に発症する肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢気管、気管⽀に閉塞を認め、その⼀致した末梢部に⼆次的に発症する肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 閉塞性肺炎・閉塞性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

閉塞性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺化膿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes (5)] 原発性肺化膿症，続発性肺化膿症，⾎⾏性肺化膿症，外傷性肺化膿症，

波及性肺化膿症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺化膿症・経気道感染[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺化膿症・⾎⾏性感染[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺化膿症・隣接臓器からの播種性感染[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺化膿症・糖尿病[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺化膿症・アルコール多飲[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺化膿症・⻭周病[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺化膿症・繰り返す誤嚥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・経気道感染p/o 1.. 経気道感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<経気道感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・⾎⾏性感染p/o 1.. ⾎⾏性感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎⾏性感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・隣接臓器からの播種性感染p/o 1.. 隣接臓器からの播種性感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<隣接臓器からの播種性感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺化膿症・経気道感染[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺化膿症・⾎⾏性感染[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺化膿症・隣接臓器からの播種性感染[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺化膿症・糖尿病[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺化膿症・アルコール多飲[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺化膿症・⻭周病[RH]
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺化膿症・繰り返す誤嚥[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・経気道感染p/o 1.. 経気道感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<経気道感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・⾎⾏性感染p/o 1.. ⾎⾏性感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎⾏性感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・隣接臓器からの播種性感染p/o 1.. 隣接臓器からの播種性感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<隣接臓器からの播種性感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<隣接臓器からの播種性感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・糖尿病p/o 1.. 糖尿病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖尿病状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・アルコール多飲p/o 1.. アルコール多飲[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルコール多飲状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・⻭周病p/o 1.. ⻭周病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⻭周病状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・繰り返す誤嚥p/o 1.. 繰り返す誤嚥[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<繰り返す誤嚥状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺化膿症・化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼結果 <<肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺化膿症・膿性痰[RH]
▼結果 <<肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺化膿症・胸痛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・膿性痰p/o 1.. 膿性痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膿性痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<隣接臓器からの播種性感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・糖尿病p/o 1.. 糖尿病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖尿病状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・アルコール多飲p/o 1.. アルコール多飲[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルコール多飲状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・⻭周病p/o 1.. ⻭周病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⻭周病状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・繰り返す誤嚥p/o 1.. 繰り返す誤嚥[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<繰り返す誤嚥状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺化膿症・化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼結果 <<肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺化膿症・膿性痰[RH]
▼結果 <<肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺化膿症・胸痛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・膿性痰p/o 1.. 膿性痰[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膿性痰状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺化膿症・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺化膿症・肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 原発性肺化膿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺化膿症

[Sub Classes (3)] ぶどう球菌性肺膿瘍，真菌性肺膿瘍，アメーバ性肺膿瘍
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺化膿症$構成要素
原発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性肺化膿症・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺化膿症・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 原発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺化膿症・原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ブドウ球菌による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真菌感染による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アメーバ⾚痢による肝臓からの播種性感染による化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺化膿症・原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺化膿症・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺化膿症$構成要素
原発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性肺化膿症・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺化膿症・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 原発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性肺化膿症・原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ブドウ球菌による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真菌感染による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アメーバ⾚痢による肝臓からの播種性感染による化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性肺化膿症・原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性肺化膿症・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ぶどう球菌性肺膿瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺化膿症 / 原発性肺化膿症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
ぶどう球菌性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ぶどう球菌性肺膿瘍・ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・⻩⾊ブドウ球菌感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ぶどう球菌性肺膿瘍・⻩⾊ブドウ球菌感染p/o 1.. ⻩⾊ブドウ球菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⻩⾊ブドウ球菌感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
ぶどう球菌性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<原発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・ブドウ球菌による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
ぶどう球菌性肺膿瘍・ブドウ球菌による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. ブドウ球菌による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<原発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ブドウ球菌による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

ぶどう球菌性肺膿瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
ぶどう球菌性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ぶどう球菌性肺膿瘍・ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・⻩⾊ブドウ球菌感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ぶどう球菌性肺膿瘍・⻩⾊ブドウ球菌感染p/o 1.. ⻩⾊ブドウ球菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⻩⾊ブドウ球菌感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・ぶどう球菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
ぶどう球菌性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<原発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・ブドウ球菌による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
ぶどう球菌性肺膿瘍・ブドウ球菌による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. ブドウ球菌による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<原発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ブドウ球菌による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. ぶどう球菌性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

ぶどう球菌性肺膿瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 真菌性肺膿瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺化膿症 / 原発性肺化膿症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
真菌性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真菌性肺膿瘍・真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・真菌感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真菌性肺膿瘍・真菌感染p/o 1.. 真菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<真菌感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
真菌性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<原発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・真菌感染による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
真菌性肺膿瘍・真菌感染による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 真菌感染による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<原発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<真菌感染による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

真菌性肺膿瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
真菌性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真菌性肺膿瘍・真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・真菌感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真菌性肺膿瘍・真菌感染p/o 1.. 真菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<真菌感染状態$異常状態%結果
a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・真菌性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
真菌性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<原発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・真菌感染による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
真菌性肺膿瘍・真菌感染による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 真菌感染による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<原発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<真菌感染による原発性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 真菌性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

真菌性肺膿瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アメーバ性肺膿瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺化膿症 / 原発性肺化膿症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
アメーバ性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アメーバ性肺膿瘍・アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・アメーバ⾚痢感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アメーバ性肺膿瘍・アメーバ⾚痢感染p/o 1.. アメーバ⾚痢感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アメーバ⾚痢感染状態$異常状態%結果a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
アメーバ性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<原発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・アメーバ⾚痢による肝臓からの播種性感染による化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
アメーバ性肺膿瘍・アメーバ⾚痢による肝臓からの播種性感染による化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. アメーバ⾚痢による肝臓からの播種性感染による化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<原発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アメーバ⾚痢による肝臓からの播種性感染による化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

アメーバ性肺膿瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
アメーバ性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アメーバ性肺膿瘍・アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・アメーバ⾚痢感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アメーバ性肺膿瘍・アメーバ⾚痢感染p/o 1.. アメーバ⾚痢感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アメーバ⾚痢感染状態$異常状態%結果a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・アメーバ性肺膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
アメーバ性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<原発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・アメーバ⾚痢による肝臓からの播種性感染による化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼構成要素 <<原発性肺化膿症$構成要素
アメーバ性肺膿瘍・アメーバ⾚痢による肝臓からの播種性感染による化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. アメーバ⾚痢による肝臓からの播種性感染による化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<原発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アメーバ⾚痢による肝臓からの播種性感染による化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. アメーバ性肺膿瘍・原発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

アメーバ性肺膿瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 続発性肺化膿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺化膿症

[Sub Classes (4)] 肺癌による続発性肺化膿症，異物による続発性肺化膿症，結核性気管⽀狭窄，
気管⽀拡張症による続発性肺化膿症

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺化膿症$構成要素
続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 続発性肺化膿症・感染以外の原因による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺癌による閉塞性肺炎ににより空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 異物による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 結核による気管⽀狭窄による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀拡張症による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺化膿症・感染以外の原因による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 感染以外の原因による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<感染以外の原因による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺化膿症$構成要素
続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 続発性肺化膿症・感染以外の原因による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肺癌による閉塞性肺炎ににより空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 異物による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 結核による気管⽀狭窄による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 気管⽀拡張症による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性肺化膿症・感染以外の原因による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 感染以外の原因による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<感染以外の原因による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺癌による続発性肺化膿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺化膿症 / 続発性肺化膿症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
肺癌による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺癌による続発性肺化膿症・肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・肺癌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺癌による続発性肺化膿症・肺癌p/o 1.. 肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺癌状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
肺癌による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・肺癌による閉塞性肺炎ににより空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
肺癌による続発性肺化膿症・肺癌による閉塞性肺炎ににより空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 肺癌による閉塞性肺炎ににより空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺癌による閉塞性肺炎ににより空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺癌による続発性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
肺癌による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺癌による続発性肺化膿症・肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・肺癌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺癌による続発性肺化膿症・肺癌p/o 1.. 肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺癌状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・肺癌による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
肺癌による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・肺癌による閉塞性肺炎ににより空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
肺癌による続発性肺化膿症・肺癌による閉塞性肺炎ににより空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 肺癌による閉塞性肺炎ににより空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺癌による閉塞性肺炎ににより空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺癌による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺癌による続発性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 764 ]

[Class Name] 異物による続発性肺化膿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺化膿症 / 続発性肺化膿症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
異物による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異物による続発性肺化膿症・異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・異物[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
異物による続発性肺化膿症・異物p/o 1.. 異物[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<異物状態$異常状態%結果a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
異物による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・異物による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
異物による続発性肺化膿症・異物による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 異物による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異物による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

異物による続発性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
異物による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
異物による続発性肺化膿症・異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・異物[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
異物による続発性肺化膿症・異物p/o 1.. 異物[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<異物状態$異常状態%結果a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・異物による続発性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
異物による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・異物による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
異物による続発性肺化膿症・異物による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 異物による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異物による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 異物による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

異物による続発性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 結核性気管⽀狭窄
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺化膿症 / 続発性肺化膿症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
結核性気管⽀狭窄・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性気管⽀狭窄・結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・結核【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性気管⽀狭窄・結核【異常状態】p/o 1.. 結核【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
結核性気管⽀狭窄・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・結核による気管⽀狭窄による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
結核性気管⽀狭窄・結核による気管⽀狭窄による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 結核による気管⽀狭窄による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<結核による気管⽀狭窄による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

結核性気管⽀狭窄 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
結核性気管⽀狭窄・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性気管⽀狭窄・結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・結核【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性気管⽀狭窄・結核【異常状態】p/o 1.. 結核【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・結核性気管⽀狭窄・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
結核性気管⽀狭窄・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・結核による気管⽀狭窄による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
結核性気管⽀狭窄・結核による気管⽀狭窄による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 結核による気管⽀狭窄による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<結核による気管⽀狭窄による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核性気管⽀狭窄・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

結核性気管⽀狭窄 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⽀拡張症による続発性肺化膿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺化膿症 / 続発性肺化膿症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・気管⽀拡張症による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・気管⽀拡張症による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 気管⽀拡張症による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀拡張症による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀拡張症による続発性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・気管⽀拡張症による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<続発性肺化膿症$構成要素
気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・気管⽀拡張症による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 気管⽀拡張症による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<続発性肺化膿症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀拡張症による続発性の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀拡張症による続発性肺化膿症・続発性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀拡張症による続発性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎⾏性肺化膿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺化膿症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺化膿症$構成要素
⾎⾏性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・感染性⼼内膜症[RH]

▼原因 <<⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・感染性静脈炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⾏性肺化膿症・感染性⼼内膜症p/o 1.. 感染性⼼内膜症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<感染性⼼内膜症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⾏性肺化膿症・感染性静脈炎p/o 1.. 感染性静脈炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<感染性静脈炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性播種化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性播種化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. ⾎⾏性播種化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⾏性播種化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎⾏性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺化膿症$構成要素
⾎⾏性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・感染性⼼内膜症[RH]

▼原因 <<⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・感染性静脈炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⾏性肺化膿症・感染性⼼内膜症p/o 1.. 感染性⼼内膜症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<感染性⼼内膜症状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⾏性肺化膿症・感染性静脈炎p/o 1.. 感染性静脈炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<感染性静脈炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性播種化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性播種化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. ⾎⾏性播種化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⾏性播種化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎⾏性肺化膿症・⾎⾏性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎⾏性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 外傷性肺化膿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺化膿症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺化膿症$構成要素
外傷性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 外傷性肺化膿症・外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 外傷性肺化膿症・外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
外傷性肺化膿症・外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 外傷性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 外傷性肺化膿症・外傷[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
外傷性肺化膿症・外傷p/o 1.. 外傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<外傷状態$異常状態%結果
a/o 1.. 外傷性肺化膿症・外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
外傷性肺化膿症・外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 外傷性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 外傷性肺化膿症・外傷後の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
外傷性肺化膿症・外傷後の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 外傷後の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外傷後の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 外傷性肺化膿症・外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

外傷性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺化膿症$構成要素
外傷性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 外傷性肺化膿症・外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 外傷性肺化膿症・外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
外傷性肺化膿症・外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 外傷性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 外傷性肺化膿症・外傷[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
外傷性肺化膿症・外傷p/o 1.. 外傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<外傷状態$異常状態%結果
a/o 1.. 外傷性肺化膿症・外傷性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
外傷性肺化膿症・外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 外傷性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 外傷性肺化膿症・外傷後の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
外傷性肺化膿症・外傷後の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 外傷後の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<外傷後の化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 外傷性肺化膿症・外傷性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

外傷性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 波及性肺化膿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 肺化膿症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺化膿症$構成要素
波及性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 波及性肺化膿症・波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 波及性肺化膿症・波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
波及性肺化膿症・波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 波及性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 波及性肺化膿症・横隔膜下膿瘍【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
波及性肺化膿症・横隔膜下膿瘍【異常状態】p/o 1.. 横隔膜下膿瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<横隔膜下膿瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 波及性肺化膿症・波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
波及性肺化膿症・波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 波及性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 波及性肺化膿症・隣接臓器からの波及性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
波及性肺化膿症・隣接臓器からの波及性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 隣接臓器からの波及性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<隣接臓器からの波及性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 波及性肺化膿症・波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

波及性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺化膿症$構成要素
波及性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 波及性肺化膿症・波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 波及性肺化膿症・波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
波及性肺化膿症・波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 波及性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 波及性肺化膿症・横隔膜下膿瘍【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
波及性肺化膿症・横隔膜下膿瘍【異常状態】p/o 1.. 横隔膜下膿瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<横隔膜下膿瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 波及性肺化膿症・波及性肺化膿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
波及性肺化膿症・波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 波及性肺化膿症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 波及性肺化膿症・隣接臓器からの波及性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
波及性肺化膿症・隣接臓器からの波及性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患p/o 1.. 隣接臓器からの波及性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<隣接臓器からの波及性化膿性炎症により空洞内に膿の貯留を認める疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 波及性肺化膿症・波及性肺化膿症・暫定連鎖(結果)[RH]

波及性肺化膿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺ノカルジア症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺ノカルジア症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺ノカルジア症・糖尿病[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・アルコール多飲[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・免疫抑制剤投与[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・Nocardia asteroides[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・Nocardia abscessus[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・Nocardia nova[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・Nocardia asterodies[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・Nocardia farcinica[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・糖尿病p/o 1.. 糖尿病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖尿病状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・アルコール多飲p/o 1.. アルコール多飲[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アルコール多飲状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・免疫抑制剤投与p/o 1.. 免疫抑制剤投与[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫抑制剤投与状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・Nocardia asteroidesp/o 1.. Nocardia asteroides[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Nocardia asteroides状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・Nocardia abscessusp/o 1.. Nocardia abscessus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Nocardia abscessus状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・Nocardia novap/o 1.. Nocardia nova[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Nocardia nova状態$異常状態%結果

肺ノカルジア症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺ノカルジア症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺ノカルジア症・糖尿病[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・アルコール多飲[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・免疫抑制剤投与[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・Nocardia asteroides[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・Nocardia abscessus[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・Nocardia nova[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・Nocardia asterodies[RH]
▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・Nocardia farcinica[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・糖尿病p/o 1.. 糖尿病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<糖尿病状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・アルコール多飲p/o 1.. アルコール多飲[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アルコール多飲状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・免疫抑制剤投与p/o 1.. 免疫抑制剤投与[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<免疫抑制剤投与状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・Nocardia asteroidesp/o 1.. Nocardia asteroides[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Nocardia asteroides状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・Nocardia abscessusp/o 1.. Nocardia abscessus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Nocardia abscessus状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・Nocardia novap/o 1.. Nocardia nova[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Nocardia nova状態$異常状態%結果

肺ノカルジア症 因果構造物（＝因果連鎖）
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肺ノカルジア症・Nocardia novap/o 1.. Nocardia nova[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Nocardia nova状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・Nocardia asterodiesp/o 1.. Nocardia asterodies[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Nocardia asterodies状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・Nocardia farcinicap/o 1.. Nocardia farcinica[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Nocardia farcinica状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺ノカルジア症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・ノカルジアによる肺感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・ノカルジアによる肺感染症p/o 1.. ノカルジアによる肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ノカルジアによる肺感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)[RH]

肺ノカルジア症・Nocardia novap/o 1.. Nocardia nova[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Nocardia nova状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・Nocardia asterodiesp/o 1.. Nocardia asterodies[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Nocardia asterodies状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・Nocardia farcinicap/o 1.. Nocardia farcinica[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Nocardia farcinica状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肺ノカルジア症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺ノカルジア症・ノカルジアによる肺感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ノカルジア症・ノカルジアによる肺感染症p/o 1.. ノカルジアによる肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ノカルジアによる肺感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ノカルジア症・肺ノカルジア症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 放線菌症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
放線菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 放線菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces israelii[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Acitnomyces naeslundii[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces viscosus[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Propionibacterium propionicum[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces gerencseriae[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces odontolyticus[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Corynebacterium matruchotii[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Bifidobacterium dentium[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Rothia dentocariosa[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces georgiae[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces neuii[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces israeliip/o 1.. Actinomyces israelii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Actinomyces israelii状態$異常状態%結果
a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Acitnomyces naeslundiip/o 1.. Acitnomyces naeslundii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Acitnomyces naeslundii状態$異常状態%結果

a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces viscosusp/o 1.. Actinomyces viscosus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Actinomyces viscosus状態$異常状態%結果

a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Propionibacterium propionicump/o 1.. Propionibacterium propionicum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Propionibacterium propionicum状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces gerencseriaep/o 1.. Actinomyces gerencseriae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Actinomyces gerencseriae状態$異常状態%結果

放線菌症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
放線菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 放線菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces israelii[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Acitnomyces naeslundii[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces viscosus[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Propionibacterium propionicum[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces gerencseriae[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces odontolyticus[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Corynebacterium matruchotii[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Bifidobacterium dentium[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Rothia dentocariosa[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces georgiae[RH]
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces neuii[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces israeliip/o 1.. Actinomyces israelii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Actinomyces israelii状態$異常状態%結果
a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Acitnomyces naeslundiip/o 1.. Acitnomyces naeslundii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Acitnomyces naeslundii状態$異常状態%結果

a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces viscosusp/o 1.. Actinomyces viscosus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Actinomyces viscosus状態$異常状態%結果

a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Propionibacterium propionicump/o 1.. Propionibacterium propionicum[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Propionibacterium propionicum状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces gerencseriaep/o 1.. Actinomyces gerencseriae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Actinomyces gerencseriae状態$異常状態%結果

放線菌症 因果構造物（＝因果連鎖）
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放線菌症・Actinomyces gerencseriaep/o 1.. Actinomyces gerencseriae[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Actinomyces gerencseriae状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces odontolyticusp/o 1.. Actinomyces odontolyticus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Actinomyces odontolyticus状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Corynebacterium matruchotiip/o 1.. Corynebacterium matruchotii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Corynebacterium matruchotii状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Bifidobacterium dentiump/o 1.. Bifidobacterium dentium[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Bifidobacterium dentium状態$異常状態%結果
a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Rothia dentocariosap/o 1.. Rothia dentocariosa[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Rothia dentocariosa状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces georgiaep/o 1.. Actinomyces georgiae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Actinomyces georgiae状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces neuiip/o 1.. Actinomyces neuii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Actinomyces neuii状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 放線菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<放線菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 放線菌症・アクチノミセス属によって引き起こされる慢性化膿性⾁芽腫疾患[RH]
▼結果 <<放線菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces meyeri[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・アクチノミセス属によって引き起こされる慢性化膿性⾁芽腫疾患p/o 1.. アクチノミセス属によって引き起こされる慢性化膿性⾁芽腫疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アクチノミセス属によって引き起こされる慢性化膿性⾁芽腫疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces meyerip/o 1.. Actinomyces meyeri[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Actinomyces meyeri状態$異常状態%原因a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

放線菌症・Actinomyces gerencseriaep/o 1.. Actinomyces gerencseriae[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Actinomyces gerencseriae状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces odontolyticusp/o 1.. Actinomyces odontolyticus[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Actinomyces odontolyticus状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Corynebacterium matruchotiip/o 1.. Corynebacterium matruchotii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Corynebacterium matruchotii状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Bifidobacterium dentiump/o 1.. Bifidobacterium dentium[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Bifidobacterium dentium状態$異常状態%結果
a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Rothia dentocariosap/o 1.. Rothia dentocariosa[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Rothia dentocariosa状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces georgiaep/o 1.. Actinomyces georgiae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Actinomyces georgiae状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces neuiip/o 1.. Actinomyces neuii[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Actinomyces neuii状態$異常状態%結果a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 放線菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<放線菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放線菌症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<放線菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 放線菌症・アクチノミセス属によって引き起こされる慢性化膿性⾁芽腫疾患[RH]
▼結果 <<放線菌症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 放線菌症・Actinomyces meyeri[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・アクチノミセス属によって引き起こされる慢性化膿性⾁芽腫疾患p/o 1.. アクチノミセス属によって引き起こされる慢性化膿性⾁芽腫疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アクチノミセス属によって引き起こされる慢性化膿性⾁芽腫疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放線菌症・Actinomyces meyerip/o 1.. Actinomyces meyeri[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Actinomyces meyeri状態$異常状態%原因a/o 1.. 放線菌症・放線菌症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 体液性免疫不全症に伴う肺感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・免疫能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・免疫能低下p/o 1.. 免疫能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<免疫能低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・⾎清IgG＜250 mg/dl、IgA＜5 mg/dl、 IgM＜20mg/dlなどの無または低ガンマグロブリン⾎症による免疫能低下に伴い肺感染症を発症したもの[RH]

▼結果 <<体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌）[RH]

▼結果 <<体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・ウイルス性肺炎（インフルエンザウイルス）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・⾎清IgG＜250 mg/dl、IgA＜5 mg/dl、 IgM＜20mg/dlなどの無または低ガンマグロブリン⾎症による免疫能低下に伴い肺感染症を発症したものp/o 1.. ⾎清IgG＜250 mg/dl、IgA＜5 mg/dl、 IgM＜20mg/dlなどの無または低ガンマグロブリン⾎症による免疫能低下に伴い肺感染症を発症したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清IgG＜250 mg/dl、IgA＜5 mg/dl、 IgM＜20mg/dlなどの無または低ガンマグロブリン⾎症による免疫能低下に伴い肺感染症を発症したもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌）p/o 1.. 細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌）状態$異常状態%原因
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・ウイルス性肺炎（インフルエンザウイルス）p/o 1.. ウイルス性肺炎（インフルエンザウイルス）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ウイルス性肺炎（インフルエンザウイルス）状態$異常状態%原因
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

体液性免疫不全症に伴う肺感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・免疫能低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・免疫能低下p/o 1.. 免疫能低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<免疫能低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・⾎清IgG＜250 mg/dl、IgA＜5 mg/dl、 IgM＜20mg/dlなどの無または低ガンマグロブリン⾎症による免疫能低下に伴い肺感染症を発症したもの[RH]

▼結果 <<体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌）[RH]

▼結果 <<体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・ウイルス性肺炎（インフルエンザウイルス）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・⾎清IgG＜250 mg/dl、IgA＜5 mg/dl、 IgM＜20mg/dlなどの無または低ガンマグロブリン⾎症による免疫能低下に伴い肺感染症を発症したものp/o 1.. ⾎清IgG＜250 mg/dl、IgA＜5 mg/dl、 IgM＜20mg/dlなどの無または低ガンマグロブリン⾎症による免疫能低下に伴い肺感染症を発症したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎清IgG＜250 mg/dl、IgA＜5 mg/dl、 IgM＜20mg/dlなどの無または低ガンマグロブリン⾎症による免疫能低下に伴い肺感染症を発症したもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌）p/o 1.. 細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌）状態$異常状態%原因
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
体液性免疫不全症に伴う肺感染症・ウイルス性肺炎（インフルエンザウイルス）p/o 1.. ウイルス性肺炎（インフルエンザウイルス）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ウイルス性肺炎（インフルエンザウイルス）状態$異常状態%原因
a/o 1.. 体液性免疫不全症に伴う肺感染症・体液性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

体液性免疫不全症に伴う肺感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症[RH]

▼原因 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・AIDS[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症p/o 1.. 細胞性免疫不全症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細胞性免疫不全症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・AIDSp/o 1.. AIDS[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<AIDS状態$異常状態%結果
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全に伴う肺感染症[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺結核【異常状態】[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺ノカルジア症【異常状態】[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・レジオネラ症[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺コクシジオイデス症[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・カプスラーツム肺ヒストプラスマ症[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎、ＥＢウイルス肺炎）[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺糞線⾍症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全に伴う肺感染症p/o 1.. 細胞性免疫不全に伴う肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞性免疫不全に伴う肺感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素

細胞性免疫不全症に伴う肺感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症[RH]

▼原因 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・AIDS[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症p/o 1.. 細胞性免疫不全症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<細胞性免疫不全症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・AIDSp/o 1.. AIDS[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<AIDS状態$異常状態%結果
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全に伴う肺感染症[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺結核【異常状態】[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺ノカルジア症【異常状態】[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・レジオネラ症[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺コクシジオイデス症[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・カプスラーツム肺ヒストプラスマ症[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎、ＥＢウイルス肺炎）[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺糞線⾍症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全に伴う肺感染症p/o 1.. 細胞性免疫不全に伴う肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞性免疫不全に伴う肺感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素

細胞性免疫不全症に伴う肺感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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$
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞性免疫不全に伴う肺感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺結核【異常状態】p/o 1.. 肺結核【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺結核状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺ノカルジア症【異常状態】p/o 1.. 肺ノカルジア症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺ノカルジア症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・レジオネラ症p/o 1.. レジオネラ症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<レジオネラ症状態$異常状態%原因a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺クリプトコッカス症【異常状態】p/o 1.. 肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺クリプトコッカス症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 肺カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺カンジダ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺コクシジオイデス症p/o 1.. 肺コクシジオイデス症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺コクシジオイデス症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・カプスラーツム肺ヒストプラスマ症p/o 1.. カプスラーツム肺ヒストプラスマ症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<カプスラーツム肺ヒストプラスマ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎、ＥＢウイルス肺炎）p/o 1.. ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎、ＥＢウイルス肺炎）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎、ＥＢウイルス肺炎）状態$異常状態%原因a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】p/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺糞線⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺糞線⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺糞線⾍症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

$
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細胞性免疫不全に伴う肺感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・⾮定型抗酸菌症【異常状態】p/o 1.. ⾮定型抗酸菌症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮定型抗酸菌症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺結核【異常状態】p/o 1.. 肺結核【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺結核状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺ノカルジア症【異常状態】p/o 1.. 肺ノカルジア症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺ノカルジア症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・レジオネラ症p/o 1.. レジオネラ症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<レジオネラ症状態$異常状態%原因a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺クリプトコッカス症【異常状態】p/o 1.. 肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺クリプトコッカス症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 肺カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺カンジダ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺コクシジオイデス症p/o 1.. 肺コクシジオイデス症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺コクシジオイデス症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・カプスラーツム肺ヒストプラスマ症p/o 1.. カプスラーツム肺ヒストプラスマ症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<カプスラーツム肺ヒストプラスマ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎、ＥＢウイルス肺炎）p/o 1.. ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎、ＥＢウイルス肺炎）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎、ＥＢウイルス肺炎）状態$異常状態%原因a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】p/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・肺糞線⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺糞線⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺糞線⾍症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・細胞性免疫不全症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 複合免疫不全症に伴う肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・ＤｉＧｅｏｒｇｅ症候群[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・ＤｉＧｅｏｒｇｅ症候群p/o 1.. ＤｉＧｅｏｒｇｅ症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ＤｉＧｅｏｒｇｅ症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・液性免疫、細胞性免疫ともに異常を認めるため肺感染症を来した状態。[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・肺ムコール症【異常状態】[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・肺糞線⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、⻩⾊ブドウ球菌、グラム陰性桿菌など）[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・液性免疫、細胞性免疫ともに異常を認めるため肺感染症を来した状態。p/o 1.. 液性免疫、細胞性免疫ともに異常を認めるため肺感染症を来した状態。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<液性免疫、細胞性免疫ともに異常を認めるため肺感染症を来した状態。状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・肺アスペルギウス症【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・肺ムコール症【異常状態】p/o 1.. 肺ムコール症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺ムコール症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・肺クリプトコッカス症【異常状態】p/o 1.. 肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺クリプトコッカス症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・肺カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 肺カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺カンジダ症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】p/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1

複合免疫不全症に伴う肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・ＤｉＧｅｏｒｇｅ症候群[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・ＤｉＧｅｏｒｇｅ症候群p/o 1.. ＤｉＧｅｏｒｇｅ症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ＤｉＧｅｏｒｇｅ症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・液性免疫、細胞性免疫ともに異常を認めるため肺感染症を来した状態。[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・肺ムコール症【異常状態】[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・肺糞線⾍症【異常状態】[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、⻩⾊ブドウ球菌、グラム陰性桿菌など）[RH]
▼結果 <<複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・液性免疫、細胞性免疫ともに異常を認めるため肺感染症を来した状態。p/o 1.. 液性免疫、細胞性免疫ともに異常を認めるため肺感染症を来した状態。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<液性免疫、細胞性免疫ともに異常を認めるため肺感染症を来した状態。状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・肺アスペルギウス症【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・肺ムコール症【異常状態】p/o 1.. 肺ムコール症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺ムコール症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・肺クリプトコッカス症【異常状態】p/o 1.. 肺クリプトコッカス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺クリプトコッカス症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・肺カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 肺カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺カンジダ症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】p/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1

複合免疫不全症に伴う肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】p/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・肺糞線⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺糞線⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺糞線⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、⻩⾊ブドウ球菌、グラム陰性桿菌など）p/o 1.. 細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、⻩⾊ブドウ球菌、グラム陰性桿菌など）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、⻩⾊ブドウ球菌、グラム陰性桿菌など）状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎）p/o 1.. ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎）状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】p/o 1.. ニューモシスチス・カリニ肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ニューモシスチス・カリニ肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・肺糞線⾍症【異常状態】p/o 1.. 肺糞線⾍症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺糞線⾍症状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、⻩⾊ブドウ球菌、グラム陰性桿菌など）p/o 1.. 細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、⻩⾊ブドウ球菌、グラム陰性桿菌など）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌性肺炎（肺炎球菌、インフルエンザ菌、⻩⾊ブドウ球菌、グラム陰性桿菌など）状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
複合免疫不全症に伴う肺炎・ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎）p/o 1.. ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ウイルス性肺炎（系統的ウイルス肺炎）状態$異常状態%原因a/o 1.. 複合免疫不全症に伴う肺炎・複合免疫不全症に伴う肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・慢性⾁芽腫症[RH]
▼原因 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⽩⾎球粘着不全症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・慢性⾁芽腫症p/o 1.. 慢性⾁芽腫症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性⾁芽腫症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⽩⾎球粘着不全症p/o 1.. ⽩⾎球粘着不全症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽩⾎球粘着不全症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・好中球を中⼼とする⾷細胞の機能に先天的な⽋陥があると、⽣後間もなくから重篤な細菌感染を繰り返し、創傷治癒も遷延する[RH]

▼結果 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・肺ムコール症【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・細菌性肺炎（⻩⾊ブドウ球菌、連鎖球菌、グラム陰性桿菌、嫌気性菌など）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・好中球を中⼼とする⾷細胞の機能に先天的な⽋陥があると、⽣後間もなくから重篤な細菌感染を繰り返し、創傷治癒も遷延するp/o 1.. 好中球を中⼼とする⾷細胞の機能に先天的な⽋陥があると、⽣後間もなくから重篤な細菌感染を繰り返し、創傷治癒も遷延する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好中球を中⼼とする⾷細胞の機能に先天的な⽋陥があると、⽣後間もなくから重篤な細菌感染を繰り返し、創傷治癒も遷延する状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・肺アスペルギウス症【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・肺ムコール症【異常状態】p/o 1.. 肺ムコール症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺ムコール症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・肺カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 肺カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺カンジダ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・細菌性肺炎（⻩⾊ブドウ球菌、連鎖球菌、グラム陰性桿菌、嫌気性菌など）p/o 1.. 細菌性肺炎（⻩⾊ブドウ球菌、連鎖球菌、グラム陰性桿菌、嫌気性菌など）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌性肺炎（⻩⾊ブドウ球菌、連鎖球菌、グラム陰性桿菌、嫌気性菌など）状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]
▼原因 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・慢性⾁芽腫症[RH]
▼原因 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⽩⾎球粘着不全症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・慢性⾁芽腫症p/o 1.. 慢性⾁芽腫症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性⾁芽腫症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⽩⾎球粘着不全症p/o 1.. ⽩⾎球粘着不全症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽩⾎球粘着不全症状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・好中球を中⼼とする⾷細胞の機能に先天的な⽋陥があると、⽣後間もなくから重篤な細菌感染を繰り返し、創傷治癒も遷延する[RH]

▼結果 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・肺ムコール症【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・肺カンジダ症【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・細菌性肺炎（⻩⾊ブドウ球菌、連鎖球菌、グラム陰性桿菌、嫌気性菌など）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・好中球を中⼼とする⾷細胞の機能に先天的な⽋陥があると、⽣後間もなくから重篤な細菌感染を繰り返し、創傷治癒も遷延するp/o 1.. 好中球を中⼼とする⾷細胞の機能に先天的な⽋陥があると、⽣後間もなくから重篤な細菌感染を繰り返し、創傷治癒も遷延する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好中球を中⼼とする⾷細胞の機能に先天的な⽋陥があると、⽣後間もなくから重篤な細菌感染を繰り返し、創傷治癒も遷延する状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・肺アスペルギウス症【異常状態】p/o 1.. 肺アスペルギウス症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺アスペルギウス症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・肺ムコール症【異常状態】p/o 1.. 肺ムコール症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺ムコール症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・肺カンジダ症【異常状態】p/o 1.. 肺カンジダ症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺カンジダ症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・細菌性肺炎（⻩⾊ブドウ球菌、連鎖球菌、グラム陰性桿菌、嫌気性菌など）p/o 1.. 細菌性肺炎（⻩⾊ブドウ球菌、連鎖球菌、グラム陰性桿菌、嫌気性菌など）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌性肺炎（⻩⾊ブドウ球菌、連鎖球菌、グラム陰性桿菌、嫌気性菌など）状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾷細胞機能異常症に伴う肺感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 補体⽋損症に伴う肺感染症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
補体⽋損症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症p/o 1.. 補体⽋損症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<補体⽋損症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体蛋⽩の⽋損と補体制御蛋⽩の⽋損に伴う免疫能低下にに伴う肺感染[RH]

▼結果 <<補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・細菌性肺炎（肺炎球菌、ブドウ球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌、淋菌）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
補体⽋損症に伴う肺感染症・補体蛋⽩の⽋損と補体制御蛋⽩の⽋損に伴う免疫能低下にに伴う肺感染p/o 1.. 補体蛋⽩の⽋損と補体制御蛋⽩の⽋損に伴う免疫能低下にに伴う肺感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<補体蛋⽩の⽋損と補体制御蛋⽩の⽋損に伴う免疫能低下にに伴う肺感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
補体⽋損症に伴う肺感染症・細菌性肺炎（肺炎球菌、ブドウ球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌、淋菌）p/o 1.. 細菌性肺炎（肺炎球菌、ブドウ球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌、淋菌）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌性肺炎（肺炎球菌、ブドウ球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌、淋菌）状態$異常状態%原因
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

補体⽋損症に伴う肺感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
補体⽋損症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患p/o 1.. 細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼原因 <<補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症p/o 1.. 補体⽋損症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<補体⽋損症状態$異常状態%結果
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・細菌、真菌、ウイルスなどの感染による疾患[RH]

▼結果 <<補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体蛋⽩の⽋損と補体制御蛋⽩の⽋損に伴う免疫能低下にに伴う肺感染[RH]

▼結果 <<補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・細菌性肺炎（肺炎球菌、ブドウ球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌、淋菌）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
補体⽋損症に伴う肺感染症・補体蛋⽩の⽋損と補体制御蛋⽩の⽋損に伴う免疫能低下にに伴う肺感染p/o 1.. 補体蛋⽩の⽋損と補体制御蛋⽩の⽋損に伴う免疫能低下にに伴う肺感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<補体蛋⽩の⽋損と補体制御蛋⽩の⽋損に伴う免疫能低下にに伴う肺感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
補体⽋損症に伴う肺感染症・細菌性肺炎（肺炎球菌、ブドウ球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌、淋菌）p/o 1.. 細菌性肺炎（肺炎球菌、ブドウ球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌、淋菌）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌性肺炎（肺炎球菌、ブドウ球菌、インフルエンザ菌、グラム陰性桿菌、髄膜炎菌、淋菌）状態$異常状態%原因
a/o 1.. 補体⽋損症に伴う肺感染症・補体⽋損症に伴う肺感染症・暫定連鎖(結果)[RH]

補体⽋損症に伴う肺感染症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 細菌性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
[Sub Classes (17)] クレブシエラ肺炎，インフルエンザ菌肺炎，クラミジア肺炎，

ストレプトコッカス・ミレリ肺炎，嫌気性菌肺炎，緑膿菌肺炎，⼤腸菌肺炎，
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎，モラクセラ・カタラーリス肺炎，レジオネラ肺炎，Q熱，
百⽇咳，連鎖球菌肺炎，パスツレラ肺炎，肺ペスト，マルトフィリア肺炎，
エンテロバクター肺炎

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
細菌性肺炎・細菌の感染による疾患p/o 1.. 細菌の感染による疾患[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

細菌性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
細菌性肺炎・細菌の感染による疾患p/o 1.. 細菌の感染による疾患[RH]

連鎖種別 <<感染性呼吸器疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

細菌性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] クレブシエラ肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・クレブジエラによる肺炎p/o 1.. クレブジエラによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<クレブジエラによる肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<クレブジエラによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. クレブシエラ肺炎・Klebsiella pneumoniae[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブジエラによる肺炎[RH]
▼結果 <<クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クレブシエラ肺炎・胸⽔貯留[RH]
▼結果 <<クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クレブシエラ肺炎・市中肺炎[RH]
▼結果 <<クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クレブシエラ肺炎・院内肺炎[RH]
▼結果 <<クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クレブシエラ肺炎・bulging sign[RH]
▼結果 <<クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クレブシエラ肺炎・⼤葉性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・胸⽔貯留p/o 1.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・bulging signp/o 1.. bulging sign[RH]

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

a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・⼤葉性肺炎p/o 1.. ⼤葉性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤葉性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・Klebsiella pneumoniaep/o 1.. Klebsiella pneumoniae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Klebsiella pneumoniae状態$異常状態%原因a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブジエラによる肺炎[RH]

クレブシエラ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・クレブジエラによる肺炎p/o 1.. クレブジエラによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<クレブジエラによる肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<クレブジエラによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. クレブシエラ肺炎・Klebsiella pneumoniae[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブジエラによる肺炎[RH]
▼結果 <<クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クレブシエラ肺炎・胸⽔貯留[RH]
▼結果 <<クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クレブシエラ肺炎・市中肺炎[RH]
▼結果 <<クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クレブシエラ肺炎・院内肺炎[RH]
▼結果 <<クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クレブシエラ肺炎・bulging sign[RH]
▼結果 <<クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クレブシエラ肺炎・⼤葉性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・胸⽔貯留p/o 1.. 胸⽔貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・bulging signp/o 1.. bulging sign[RH]

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

a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・⼤葉性肺炎p/o 1.. ⼤葉性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤葉性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブシエラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クレブシエラ肺炎・Klebsiella pneumoniaep/o 1.. Klebsiella pneumoniae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Klebsiella pneumoniae状態$異常状態%原因a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブジエラによる肺炎[RH]

クレブシエラ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブジエラによる肺炎[RH]a/o 1.. クレブシエラ肺炎・クレブジエラによる肺炎[RH]
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[Class Name] インフルエンザ菌肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎【異常状態】p/o 1.. インフルエンザ菌肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<インフルエンザ菌肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<インフルエンザ菌肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・Haemophilus influenzae[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎【異常状態】[RH]

▼結果 <<インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・市中肺炎[RH]

▼結果 <<インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・気管⽀肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザ菌肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザ菌肺炎・気管⽀肺炎p/o 1.. 気管⽀肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザ菌肺炎・Haemophilus influenzaep/o 1.. Haemophilus influenzae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Haemophilus influenzae状態$異常状態%原因
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎【異常状態】[RH]

インフルエンザ菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎【異常状態】p/o 1.. インフルエンザ菌肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<インフルエンザ菌肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<インフルエンザ菌肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・Haemophilus influenzae[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎【異常状態】[RH]

▼結果 <<インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・市中肺炎[RH]

▼結果 <<インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・気管⽀肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザ菌肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザ菌肺炎・気管⽀肺炎p/o 1.. 気管⽀肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
インフルエンザ菌肺炎・Haemophilus influenzaep/o 1.. Haemophilus influenzae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Haemophilus influenzae状態$異常状態%原因
a/o 1.. インフルエンザ菌肺炎・インフルエンザ菌肺炎【異常状態】[RH]

インフルエンザ菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] クラミジア肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes (3)] オウム病，クラミジア・トラコマチス肺炎，クラミジア・ニューモニエ肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】p/o 1.. クラミジア肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. クラミジア肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クラミジア肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クラミジア肺炎・末梢⽩⾎球数＜10000[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クラミジア肺炎・市中肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア肺炎・末梢⽩⾎球数＜10000p/o 1.. 末梢⽩⾎球数＜10000[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢⽩⾎球数＜10000状態$異常状態%原因

a/o 1.. クラミジア肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. クラミジア肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

クラミジア肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】p/o 1.. クラミジア肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. クラミジア肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クラミジア肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クラミジア肺炎・末梢⽩⾎球数＜10000[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クラミジア肺炎・市中肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア肺炎・末梢⽩⾎球数＜10000p/o 1.. 末梢⽩⾎球数＜10000[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢⽩⾎球数＜10000状態$異常状態%原因

a/o 1.. クラミジア肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. クラミジア肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

クラミジア肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] オウム病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎 / クラミジア肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
オウム病・クラミジア肺炎【異常状態】p/o 1.. クラミジア肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. オウム病・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<オウム病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. オウム病・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<オウム病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. オウム病・Chlamydia psittaciによる肺炎[RH]
▼結果 <<オウム病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. オウム病・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<オウム病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. オウム病・頭痛[RH]
▼結果 <<オウム病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. オウム病・関節痛[RH]
▼結果 <<オウム病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. オウム病・Chlamydia psittaci抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・Chlamydia psittaciによる肺炎p/o 1.. Chlamydia psittaciによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Chlamydia psittaciによる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<Chlamydia psittaciによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. オウム病・⿃類の唾液、排泄物、⽻⽑に混⼊したChlamydia psittaci[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・⿃類の唾液、排泄物、⽻⽑に混⼊したChlamydia psittacip/o 1.. ⿃類の唾液、排泄物、⽻⽑に混⼊したChlamydia psittaci[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿃類の唾液、排泄物、⽻⽑に混⼊したChlamydia psittaci状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・Chlamydia psittaciによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・関節痛p/o 1.. 関節痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<関節痛状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・Chlamydia psittaci抗体p/o 1.. Chlamydia psittaci抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Chlamydia psittaci抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素

オウム病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
オウム病・クラミジア肺炎【異常状態】p/o 1.. クラミジア肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. オウム病・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<オウム病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. オウム病・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<オウム病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. オウム病・Chlamydia psittaciによる肺炎[RH]
▼結果 <<オウム病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. オウム病・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<オウム病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. オウム病・頭痛[RH]
▼結果 <<オウム病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. オウム病・関節痛[RH]
▼結果 <<オウム病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. オウム病・Chlamydia psittaci抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・Chlamydia psittaciによる肺炎p/o 1.. Chlamydia psittaciによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Chlamydia psittaciによる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<Chlamydia psittaciによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. オウム病・⿃類の唾液、排泄物、⽻⽑に混⼊したChlamydia psittaci[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・⿃類の唾液、排泄物、⽻⽑に混⼊したChlamydia psittacip/o 1.. ⿃類の唾液、排泄物、⽻⽑に混⼊したChlamydia psittaci[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿃類の唾液、排泄物、⽻⽑に混⼊したChlamydia psittaci状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・Chlamydia psittaciによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・関節痛p/o 1.. 関節痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<関節痛状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
オウム病・Chlamydia psittaci抗体p/o 1.. Chlamydia psittaci抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Chlamydia psittaci抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素

オウム病 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Chlamydia psittaci抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
オウム病・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<クラミジア肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. オウム病・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. オウム病・末梢⽩⾎球数＜10000[RH]
▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
オウム病・末梢⽩⾎球数＜10000p/o 1.. 末梢⽩⾎球数＜10000[RH]

連鎖種別 <<クラミジア肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢⽩⾎球数＜10000状態$異常状態%原因

a/o 1.. オウム病・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Chlamydia psittaci抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. オウム病・オウム病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
オウム病・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<クラミジア肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. オウム病・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. オウム病・末梢⽩⾎球数＜10000[RH]
▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
オウム病・末梢⽩⾎球数＜10000p/o 1.. 末梢⽩⾎球数＜10000[RH]

連鎖種別 <<クラミジア肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢⽩⾎球数＜10000状態$異常状態%原因

a/o 1.. オウム病・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] クラミジア・トラコマチス肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎 / クラミジア肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】p/o 1.. クラミジア肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・新⽣児、乳児期[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・新⽣児、乳児期p/o 1.. 新⽣児、乳児期[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<新⽣児、乳児期状態$異常状態%結果a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチスによる肺炎[RH]
▼結果 <<クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジアトラコマティス抗体価[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチスによる肺炎p/o 1.. クラミジア・トラコマチスによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジア・トラコマチスによる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<クラミジア・トラコマチスによる肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・Chlamydia Trachomatis[RH]
▼結果 <<クラミジア・トラコマチスによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・⿐汁[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・Chlamydia Trachomatisp/o 1.. Chlamydia Trachomatis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Chlamydia Trachomatis状態$異常状態%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチスによる肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・⿐汁p/o 1.. ⿐汁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿐汁状態$異常状態%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチスによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジアトラコマティス抗体価p/o 1.. クラミジアトラコマティス抗体価[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジアトラコマティス抗体価状態$異常状態%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素

クラミジア・トラコマチス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】p/o 1.. クラミジア肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・新⽣児、乳児期[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・新⽣児、乳児期p/o 1.. 新⽣児、乳児期[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<新⽣児、乳児期状態$異常状態%結果a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチスによる肺炎[RH]
▼結果 <<クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジアトラコマティス抗体価[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチスによる肺炎p/o 1.. クラミジア・トラコマチスによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジア・トラコマチスによる肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<クラミジア・トラコマチスによる肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・Chlamydia Trachomatis[RH]
▼結果 <<クラミジア・トラコマチスによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・⿐汁[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・Chlamydia Trachomatisp/o 1.. Chlamydia Trachomatis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Chlamydia Trachomatis状態$異常状態%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチスによる肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・⿐汁p/o 1.. ⿐汁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⿐汁状態$異常状態%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチスによる肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジアトラコマティス抗体価p/o 1.. クラミジアトラコマティス抗体価[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジアトラコマティス抗体価状態$異常状態%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素

クラミジア・トラコマチス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジアトラコマティス抗体価状態$異常状態%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<クラミジア肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・末梢⽩⾎球数＜10000[RH]
▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・末梢⽩⾎球数＜10000p/o 1.. 末梢⽩⾎球数＜10000[RH]

連鎖種別 <<クラミジア肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢⽩⾎球数＜10000状態$異常状態%原因

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジアトラコマティス抗体価状態$異常状態%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア・トラコマチス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<クラミジア肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・末梢⽩⾎球数＜10000[RH]
▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
クラミジア・トラコマチス肺炎・末梢⽩⾎球数＜10000p/o 1.. 末梢⽩⾎球数＜10000[RH]

連鎖種別 <<クラミジア肺炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢⽩⾎球数＜10000状態$異常状態%原因

a/o 1.. クラミジア・トラコマチス肺炎・クラミジア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] クラミジア・ニューモニエ肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎 / クラミジア肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】p/o 1.. クラミジア肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]

▼原因 <<クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・Chlamydia penumoniae[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・ニューモニエ肺炎・Chlamydia penumoniaep/o 1.. Chlamydia penumoniae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Chlamydia penumoniae状態$異常状態%結果a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエによる肺感染症[RH]
▼結果 <<クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエによる肺感染症p/o 1.. クラミジア・ニューモニエによる肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クラミジア・ニューモニエによる肺感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ抗体p/o 1.. クラミジア・ニューモニエ抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クラミジア・ニューモニエ抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

クラミジア・ニューモニエ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<クラミジア肺炎$構成要素
クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】p/o 1.. クラミジア肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<クラミジア肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]

▼原因 <<クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・Chlamydia penumoniae[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・ニューモニエ肺炎・Chlamydia penumoniaep/o 1.. Chlamydia penumoniae[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Chlamydia penumoniae状態$異常状態%結果a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエによる肺感染症[RH]
▼結果 <<クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエによる肺感染症p/o 1.. クラミジア・ニューモニエによる肺感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クラミジア・ニューモニエによる肺感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ抗体p/o 1.. クラミジア・ニューモニエ抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クラミジア・ニューモニエ抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. クラミジア・ニューモニエ肺炎・クラミジア・ニューモニエ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

クラミジア・ニューモニエ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ストレプトコッカス・ミレリ肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎【異常状態】p/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ストレプトコッカス・ミレリ肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ストレプトコッカス・ミレリ肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリp/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ストレプトコッカス・ミレリ状態$異常状態%結果a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・市中肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

ストレプトコッカス・ミレリ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎【異常状態】p/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ストレプトコッカス・ミレリ肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ストレプトコッカス・ミレリ肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリp/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ストレプトコッカス・ミレリ状態$異常状態%結果a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎【異常状態】[RH]
▼結果 <<ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・市中肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・ストレプトコッカス・ミレリ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

ストレプトコッカス・ミレリ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 嫌気性菌肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嫌気性菌肺炎・嫌気性菌による肺炎p/o 1.. 嫌気性菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<嫌気性菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嫌気性菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<嫌気性菌による肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・ペプトストレプトコッカス感染症[RH]
▼結果 <<嫌気性菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・フソバクテリウム感染症[RH]
▼結果 <<嫌気性菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嚥下性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嫌気性菌肺炎・嫌気性菌肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 嫌気性菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嫌気性菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嫌気性菌による肺炎[RH]

▼結果 <<嫌気性菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・院内肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嫌気性菌肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嫌気性菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嫌気性菌肺炎・ペプトストレプトコッカス感染症p/o 1.. ペプトストレプトコッカス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ペプトストレプトコッカス感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嫌気性菌による肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嫌気性菌肺炎・フソバクテリウム感染症p/o 1.. フソバクテリウム感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<フソバクテリウム感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嫌気性菌による肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嫌気性菌肺炎・嚥下性肺炎p/o 1.. 嚥下性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚥下性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嫌気性菌による肺炎[RH]

嫌気性菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嫌気性菌肺炎・嫌気性菌による肺炎p/o 1.. 嫌気性菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<嫌気性菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嫌気性菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<嫌気性菌による肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・ペプトストレプトコッカス感染症[RH]
▼結果 <<嫌気性菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・フソバクテリウム感染症[RH]
▼結果 <<嫌気性菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嚥下性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嫌気性菌肺炎・嫌気性菌肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 嫌気性菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嫌気性菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嫌気性菌による肺炎[RH]

▼結果 <<嫌気性菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・院内肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嫌気性菌肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嫌気性菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嫌気性菌肺炎・ペプトストレプトコッカス感染症p/o 1.. ペプトストレプトコッカス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ペプトストレプトコッカス感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嫌気性菌による肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嫌気性菌肺炎・フソバクテリウム感染症p/o 1.. フソバクテリウム感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<フソバクテリウム感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嫌気性菌による肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嫌気性菌肺炎・嚥下性肺炎p/o 1.. 嚥下性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚥下性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 嫌気性菌肺炎・嫌気性菌による肺炎[RH]

嫌気性菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 緑膿菌肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
緑膿菌肺炎・緑膿菌による肺炎p/o 1.. 緑膿菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<緑膿菌による肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<緑膿菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
緑膿菌肺炎・緑膿菌肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 緑膿菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<緑膿菌肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌による肺炎[RH]
▼原因 <<緑膿菌肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
緑膿菌肺炎・緑膿菌p/o 1.. 緑膿菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<緑膿菌状態$異常状態%結果a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
緑膿菌肺炎・緑膿菌肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 緑膿菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<緑膿菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌による肺炎[RH]
▼結果 <<緑膿菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 緑膿菌肺炎・院内肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
緑膿菌肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

緑膿菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
緑膿菌肺炎・緑膿菌による肺炎p/o 1.. 緑膿菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<緑膿菌による肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<緑膿菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
緑膿菌肺炎・緑膿菌肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 緑膿菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<緑膿菌肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌による肺炎[RH]
▼原因 <<緑膿菌肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
緑膿菌肺炎・緑膿菌p/o 1.. 緑膿菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<緑膿菌状態$異常状態%結果a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
緑膿菌肺炎・緑膿菌肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 緑膿菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<緑膿菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌による肺炎[RH]
▼結果 <<緑膿菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 緑膿菌肺炎・院内肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
緑膿菌肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 緑膿菌肺炎・緑膿菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

緑膿菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 796 ]



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 797 ]

[Class Name] ⼤腸菌肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤腸菌肺炎・⼤腸菌による肺炎p/o 1.. ⼤腸菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼤腸菌による肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼤腸菌肺炎・⼤腸菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⼤腸菌による肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼤腸菌肺炎・⼤腸菌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤腸菌肺炎・⼤腸菌肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼤腸菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼤腸菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼤腸菌肺炎・⼤腸菌による肺炎[RH]
▼結果 <<⼤腸菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼤腸菌肺炎・院内肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤腸菌肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼤腸菌肺炎・⼤腸菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤腸菌肺炎・⼤腸菌p/o 1.. ⼤腸菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼤腸菌状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼤腸菌肺炎・⼤腸菌による肺炎[RH]

⼤腸菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤腸菌肺炎・⼤腸菌による肺炎p/o 1.. ⼤腸菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼤腸菌による肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼤腸菌肺炎・⼤腸菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⼤腸菌による肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼤腸菌肺炎・⼤腸菌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤腸菌肺炎・⼤腸菌肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼤腸菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼤腸菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼤腸菌肺炎・⼤腸菌による肺炎[RH]
▼結果 <<⼤腸菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼤腸菌肺炎・院内肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤腸菌肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼤腸菌肺炎・⼤腸菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤腸菌肺炎・⼤腸菌p/o 1.. ⼤腸菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼤腸菌状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼤腸菌肺炎・⼤腸菌による肺炎[RH]

⼤腸菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes (1)] メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ぶどう球菌による肺炎p/o 1.. ぶどう球菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ぶどう球菌による肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ぶどう球菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌[RH]
▼結果 <<ぶどう球菌による肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ぶどう球菌による肺炎[RH]
▼結果 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・発熱[RH]
▼結果 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ＣＲＰ上昇[RH]
▼結果 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・浸潤影[RH]
▼結果 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・気管⽀肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ＣＲＰ上昇p/o 1.. ＣＲＰ上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＣＲＰ上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・浸潤影p/o 1.. 浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<浸潤影状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・気管⽀肺炎p/o 1.. 気管⽀肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌p/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ぶどう球菌による肺炎[RH]
▼結果 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌状態$異常状態%結果

⻩⾊ぶどう球菌性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ぶどう球菌による肺炎p/o 1.. ぶどう球菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ぶどう球菌による肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ぶどう球菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌[RH]
▼結果 <<ぶどう球菌による肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ぶどう球菌による肺炎[RH]
▼結果 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・発熱[RH]
▼結果 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ＣＲＰ上昇[RH]
▼結果 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・浸潤影[RH]
▼結果 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・気管⽀肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ＣＲＰ上昇p/o 1.. ＣＲＰ上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＣＲＰ上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・浸潤影p/o 1.. 浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<浸潤影状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・気管⽀肺炎p/o 1.. 気管⽀肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌p/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ぶどう球菌による肺炎[RH]
▼結果 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌状態$異常状態%結果

⻩⾊ぶどう球菌性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ぶどう球菌による肺炎[RH]
▼結果 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌状態$異常状態%結果

a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌p/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻩⾊ぶどう球菌状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ぶどう球菌による肺炎[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌状態$異常状態%原因a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ぶどう球菌による肺炎[RH]
▼結果 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌状態$異常状態%結果

a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・⻩⾊ぶどう球菌p/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻩⾊ぶどう球菌状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎・ぶどう球菌による肺炎[RH]
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[Class Name] メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎 / ⻩⾊ぶどう球菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌による肺炎p/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌による肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌による肺炎[RH]

▼原因 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌[RH]

▼構成要素 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎$構成要素
メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌p/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌状態$異常状態%結果
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌による肺炎[RH]

▼結果 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・院内肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌による肺炎p/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌による肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌による肺炎[RH]

▼原因 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌[RH]

▼構成要素 <<⻩⾊ぶどう球菌性肺炎$構成要素
メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌p/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌状態$異常状態%結果
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌による肺炎[RH]

▼結果 <<メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・院内肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] モラクセラ・カタラーリス肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリスによる肺炎p/o 1.. モラクセラ・カタラーリスによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<モラクセラ・カタラーリスによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<モラクセラ・カタラーリスによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<モラクセラ・カタラーリス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリスによる肺炎[RH]
▼結果 <<モラクセラ・カタラーリス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・院内肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モラクセラ・カタラーリス肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリスp/o 1.. モラクセラ・カタラーリス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<モラクセラ・カタラーリス状態$異常状態%原因a/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリスによる肺炎[RH]

モラクセラ・カタラーリス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリスによる肺炎p/o 1.. モラクセラ・カタラーリスによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<モラクセラ・カタラーリスによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<モラクセラ・カタラーリスによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリス肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<モラクセラ・カタラーリス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリスによる肺炎[RH]
▼結果 <<モラクセラ・カタラーリス肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・院内肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モラクセラ・カタラーリス肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリス肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリスp/o 1.. モラクセラ・カタラーリス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<モラクセラ・カタラーリス状態$異常状態%原因a/o 1.. モラクセラ・カタラーリス肺炎・モラクセラ・カタラーリスによる肺炎[RH]

モラクセラ・カタラーリス肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] レジオネラ肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes (1)] ポンティアック熱
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・レジオネラによる肺炎p/o 1.. レジオネラによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ尿中抗原[RH]

▼原因 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. レジオネラ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<レジオネラ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラによる肺炎[RH]

▼原因 <<レジオネラ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. レジオネラ肺炎・Legionella[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・Legionellap/o 1.. Legionella[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Legionella状態$異常状態%結果
a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラによる肺炎[RH]

▼結果 <<レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. レジオネラ肺炎・院内肺炎[RH]
▼結果 <<レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ⾎中抗体価[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・レジオネラ⾎中抗体価p/o 1.. レジオネラ⾎中抗体価[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<レジオネラ⾎中抗体価状態$異常状態%原因

a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・レジオネラ尿中抗原p/o 1.. レジオネラ尿中抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<レジオネラ尿中抗原状態$異常状態%原因

a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラによる肺炎[RH]

レジオネラ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・レジオネラによる肺炎p/o 1.. レジオネラによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ尿中抗原[RH]

▼原因 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. レジオネラ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<レジオネラ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラによる肺炎[RH]

▼原因 <<レジオネラ肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. レジオネラ肺炎・Legionella[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・Legionellap/o 1.. Legionella[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Legionella状態$異常状態%結果
a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラによる肺炎[RH]

▼結果 <<レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. レジオネラ肺炎・院内肺炎[RH]
▼結果 <<レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ⾎中抗体価[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因

a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・レジオネラ⾎中抗体価p/o 1.. レジオネラ⾎中抗体価[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<レジオネラ⾎中抗体価状態$異常状態%原因

a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラ肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
レジオネラ肺炎・レジオネラ尿中抗原p/o 1.. レジオネラ尿中抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<レジオネラ尿中抗原状態$異常状態%原因

a/o 1.. レジオネラ肺炎・レジオネラによる肺炎[RH]

レジオネラ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ポンティアック熱
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎 / レジオネラ肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<レジオネラ肺炎$構成要素
ポンティアック熱・レジオネラによる肺炎p/o 1.. レジオネラによる肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポンティアック熱・レジオネラによる肺炎[RH]
▼原因 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポンティアック熱・レジオネラ菌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・レジオネラ菌p/o 1.. レジオネラ菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<レジオネラ菌状態$異常状態%結果a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポンティアック熱・レジオネラによる肺炎[RH]
▼結果 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポンティアック熱・レジオネラ菌吸⼊後にインフルエンザ様症状を⽰す急性疾患[RH]
▼結果 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポンティアック熱・発熱[RH]
▼結果 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ポンティアック熱・頭痛[RH]
▼結果 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポンティアック熱・関節痛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・レジオネラ菌吸⼊後にインフルエンザ様症状を⽰す急性疾患p/o 1.. レジオネラ菌吸⼊後にインフルエンザ様症状を⽰す急性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<レジオネラ菌吸⼊後にインフルエンザ様症状を⽰す急性疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・関節痛p/o 1.. 関節痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]

ポンティアック熱 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<レジオネラ肺炎$構成要素
ポンティアック熱・レジオネラによる肺炎p/o 1.. レジオネラによる肺炎[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<レジオネラによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポンティアック熱・レジオネラによる肺炎[RH]
▼原因 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポンティアック熱・レジオネラ菌[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・レジオネラ菌p/o 1.. レジオネラ菌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<レジオネラ菌状態$異常状態%結果a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ポンティアック熱・レジオネラによる肺炎[RH]
▼結果 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポンティアック熱・レジオネラ菌吸⼊後にインフルエンザ様症状を⽰す急性疾患[RH]
▼結果 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポンティアック熱・発熱[RH]
▼結果 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ポンティアック熱・頭痛[RH]
▼結果 <<ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ポンティアック熱・関節痛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・レジオネラ菌吸⼊後にインフルエンザ様症状を⽰す急性疾患p/o 1.. レジオネラ菌吸⼊後にインフルエンザ様症状を⽰す急性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<レジオネラ菌吸⼊後にインフルエンザ様症状を⽰す急性疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<頭痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ポンティアック熱・関節痛p/o 1.. 関節痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]

ポンティアック熱 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]a/o 1.. ポンティアック熱・ポンティアック熱・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] Q熱
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Q熱・Q熱【異常状態】p/o 1.. Q熱【異常状態】[RH]

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

a/o 1.. Q熱・Q熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<Q熱状態$異常状態%結果a/o 1.. Q熱・リケッチア感染症[RH]
▼結果 <<Q熱状態$異常状態%結果a/o 1.. Q熱・コクシエラ遺伝ペア⾎清[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Q熱・Q熱・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Q熱・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Q熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Q熱・Q熱【異常状態】[RH]
▼結果 <<Q熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Q熱・院内肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Q熱・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. Q熱・Q熱・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Q熱・リケッチア感染症p/o 1.. リケッチア感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リケッチア感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. Q熱・Q熱【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Q熱・コクシエラ遺伝ペア⾎清p/o 1.. コクシエラ遺伝ペア⾎清[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コクシエラ遺伝ペア⾎清状態$異常状態%原因a/o 1.. Q熱・Q熱【異常状態】[RH]

Q熱 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Q熱・Q熱【異常状態】p/o 1.. Q熱【異常状態】[RH]

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

a/o 1.. Q熱・Q熱・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<Q熱状態$異常状態%結果a/o 1.. Q熱・リケッチア感染症[RH]
▼結果 <<Q熱状態$異常状態%結果a/o 1.. Q熱・コクシエラ遺伝ペア⾎清[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Q熱・Q熱・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Q熱・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Q熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Q熱・Q熱【異常状態】[RH]
▼結果 <<Q熱・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Q熱・院内肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Q熱・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. Q熱・Q熱・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Q熱・リケッチア感染症p/o 1.. リケッチア感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リケッチア感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. Q熱・Q熱【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Q熱・コクシエラ遺伝ペア⾎清p/o 1.. コクシエラ遺伝ペア⾎清[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<コクシエラ遺伝ペア⾎清状態$異常状態%原因a/o 1.. Q熱・Q熱【異常状態】[RH]

Q熱 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 百⽇咳
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
百⽇咳・百⽇咳【異常状態】p/o 1.. 百⽇咳【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<百⽇咳状態$異常状態%結果

a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<百⽇咳状態$異常状態%結果a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳菌感染[RH]
▼結果 <<百⽇咳状態$異常状態%結果a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
百⽇咳・百⽇咳・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 百⽇咳・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<百⽇咳・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳【異常状態】[RH]
▼結果 <<百⽇咳・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 百⽇咳・乾性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
百⽇咳・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
百⽇咳・百⽇咳菌感染p/o 1.. 百⽇咳菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<百⽇咳菌感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
百⽇咳・百⽇咳抗体p/o 1.. 百⽇咳抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<百⽇咳抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳【異常状態】[RH]

百⽇咳 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
百⽇咳・百⽇咳【異常状態】p/o 1.. 百⽇咳【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<百⽇咳状態$異常状態%結果

a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<百⽇咳状態$異常状態%結果a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳菌感染[RH]
▼結果 <<百⽇咳状態$異常状態%結果a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
百⽇咳・百⽇咳・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 百⽇咳・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<百⽇咳・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳【異常状態】[RH]
▼結果 <<百⽇咳・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 百⽇咳・乾性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
百⽇咳・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
百⽇咳・百⽇咳菌感染p/o 1.. 百⽇咳菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<百⽇咳菌感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
百⽇咳・百⽇咳抗体p/o 1.. 百⽇咳抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<百⽇咳抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. 百⽇咳・百⽇咳【異常状態】[RH]

百⽇咳 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 連鎖球菌肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes (1)] 肺炎球菌肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
連鎖球菌肺炎・連鎖球菌肺炎【異常状態】p/o 1.. 連鎖球菌肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<連鎖球菌肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 連鎖球菌肺炎・連鎖球菌感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
連鎖球菌肺炎・連鎖球菌感染p/o 1.. 連鎖球菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<連鎖球菌感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 連鎖球菌肺炎・連鎖球菌肺炎【異常状態】[RH]

連鎖球菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
連鎖球菌肺炎・連鎖球菌肺炎【異常状態】p/o 1.. 連鎖球菌肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<連鎖球菌肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 連鎖球菌肺炎・連鎖球菌感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
連鎖球菌肺炎・連鎖球菌感染p/o 1.. 連鎖球菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<連鎖球菌感染状態$異常状態%原因
a/o 1.. 連鎖球菌肺炎・連鎖球菌肺炎【異常状態】[RH]

連鎖球菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺炎球菌肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎 / 連鎖球菌肺炎

[Sub Classes (1)] ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・肺炎球菌による肺炎p/o 1.. 肺炎球菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌感染[RH]
▼結果 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・尿中肺炎球菌抗原[RH]
▼原因 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%原因a/o 0.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 0.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌による肺炎[RH]
▼結果 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・発熱[RH]
▼結果 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・ＣＲＰ上昇[RH]
▼結果 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・浸潤影[RH]
▼結果 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・市中肺炎[RH]
▼結果 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・⼤葉性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・ＣＲＰ上昇p/o 1.. ＣＲＰ上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＣＲＰ上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・浸潤影p/o 1.. 浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<浸潤影状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺炎球菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・肺炎球菌による肺炎p/o 1.. 肺炎球菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌感染[RH]
▼結果 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・尿中肺炎球菌抗原[RH]
▼原因 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%原因a/o 0.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%結果a/o 0.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌による肺炎[RH]
▼結果 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・湿性咳嗽[RH]
▼結果 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・発熱[RH]
▼結果 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・ＣＲＰ上昇[RH]
▼結果 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・浸潤影[RH]
▼結果 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・市中肺炎[RH]
▼結果 <<肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・⼤葉性肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・湿性咳嗽p/o 1.. 湿性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<湿性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<感染性呼吸器疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・ＣＲＰ上昇p/o 1.. ＣＲＰ上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＣＲＰ上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・浸潤影p/o 1.. 浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<浸潤影状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・市中肺炎p/o 1.. 市中肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

肺炎球菌肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・⼤葉性肺炎p/o 1.. ⼤葉性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤葉性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・肺炎球菌感染p/o 1.. 肺炎球菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺炎球菌感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌による肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・尿中肺炎球菌抗原p/o 1.. 尿中肺炎球菌抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中肺炎球菌抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌による肺炎[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<市中肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・⼤葉性肺炎p/o 1.. ⼤葉性肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤葉性肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・肺炎球菌感染p/o 1.. 肺炎球菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺炎球菌感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌による肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺炎球菌肺炎・尿中肺炎球菌抗原p/o 1.. 尿中肺炎球菌抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<尿中肺炎球菌抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺炎球菌肺炎・肺炎球菌による肺炎[RH]
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[Class Name] ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎 / 連鎖球菌肺炎 / 肺炎球菌肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<肺炎球菌肺炎$構成要素
ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌による肺炎p/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<肺炎球菌肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ペニシリン耐性肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ペニシリン耐性肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌による肺炎[RH]
▼原因 <<ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌感染[RH]
▼結果 <<ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・肺炎球菌による肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌感染p/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ペニシリン耐性肺炎球菌感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌による肺炎[RH]

▼結果 <<ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・院内肺炎[RH]
▼原因 <<ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・肺炎球菌による肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺炎球菌肺炎$構成要素
ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・肺炎球菌による肺炎p/o 0.. 肺炎球菌による肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%原因

a/o 0.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼結果 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%結果

a/o 0.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肺炎球菌肺炎$構成要素
ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌による肺炎p/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌による肺炎[RH]

連鎖種別 <<肺炎球菌肺炎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ペニシリン耐性肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ペニシリン耐性肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌による肺炎[RH]
▼原因 <<ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌感染[RH]
▼結果 <<ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・肺炎球菌による肺炎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌感染p/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ペニシリン耐性肺炎球菌感染状態$異常状態%結果a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌による肺炎[RH]

▼結果 <<ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・院内肺炎[RH]
▼原因 <<ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 0.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・肺炎球菌による肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因
a/o 1.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<肺炎球菌肺炎$構成要素
ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・肺炎球菌による肺炎p/o 0.. 肺炎球菌による肺炎[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%原因

a/o 0.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(原因)[RH]
関連

a/o ..1 one way weak
▼結果 <<肺炎球菌による肺炎状態$異常状態%結果

a/o 0.. ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
関連a/o ..1 one way weak

ペニシリン耐性肺炎球菌性肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] パスツレラ肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
パスツレラ肺炎・パスツレラ肺炎【異常状態】p/o 1.. パスツレラ肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<パスツレラ肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. パスツレラ肺炎・パスツレラ感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パスツレラ肺炎・パスツレラ感染症p/o 1.. パスツレラ感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パスツレラ感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. パスツレラ肺炎・パスツレラ肺炎【異常状態】[RH]

パスツレラ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パスツレラ肺炎・パスツレラ肺炎【異常状態】p/o 1.. パスツレラ肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<パスツレラ肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. パスツレラ肺炎・パスツレラ感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
パスツレラ肺炎・パスツレラ感染症p/o 1.. パスツレラ感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<パスツレラ感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. パスツレラ肺炎・パスツレラ肺炎【異常状態】[RH]

パスツレラ肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺ペスト
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ペスト・肺ペスト【異常状態】p/o 1.. 肺ペスト【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺ペスト状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ペスト・ペスト感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ペスト・ペスト感染p/o 1.. ペスト感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ペスト感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ペスト・肺ペスト【異常状態】[RH]

肺ペスト 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ペスト・肺ペスト【異常状態】p/o 1.. 肺ペスト【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺ペスト状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺ペスト・ペスト感染[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺ペスト・ペスト感染p/o 1.. ペスト感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ペスト感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺ペスト・肺ペスト【異常状態】[RH]

肺ペスト 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] マルトフィリア肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルトフィリア肺炎・マルトフィリアによる肺炎p/o 1.. マルトフィリアによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<マルトフィリアによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. マルトフィリア肺炎・マルトフィリア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<マルトフィリアによる肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. マルトフィリア肺炎・Stenotrophomonas maltophilia[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルトフィリア肺炎・マルトフィリア肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. マルトフィリア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マルトフィリア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. マルトフィリア肺炎・マルトフィリアによる肺炎[RH]

▼結果 <<マルトフィリア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. マルトフィリア肺炎・院内肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルトフィリア肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. マルトフィリア肺炎・マルトフィリア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルトフィリア肺炎・Stenotrophomonas maltophiliap/o 1.. Stenotrophomonas maltophilia[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Stenotrophomonas maltophilia状態$異常状態%原因a/o 1.. マルトフィリア肺炎・マルトフィリアによる肺炎[RH]

マルトフィリア肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルトフィリア肺炎・マルトフィリアによる肺炎p/o 1.. マルトフィリアによる肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<マルトフィリアによる肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. マルトフィリア肺炎・マルトフィリア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<マルトフィリアによる肺炎状態$異常状態%結果

a/o 1.. マルトフィリア肺炎・Stenotrophomonas maltophilia[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルトフィリア肺炎・マルトフィリア肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. マルトフィリア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<マルトフィリア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. マルトフィリア肺炎・マルトフィリアによる肺炎[RH]

▼結果 <<マルトフィリア肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. マルトフィリア肺炎・院内肺炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルトフィリア肺炎・院内肺炎p/o 1.. 院内肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<院内肺炎状態$異常状態%原因a/o 1.. マルトフィリア肺炎・マルトフィリア肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
マルトフィリア肺炎・Stenotrophomonas maltophiliap/o 1.. Stenotrophomonas maltophilia[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Stenotrophomonas maltophilia状態$異常状態%原因a/o 1.. マルトフィリア肺炎・マルトフィリアによる肺炎[RH]

マルトフィリア肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] エンテロバクター肺炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 感染性呼吸器疾患
 / 細菌性肺炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロバクター肺炎・エンテロバクターによる肺の感染症p/o 1.. エンテロバクターによる肺の感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<エンテロバクターによる肺の感染症状態$異常状態%結果

a/o 1.. エンテロバクター肺炎・エンテロバクター肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロバクター肺炎・エンテロバクター肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. エンテロバクター肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<エンテロバクター肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. エンテロバクター肺炎・エンテロバクターによる肺の感染症[RH]

▼結果 <<エンテロバクター肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. エンテロバクター肺炎・エンテロバクター[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロバクター肺炎・エンテロバクターp/o 1.. エンテロバクター[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エンテロバクター状態$異常状態%原因

a/o 1.. エンテロバクター肺炎・エンテロバクター肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

エンテロバクター肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロバクター肺炎・エンテロバクターによる肺の感染症p/o 1.. エンテロバクターによる肺の感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<エンテロバクターによる肺の感染症状態$異常状態%結果

a/o 1.. エンテロバクター肺炎・エンテロバクター肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロバクター肺炎・エンテロバクター肺炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. エンテロバクター肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<エンテロバクター肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. エンテロバクター肺炎・エンテロバクターによる肺の感染症[RH]

▼結果 <<エンテロバクター肺炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. エンテロバクター肺炎・エンテロバクター[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エンテロバクター肺炎・エンテロバクターp/o 1.. エンテロバクター[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エンテロバクター状態$異常状態%原因

a/o 1.. エンテロバクター肺炎・エンテロバクター肺炎・暫定連鎖(結果)[RH]

エンテロバクター肺炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 呼吸不全
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 急性呼吸不全，慢性呼吸不全
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸不全・室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害p/o 1.. 室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]

呼吸不全 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
呼吸不全・室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害p/o 1.. 室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]

呼吸不全 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性呼吸不全
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 呼吸不全
[Sub Classes (1)] 急性肺損傷
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になることp/o 1.. １ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性肺損傷・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性呼吸不全・１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること[RH]
▼原因 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性呼吸不全・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼原因 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性呼吸不全・肺炎[RH]
▼原因 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性呼吸不全・急性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性呼吸不全・肺⾎栓塞栓症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀喘息状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・肺炎p/o 1.. 肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・急性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 急性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性間質性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・肺⾎栓塞栓症p/o 1.. 肺⾎栓塞栓症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⾎栓塞栓症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性呼吸不全・１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること[RH]
▼結果 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性呼吸不全・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]

急性呼吸不全 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になることp/o 1.. １ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性肺損傷・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性呼吸不全・１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること[RH]
▼原因 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性呼吸不全・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼原因 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性呼吸不全・肺炎[RH]
▼原因 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性呼吸不全・急性間質性肺炎【異常状態】[RH]
▼原因 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性呼吸不全・肺⾎栓塞栓症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀喘息状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・肺炎p/o 1.. 肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・急性間質性肺炎【異常状態】p/o 1.. 急性間質性肺炎【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<急性間質性肺炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・肺⾎栓塞栓症p/o 1.. 肺⾎栓塞栓症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⾎栓塞栓症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性呼吸不全・１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること[RH]
▼結果 <<急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性呼吸不全・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性呼吸不全・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]

急性呼吸不全 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]a/o 1.. 急性呼吸不全・急性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 急性肺損傷
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 呼吸不全
 / 急性呼吸不全

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<急性呼吸不全$構成要素
急性肺損傷・１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になることp/o 1.. １ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺損傷・急性肺損傷・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺損傷・急性肺損傷・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性肺損傷・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性肺損傷・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺損傷・１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること[RH]
▼結果 <<急性肺損傷・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性肺損傷・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]
▼結果 <<急性肺損傷・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性肺損傷・重篤な低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<急性肺損傷・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性肺損傷・⼼不全を認めない[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺損傷・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫p/o 1.. さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺損傷・急性肺損傷・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性肺損傷・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺損傷・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影p/o 1.. 胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺損傷・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺損傷・重篤な低酸素⾎症p/o 1.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重篤な低酸素⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性肺損傷・急性肺損傷・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺損傷・⼼不全を認めないp/o 1.. ⼼不全を認めない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼不全を認めない状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性肺損傷・急性肺損傷・暫定連鎖(結果)[RH]

急性肺損傷 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性呼吸不全$構成要素
急性肺損傷・１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になることp/o 1.. １ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性肺損傷・急性肺損傷・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺損傷・急性肺損傷・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性肺損傷・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性肺損傷・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性肺損傷・１ヶ⽉以内にPaO2<60Torr,PaCO2>45の状態になること[RH]
▼結果 <<急性肺損傷・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性肺損傷・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]
▼結果 <<急性肺損傷・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性肺損傷・重篤な低酸素⾎症[RH]
▼結果 <<急性肺損傷・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性肺損傷・⼼不全を認めない[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺損傷・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫p/o 1.. さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺損傷・急性肺損傷・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性肺損傷・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺損傷・胸部レントゲン写真上での両側浸潤影p/o 1.. 胸部レントゲン写真上での両側浸潤影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸部レントゲン写真上での両側浸潤影状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性肺損傷・さまざまな原因で急性発症した肺⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺損傷・重篤な低酸素⾎症p/o 1.. 重篤な低酸素⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重篤な低酸素⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性肺損傷・急性肺損傷・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性肺損傷・⼼不全を認めないp/o 1.. ⼼不全を認めない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼不全を認めない状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性肺損傷・急性肺損傷・暫定連鎖(結果)[RH]

急性肺損傷 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性呼吸不全
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<呼吸不全$構成要素
慢性呼吸不全・室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害p/o 1.. 室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性呼吸不全・室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害[RH]
▼原因 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性呼吸不全・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼原因 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 慢性呼吸不全・頭部外傷[RH]
▼原因 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性呼吸不全・脳⾎管障害後遺症[RH]
▼原因 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性呼吸不全・神経筋疾患[RH]
▼原因 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性閉塞性肺疾患【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀喘息状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・頭部外傷p/o 1.. 頭部外傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<頭部外傷状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・脳⾎管障害後遺症p/o 1.. 脳⾎管障害後遺症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脳⾎管障害後遺症状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・神経筋疾患p/o 1.. 神経筋疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・慢性閉塞性肺疾患【異常状態】p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性呼吸不全・室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害[RH]
▼結果 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性呼吸不全・呼吸不全の状態が１⽉以上続くもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・呼吸不全の状態が１⽉以上続くものp/o 1.. 呼吸不全の状態が１⽉以上続くもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1

慢性呼吸不全 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<呼吸不全$構成要素
慢性呼吸不全・室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害p/o 1.. 室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性呼吸不全・室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害[RH]
▼原因 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性呼吸不全・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼原因 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 慢性呼吸不全・頭部外傷[RH]
▼原因 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性呼吸不全・脳⾎管障害後遺症[RH]
▼原因 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性呼吸不全・神経筋疾患[RH]
▼原因 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性閉塞性肺疾患【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀喘息状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・頭部外傷p/o 1.. 頭部外傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<頭部外傷状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・脳⾎管障害後遺症p/o 1.. 脳⾎管障害後遺症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脳⾎管障害後遺症状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・神経筋疾患p/o 1.. 神経筋疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経筋疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・慢性閉塞性肺疾患【異常状態】p/o 1.. 慢性閉塞性肺疾患【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<慢性閉塞性肺疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性呼吸不全・室内気吸⼊時の動脈⾎酸素分圧が６０Ｔorr以下になる呼吸障害[RH]
▼結果 <<慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性呼吸不全・呼吸不全の状態が１⽉以上続くもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・呼吸不全の状態が１⽉以上続くものp/o 1.. 呼吸不全の状態が１⽉以上続くもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1

慢性呼吸不全 因果構造物（＝因果連鎖）
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慢性呼吸不全 呼吸不全の状態が１⽉以上続くもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・呼吸不全の状態が１⽉以上続くものp/o 1.. 呼吸不全の状態が１⽉以上続くもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸不全の状態が１⽉以上続くもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性呼吸不全 呼吸不全の状態が１⽉以上続くもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性呼吸不全・呼吸不全の状態が１⽉以上続くものp/o 1.. 呼吸不全の状態が１⽉以上続くもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸不全の状態が１⽉以上続くもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性呼吸不全・慢性呼吸不全・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 気管⽀拡張症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (8)] 円柱状拡張，バリカス状拡張，嚢状拡張，局所性気管⽀拡張症，

びまん性気管⽀拡張症，先天性気管⽀拡張，本態性気管⽀拡張，
続発性気管⽀拡張症

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 円柱状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 嚢状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張[RH]
▼原因 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀拡張症・⼩児期肺炎[RH]
▼原因 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・特発性[RH]
▼原因 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・⾮結核性抗酸菌症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・⼩児期肺炎p/o 1.. ⼩児期肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼩児期肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・特発性p/o 1.. 特発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<特発性状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群【異常状態】p/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・⾮結核性抗酸菌症p/o 1.. ⾮結核性抗酸菌症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1

気管⽀拡張症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 円柱状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 嚢状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張[RH]
▼原因 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀拡張症・⼩児期肺炎[RH]
▼原因 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・特発性[RH]
▼原因 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・⾮結核性抗酸菌症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・⼩児期肺炎p/o 1.. ⼩児期肺炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼩児期肺炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・特発性p/o 1.. 特発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<特発性状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群【異常状態】p/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・⾮結核性抗酸菌症p/o 1.. ⾮結核性抗酸菌症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1

気管⽀拡張症 因果構造物（＝因果連鎖）
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気管⽀拡張症 気管⽀拡張症 暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・⾮結核性抗酸菌症p/o 1.. ⾮結核性抗酸菌症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮結核性抗酸菌症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・咳嗽[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・喀⾎[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀拡張症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・喀痰増加[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・円柱状拡張【異常状態】[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀拡張症・バリカス状拡張（静脈瘤状）[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・嚢状拡張【異常状態】[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・局所性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀拡張症・びまん性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・喀⾎p/o 1.. 喀⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・円柱状拡張【異常状態】p/o 1.. 円柱状拡張【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<円柱状拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・バリカス状拡張（静脈瘤状）p/o 1.. バリカス状拡張（静脈瘤状）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<バリカス状拡張（静脈瘤状）状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・嚢状拡張【異常状態】p/o 1.. 嚢状拡張【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚢状拡張状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・局所性気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. 局所性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<局所性気管⽀拡張症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症 びまん性気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. びまん性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

気管⽀拡張症 気管⽀拡張症 暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・⾮結核性抗酸菌症p/o 1.. ⾮結核性抗酸菌症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾮結核性抗酸菌症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・咳嗽[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・喀⾎[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀拡張症・呼吸困難[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・喀痰増加[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・円柱状拡張【異常状態】[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀拡張症・バリカス状拡張（静脈瘤状）[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・嚢状拡張【異常状態】[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀拡張症・局所性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気管⽀拡張症・びまん性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・喀⾎p/o 1.. 喀⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・円柱状拡張【異常状態】p/o 1.. 円柱状拡張【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<円柱状拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・バリカス状拡張（静脈瘤状）p/o 1.. バリカス状拡張（静脈瘤状）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<バリカス状拡張（静脈瘤状）状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・嚢状拡張【異常状態】p/o 1.. 嚢状拡張【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚢状拡張状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・局所性気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. 局所性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<局所性気管⽀拡張症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症 びまん性気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. びまん性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]
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▼原因 <<局所性気管⽀拡張症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・びまん性気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. びまん性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<びまん性気管⽀拡張症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<局所性気管⽀拡張症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀拡張症・びまん性気管⽀拡張症【異常状態】p/o 1.. びまん性気管⽀拡張症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<びまん性気管⽀拡張症状態$異常状態%原因a/o 1.. 気管⽀拡張症・気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 円柱状拡張
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
円柱状拡張・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果
a/o 1.. 円柱状拡張・円柱状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
円柱状拡張・円柱状拡張・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 円柱状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<円柱状拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 円柱状拡張・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<円柱状拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 円柱状拡張・第6〜10次気管⽀領域に病変のみられるもので，円筒状の気管⽀拡張像を⽰し，その末端は粘液塞栓などにより気道はいきなり途絶するように造影される．[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
円柱状拡張・第6〜10次気管⽀領域に病変のみられるもので，円筒状の気管⽀拡張像を⽰し，その末端は粘液塞栓などにより気道はいきなり途絶するように造影される．p/o 1.. 第6〜10次気管⽀領域に病変のみられるもので，円筒状の気管⽀拡張像を⽰し，その末端は粘液塞栓などにより気道はいきなり途絶するように造影される．[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<第6〜10次気管⽀領域に病変のみられるもので，円筒状の気管⽀拡張像を⽰し，その末端は粘液塞栓などにより気道はいきなり途絶するように造影される．状態$異常状態%原因a/o 1.. 円柱状拡張・円柱状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

円柱状拡張 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
円柱状拡張・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果
a/o 1.. 円柱状拡張・円柱状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
円柱状拡張・円柱状拡張・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 円柱状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<円柱状拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 円柱状拡張・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<円柱状拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 円柱状拡張・第6〜10次気管⽀領域に病変のみられるもので，円筒状の気管⽀拡張像を⽰し，その末端は粘液塞栓などにより気道はいきなり途絶するように造影される．[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
円柱状拡張・第6〜10次気管⽀領域に病変のみられるもので，円筒状の気管⽀拡張像を⽰し，その末端は粘液塞栓などにより気道はいきなり途絶するように造影される．p/o 1.. 第6〜10次気管⽀領域に病変のみられるもので，円筒状の気管⽀拡張像を⽰し，その末端は粘液塞栓などにより気道はいきなり途絶するように造影される．[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<第6〜10次気管⽀領域に病変のみられるもので，円筒状の気管⽀拡張像を⽰し，その末端は粘液塞栓などにより気道はいきなり途絶するように造影される．状態$異常状態%原因a/o 1.. 円柱状拡張・円柱状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

円柱状拡張 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] バリカス状拡張
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
バリカス状拡張・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. バリカス状拡張・バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
バリカス状拡張・バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)p/o 1.. バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. バリカス状拡張・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. バリカス状拡張・静脈瘤に似た拡張性変化を⽰すもので，気道の屈曲性変化が顕著[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バリカス状拡張・静脈瘤に似た拡張性変化を⽰すもので，気道の屈曲性変化が顕著p/o 1.. 静脈瘤に似た拡張性変化を⽰すもので，気道の屈曲性変化が顕著[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<静脈瘤に似た拡張性変化を⽰すもので，気道の屈曲性変化が顕著状態$異常状態%原因a/o 1.. バリカス状拡張・バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

バリカス状拡張 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
バリカス状拡張・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. バリカス状拡張・バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
バリカス状拡張・バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)p/o 1.. バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. バリカス状拡張・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. バリカス状拡張・静脈瘤に似た拡張性変化を⽰すもので，気道の屈曲性変化が顕著[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
バリカス状拡張・静脈瘤に似た拡張性変化を⽰すもので，気道の屈曲性変化が顕著p/o 1.. 静脈瘤に似た拡張性変化を⽰すもので，気道の屈曲性変化が顕著[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<静脈瘤に似た拡張性変化を⽰すもので，気道の屈曲性変化が顕著状態$異常状態%原因a/o 1.. バリカス状拡張・バリカス状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

バリカス状拡張 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 嚢状拡張
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
嚢状拡張・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 嚢状拡張・嚢状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢状拡張・嚢状拡張・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 嚢状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嚢状拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 嚢状拡張・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<嚢状拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢状拡張・:第4次までの⽐較的⼤きな気管⽀に病変がみられ，嚢状となった気管⽀の末梢の気管⽀は閉塞して造影されない[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢状拡張・:第4次までの⽐較的⼤きな気管⽀に病変がみられ，嚢状となった気管⽀の末梢の気管⽀は閉塞して造影されないp/o 1.. :第4次までの⽐較的⼤きな気管⽀に病変がみられ，嚢状となった気管⽀の末梢の気管⽀は閉塞して造影されない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<:第4次までの⽐較的⼤きな気管⽀に病変がみられ，嚢状となった気管⽀の末梢の気管⽀は閉塞して造影されない状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢状拡張・嚢状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

嚢状拡張 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
嚢状拡張・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 嚢状拡張・嚢状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢状拡張・嚢状拡張・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 嚢状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嚢状拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 嚢状拡張・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<嚢状拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 嚢状拡張・:第4次までの⽐較的⼤きな気管⽀に病変がみられ，嚢状となった気管⽀の末梢の気管⽀は閉塞して造影されない[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
嚢状拡張・:第4次までの⽐較的⼤きな気管⽀に病変がみられ，嚢状となった気管⽀の末梢の気管⽀は閉塞して造影されないp/o 1.. :第4次までの⽐較的⼤きな気管⽀に病変がみられ，嚢状となった気管⽀の末梢の気管⽀は閉塞して造影されない[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<:第4次までの⽐較的⼤きな気管⽀に病変がみられ，嚢状となった気管⽀の末梢の気管⽀は閉塞して造影されない状態$異常状態%原因a/o 1.. 嚢状拡張・嚢状拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

嚢状拡張 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 局所性気管⽀拡張症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
局所性気管⽀拡張症・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 局所性気管⽀拡張症・局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
局所性気管⽀拡張症・局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 局所性気管⽀拡張症・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 局所性気管⽀拡張症・限局性の気管⽀拡張をみとめるもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
局所性気管⽀拡張症・限局性の気管⽀拡張をみとめるものp/o 1.. 限局性の気管⽀拡張をみとめるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<限局性の気管⽀拡張をみとめるもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 局所性気管⽀拡張症・局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

局所性気管⽀拡張症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
局所性気管⽀拡張症・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 局所性気管⽀拡張症・局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
局所性気管⽀拡張症・局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 局所性気管⽀拡張症・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 局所性気管⽀拡張症・限局性の気管⽀拡張をみとめるもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
局所性気管⽀拡張症・限局性の気管⽀拡張をみとめるものp/o 1.. 限局性の気管⽀拡張をみとめるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<限局性の気管⽀拡張をみとめるもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 局所性気管⽀拡張症・局所性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

局所性気管⽀拡張症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] びまん性気管⽀拡張症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
びまん性気管⽀拡張症・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果

a/o 1.. びまん性気管⽀拡張症・びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性気管⽀拡張症・びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性気管⽀拡張症・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. びまん性気管⽀拡張症・びまん性に気管⽀拡張を認めるもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性気管⽀拡張症・びまん性に気管⽀拡張を認めるものp/o 1.. びまん性に気管⽀拡張を認めるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性に気管⽀拡張を認めるもの状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性気管⽀拡張症・びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

びまん性気管⽀拡張症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
びまん性気管⽀拡張症・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果

a/o 1.. びまん性気管⽀拡張症・びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性気管⽀拡張症・びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. びまん性気管⽀拡張症・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. びまん性気管⽀拡張症・びまん性に気管⽀拡張を認めるもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
びまん性気管⽀拡張症・びまん性に気管⽀拡張を認めるものp/o 1.. びまん性に気管⽀拡張を認めるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性に気管⽀拡張を認めるもの状態$異常状態%原因a/o 1.. びまん性気管⽀拡張症・びまん性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

びまん性気管⽀拡張症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性気管⽀拡張
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 気管⽀拡張症
[Sub Classes (3)] Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群，

Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群，Young症候群
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
先天性気管⽀拡張・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性気管⽀拡張・先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果
a/o 1.. Young症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀拡張・先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 先天性気管⽀拡張・気管⽀拡張[RH]

▼結果 <<先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 先天性気管⽀拡張・家族性の発症や，肺疾患の既往のない新⽣児に先天性因⼦があり発症する気管⽀拡張[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀拡張・家族性の発症や，肺疾患の既往のない新⽣児に先天性因⼦があり発症する気管⽀拡張p/o 1.. 家族性の発症や，肺疾患の既往のない新⽣児に先天性因⼦があり発症する気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<家族性の発症や，肺疾患の既往のない新⽣児に先天性因⼦があり発症する気管⽀拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性気管⽀拡張・先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性気管⽀拡張 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
先天性気管⽀拡張・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性気管⽀拡張・先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果
a/o 1.. Young症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀拡張・先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 先天性気管⽀拡張・気管⽀拡張[RH]

▼結果 <<先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 先天性気管⽀拡張・家族性の発症や，肺疾患の既往のない新⽣児に先天性因⼦があり発症する気管⽀拡張[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性気管⽀拡張・家族性の発症や，肺疾患の既往のない新⽣児に先天性因⼦があり発症する気管⽀拡張p/o 1.. 家族性の発症や，肺疾患の既往のない新⽣児に先天性因⼦があり発症する気管⽀拡張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<家族性の発症や，肺疾患の既往のない新⽣児に先天性因⼦があり発症する気管⽀拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性気管⽀拡張・先天性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性気管⽀拡張 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 気管⽀拡張症
 / 先天性気管⽀拡張

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管および気管⽀の内腔が異常に拡張するまれな疾患p/o 1.. 気管および気管⽀の内腔が異常に拡張するまれな疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管および気管⽀の内腔が異常に拡張するまれな疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管および気管⽀の内腔が異常に拡張するまれな疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管および気管⽀の内腔が異常に拡張するまれな疾患[RH]
▼原因 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ehlers-Danlos症候群[RH]
▼原因 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・cutislaxa[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ehlers-Danlos症候群p/o 1.. Ehlers-Danlos症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ehlers-Danlos症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・cutislaxap/o 1.. cutislaxa[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<cutislaxa状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管および気管⽀の内腔が異常に拡張するまれな疾患[RH]
▼結果 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管気管⽀軟化症[RH]
▼結果 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管気管⽀憩室[RH]
▼結果 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・慢性気道感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管気管⽀軟化症p/o 1.. 気管気管⽀軟化症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管気管⽀軟化症状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管気管⽀憩室p/o 1.. 気管気管⽀憩室[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管気管⽀憩室状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・慢性気道感染症p/o 1.. 慢性気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性気道感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管および気管⽀の内腔が異常に拡張するまれな疾患p/o 1.. 気管および気管⽀の内腔が異常に拡張するまれな疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管および気管⽀の内腔が異常に拡張するまれな疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管および気管⽀の内腔が異常に拡張するまれな疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管および気管⽀の内腔が異常に拡張するまれな疾患[RH]
▼原因 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ehlers-Danlos症候群[RH]
▼原因 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・cutislaxa[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ehlers-Danlos症候群p/o 1.. Ehlers-Danlos症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ehlers-Danlos症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・cutislaxap/o 1.. cutislaxa[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<cutislaxa状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管および気管⽀の内腔が異常に拡張するまれな疾患[RH]
▼結果 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管気管⽀軟化症[RH]
▼結果 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管気管⽀憩室[RH]
▼結果 <<Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・慢性気道感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管気管⽀軟化症p/o 1.. 気管気管⽀軟化症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管気管⽀軟化症状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・気管気管⽀憩室p/o 1.. 気管気管⽀憩室[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管気管⽀憩室状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・慢性気道感染症p/o 1.. 慢性気道感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性気道感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]a/o 1.. Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・Ｍｏｕｎｉｅｒ-Ｋｕｈｎ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 気管⽀拡張症
 / 先天性気管⽀拡張

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・気管⽀軟⾻の先天的量的⽋損p/o 1.. 気管⽀軟⾻の先天的量的⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀軟⾻の先天的量的⽋損状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管⽀軟⾻の先天的量的⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・気管⽀軟⾻の先天的量的⽋損[RH]
▼原因 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・気管⽀軟⾻の先天的量的⽋損[RH]

▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・⾎痰[RH]

▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・喀痰増加[RH]
▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・バチ状指[RH]
▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・樽状胸郭[RH]
▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・慢性気道炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

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

a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<先天性気管⽀拡張$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・バチ状指p/o 1.. バチ状指[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<バチ状指状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・樽状胸郭p/o 1.. 樽状胸郭[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<樽状胸郭状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・慢性気道炎症p/o 1.. 慢性気道炎症[RH]

Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・気管⽀軟⾻の先天的量的⽋損p/o 1.. 気管⽀軟⾻の先天的量的⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀軟⾻の先天的量的⽋損状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管⽀軟⾻の先天的量的⽋損状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・気管⽀軟⾻の先天的量的⽋損[RH]
▼原因 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・先天性形成異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・先天性形成異常p/o 1.. 先天性形成異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性形成異常状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・気管⽀軟⾻の先天的量的⽋損[RH]

▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・⾎痰[RH]

▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・喀痰増加[RH]
▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・バチ状指[RH]
▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・樽状胸郭[RH]
▼結果 <<Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・慢性気道炎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・⾎痰p/o 1.. ⾎痰[RH]

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

a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・喀痰増加p/o 1.. 喀痰増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<喀痰増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<先天性気管⽀拡張$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・バチ状指p/o 1.. バチ状指[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<バチ状指状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・樽状胸郭p/o 1.. 樽状胸郭[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<樽状胸郭状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・慢性気道炎症p/o 1.. 慢性気道炎症[RH]

Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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#定義連鎖
▼原因 <<樽状胸郭状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・慢性気道炎症p/o 1.. 慢性気道炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性気道炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

#定義連鎖
▼原因 <<樽状胸郭状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・慢性気道炎症p/o 1.. 慢性気道炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性気道炎症状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・Ｗｉｌｌｉａｍ-Ｃａｍｐｂｅｌｌ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] Young症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 気管⽀拡張症
 / 先天性気管⽀拡張

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<先天性気管⽀拡張$構成要素
Young症候群・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果

a/o 1.. Young症候群・Young症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Young症候群・Young症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Young症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Young症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Young症候群・気管⽀拡張[RH]

▼結果 <<Young症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Young症候群・慢性副⿐腔炎，気管⽀拡張症，閉塞性無精⼦症を3徴とする疾患群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Young症候群・慢性副⿐腔炎，気管⽀拡張症，閉塞性無精⼦症を3徴とする疾患群p/o 1.. 慢性副⿐腔炎，気管⽀拡張症，閉塞性無精⼦症を3徴とする疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性副⿐腔炎，気管⽀拡張症，閉塞性無精⼦症を3徴とする疾患群状態$異常状態%原因

a/o 1.. Young症候群・Young症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

Young症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性気管⽀拡張$構成要素
Young症候群・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果

a/o 1.. Young症候群・Young症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Young症候群・Young症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Young症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Young症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Young症候群・気管⽀拡張[RH]

▼結果 <<Young症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. Young症候群・慢性副⿐腔炎，気管⽀拡張症，閉塞性無精⼦症を3徴とする疾患群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Young症候群・慢性副⿐腔炎，気管⽀拡張症，閉塞性無精⼦症を3徴とする疾患群p/o 1.. 慢性副⿐腔炎，気管⽀拡張症，閉塞性無精⼦症を3徴とする疾患群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性副⿐腔炎，気管⽀拡張症，閉塞性無精⼦症を3徴とする疾患群状態$異常状態%原因

a/o 1.. Young症候群・Young症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

Young症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 本態性気管⽀拡張
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 気管⽀拡張症
[Sub Classes (1)] ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
本態性気管⽀拡張・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果

a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
本態性気管⽀拡張・本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・気管⽀拡張[RH]

▼結果 <<本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・幼⼩児期に呼吸器感染症に罹患した際に気管⽀壁の⼀部が炎症により脆弱となり，その後脆弱となった気管⽀領域に拡張性変化が⽣じたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
本態性気管⽀拡張・幼⼩児期に呼吸器感染症に罹患した際に気管⽀壁の⼀部が炎症により脆弱となり，その後脆弱となった気管⽀領域に拡張性変化が⽣じたものp/o 1.. 幼⼩児期に呼吸器感染症に罹患した際に気管⽀壁の⼀部が炎症により脆弱となり，その後脆弱となった気管⽀領域に拡張性変化が⽣じたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<幼⼩児期に呼吸器感染症に罹患した際に気管⽀壁の⼀部が炎症により脆弱となり，その後脆弱となった気管⽀領域に拡張性変化が⽣じたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<幼⼩児期に呼吸器感染症に罹患した際に気管⽀壁の⼀部が炎症により脆弱となり，その後脆弱となった気管⽀領域に拡張性変化が⽣じたもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・幼⼩児期の呼吸器感染症罹患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
本態性気管⽀拡張・幼⼩児期の呼吸器感染症罹患p/o 1.. 幼⼩児期の呼吸器感染症罹患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<幼⼩児期の呼吸器感染症罹患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・幼⼩児期に呼吸器感染症に罹患した際に気管⽀壁の⼀部が炎症により脆弱となり，その後脆弱となった気管⽀領域に拡張性変化が⽣じたもの[RH]

本態性気管⽀拡張 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
本態性気管⽀拡張・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果

a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
本態性気管⽀拡張・本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・気管⽀拡張[RH]

▼結果 <<本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・幼⼩児期に呼吸器感染症に罹患した際に気管⽀壁の⼀部が炎症により脆弱となり，その後脆弱となった気管⽀領域に拡張性変化が⽣じたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
本態性気管⽀拡張・幼⼩児期に呼吸器感染症に罹患した際に気管⽀壁の⼀部が炎症により脆弱となり，その後脆弱となった気管⽀領域に拡張性変化が⽣じたものp/o 1.. 幼⼩児期に呼吸器感染症に罹患した際に気管⽀壁の⼀部が炎症により脆弱となり，その後脆弱となった気管⽀領域に拡張性変化が⽣じたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<幼⼩児期に呼吸器感染症に罹患した際に気管⽀壁の⼀部が炎症により脆弱となり，その後脆弱となった気管⽀領域に拡張性変化が⽣じたもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・本態性気管⽀拡張・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<幼⼩児期に呼吸器感染症に罹患した際に気管⽀壁の⼀部が炎症により脆弱となり，その後脆弱となった気管⽀領域に拡張性変化が⽣じたもの状態$異常状態%結果
a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・幼⼩児期の呼吸器感染症罹患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
本態性気管⽀拡張・幼⼩児期の呼吸器感染症罹患p/o 1.. 幼⼩児期の呼吸器感染症罹患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<幼⼩児期の呼吸器感染症罹患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 本態性気管⽀拡張・幼⼩児期に呼吸器感染症に罹患した際に気管⽀壁の⼀部が炎症により脆弱となり，その後脆弱となった気管⽀領域に拡張性変化が⽣じたもの[RH]

本態性気管⽀拡張 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 気管⽀拡張症
 / 本態性気管⽀拡張

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<本態性気管⽀拡張$構成要素
ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・気管⽀拡張[RH]
▼原因 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・dynein armの⽋損による線⽑の形成不全[RH]
▼原因 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・線⽑細胞の微⼩管異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・dynein armの⽋損による線⽑の形成不全p/o 1.. dynein armの⽋損による線⽑の形成不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<dynein armの⽋損による線⽑の形成不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・線⽑細胞の微⼩管異常p/o 1.. 線⽑細胞の微⼩管異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<線⽑細胞の微⼩管異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・気管⽀拡張[RH]

▼結果 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・線⽑の既存構造の異常に基づく機能不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・線⽑の既存構造の異常に基づく機能不全p/o 1.. 線⽑の既存構造の異常に基づく機能不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<線⽑の既存構造の異常に基づく機能不全状態$異常状態%原因a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<本態性気管⽀拡張$構成要素
ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・気管⽀拡張[RH]
▼原因 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・dynein armの⽋損による線⽑の形成不全[RH]
▼原因 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・線⽑細胞の微⼩管異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・dynein armの⽋損による線⽑の形成不全p/o 1.. dynein armの⽋損による線⽑の形成不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<dynein armの⽋損による線⽑の形成不全状態$異常状態%結果
a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・線⽑細胞の微⼩管異常p/o 1.. 線⽑細胞の微⼩管異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<線⽑細胞の微⼩管異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・気管⽀拡張[RH]

▼結果 <<ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・線⽑の既存構造の異常に基づく機能不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・線⽑の既存構造の異常に基づく機能不全p/o 1.. 線⽑の既存構造の異常に基づく機能不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<線⽑の既存構造の異常に基づく機能不全状態$異常状態%原因a/o 1.. ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

ｉｍｍｏｔｉｌｅ　ｃｉｌｉａ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 続発性気管⽀拡張症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
続発性気管⽀拡張症・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管⽀拡張症・続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・気管⽀拡張[RH]

▼原因 <<続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管⽀拡張症・感染症p/o 1.. 感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管⽀拡張症・続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・肺の成⻑が完了した成⼈が肺感染症に罹患した後，気管⽀に拡張性変化が認められるもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管⽀拡張症・肺の成⻑が完了した成⼈が肺感染症に罹患した後，気管⽀に拡張性変化が認められるものp/o 1.. 肺の成⻑が完了した成⼈が肺感染症に罹患した後，気管⽀に拡張性変化が認められるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の成⻑が完了した成⼈が肺感染症に罹患した後，気管⽀に拡張性変化が認められるもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性気管⽀拡張症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気管⽀拡張症$構成要素
続発性気管⽀拡張症・気管⽀拡張p/o 1.. 気管⽀拡張[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気管⽀拡張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気管⽀拡張状態$異常状態%結果
a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管⽀拡張症・続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・気管⽀拡張[RH]

▼原因 <<続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管⽀拡張症・感染症p/o 1.. 感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管⽀拡張症・続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・気管⽀拡張[RH]
▼結果 <<続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・肺の成⻑が完了した成⼈が肺感染症に罹患した後，気管⽀に拡張性変化が認められるもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気管⽀拡張症・肺の成⻑が完了した成⼈が肺感染症に罹患した後，気管⽀に拡張性変化が認められるものp/o 1.. 肺の成⻑が完了した成⼈が肺感染症に罹患した後，気管⽀に拡張性変化が認められるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺の成⻑が完了した成⼈が肺感染症に罹患した後，気管⽀に拡張性変化が認められるもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性気管⽀拡張症・続発性気管⽀拡張症・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性気管⽀拡張症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 放射線肺障害
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (2)] 放射線肺臓炎，放射線肺線維症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺障害・放射線により⽣じる肺障害p/o 1.. 放射線により⽣じる肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 放射線肺障害・放射線肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺障害・放射線肺障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 放射線肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<放射線肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放射線肺障害・放射線により⽣じる肺障害[RH]
▼結果 <<放射線肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 放射線肺障害・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<放射線肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 放射線肺障害・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺障害・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 放射線肺障害・放射線肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺障害・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 放射線肺障害・放射線肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

放射線肺障害 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺障害・放射線により⽣じる肺障害p/o 1.. 放射線により⽣じる肺障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 放射線肺障害・放射線肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%結果a/o 1.. 放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺障害・放射線肺障害・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 放射線肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<放射線肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放射線肺障害・放射線により⽣じる肺障害[RH]
▼結果 <<放射線肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 放射線肺障害・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<放射線肺障害・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 放射線肺障害・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺障害・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 放射線肺障害・放射線肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺障害・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 放射線肺障害・放射線肺障害・暫定連鎖(結果)[RH]

放射線肺障害 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 放射線肺臓炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<放射線肺障害$構成要素
放射線肺臓炎・放射線により⽣じる肺障害p/o 1.. 放射線により⽣じる肺障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線により⽣じる肺障害[RH]
▼原因 <<放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線による組織障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺臓炎・放射線による組織障害p/o 1.. 放射線による組織障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<放射線による組織障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線により⽣じる肺障害[RH]

▼結果 <<放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線による早期・急性期の炎症病変[RH]
▼結果 <<放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 放射線肺臓炎・発熱[RH]
▼結果 <<放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 放射線肺臓炎・すりガラス状陰影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺臓炎・放射線による早期・急性期の炎症病変p/o 1.. 放射線による早期・急性期の炎症病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<放射線による早期・急性期の炎症病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺臓炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺臓炎・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

放射線肺臓炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<放射線肺障害$構成要素
放射線肺臓炎・放射線により⽣じる肺障害p/o 1.. 放射線により⽣じる肺障害[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線により⽣じる肺障害[RH]
▼原因 <<放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線による組織障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺臓炎・放射線による組織障害p/o 1.. 放射線による組織障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<放射線による組織障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線により⽣じる肺障害[RH]

▼結果 <<放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線による早期・急性期の炎症病変[RH]
▼結果 <<放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 放射線肺臓炎・発熱[RH]
▼結果 <<放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 放射線肺臓炎・すりガラス状陰影[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺臓炎・放射線による早期・急性期の炎症病変p/o 1.. 放射線による早期・急性期の炎症病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<放射線による早期・急性期の炎症病変状態$異常状態%原因

a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺臓炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺臓炎・すりガラス状陰影p/o 1.. すりガラス状陰影[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<すりガラス状陰影状態$異常状態%原因a/o 1.. 放射線肺臓炎・放射線肺臓炎・暫定連鎖(結果)[RH]

放射線肺臓炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 放射線肺線維症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<放射線肺障害$構成要素
放射線肺線維症・放射線により⽣じる肺障害p/o 1.. 放射線により⽣じる肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺線維症・放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線により⽣じる肺障害[RH]

▼原因 <<放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線照射後の線維芽細胞活性化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺線維症・放射線照射後の線維芽細胞活性化p/o 1.. 放射線照射後の線維芽細胞活性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<放射線照射後の線維芽細胞活性化状態$異常状態%結果a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺線維症・放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線により⽣じる肺障害[RH]
▼結果 <<放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線照射後の肺線維化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺線維症・放射線照射後の肺線維化p/o 1.. 放射線照射後の肺線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<放射線照射後の肺線維化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

放射線肺線維症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<放射線肺障害$構成要素
放射線肺線維症・放射線により⽣じる肺障害p/o 1.. 放射線により⽣じる肺障害[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<放射線により⽣じる肺障害状態$異常状態%結果

a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺線維症・放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線により⽣じる肺障害[RH]

▼原因 <<放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線照射後の線維芽細胞活性化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺線維症・放射線照射後の線維芽細胞活性化p/o 1.. 放射線照射後の線維芽細胞活性化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<放射線照射後の線維芽細胞活性化状態$異常状態%結果a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線肺線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺線維症・放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線により⽣じる肺障害[RH]
▼結果 <<放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線照射後の肺線維化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
放射線肺線維症・放射線照射後の肺線維化p/o 1.. 放射線照射後の肺線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<放射線照射後の肺線維化状態$異常状態%原因
a/o 1.. 放射線肺線維症・放射線肺線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

放射線肺線維症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (8)] 気胸，胸⽔性疾患，縦隔腫瘍，縦隔気腫，縦隔炎，胸壁疾患，

横隔膜疾患，胸膜腫瘍
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 846 ]

[Class Name] 気胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患

[Sub Classes (7)] 特発性⾃然気胸，続発性気胸，外傷性気胸，医原性気胸，⼈⼯気胸，
⽉経随伴性気胸，緊張性気胸

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態p/o 1.. 気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因

a/o 0.. 続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 医原性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 緊張性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・気胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼原因 <<気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気胸・ブラ・ブレブ[RH]
▼原因 <<気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気胸・肺気腫【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・ブラ・ブレブp/o 1.. ブラ・ブレブ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ブラ・ブレブ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・肺気腫【異常状態】p/o 1.. 肺気腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺気腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・気胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気胸・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気胸・呼吸困難[RH]
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気胸・医原性気胸【異常状態】[RH]
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気胸・⼈⼯気胸【異常状態】[RH]
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気胸・緊張性気胸【異常状態】[RH]
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気胸・胸痛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1

気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態p/o 1.. 気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因

a/o 0.. 続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 医原性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 緊張性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・気胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼原因 <<気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気胸・ブラ・ブレブ[RH]
▼原因 <<気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気胸・肺気腫【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・ブラ・ブレブp/o 1.. ブラ・ブレブ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ブラ・ブレブ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・肺気腫【異常状態】p/o 1.. 肺気腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺気腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・気胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 気胸・乾性咳嗽[RH]
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気胸・呼吸困難[RH]
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気胸・医原性気胸【異常状態】[RH]
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気胸・⼈⼯気胸【異常状態】[RH]
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気胸・緊張性気胸【異常状態】[RH]
▼結果 <<気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気胸・胸痛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1

気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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気胸 胸痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・医原性気胸【異常状態】p/o 1.. 医原性気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<医原性気胸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・⼈⼯気胸【異常状態】p/o 1.. ⼈⼯気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼈⼯気胸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・緊張性気胸【異常状態】p/o 1.. 緊張性気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<緊張性気胸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

気胸 胸痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・医原性気胸【異常状態】p/o 1.. 医原性気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<医原性気胸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・⼈⼯気胸【異常状態】p/o 1.. ⼈⼯気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼈⼯気胸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・緊張性気胸【異常状態】p/o 1.. 緊張性気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<緊張性気胸状態$異常状態%原因

a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
気胸・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 気胸・気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 特発性⾃然気胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 気胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気胸$構成要素
特発性⾃然気胸・ブラ、ブレブなどが破裂して胸腔と気道が交通し空気が胸腔内に漏出することで気胸状態になるものp/o 1.. ブラ、ブレブなどが破裂して胸腔と気道が交通し空気が胸腔内に漏出することで気胸状態になるもの[RH]

連鎖種別 <<気胸$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

特発性⾃然気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気胸$構成要素
特発性⾃然気胸・ブラ、ブレブなどが破裂して胸腔と気道が交通し空気が胸腔内に漏出することで気胸状態になるものp/o 1.. ブラ、ブレブなどが破裂して胸腔と気道が交通し空気が胸腔内に漏出することで気胸状態になるもの[RH]

連鎖種別 <<気胸$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

特発性⾃然気胸 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 849 ]

[Class Name] 続発性気胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 気胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気胸$構成要素
続発性気胸・肺癌や転移性肺腫瘍、感染性肺疾患などにより臓側胸膜の破綻が起こり気道と胸腔の交通によって気胸が発⽣する状態p/o 1.. 肺癌や転移性肺腫瘍、感染性肺疾患などにより臓側胸膜の破綻が起こり気道と胸腔の交通によって気胸が発⽣する状態[RH]

連鎖種別 <<気胸$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺癌や転移性肺腫瘍、感染性肺疾患などにより臓側胸膜の破綻が起こり気道と胸腔の交通によって気胸が発⽣する状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性気胸・続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気胸・続発性気胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<続発性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 続発性気胸・肺癌や転移性肺腫瘍、感染性肺疾患などにより臓側胸膜の破綻が起こり気道と胸腔の交通によって気胸が発⽣する状態[RH]

▼原因 <<続発性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気胸・肺癌[RH]
▼原因 <<続発性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気胸・転移性肺腫瘍【異常状態】[RH]
▼原因 <<続発性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 続発性気胸・感染性肺疾患[RH]
▼結果 <<続発性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 続発性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気胸・肺癌p/o 1.. 肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性気胸・続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気胸・転移性肺腫瘍【異常状態】p/o 1.. 転移性肺腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<転移性肺腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性気胸・続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気胸・感染性肺疾患p/o 1.. 感染性肺疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<感染性肺疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性気胸・続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<気胸$構成要素
続発性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態p/o 0.. 気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因a/o 0.. 続発性気胸・続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

続発性気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気胸$構成要素
続発性気胸・肺癌や転移性肺腫瘍、感染性肺疾患などにより臓側胸膜の破綻が起こり気道と胸腔の交通によって気胸が発⽣する状態p/o 1.. 肺癌や転移性肺腫瘍、感染性肺疾患などにより臓側胸膜の破綻が起こり気道と胸腔の交通によって気胸が発⽣する状態[RH]

連鎖種別 <<気胸$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺癌や転移性肺腫瘍、感染性肺疾患などにより臓側胸膜の破綻が起こり気道と胸腔の交通によって気胸が発⽣する状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性気胸・続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気胸・続発性気胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<続発性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 続発性気胸・肺癌や転移性肺腫瘍、感染性肺疾患などにより臓側胸膜の破綻が起こり気道と胸腔の交通によって気胸が発⽣する状態[RH]

▼原因 <<続発性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気胸・肺癌[RH]
▼原因 <<続発性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性気胸・転移性肺腫瘍【異常状態】[RH]
▼原因 <<続発性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 続発性気胸・感染性肺疾患[RH]
▼結果 <<続発性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 続発性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気胸・肺癌p/o 1.. 肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性気胸・続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気胸・転移性肺腫瘍【異常状態】p/o 1.. 転移性肺腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<転移性肺腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性気胸・続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性気胸・感染性肺疾患p/o 1.. 感染性肺疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<感染性肺疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性気胸・続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<気胸$構成要素
続発性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態p/o 0.. 気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #派⽣連鎖
▼原因 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因a/o 0.. 続発性気胸・続発性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

続発性気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 外傷性気胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 気胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気胸$構成要素
外傷性気胸・肋⾻⾻折などによる臓側胸膜損傷、気管・気管⽀損傷などで気道と胸腔が交通した状態p/o 1.. 肋⾻⾻折などによる臓側胸膜損傷、気管・気管⽀損傷などで気道と胸腔が交通した状態[RH]

連鎖種別 <<気胸$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

外傷性気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気胸$構成要素
外傷性気胸・肋⾻⾻折などによる臓側胸膜損傷、気管・気管⽀損傷などで気道と胸腔が交通した状態p/o 1.. 肋⾻⾻折などによる臓側胸膜損傷、気管・気管⽀損傷などで気道と胸腔が交通した状態[RH]

連鎖種別 <<気胸$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

外傷性気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 医原性気胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 気胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気胸$構成要素
医原性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態p/o 1.. 気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 医原性気胸・医原性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
医原性気胸・医原性気胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 医原性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<医原性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 医原性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼結果 <<医原性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 医原性気胸・⼈⼯呼吸器、穿刺などの医療⾏為で発⽣した肺損傷に伴う気胸[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
医原性気胸・⼈⼯呼吸器、穿刺などの医療⾏為で発⽣した肺損傷に伴う気胸p/o 1.. ⼈⼯呼吸器、穿刺などの医療⾏為で発⽣した肺損傷に伴う気胸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼈⼯呼吸器、穿刺などの医療⾏為で発⽣した肺損傷に伴う気胸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 医原性気胸・医原性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

医原性気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気胸$構成要素
医原性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態p/o 1.. 気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 医原性気胸・医原性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
医原性気胸・医原性気胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 医原性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<医原性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 医原性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼結果 <<医原性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 医原性気胸・⼈⼯呼吸器、穿刺などの医療⾏為で発⽣した肺損傷に伴う気胸[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
医原性気胸・⼈⼯呼吸器、穿刺などの医療⾏為で発⽣した肺損傷に伴う気胸p/o 1.. ⼈⼯呼吸器、穿刺などの医療⾏為で発⽣した肺損傷に伴う気胸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼈⼯呼吸器、穿刺などの医療⾏為で発⽣した肺損傷に伴う気胸状態$異常状態%原因
a/o 1.. 医原性気胸・医原性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

医原性気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼈⼯気胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 気胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気胸$構成要素
⼈⼯気胸・治療のために⼈⼯的に気胸をおこしたものp/o 1.. 治療のために⼈⼯的に気胸をおこしたもの[RH]

連鎖種別 <<気胸$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⼈⼯気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気胸$構成要素
⼈⼯気胸・治療のために⼈⼯的に気胸をおこしたものp/o 1.. 治療のために⼈⼯的に気胸をおこしたもの[RH]

連鎖種別 <<気胸$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

⼈⼯気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽉経随伴性気胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 気胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気胸$構成要素
⽉経随伴性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態p/o 1.. 気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼原因 <<⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・異所性⼦宮内膜[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽉経随伴性気胸・異所性⼦宮内膜p/o 1.. 異所性⼦宮内膜[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<異所性⼦宮内膜状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼結果 <<⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・異所性⼦宮内膜症が原因で起こる気胸[RH]
▼結果 <<⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・⾎清CA125[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽉経随伴性気胸・異所性⼦宮内膜症が原因で起こる気胸p/o 1.. 異所性⼦宮内膜症が原因で起こる気胸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異所性⼦宮内膜症が原因で起こる気胸状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽉経随伴性気胸・⾎清CA125p/o 1.. ⾎清CA125[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎清CA125状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

⽉経随伴性気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気胸$構成要素
⽉経随伴性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態p/o 1.. 気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼原因 <<⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・異所性⼦宮内膜[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽉経随伴性気胸・異所性⼦宮内膜p/o 1.. 異所性⼦宮内膜[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<異所性⼦宮内膜状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼結果 <<⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・異所性⼦宮内膜症が原因で起こる気胸[RH]
▼結果 <<⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・⾎清CA125[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽉経随伴性気胸・異所性⼦宮内膜症が原因で起こる気胸p/o 1.. 異所性⼦宮内膜症が原因で起こる気胸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異所性⼦宮内膜症が原因で起こる気胸状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽉経随伴性気胸・⾎清CA125p/o 1.. ⾎清CA125[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎清CA125状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽉経随伴性気胸・⽉経随伴性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

⽉経随伴性気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 緊張性気胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 気胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<気胸$構成要素
緊張性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態p/o 1.. 気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 緊張性気胸・緊張性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
緊張性気胸・緊張性気胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 緊張性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<緊張性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 緊張性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼結果 <<緊張性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 緊張性気胸・空気流⼊部がcheck valveになり空気貯留が進⾏し、患側肺の⾼度な虚脱、縦隔の健側への偏位がおこり、呼吸循環不全を呈した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
緊張性気胸・空気流⼊部がcheck valveになり空気貯留が進⾏し、患側肺の⾼度な虚脱、縦隔の健側への偏位がおこり、呼吸循環不全を呈した状態p/o 1.. 空気流⼊部がcheck valveになり空気貯留が進⾏し、患側肺の⾼度な虚脱、縦隔の健側への偏位がおこり、呼吸循環不全を呈した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<空気流⼊部がcheck valveになり空気貯留が進⾏し、患側肺の⾼度な虚脱、縦隔の健側への偏位がおこり、呼吸循環不全を呈した状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 緊張性気胸・緊張性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

緊張性気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<気胸$構成要素
緊張性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態p/o 1.. 気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 緊張性気胸・緊張性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
緊張性気胸・緊張性気胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 緊張性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<緊張性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 緊張性気胸・気腫性肺嚢胞、ブラ、ブレブなどが破裂して空気が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼結果 <<緊張性気胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 緊張性気胸・空気流⼊部がcheck valveになり空気貯留が進⾏し、患側肺の⾼度な虚脱、縦隔の健側への偏位がおこり、呼吸循環不全を呈した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
緊張性気胸・空気流⼊部がcheck valveになり空気貯留が進⾏し、患側肺の⾼度な虚脱、縦隔の健側への偏位がおこり、呼吸循環不全を呈した状態p/o 1.. 空気流⼊部がcheck valveになり空気貯留が進⾏し、患側肺の⾼度な虚脱、縦隔の健側への偏位がおこり、呼吸循環不全を呈した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<空気流⼊部がcheck valveになり空気貯留が進⾏し、患側肺の⾼度な虚脱、縦隔の健側への偏位がおこり、呼吸循環不全を呈した状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 緊張性気胸・緊張性気胸・暫定連鎖(結果)[RH]

緊張性気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸⽔性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患

[Sub Classes (7)] ⾎胸，漏出性胸⽔，滲出性胸⽔，乳び胸，Ｍｅｉｇｓ症候群，
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔，膿胸

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸⽔性疾患・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳び胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 膿胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸⽔性疾患・胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸⽔性疾患・咳嗽[RH]
▼結果 <<胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸痛[RH]
▼結果 <<胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸⽔性疾患・呼吸困難[RH]
▼結果 <<胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胸⽔性疾患・葉間胸⽔【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸⽔性疾患・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

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

a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸⽔性疾患・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸⽔性疾患・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

胸⽔性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸⽔性疾患・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 乳び胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 膿胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸⽔性疾患・胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸⽔性疾患・咳嗽[RH]
▼結果 <<胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸痛[RH]
▼結果 <<胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸⽔性疾患・呼吸困難[RH]
▼結果 <<胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胸⽔性疾患・葉間胸⽔【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸⽔性疾患・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

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

a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸⽔性疾患・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸⽔性疾患・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

胸⽔性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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胸⽔性疾患 呼吸困難 呼吸困難[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸⽔性疾患・葉間胸⽔【異常状態】p/o 1.. 葉間胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<葉間胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

胸⽔性疾患 呼吸困難 呼吸困難[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸⽔性疾患・葉間胸⽔【異常状態】p/o 1.. 葉間胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<葉間胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸⽔性疾患・胸⽔性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ⾎胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患

[Sub Classes (2)] ⾎気胸，外傷性⾎胸
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・何らかの原因により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態p/o 1.. 何らかの原因により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<何らかの原因により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<何らかの原因により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎胸・何らかの原因により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態[RH]
▼原因 <<⾎胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎胸・気胸【異常状態】[RH]
▼原因 <<⾎胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎胸・胸腔内に出⾎し⾎液が貯留した状態[RH]
▼原因 <<⾎胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎胸・⼤動脈瘤破裂[RH]
▼原因 <<⾎胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎胸・悪性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・気胸【異常状態】p/o 1.. 気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気胸状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・胸腔内に出⾎し⾎液が貯留した状態p/o 1.. 胸腔内に出⾎し⾎液が貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腔内に出⾎し⾎液が貯留した状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・⼤動脈瘤破裂p/o 1.. ⼤動脈瘤破裂[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼤動脈瘤破裂状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎胸・何らかの原因により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態[RH]
▼結果 <<⾎胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎胸・胸痛[RH]

▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
⾎胸・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・何らかの原因により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態p/o 1.. 何らかの原因により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<何らかの原因により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<何らかの原因により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎胸・何らかの原因により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態[RH]
▼原因 <<⾎胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎胸・気胸【異常状態】[RH]
▼原因 <<⾎胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎胸・胸腔内に出⾎し⾎液が貯留した状態[RH]
▼原因 <<⾎胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎胸・⼤動脈瘤破裂[RH]
▼原因 <<⾎胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎胸・悪性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・気胸【異常状態】p/o 1.. 気胸【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気胸状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・胸腔内に出⾎し⾎液が貯留した状態p/o 1.. 胸腔内に出⾎し⾎液が貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腔内に出⾎し⾎液が貯留した状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・⼤動脈瘤破裂p/o 1.. ⼤動脈瘤破裂[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼤動脈瘤破裂状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎胸・何らかの原因により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態[RH]
▼結果 <<⾎胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎胸・胸痛[RH]

▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
⾎胸・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎胸・⾎胸・暫定連鎖(結果)[RH]

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / ⾎胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎胸$構成要素
⾎気胸・⾃然気胸に⾎胸が合併したものp/o 1.. ⾃然気胸に⾎胸が合併したもの[RH]

連鎖種別 <<⾎胸$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾎気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎胸$構成要素
⾎気胸・⾃然気胸に⾎胸が合併したものp/o 1.. ⾃然気胸に⾎胸が合併したもの[RH]

連鎖種別 <<⾎胸$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⾎気胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 外傷性⾎胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / ⾎胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾎胸$構成要素
外傷性⾎胸・刃物や銃器による穿通性外傷p/o 1.. 刃物や銃器による穿通性外傷[RH]

連鎖種別 <<⾎胸$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
外傷性⾎胸・外傷で胸壁⾎管、肋間動脈、内胸動脈、肺実質、⼼・⼤⾎管、横隔膜の損傷に伴う出⾎により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態p/o 0.. 外傷で胸壁⾎管、肋間動脈、内胸動脈、肺実質、⼼・⼤⾎管、横隔膜の損傷に伴う出⾎により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
外傷性⾎胸・⾃動⾞事故p/o 0.. ⾃動⾞事故[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

外傷性⾎胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎胸$構成要素
外傷性⾎胸・刃物や銃器による穿通性外傷p/o 1.. 刃物や銃器による穿通性外傷[RH]

連鎖種別 <<⾎胸$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼構成要素 <<疾患$構成要素
外傷性⾎胸・外傷で胸壁⾎管、肋間動脈、内胸動脈、肺実質、⼼・⼤⾎管、横隔膜の損傷に伴う出⾎により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態p/o 0.. 外傷で胸壁⾎管、肋間動脈、内胸動脈、肺実質、⼼・⼤⾎管、横隔膜の損傷に伴う出⾎により胸腔内に出⾎をきたし、胸腔内に⾎液が貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼構成要素 <<疾患$構成要素
外傷性⾎胸・⾃動⾞事故p/o 0.. ⾃動⾞事故[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

外傷性⾎胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 漏出性胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患

[Sub Classes (4)] うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔，葉間胸⽔，
肝硬変による胸⽔，ネフローゼ症候群による胸⽔

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
漏出性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 漏出性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・うっ⾎性⼼不全[RH]
▼原因 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・肝硬変[RH]
▼原因 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・ネフローゼ[RH]
▼原因 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 左⼼室機能の急速な低下によって肺に⾎液がうっ滞して呼吸困難、喘鳴などを認める状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏出性胸⽔・うっ⾎性⼼不全p/o 1.. うっ⾎性⼼不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<うっ⾎性⼼不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏出性胸⽔・肝硬変p/o 1.. 肝硬変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝硬変状態$異常状態%結果a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏出性胸⽔・ネフローゼp/o 1.. ネフローゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ネフローゼ状態$異常状態%結果a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏出性胸⽔・漏出性胸⽔【異常状態】p/o 1.. 漏出性胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<漏出性胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

漏出性胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
漏出性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 漏出性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・うっ⾎性⼼不全[RH]
▼原因 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・肝硬変[RH]
▼原因 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・ネフローゼ[RH]
▼原因 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 左⼼室機能の急速な低下によって肺に⾎液がうっ滞して呼吸困難、喘鳴などを認める状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏出性胸⽔・うっ⾎性⼼不全p/o 1.. うっ⾎性⼼不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<うっ⾎性⼼不全状態$異常状態%結果

a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏出性胸⽔・肝硬変p/o 1.. 肝硬変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肝硬変状態$異常状態%結果a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏出性胸⽔・ネフローゼp/o 1.. ネフローゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ネフローゼ状態$異常状態%結果a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏出性胸⽔・漏出性胸⽔【異常状態】p/o 1.. 漏出性胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<漏出性胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

漏出性胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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#定義連鎖
▼原因 <<漏出性胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

#定義連鎖
▼原因 <<漏出性胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 漏出性胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 862 ]

[Class Name] うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 漏出性胸⽔

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<漏出性胸⽔$構成要素
うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<漏出性胸⽔$構成要素
うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<漏出性胸⽔$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・左⼼室機能の急速な低下によって肺に⾎液がうっ滞して呼吸困難、喘鳴などを認める状態[RH]
▼構成要素 <<漏出性胸⽔$構成要素
うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・左⼼室機能の急速な低下によって肺に⾎液がうっ滞して呼吸困難、喘鳴などを認める状態p/o 1.. 左⼼室機能の急速な低下によって肺に⾎液がうっ滞して呼吸困難、喘鳴などを認める状態[RH]

連鎖種別 <<漏出性胸⽔$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<左⼼室機能の急速な低下によって肺に⾎液がうっ滞して呼吸困難、喘鳴などを認める状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<漏出性胸⽔$構成要素
うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<漏出性胸⽔$構成要素
うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<漏出性胸⽔$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・左⼼室機能の急速な低下によって肺に⾎液がうっ滞して呼吸困難、喘鳴などを認める状態[RH]
▼構成要素 <<漏出性胸⽔$構成要素
うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・左⼼室機能の急速な低下によって肺に⾎液がうっ滞して呼吸困難、喘鳴などを認める状態p/o 1.. 左⼼室機能の急速な低下によって肺に⾎液がうっ滞して呼吸困難、喘鳴などを認める状態[RH]

連鎖種別 <<漏出性胸⽔$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<左⼼室機能の急速な低下によって肺に⾎液がうっ滞して呼吸困難、喘鳴などを認める状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔・漏出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

うっ⾎性⼼不全（左⼼不全、両側性）による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 葉間胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 漏出性胸⽔

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<漏出性胸⽔$構成要素
葉間胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 葉間胸⽔・葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
葉間胸⽔・葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 葉間胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 葉間胸⽔・炎症、癒着などにより葉間に胸⽔をみとめるもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
葉間胸⽔・炎症、癒着などにより葉間に胸⽔をみとめるものp/o 1.. 炎症、癒着などにより葉間に胸⽔をみとめるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症、癒着などにより葉間に胸⽔をみとめるもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 葉間胸⽔・葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

葉間胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<漏出性胸⽔$構成要素
葉間胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 葉間胸⽔・葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
葉間胸⽔・葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 葉間胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 葉間胸⽔・炎症、癒着などにより葉間に胸⽔をみとめるもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
葉間胸⽔・炎症、癒着などにより葉間に胸⽔をみとめるものp/o 1.. 炎症、癒着などにより葉間に胸⽔をみとめるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<炎症、癒着などにより葉間に胸⽔をみとめるもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 葉間胸⽔・葉間胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

葉間胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肝硬変による胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 漏出性胸⽔

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<漏出性胸⽔$構成要素
肝硬変による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肝硬変による胸⽔・肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変による胸⽔・肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肝硬変による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肝硬変による胸⽔・肝臓の機能低下に伴う低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変による胸⽔・肝臓の機能低下に伴う低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔p/o 1.. 肝臓の機能低下に伴う低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝臓の機能低下に伴う低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肝硬変による胸⽔・肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

肝硬変による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<漏出性胸⽔$構成要素
肝硬変による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肝硬変による胸⽔・肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変による胸⽔・肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 肝硬変による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 肝硬変による胸⽔・肝臓の機能低下に伴う低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝硬変による胸⽔・肝臓の機能低下に伴う低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔p/o 1.. 肝臓の機能低下に伴う低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝臓の機能低下に伴う低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肝硬変による胸⽔・肝硬変による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

肝硬変による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ネフローゼ症候群による胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 漏出性胸⽔

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<漏出性胸⽔$構成要素
ネフローゼ症候群による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ネフローゼ症候群による胸⽔・ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ネフローゼ症候群による胸⽔・ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ネフローゼ症候群による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ネフローゼ症候群による胸⽔・腎機能障害による低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ネフローゼ症候群による胸⽔・腎機能障害による低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔p/o 1.. 腎機能障害による低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎機能障害による低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔状態$異常状態%原因
a/o 1.. ネフローゼ症候群による胸⽔・ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

ネフローゼ症候群による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<漏出性胸⽔$構成要素
ネフローゼ症候群による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ネフローゼ症候群による胸⽔・ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ネフローゼ症候群による胸⽔・ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ネフローゼ症候群による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ネフローゼ症候群による胸⽔・腎機能障害による低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ネフローゼ症候群による胸⽔・腎機能障害による低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔p/o 1.. 腎機能障害による低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎機能障害による低タンパク⾎症や腹⽔の漏出による胸⽔状態$異常状態%原因
a/o 1.. ネフローゼ症候群による胸⽔・ネフローゼ症候群による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

ネフローゼ症候群による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 滲出性胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患

[Sub Classes (8)] 交感性胸⽔，結核性胸膜炎による胸⽔，悪性腫瘍に伴う胸⽔，
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔，ウイルス性胸膜炎による胸⽔，
膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔，線維素性胸膜炎による胸⽔，
横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
滲出性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 滲出性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・悪性腫瘍[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・結核【異常状態】[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・感染症[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する胸⽔[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 滲出性胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴うもの[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・肺⾎栓塞栓症[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・Ｍｅｉｇｓ症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態[RH]

滲出性胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
滲出性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 滲出性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・悪性腫瘍[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・結核【異常状態】[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・感染症[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する胸⽔[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 滲出性胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴うもの[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・肺⾎栓塞栓症[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・Ｍｅｉｇｓ症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態[RH]

滲出性胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・Ｍｅｉｇｓ症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・結核【異常状態】p/o 1.. 結核【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核状態$異常状態%結果

a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・感染症p/o 1.. 感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<感染症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する胸⽔p/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する胸⽔状態$異常状態%結果

a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴うものp/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴うもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴うもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・肺⾎栓塞栓症p/o 1.. 肺⾎栓塞栓症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⾎栓塞栓症状態$異常状態%結果a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・Ｍｅｉｇｓ症候群【異常状態】p/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｍｅｉｇｓ症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 滲出性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 滲出性胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたものp/o 1.. 炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 滲出性胸⽔・Ｍｅｉｇｓ症候群【異常状態】[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・結核【異常状態】p/o 1.. 結核【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核状態$異常状態%結果

a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・感染症p/o 1.. 感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<感染症状態$異常状態%結果

a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する胸⽔p/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する胸⽔状態$異常状態%結果

a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴うものp/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴うもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴うもの状態$異常状態%結果a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・肺⾎栓塞栓症p/o 1.. 肺⾎栓塞栓症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺⾎栓塞栓症状態$異常状態%結果a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・Ｍｅｉｇｓ症候群【異常状態】p/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<Ｍｅｉｇｓ症候群状態$異常状態%結果a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 滲出性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 滲出性胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
滲出性胸⽔・炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたものp/o 1.. 炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<炎症、感染などにより透過性亢進により胸⽔がちょりゅうしたもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 滲出性胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 交感性胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 滲出性胸⽔

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
交感性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 交感性胸⽔・交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
交感性胸⽔・交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 交感性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 交感性胸⽔・細菌感染症[RH]
▼結果 <<交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 交感性胸⽔・胸⽔⾍の好中球優位の⽩⾎球増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
交感性胸⽔・細菌感染症p/o 1.. 細菌感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 交感性胸⽔・交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
交感性胸⽔・胸⽔⾍の好中球優位の⽩⾎球増加p/o 1.. 胸⽔⾍の好中球優位の⽩⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔⾍の好中球優位の⽩⾎球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 交感性胸⽔・交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

交感性胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
交感性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 交感性胸⽔・交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
交感性胸⽔・交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 交感性胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 交感性胸⽔・細菌感染症[RH]
▼結果 <<交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 交感性胸⽔・胸⽔⾍の好中球優位の⽩⾎球増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
交感性胸⽔・細菌感染症p/o 1.. 細菌感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<細菌感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 交感性胸⽔・交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
交感性胸⽔・胸⽔⾍の好中球優位の⽩⾎球増加p/o 1.. 胸⽔⾍の好中球優位の⽩⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔⾍の好中球優位の⽩⾎球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 交感性胸⽔・交感性胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

交感性胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 869 ]

[Class Name] 結核性胸膜炎による胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 滲出性胸⽔

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・結核感染p/o 1.. 結核感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核菌による胸膜炎のための胸⽔[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・胸⽔中のＡＤＡ（アデノシン・デアミナーゼ）の上昇[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・胸⽔中のリンパ球の増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・結核菌による胸膜炎のための胸⽔p/o 1.. 結核菌による胸膜炎のための胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核菌による胸膜炎のための胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・胸⽔中のＡＤＡ（アデノシン・デアミナーゼ）の上昇p/o 1.. 胸⽔中のＡＤＡ（アデノシン・デアミナーゼ）の上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のＡＤＡ（アデノシン・デアミナーゼ）の上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・胸⽔中のリンパ球の増加p/o 1.. 胸⽔中のリンパ球の増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸⽔中のリンパ球の増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

結核性胸膜炎による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・結核感染p/o 1.. 結核感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核菌による胸膜炎のための胸⽔[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・胸⽔中のＡＤＡ（アデノシン・デアミナーゼ）の上昇[RH]
▼結果 <<結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・胸⽔中のリンパ球の増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・結核菌による胸膜炎のための胸⽔p/o 1.. 結核菌による胸膜炎のための胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結核菌による胸膜炎のための胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・胸⽔中のＡＤＡ（アデノシン・デアミナーゼ）の上昇p/o 1.. 胸⽔中のＡＤＡ（アデノシン・デアミナーゼ）の上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のＡＤＡ（アデノシン・デアミナーゼ）の上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結核性胸膜炎による胸⽔・胸⽔中のリンパ球の増加p/o 1.. 胸⽔中のリンパ球の増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸⽔中のリンパ球の増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 結核性胸膜炎による胸⽔・結核性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

結核性胸膜炎による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 悪性腫瘍に伴う胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 滲出性胸⽔

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・肺癌[RH]
▼原因 <<悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・乳がん[RH]
▼原因 <<悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性リンパ腫[RH]
▼原因 <<悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・卵巣癌[RH]
▼原因 <<悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・胃がん[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・肺癌p/o 1.. 肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・乳がんp/o 1.. 乳がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<乳がん状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性リンパ腫p/o 1.. 悪性リンパ腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性リンパ腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・卵巣癌p/o 1.. 卵巣癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<卵巣癌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・胃がんp/o 1.. 胃がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胃がん状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<滲出性胸⽔$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態[RH]

▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態p/o 1.. 胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態[RH]

連鎖種別 <<滲出性胸⽔$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

悪性腫瘍に伴う胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・肺癌[RH]
▼原因 <<悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・乳がん[RH]
▼原因 <<悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性リンパ腫[RH]
▼原因 <<悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・卵巣癌[RH]
▼原因 <<悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・胃がん[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・肺癌p/o 1.. 肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・乳がんp/o 1.. 乳がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<乳がん状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性リンパ腫p/o 1.. 悪性リンパ腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<悪性リンパ腫状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・卵巣癌p/o 1.. 卵巣癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<卵巣癌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・胃がんp/o 1.. 胃がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胃がん状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・悪性腫瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<滲出性胸⽔$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態[RH]

▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態p/o 1.. 胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態[RH]

連鎖種別 <<滲出性胸⽔$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

悪性腫瘍に伴う胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態p/o 1.. 胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態[RH]

連鎖種別 <<滲出性胸⽔$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
悪性腫瘍に伴う胸⽔・胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態p/o 1.. 胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態[RH]

連鎖種別 <<滲出性胸⽔$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸膜に播種した悪性腫瘍による胸膜炎のため胸⽔貯留をきたした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 悪性腫瘍に伴う胸⽔・滲出性胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
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[Class Name] 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 滲出性胸⽔

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・リウマチ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・リウマチp/o 1.. リウマチ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リウマチ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）による胸膜炎によるもの[RH]
▼結果 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）による胸膜炎によるものp/o 1.. 膠原病（ＲＡ）による胸膜炎によるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膠原病（ＲＡ）による胸膜炎によるもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・胸⽔中のリウマチ因⼦p/o 1.. 胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のリウマチ因⼦状態$異常状態%原因

a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・リウマチ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・リウマチp/o 1.. リウマチ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リウマチ状態$異常状態%結果

a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）による胸膜炎によるもの[RH]
▼結果 <<膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）による胸膜炎によるものp/o 1.. 膠原病（ＲＡ）による胸膜炎によるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膠原病（ＲＡ）による胸膜炎によるもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・胸⽔中のリウマチ因⼦p/o 1.. 胸⽔中のリウマチ因⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸⽔中のリウマチ因⼦状態$異常状態%原因

a/o 1.. 膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

膠原病（ＲＡ）に合併する胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ウイルス性胸膜炎による胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 滲出性胸⽔

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・アデノウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・インフルエンザウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・RSウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・⿇疹ウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・単純ヘルペスウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・⽔痘ウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・サイトメガロウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・EBウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ハンタウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・デングウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ラッサウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・肝炎ウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・エンテロウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ヒトパルボウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・アデノウイルスp/o 1.. アデノウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アデノウイルス状態$異常状態%結果

a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・インフルエンザウイルスp/o 1.. インフルエンザウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<インフルエンザウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・RSウイルスp/o 1.. RSウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<RSウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・⿇疹ウイルスp/o 1.. ⿇疹ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

ウイルス性胸膜炎による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・アデノウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・インフルエンザウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・RSウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・⿇疹ウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・単純ヘルペスウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・⽔痘ウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・サイトメガロウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・EBウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ハンタウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・デングウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ラッサウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・肝炎ウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・エンテロウイルス[RH]
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ヒトパルボウイルス[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・アデノウイルスp/o 1.. アデノウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アデノウイルス状態$異常状態%結果

a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・インフルエンザウイルスp/o 1.. インフルエンザウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<インフルエンザウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・RSウイルスp/o 1.. RSウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<RSウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・⿇疹ウイルスp/o 1.. ⿇疹ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

ウイルス性胸膜炎による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・⿇疹ウイルスp/o 1.. ⿇疹ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿇疹ウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・単純ヘルペスウイルスp/o 1.. 単純ヘルペスウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<単純ヘルペスウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・⽔痘ウイルスp/o 1.. ⽔痘ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽔痘ウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・サイトメガロウイルスp/o 1.. サイトメガロウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<サイトメガロウイルス状態$異常状態%結果
a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・EBウイルスp/o 1.. EBウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<EBウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ハンタウイルスp/o 1.. ハンタウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ハンタウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・デングウイルスp/o 1.. デングウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<デングウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ラッサウイルスp/o 1.. ラッサウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ラッサウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・肝炎ウイルスp/o 1.. 肝炎ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肝炎ウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・エンテロウイルスp/o 1.. エンテロウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<エンテロウイルス状態$異常状態%結果

a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ヒトパルボウイルスp/o 1.. ヒトパルボウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヒトパルボウイルス状態$異常状態%結果

a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・胸⽔中のウイルス抗原[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔【異常状態】p/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1

a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・⿇疹ウイルスp/o 1.. ⿇疹ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⿇疹ウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・単純ヘルペスウイルスp/o 1.. 単純ヘルペスウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<単純ヘルペスウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・⽔痘ウイルスp/o 1.. ⽔痘ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽔痘ウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・サイトメガロウイルスp/o 1.. サイトメガロウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<サイトメガロウイルス状態$異常状態%結果
a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・EBウイルスp/o 1.. EBウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<EBウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ハンタウイルスp/o 1.. ハンタウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ハンタウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・デングウイルスp/o 1.. デングウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<デングウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ラッサウイルスp/o 1.. ラッサウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ラッサウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・肝炎ウイルスp/o 1.. 肝炎ウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肝炎ウイルス状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・エンテロウイルスp/o 1.. エンテロウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<エンテロウイルス状態$異常状態%結果

a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ヒトパルボウイルスp/o 1.. ヒトパルボウイルス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヒトパルボウイルス状態$異常状態%結果

a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔【異常状態】[RH]
▼結果 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・胸⽔中のウイルス抗原[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔【異常状態】p/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1
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ウイルス性胸膜炎による胸⽔ 胸⽔中のウイルス抗原[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔【異常状態】p/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・胸⽔中のウイルス抗原p/o 1.. 胸⽔中のウイルス抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸⽔中のウイルス抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

ウイルス性胸膜炎による胸⽔ 胸⽔中のウイルス抗原[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔【異常状態】p/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ウイルス性胸膜炎による胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス性胸膜炎による胸⽔・胸⽔中のウイルス抗原p/o 1.. 胸⽔中のウイルス抗原[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸⽔中のウイルス抗原状態$異常状態%原因a/o 1.. ウイルス性胸膜炎による胸⽔・ウイルス性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 滲出性胸⽔

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼原因 <<膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・SLE[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・SLEp/o 1.. SLE[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<SLE状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・胸⽔中抗核抗体価[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・胸⽔中抗核抗体価p/o 1.. 胸⽔中抗核抗体価[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸⽔中抗核抗体価状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼原因 <<膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・SLE[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・SLEp/o 1.. SLE[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<SLE状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・胸⽔中抗核抗体価[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・胸⽔中抗核抗体価p/o 1.. 胸⽔中抗核抗体価[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸⽔中抗核抗体価状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

膠原病（ＳＬＥ）に合併する胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 線維素性胸膜炎による胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 滲出性胸⽔

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
線維素性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
線維素性胸膜炎による胸⽔・線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼原因 <<線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・⽯綿曝露[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
線維素性胸膜炎による胸⽔・⽯綿曝露p/o 1.. ⽯綿曝露[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽯綿曝露状態$異常状態%結果
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
線維素性胸膜炎による胸⽔・線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴う[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
線維素性胸膜炎による胸⽔・⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴うp/o 1.. ⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴う[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴う状態$異常状態%原因
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

線維素性胸膜炎による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
線維素性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
線維素性胸膜炎による胸⽔・線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼原因 <<線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・⽯綿曝露[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
線維素性胸膜炎による胸⽔・⽯綿曝露p/o 1.. ⽯綿曝露[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽯綿曝露状態$異常状態%結果
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
線維素性胸膜炎による胸⽔・線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴う[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
線維素性胸膜炎による胸⽔・⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴うp/o 1.. ⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴う[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴う状態$異常状態%原因
a/o 1.. 線維素性胸膜炎による胸⽔・線維素性胸膜炎による胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

線維素性胸膜炎による胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 滲出性胸⽔

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下膿瘍【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下膿瘍【異常状態】p/o 1.. 横隔膜下膿瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<横隔膜下膿瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う好中球優位の無菌の症候性胸⽔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う好中球優位の無菌の症候性胸⽔p/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う好中球優位の無菌の症候性胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う好中球優位の無菌の症候性胸⽔状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<滲出性胸⽔$構成要素
横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下膿瘍【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下膿瘍【異常状態】p/o 1.. 横隔膜下膿瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<横隔膜下膿瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う好中球優位の無菌の症候性胸⽔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う好中球優位の無菌の症候性胸⽔p/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う好中球優位の無菌の症候性胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う好中球優位の無菌の症候性胸⽔状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜下、肝、脾、膵膿瘍に伴う胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 乳び胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患

[Sub Classes (2)] 術後乳び胸，偽性乳糜胸
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
乳び胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 術後乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 乳び胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<乳び胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 乳び胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼原因 <<乳び胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 乳び胸・悪性腫瘍[RH]

▼原因 <<乳び胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 乳び胸・外傷[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳び胸・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳び胸・外傷p/o 1.. 外傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<外傷状態$異常状態%結果
a/o 1.. 乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乳び胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 乳び胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<乳び胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 乳び胸・胸管のリンパ液が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳び胸・胸管のリンパ液が胸腔内に貯留した状態p/o 1.. 胸管のリンパ液が胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸管のリンパ液が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]

乳び胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
乳び胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 術後乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 乳び胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<乳び胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 乳び胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼原因 <<乳び胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 乳び胸・悪性腫瘍[RH]

▼原因 <<乳び胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 乳び胸・外傷[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳び胸・悪性腫瘍p/o 1.. 悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳び胸・外傷p/o 1.. 外傷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<外傷状態$異常状態%結果
a/o 1.. 乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乳び胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 乳び胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<乳び胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 乳び胸・胸管のリンパ液が胸腔内に貯留した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
乳び胸・胸管のリンパ液が胸腔内に貯留した状態p/o 1.. 胸管のリンパ液が胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸管のリンパ液が胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 乳び胸・乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]

乳び胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 術後乳び胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 乳び胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<乳び胸$構成要素
術後乳び胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 術後乳び胸・術後乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
術後乳び胸・術後乳び胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 術後乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<術後乳び胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 術後乳び胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<術後乳び胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 術後乳び胸・頸部、胸部、腹部⼿術中架橋時の胸管損傷時に乳びが胸腔内に貯留した状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
術後乳び胸・頸部、胸部、腹部⼿術中架橋時の胸管損傷時に乳びが胸腔内に貯留した状態p/o 1.. 頸部、胸部、腹部⼿術中架橋時の胸管損傷時に乳びが胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頸部、胸部、腹部⼿術中架橋時の胸管損傷時に乳びが胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 術後乳び胸・術後乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]

術後乳び胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<乳び胸$構成要素
術後乳び胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 術後乳び胸・術後乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
術後乳び胸・術後乳び胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 術後乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<術後乳び胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 術後乳び胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<術後乳び胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 術後乳び胸・頸部、胸部、腹部⼿術中架橋時の胸管損傷時に乳びが胸腔内に貯留した状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
術後乳び胸・頸部、胸部、腹部⼿術中架橋時の胸管損傷時に乳びが胸腔内に貯留した状態p/o 1.. 頸部、胸部、腹部⼿術中架橋時の胸管損傷時に乳びが胸腔内に貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<頸部、胸部、腹部⼿術中架橋時の胸管損傷時に乳びが胸腔内に貯留した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 術後乳び胸・術後乳び胸・暫定連鎖(結果)[RH]

術後乳び胸 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 882 ]

[Class Name] 偽性乳糜胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 乳び胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<乳び胸$構成要素
偽性乳糜胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 偽性乳糜胸・偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性乳糜胸・偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 偽性乳糜胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 偽性乳糜胸・胸管の破綻を伴うことなく乳状の⾼脂肪の⾮乳び胸⽔を呈する[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性乳糜胸・胸管の破綻を伴うことなく乳状の⾼脂肪の⾮乳び胸⽔を呈するp/o 1.. 胸管の破綻を伴うことなく乳状の⾼脂肪の⾮乳び胸⽔を呈する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸管の破綻を伴うことなく乳状の⾼脂肪の⾮乳び胸⽔を呈する状態$異常状態%原因
a/o 1.. 偽性乳糜胸・偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)[RH]

偽性乳糜胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<乳び胸$構成要素
偽性乳糜胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 偽性乳糜胸・偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性乳糜胸・偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 偽性乳糜胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 偽性乳糜胸・胸管の破綻を伴うことなく乳状の⾼脂肪の⾮乳び胸⽔を呈する[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
偽性乳糜胸・胸管の破綻を伴うことなく乳状の⾼脂肪の⾮乳び胸⽔を呈するp/o 1.. 胸管の破綻を伴うことなく乳状の⾼脂肪の⾮乳び胸⽔を呈する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸管の破綻を伴うことなく乳状の⾼脂肪の⾮乳び胸⽔を呈する状態$異常状態%原因
a/o 1.. 偽性乳糜胸・偽性乳糜胸・暫定連鎖(結果)[RH]

偽性乳糜胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Ｍｅｉｇｓ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
Ｍｅｉｇｓ症候群・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｅｉｇｓ症候群・Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・卵巣の線維腫または線維腫様腫瘍にともない腹⽔または胸⽔を伴うもので、腫瘍摘出により胸腹⽔が消滅するもの[RH]
▼結果 <<Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・通常は滲出性で時に漏出性胸⽔[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｅｉｇｓ症候群・卵巣の線維腫または線維腫様腫瘍にともない腹⽔または胸⽔を伴うもので、腫瘍摘出により胸腹⽔が消滅するものp/o 1.. 卵巣の線維腫または線維腫様腫瘍にともない腹⽔または胸⽔を伴うもので、腫瘍摘出により胸腹⽔が消滅するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<卵巣の線維腫または線維腫様腫瘍にともない腹⽔または胸⽔を伴うもので、腫瘍摘出により胸腹⽔が消滅するもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｅｉｇｓ症候群・通常は滲出性で時に漏出性胸⽔p/o 1.. 通常は滲出性で時に漏出性胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<通常は滲出性で時に漏出性胸⽔状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｍｅｉｇｓ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
Ｍｅｉｇｓ症候群・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｅｉｇｓ症候群・Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・卵巣の線維腫または線維腫様腫瘍にともない腹⽔または胸⽔を伴うもので、腫瘍摘出により胸腹⽔が消滅するもの[RH]
▼結果 <<Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・通常は滲出性で時に漏出性胸⽔[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｅｉｇｓ症候群・卵巣の線維腫または線維腫様腫瘍にともない腹⽔または胸⽔を伴うもので、腫瘍摘出により胸腹⽔が消滅するものp/o 1.. 卵巣の線維腫または線維腫様腫瘍にともない腹⽔または胸⽔を伴うもので、腫瘍摘出により胸腹⽔が消滅するもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<卵巣の線維腫または線維腫様腫瘍にともない腹⽔または胸⽔を伴うもので、腫瘍摘出により胸腹⽔が消滅するもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｍｅｉｇｓ症候群・通常は滲出性で時に漏出性胸⽔p/o 1.. 通常は滲出性で時に漏出性胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<通常は滲出性で時に漏出性胸⽔状態$異常状態%原因

a/o 1.. Ｍｅｉｇｓ症候群・Ｍｅｉｇｓ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｍｅｉｇｓ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・うっ⾎性⼼不全[RH]
▼原因 <<肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・梗塞を来した肺を覆う肺胸膜の透過性の亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・うっ⾎性⼼不全p/o 1.. うっ⾎性⼼不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<うっ⾎性⼼不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・梗塞を来した肺を覆う肺胸膜の透過性の亢進p/o 1.. 梗塞を来した肺を覆う肺胸膜の透過性の亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<梗塞を来した肺を覆う肺胸膜の透過性の亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症にともなう胸膜の透過性亢進や⼼不全による胸⽔[RH]
▼結果 <<肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・約80％が滲出液であり，しばしば⾎性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症にともなう胸膜の透過性亢進や⼼不全による胸⽔p/o 1.. 肺⾎栓塞栓症にともなう胸膜の透過性亢進や⼼不全による胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾎栓塞栓症にともなう胸膜の透過性亢進や⼼不全による胸⽔状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・約80％が滲出液であり，しばしば⾎性p/o 1.. 約80％が滲出液であり，しばしば⾎性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<約80％が滲出液であり，しばしば⾎性状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・うっ⾎性⼼不全[RH]
▼原因 <<肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・梗塞を来した肺を覆う肺胸膜の透過性の亢進[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・うっ⾎性⼼不全p/o 1.. うっ⾎性⼼不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<うっ⾎性⼼不全状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・梗塞を来した肺を覆う肺胸膜の透過性の亢進p/o 1.. 梗塞を来した肺を覆う肺胸膜の透過性の亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<梗塞を来した肺を覆う肺胸膜の透過性の亢進状態$異常状態%結果a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症にともなう胸膜の透過性亢進や⼼不全による胸⽔[RH]
▼結果 <<肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・約80％が滲出液であり，しばしば⾎性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症にともなう胸膜の透過性亢進や⼼不全による胸⽔p/o 1.. 肺⾎栓塞栓症にともなう胸膜の透過性亢進や⼼不全による胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾎栓塞栓症にともなう胸膜の透過性亢進や⼼不全による胸⽔状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・約80％が滲出液であり，しばしば⾎性p/o 1.. 約80％が滲出液であり，しばしば⾎性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<約80％が滲出液であり，しばしば⾎性状態$異常状態%原因a/o 1.. 肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔・暫定連鎖(結果)[RH]

肺⾎栓塞栓症に伴う胸⽔ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 膿胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患

[Sub Classes (3)] 続発性膿胸，有婁性膿胸，膿胸関連リンパ腫
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸・膿胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 膿胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膿胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<膿胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膿胸・呼吸器感染症[RH]
▼原因 <<膿胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膿胸・結核感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸・呼吸器感染症p/o 1.. 呼吸器感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<呼吸器感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸・結核感染p/o 1.. 結核感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸・膿胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 膿胸・胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態[RH]
▼結果 <<膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 膿胸・拘束性肺機能障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸・胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態p/o 1.. 胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸・拘束性肺機能障害p/o 1.. 拘束性肺機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<拘束性肺機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

膿胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸⽔性疾患$構成要素
膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸・膿胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 膿胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膿胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼原因 <<膿胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膿胸・呼吸器感染症[RH]
▼原因 <<膿胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膿胸・結核感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸・呼吸器感染症p/o 1.. 呼吸器感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<呼吸器感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸・結核感染p/o 1.. 結核感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<結核感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸・膿胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 膿胸・胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態[RH]
▼結果 <<膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 膿胸・拘束性肺機能障害[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸・胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態p/o 1.. 胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸・拘束性肺機能障害p/o 1.. 拘束性肺機能障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<拘束性肺機能障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

膿胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]a/o 1.. 膿胸・膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 続発性膿胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 膿胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<膿胸$構成要素
続発性膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性膿胸・続発性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性膿胸・続発性膿胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<続発性膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<続発性膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 続発性膿胸・胸腔内⼿術、胸部外傷、⾷道穿孔により胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性膿胸・胸腔内⼿術、胸部外傷、⾷道穿孔により胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態p/o 1.. 胸腔内⼿術、胸部外傷、⾷道穿孔により胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腔内⼿術、胸部外傷、⾷道穿孔により胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 続発性膿胸・続発性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性膿胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<膿胸$構成要素
続発性膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性膿胸・続発性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性膿胸・続発性膿胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<続発性膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<続発性膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 続発性膿胸・胸腔内⼿術、胸部外傷、⾷道穿孔により胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性膿胸・胸腔内⼿術、胸部外傷、⾷道穿孔により胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態p/o 1.. 胸腔内⼿術、胸部外傷、⾷道穿孔により胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腔内⼿術、胸部外傷、⾷道穿孔により胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 続発性膿胸・続発性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性膿胸 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 888 ]

[Class Name] 有婁性膿胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 膿胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<膿胸$構成要素
有婁性膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 有婁性膿胸・有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
有婁性膿胸・有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 有婁性膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 有婁性膿胸・胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態から膿胸が気管⽀との間に交通をもった状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
有婁性膿胸・胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態から膿胸が気管⽀との間に交通をもった状態p/o 1.. 胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態から膿胸が気管⽀との間に交通をもった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態から膿胸が気管⽀との間に交通をもった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 有婁性膿胸・有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

有婁性膿胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<膿胸$構成要素
有婁性膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 有婁性膿胸・有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
有婁性膿胸・有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 有婁性膿胸・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼結果 <<有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 有婁性膿胸・胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態から膿胸が気管⽀との間に交通をもった状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
有婁性膿胸・胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態から膿胸が気管⽀との間に交通をもった状態p/o 1.. 胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態から膿胸が気管⽀との間に交通をもった状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腔内に膿性滲出液が貯留した状態から膿胸が気管⽀との間に交通をもった状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 有婁性膿胸・有婁性膿胸・暫定連鎖(結果)[RH]

有婁性膿胸 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 889 ]

[Class Name] 膿胸関連リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸⽔性疾患 / 膿胸

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<膿胸$構成要素
膿胸関連リンパ腫・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼原因 <<膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・⼈⼯気胸術後[RH]

▼原因 <<膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・結核性無菌性膿胸[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸関連リンパ腫・⼈⼯気胸術後p/o 1.. ⼈⼯気胸術後[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼈⼯気胸術後状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸関連リンパ腫・結核性無菌性膿胸p/o 1.. 結核性無菌性膿胸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<結核性無菌性膿胸状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・慢性膿胸を基盤として発⽣しうるB細胞型⼤細胞型リンパ腫[RH]
▼結果 <<膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・EBウイルス関連腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸関連リンパ腫・慢性膿胸を基盤として発⽣しうるB細胞型⼤細胞型リンパ腫p/o 1.. 慢性膿胸を基盤として発⽣しうるB細胞型⼤細胞型リンパ腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性膿胸を基盤として発⽣しうるB細胞型⼤細胞型リンパ腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸関連リンパ腫・EBウイルス関連腫瘍p/o 1.. EBウイルス関連腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<EBウイルス関連腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

膿胸関連リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<膿胸$構成要素
膿胸関連リンパ腫・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態p/o 1.. 胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]

▼原因 <<膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・⼈⼯気胸術後[RH]

▼原因 <<膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・結核性無菌性膿胸[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸関連リンパ腫・⼈⼯気胸術後p/o 1.. ⼈⼯気胸術後[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼈⼯気胸術後状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸関連リンパ腫・結核性無菌性膿胸p/o 1.. 結核性無菌性膿胸[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<結核性無菌性膿胸状態$異常状態%結果
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・胸膜腔に過剰な⽔が貯留する病態[RH]
▼結果 <<膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・慢性膿胸を基盤として発⽣しうるB細胞型⼤細胞型リンパ腫[RH]
▼結果 <<膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・EBウイルス関連腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸関連リンパ腫・慢性膿胸を基盤として発⽣しうるB細胞型⼤細胞型リンパ腫p/o 1.. 慢性膿胸を基盤として発⽣しうるB細胞型⼤細胞型リンパ腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性膿胸を基盤として発⽣しうるB細胞型⼤細胞型リンパ腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
膿胸関連リンパ腫・EBウイルス関連腫瘍p/o 1.. EBウイルス関連腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<EBウイルス関連腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. 膿胸関連リンパ腫・膿胸関連リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

膿胸関連リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 縦隔腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患

[Sub Classes (6)] 胚細胞性腫瘍，神経原性腫瘍，縦隔甲状腺腫，胸腺の腫瘍，
縦隔の先天性嚢胞，リンパ性腫瘍

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔腫瘍・咳嗽[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔腫瘍・呼吸困難[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔腫瘍・上⼤静脈症候群[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔腫瘍・Horner症候群[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔腫瘍・嗄声[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔腫瘍・肺⾨腫⼤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

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

a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・上⼤静脈症候群p/o 1.. 上⼤静脈症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上⼤静脈症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・Horner症候群p/o 1.. Horner症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Horner症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素p/o 1

縦隔腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔腫瘍・咳嗽[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔腫瘍・呼吸困難[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔腫瘍・上⼤静脈症候群[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔腫瘍・Horner症候群[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔腫瘍・嗄声[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔腫瘍・肺⾨腫⼤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

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

a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・上⼤静脈症候群p/o 1.. 上⼤静脈症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<上⼤静脈症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・Horner症候群p/o 1.. Horner症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Horner症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素p/o 1

縦隔腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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#定義連鎖
▼原因 <<Horner症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・嗄声p/o 1.. 嗄声[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嗄声状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・肺⾨腫⼤p/o 1.. 肺⾨腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾨腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

#定義連鎖
▼原因 <<Horner症候群状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・嗄声p/o 1.. 嗄声[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<嗄声状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔腫瘍・肺⾨腫⼤p/o 1.. 肺⾨腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肺⾨腫⼤状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔腫瘍・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 胚細胞性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍

[Sub Classes (3)] 奇形腫，精上⽪腫（セミノーム），⾮セミノーム系腫瘍
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
胚細胞性腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・奇形腫（成熟奇形腫）[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・精上⽪腫（セミノーマ）[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胎児性癌（⾮セミノーマ）[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・hCG-β(ヒト縦⽑性ゴナドトロピンβサブユニット)[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・ＡＦＰ（αフェトプロテイン）[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・卵⻩嚢腫瘍（⾮セミノーマ）[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・縦⽑癌（⾮セミノーマ）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍【異常状態】p/o 1.. 胚細胞性腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胚細胞性腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・奇形腫（成熟奇形腫）p/o 1.. 奇形腫（成熟奇形腫）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<奇形腫（成熟奇形腫）状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・精上⽪腫（セミノーマ）p/o 1.. 精上⽪腫（セミノーマ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精上⽪腫（セミノーマ）状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・胎児性癌（⾮セミノーマ）p/o 1.. 胎児性癌（⾮セミノーマ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児性癌（⾮セミノーマ）状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・hCG-β(ヒト縦⽑性ゴナドトロピンβサブユニット)p/o 1.. hCG-β(ヒト縦⽑性ゴナドトロピンβサブユニット)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

胚細胞性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
胚細胞性腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・奇形腫（成熟奇形腫）[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・精上⽪腫（セミノーマ）[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胎児性癌（⾮セミノーマ）[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・hCG-β(ヒト縦⽑性ゴナドトロピンβサブユニット)[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・ＡＦＰ（αフェトプロテイン）[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・卵⻩嚢腫瘍（⾮セミノーマ）[RH]
▼結果 <<胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・縦⽑癌（⾮セミノーマ）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍【異常状態】p/o 1.. 胚細胞性腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胚細胞性腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・奇形腫（成熟奇形腫）p/o 1.. 奇形腫（成熟奇形腫）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<奇形腫（成熟奇形腫）状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・精上⽪腫（セミノーマ）p/o 1.. 精上⽪腫（セミノーマ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<精上⽪腫（セミノーマ）状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・胎児性癌（⾮セミノーマ）p/o 1.. 胎児性癌（⾮セミノーマ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児性癌（⾮セミノーマ）状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・hCG-β(ヒト縦⽑性ゴナドトロピンβサブユニット)p/o 1.. hCG-β(ヒト縦⽑性ゴナドトロピンβサブユニット)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

胚細胞性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・hCG-β(ヒト縦⽑性ゴナドトロピンβサブユニット)p/o 1.. hCG-β(ヒト縦⽑性ゴナドトロピンβサブユニット)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<hCG-β(ヒト縦⽑性ゴナドトロピンβサブユニット)状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・ＡＦＰ（αフェトプロテイン）p/o 1.. ＡＦＰ（αフェトプロテイン）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＡＦＰ（αフェトプロテイン）状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・卵⻩嚢腫瘍（⾮セミノーマ）p/o 1.. 卵⻩嚢腫瘍（⾮セミノーマ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<卵⻩嚢腫瘍（⾮セミノーマ）状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・縦⽑癌（⾮セミノーマ）p/o 1.. 縦⽑癌（⾮セミノーマ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦⽑癌（⾮セミノーマ）状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・hCG-β(ヒト縦⽑性ゴナドトロピンβサブユニット)p/o 1.. hCG-β(ヒト縦⽑性ゴナドトロピンβサブユニット)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<hCG-β(ヒト縦⽑性ゴナドトロピンβサブユニット)状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・ＡＦＰ（αフェトプロテイン）p/o 1.. ＡＦＰ（αフェトプロテイン）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＡＦＰ（αフェトプロテイン）状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・卵⻩嚢腫瘍（⾮セミノーマ）p/o 1.. 卵⻩嚢腫瘍（⾮セミノーマ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<卵⻩嚢腫瘍（⾮セミノーマ）状態$異常状態%原因a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胚細胞性腫瘍・縦⽑癌（⾮セミノーマ）p/o 1.. 縦⽑癌（⾮セミノーマ）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦⽑癌（⾮セミノーマ）状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胚細胞性腫瘍・胚細胞性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 奇形腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胚細胞性腫瘍

[Sub Classes (2)] 成熟奇形腫，未熟奇形腫
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胚細胞性腫瘍$構成要素
奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 奇形腫・複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍[RH]
▼結果 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中で不規則に並んだ⾼分化組織のみからなるもの[RH]
▼結果 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中に⼀部胎児に認める未熟な成分を含むもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇形腫・複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍p/o 1.. 複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

奇形腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胚細胞性腫瘍$構成要素
奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 奇形腫・複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍[RH]
▼結果 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中で不規則に並んだ⾼分化組織のみからなるもの[RH]
▼結果 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中に⼀部胎児に認める未熟な成分を含むもの[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
奇形腫・複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍p/o 1.. 複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

奇形腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 成熟奇形腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胚細胞性腫瘍 / 奇形腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
成熟奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 成熟奇形腫・成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 成熟奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成熟奇形腫・成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 成熟奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 成熟奇形腫・CA19-9[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成熟奇形腫・CA19-9p/o 1.. CA19-9[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CA19-9状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成熟奇形腫・成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
成熟奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<奇形腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 成熟奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 成熟奇形腫・複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中で不規則に並んだ⾼分化組織のみからなるもの[RH]
▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
成熟奇形腫・複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中で不規則に並んだ⾼分化組織のみからなるものp/o 1.. 複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中で不規則に並んだ⾼分化組織のみからなるもの[RH]

連鎖種別 <<奇形腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中で不規則に並んだ⾼分化組織のみからなるもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成熟奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

成熟奇形腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
成熟奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 成熟奇形腫・成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 成熟奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成熟奇形腫・成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 成熟奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 成熟奇形腫・CA19-9[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
成熟奇形腫・CA19-9p/o 1.. CA19-9[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CA19-9状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成熟奇形腫・成熟奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
成熟奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<奇形腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 成熟奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 成熟奇形腫・複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中で不規則に並んだ⾼分化組織のみからなるもの[RH]
▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
成熟奇形腫・複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中で不規則に並んだ⾼分化組織のみからなるものp/o 1.. 複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中で不規則に並んだ⾼分化組織のみからなるもの[RH]

連鎖種別 <<奇形腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中で不規則に並んだ⾼分化組織のみからなるもの状態$異常状態%原因

a/o 1.. 成熟奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

成熟奇形腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 未熟奇形腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胚細胞性腫瘍 / 奇形腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
未熟奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 未熟奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
未熟奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<奇形腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 未熟奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 未熟奇形腫・複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中に⼀部胎児に認める未熟な成分を含むもの[RH]

▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
未熟奇形腫・複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中に⼀部胎児に認める未熟な成分を含むものp/o 1.. 複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中に⼀部胎児に認める未熟な成分を含むもの[RH]

連鎖種別 <<奇形腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中に⼀部胎児に認める未熟な成分を含むもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 未熟奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

未熟奇形腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
未熟奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 未熟奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
未熟奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<奇形腫$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 未熟奇形腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<奇形腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 未熟奇形腫・複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中に⼀部胎児に認める未熟な成分を含むもの[RH]

▼構成要素 <<奇形腫$構成要素
未熟奇形腫・複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中に⼀部胎児に認める未熟な成分を含むものp/o 1.. 複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中に⼀部胎児に認める未熟な成分を含むもの[RH]

連鎖種別 <<奇形腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の胚葉、もしくは三胚葉性の成分からなる腫瘍の中に⼀部胎児に認める未熟な成分を含むもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 未熟奇形腫・奇形腫・暫定連鎖(結果)[RH]

未熟奇形腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 精上⽪腫（セミノーム）
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胚細胞性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胚細胞性腫瘍$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

▼結果 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・胚細胞の迷⼊の結果、原性⽣殖細胞となる過程で腫瘍化したもの、ほとんどの症例が放射線療法と化学療法に反応[RH]
▼結果 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・胸痛[RH]
▼結果 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosis[RH]
▼結果 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・IGCC　Intermediate prognosis[RH]
▼結果 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・IGCC　Poor Prognosis[RH]
▼結果 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・乾性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・胚細胞の迷⼊の結果、原性⽣殖細胞となる過程で腫瘍化したもの、ほとんどの症例が放射線療法と化学療法に反応p/o 1.. 胚細胞の迷⼊の結果、原性⽣殖細胞となる過程で腫瘍化したもの、ほとんどの症例が放射線療法と化学療法に反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胚細胞の迷⼊の結果、原性⽣殖細胞となる過程で腫瘍化したもの、ほとんどの症例が放射線療法と化学療法に反応状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosisp/o 1.. International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosis状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・IGCC　Intermediate prognosisp/o 1.. IGCC　Intermediate prognosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IGCC　Intermediate prognosis状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・IGCC　Poor Prognosisp/o 1.. IGCC　Poor Prognosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IGCC　Poor Prognosis状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<縦隔腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・呼吸困難[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・上⼤静脈症候群[RH]

▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<縦隔腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・上⼤静脈症候群p/o 1.. 上⼤静脈症候群[RH]

連鎖種別 <<縦隔腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上⼤静脈症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

精上⽪腫（セミノーム） 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胚細胞性腫瘍$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

▼結果 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・胚細胞の迷⼊の結果、原性⽣殖細胞となる過程で腫瘍化したもの、ほとんどの症例が放射線療法と化学療法に反応[RH]
▼結果 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・胸痛[RH]
▼結果 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosis[RH]
▼結果 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・IGCC　Intermediate prognosis[RH]
▼結果 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・IGCC　Poor Prognosis[RH]
▼結果 <<精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・乾性咳嗽[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・胚細胞の迷⼊の結果、原性⽣殖細胞となる過程で腫瘍化したもの、ほとんどの症例が放射線療法と化学療法に反応p/o 1.. 胚細胞の迷⼊の結果、原性⽣殖細胞となる過程で腫瘍化したもの、ほとんどの症例が放射線療法と化学療法に反応[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胚細胞の迷⼊の結果、原性⽣殖細胞となる過程で腫瘍化したもの、ほとんどの症例が放射線療法と化学療法に反応状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosisp/o 1.. International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosis状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・IGCC　Intermediate prognosisp/o 1.. IGCC　Intermediate prognosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IGCC　Intermediate prognosis状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・IGCC　Poor Prognosisp/o 1.. IGCC　Poor Prognosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IGCC　Poor Prognosis状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・乾性咳嗽p/o 1.. 乾性咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<乾性咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・精上⽪腫（セミノーム）・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<縦隔腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・呼吸困難[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・上⼤静脈症候群[RH]

▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<縦隔腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
精上⽪腫（セミノーム）・上⼤静脈症候群p/o 1.. 上⼤静脈症候群[RH]

連鎖種別 <<縦隔腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<上⼤静脈症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. 精上⽪腫（セミノーム）・縦隔腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

精上⽪腫（セミノーム） 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾮セミノーム系腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胚細胞性腫瘍

[Sub Classes (3)] 胎児性癌，縦⽑癌，卵⻩嚢癌
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胚細胞性腫瘍$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦⽑癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したもの[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosis[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・IGCC　Intermediate prognosis[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・IGCC　Poor Prognosis[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・ｈCG[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・AFP[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したものp/o 1.. 迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosisp/o 1.. International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosis状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・IGCC　Intermediate prognosisp/o 1.. IGCC　Intermediate prognosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IGCC　Intermediate prognosis状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・IGCC　Poor Prognosisp/o 1.. IGCC　Poor Prognosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IGCC　Poor Prognosis状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・ｈCGp/o 1.. ｈCG[RH]

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

a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・AFPp/o 1.. AFP[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<AFP状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

⾮セミノーム系腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胚細胞性腫瘍$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦⽑癌・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したもの[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosis[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・IGCC　Intermediate prognosis[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・IGCC　Poor Prognosis[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・ｈCG[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・AFP[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したものp/o 1.. 迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosisp/o 1.. International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<International Germ Cell Consensus(IGCC)分類－good gprognosis状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・IGCC　Intermediate prognosisp/o 1.. IGCC　Intermediate prognosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IGCC　Intermediate prognosis状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・IGCC　Poor Prognosisp/o 1.. IGCC　Poor Prognosis[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<IGCC　Poor Prognosis状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・ｈCGp/o 1.. ｈCG[RH]

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

a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮セミノーム系腫瘍・AFPp/o 1.. AFP[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<AFP状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

⾮セミノーム系腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胎児性癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胚細胞性腫瘍
 / ⾮セミノーム系腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素
胎児性癌・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胎児性癌・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素
胎児性癌・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胎児性癌・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胎児性癌・迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したもの[RH]

▼構成要素 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素
胎児性癌・迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したものp/o 1.. 迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したもの[RH]

連鎖種別 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胎児性癌・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

胎児性癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素
胎児性癌・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胎児性癌・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素
胎児性癌・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胎児性癌・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胎児性癌・迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したもの[RH]

▼構成要素 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素
胎児性癌・迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したものp/o 1.. 迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したもの[RH]

連鎖種別 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<迷⼊胚細胞が胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、卵⻩嚢癌、絨⽑癌およびその混合したもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胎児性癌・⾮セミノーム系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

胎児性癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 縦⽑癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胚細胞性腫瘍
 / ⾮セミノーム系腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素
縦⽑癌・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 縦⽑癌・縦⽑癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦⽑癌・縦⽑癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦⽑癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦⽑癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 縦⽑癌・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<縦⽑癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦⽑癌・絨⽑膜に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍であり、hCGがマーカーとなることが多い[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦⽑癌・絨⽑膜に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍であり、hCGがマーカーとなることが多いp/o 1.. 絨⽑膜に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍であり、hCGがマーカーとなることが多い[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<絨⽑膜に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍であり、hCGがマーカーとなることが多い状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦⽑癌・縦⽑癌・暫定連鎖(結果)[RH]

縦⽑癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素
縦⽑癌・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 縦⽑癌・縦⽑癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦⽑癌・縦⽑癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦⽑癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦⽑癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 縦⽑癌・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<縦⽑癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦⽑癌・絨⽑膜に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍であり、hCGがマーカーとなることが多い[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦⽑癌・絨⽑膜に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍であり、hCGがマーカーとなることが多いp/o 1.. 絨⽑膜に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍であり、hCGがマーカーとなることが多い[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<絨⽑膜に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍であり、hCGがマーカーとなることが多い状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦⽑癌・縦⽑癌・暫定連鎖(結果)[RH]

縦⽑癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 卵⻩嚢癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胚細胞性腫瘍
 / ⾮セミノーム系腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素
卵⻩嚢癌・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 卵⻩嚢癌・卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
卵⻩嚢癌・卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 卵⻩嚢癌・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 卵⻩嚢癌・卵⻩嚢内胚葉に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
卵⻩嚢癌・卵⻩嚢内胚葉に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍p/o 1.. 卵⻩嚢内胚葉に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<卵⻩嚢内胚葉に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. 卵⻩嚢癌・卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)[RH]

卵⻩嚢癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾮セミノーム系腫瘍$構成要素
卵⻩嚢癌・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 卵⻩嚢癌・卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
卵⻩嚢癌・卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 卵⻩嚢癌・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 卵⻩嚢癌・卵⻩嚢内胚葉に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
卵⻩嚢癌・卵⻩嚢内胚葉に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍p/o 1.. 卵⻩嚢内胚葉に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<卵⻩嚢内胚葉に由来する胎児外性の胚細胞腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. 卵⻩嚢癌・卵⻩嚢癌・暫定連鎖(結果)[RH]

卵⻩嚢癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 神経原性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍

[Sub Classes (2)] 神経鞘腫，神経線維腫
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
神経原性腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経線維腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経鞘腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性腫瘍・神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経原性腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経原性腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経鞘腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経線維腫【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性腫瘍・神経原性腫瘍【異常状態】p/o 1.. 神経原性腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経原性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性腫瘍・神経鞘腫【異常状態】p/o 1.. 神経鞘腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経鞘腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性腫瘍・神経線維腫【異常状態】p/o 1.. 神経線維腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経線維腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

神経原性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
神経原性腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経線維腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経鞘腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性腫瘍・神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経原性腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経原性腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経鞘腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経線維腫【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性腫瘍・神経原性腫瘍【異常状態】p/o 1.. 神経原性腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経原性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性腫瘍・神経鞘腫【異常状態】p/o 1.. 神経鞘腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経鞘腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経原性腫瘍・神経線維腫【異常状態】p/o 1.. 神経線維腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経線維腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 神経原性腫瘍・神経原性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

神経原性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 神経鞘腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 神経原性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<神経原性腫瘍$構成要素
神経鞘腫・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経鞘腫・神経鞘腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経鞘腫・神経鞘腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経鞘腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経鞘腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経鞘腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経鞘腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経鞘腫・Schwann細胞に由来する神経性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経鞘腫・Schwann細胞に由来する神経性腫瘍p/o 1.. Schwann細胞に由来する神経性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Schwann細胞に由来する神経性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経鞘腫・神経鞘腫・暫定連鎖(結果)[RH]

神経鞘腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<神経原性腫瘍$構成要素
神経鞘腫・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経鞘腫・神経鞘腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経鞘腫・神経鞘腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経鞘腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経鞘腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経鞘腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経鞘腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経鞘腫・Schwann細胞に由来する神経性腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経鞘腫・Schwann細胞に由来する神経性腫瘍p/o 1.. Schwann細胞に由来する神経性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Schwann細胞に由来する神経性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経鞘腫・神経鞘腫・暫定連鎖(結果)[RH]

神経鞘腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 神経線維腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 神経原性腫瘍

[Sub Classes (2)] 神経線維腫症1型，神経線維腫症２型
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<神経原性腫瘍$構成要素
神経線維腫・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経線維腫・神経線維腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫・神経線維腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経線維腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経線維腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経線維腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経線維腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経線維腫・末梢神経線維の周囲を覆うシュワン細胞などの末梢神経を⽀持する細胞の増殖、さらに腫瘍と神経線維が混合している。[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫・末梢神経線維の周囲を覆うシュワン細胞などの末梢神経を⽀持する細胞の増殖、さらに腫瘍と神経線維が混合している。p/o 1.. 末梢神経線維の周囲を覆うシュワン細胞などの末梢神経を⽀持する細胞の増殖、さらに腫瘍と神経線維が混合している。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢神経線維の周囲を覆うシュワン細胞などの末梢神経を⽀持する細胞の増殖、さらに腫瘍と神経線維が混合している。状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経線維腫・神経線維腫・暫定連鎖(結果)[RH]

神経線維腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<神経原性腫瘍$構成要素
神経線維腫・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経線維腫・神経線維腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫・神経線維腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経線維腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<神経線維腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経線維腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<神経線維腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経線維腫・末梢神経線維の周囲を覆うシュワン細胞などの末梢神経を⽀持する細胞の増殖、さらに腫瘍と神経線維が混合している。[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫・末梢神経線維の周囲を覆うシュワン細胞などの末梢神経を⽀持する細胞の増殖、さらに腫瘍と神経線維が混合している。p/o 1.. 末梢神経線維の周囲を覆うシュワン細胞などの末梢神経を⽀持する細胞の増殖、さらに腫瘍と神経線維が混合している。[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<末梢神経線維の周囲を覆うシュワン細胞などの末梢神経を⽀持する細胞の増殖、さらに腫瘍と神経線維が混合している。状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経線維腫・神経線維腫・暫定連鎖(結果)[RH]

神経線維腫 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 906 ]

[Class Name] 神経線維腫症1型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 神経原性腫瘍 / 神経線維腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・カフェ・オ・レ斑、神経線維腫を主徴とし、⾻病変、眼病変、神経腫瘍、そのほか多彩な症候を呈する全⾝性⺟斑症であり、常染⾊体性優性の遺伝性疾患p/o 1.. カフェ・オ・レ斑、神経線維腫を主徴とし、⾻病変、眼病変、神経腫瘍、そのほか多彩な症候を呈する全⾝性⺟斑症であり、常染⾊体性優性の遺伝性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<カフェ・オ・レ斑、神経線維腫を主徴とし、⾻病変、眼病変、神経腫瘍、そのほか多彩な症候を呈する全⾝性⺟斑症であり、常染⾊体性優性の遺伝性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<カフェ・オ・レ斑、神経線維腫を主徴とし、⾻病変、眼病変、神経腫瘍、そのほか多彩な症候を呈する全⾝性⺟斑症であり、常染⾊体性優性の遺伝性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 神経線維腫症1型・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経線維腫症1型・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経線維腫症1型・カフェ・オ・レ斑、神経線維腫を主徴とし、⾻病変、眼病変、神経腫瘍、そのほか多彩な症候を呈する全⾝性⺟斑症であり、常染⾊体性優性の遺伝性疾患[RH]
▼原因 <<神経線維腫症1型・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 神経線維腫症1型・常染⾊体優性遺伝（17q11.2）[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・常染⾊体優性遺伝（17q11.2）p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝（17q11.2）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体優性遺伝（17q11.2）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 神経線維腫症1型・カフェ・オ・レ斑、神経線維腫を主徴とし、⾻病変、眼病変、神経腫瘍、そのほか多彩な症候を呈する全⾝性⺟斑症であり、常染⾊体性優性の遺伝性疾患[RH]

▼結果 <<神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 神経線維腫症1型・びまん性神経線維腫[RH]

▼結果 <<神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 神経線維腫症1型・⾊素斑[RH]

▼結果 <<神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 神経線維腫症1型・⾻病変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・びまん性神経線維腫p/o 1.. びまん性神経線維腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性神経線維腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・⾊素斑p/o 1.. ⾊素斑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾊素斑状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・⾻病変p/o 1.. ⾻病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻病変状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

神経線維腫症1型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・カフェ・オ・レ斑、神経線維腫を主徴とし、⾻病変、眼病変、神経腫瘍、そのほか多彩な症候を呈する全⾝性⺟斑症であり、常染⾊体性優性の遺伝性疾患p/o 1.. カフェ・オ・レ斑、神経線維腫を主徴とし、⾻病変、眼病変、神経腫瘍、そのほか多彩な症候を呈する全⾝性⺟斑症であり、常染⾊体性優性の遺伝性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<カフェ・オ・レ斑、神経線維腫を主徴とし、⾻病変、眼病変、神経腫瘍、そのほか多彩な症候を呈する全⾝性⺟斑症であり、常染⾊体性優性の遺伝性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<カフェ・オ・レ斑、神経線維腫を主徴とし、⾻病変、眼病変、神経腫瘍、そのほか多彩な症候を呈する全⾝性⺟斑症であり、常染⾊体性優性の遺伝性疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 神経線維腫症1型・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経線維腫症1型・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経線維腫症1型・カフェ・オ・レ斑、神経線維腫を主徴とし、⾻病変、眼病変、神経腫瘍、そのほか多彩な症候を呈する全⾝性⺟斑症であり、常染⾊体性優性の遺伝性疾患[RH]
▼原因 <<神経線維腫症1型・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 神経線維腫症1型・常染⾊体優性遺伝（17q11.2）[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・常染⾊体優性遺伝（17q11.2）p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝（17q11.2）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体優性遺伝（17q11.2）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 神経線維腫症1型・カフェ・オ・レ斑、神経線維腫を主徴とし、⾻病変、眼病変、神経腫瘍、そのほか多彩な症候を呈する全⾝性⺟斑症であり、常染⾊体性優性の遺伝性疾患[RH]

▼結果 <<神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 神経線維腫症1型・びまん性神経線維腫[RH]

▼結果 <<神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 神経線維腫症1型・⾊素斑[RH]

▼結果 <<神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 神経線維腫症1型・⾻病変[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・びまん性神経線維腫p/o 1.. びまん性神経線維腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性神経線維腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・⾊素斑p/o 1.. ⾊素斑[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾊素斑状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症1型・⾻病変p/o 1.. ⾻病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻病変状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経線維腫症1型・神経線維腫症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

神経線維腫症1型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 神経線維腫症２型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 神経原性腫瘍 / 神経線維腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<神経線維腫$構成要素
神経線維腫症２型・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 神経線維腫症２型・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

▼原因 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経線維腫症２型・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 神経線維腫症２型・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

▼結果 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経線維腫症２型・両側性に発⽣する聴神経鞘腫（前庭神経鞘腫）を主徴とし、その他の神経系腫瘍や⽪膚病変・眼病変を呈する常染⾊体優性の遺伝性疾患[RH]
▼結果 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 神経線維腫症２型・⽪膚病変[RH]
▼結果 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 神経線維腫症２型・若年性⽩内障[RH]
▼結果 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経系腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・両側性に発⽣する聴神経鞘腫（前庭神経鞘腫）を主徴とし、その他の神経系腫瘍や⽪膚病変・眼病変を呈する常染⾊体優性の遺伝性疾患p/o 1.. 両側性に発⽣する聴神経鞘腫（前庭神経鞘腫）を主徴とし、その他の神経系腫瘍や⽪膚病変・眼病変を呈する常染⾊体優性の遺伝性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側性に発⽣する聴神経鞘腫（前庭神経鞘腫）を主徴とし、その他の神経系腫瘍や⽪膚病変・眼病変を呈する常染⾊体優性の遺伝性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・⽪膚病変p/o 1.. ⽪膚病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚病変状態$異常状態%原因
a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・若年性⽩内障p/o 1.. 若年性⽩内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<若年性⽩内障状態$異常状態%原因
a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・神経系腫瘍p/o 1.. 神経系腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経系腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]

神経線維腫症２型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<神経線維腫$構成要素
神経線維腫症２型・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 神経線維腫症２型・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

▼原因 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 神経線維腫症２型・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体優性遺伝（第22染⾊体⻑腕22q12）状態$異常状態%結果
a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 神経線維腫症２型・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

▼結果 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経線維腫症２型・両側性に発⽣する聴神経鞘腫（前庭神経鞘腫）を主徴とし、その他の神経系腫瘍や⽪膚病変・眼病変を呈する常染⾊体優性の遺伝性疾患[RH]
▼結果 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 神経線維腫症２型・⽪膚病変[RH]
▼結果 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 神経線維腫症２型・若年性⽩内障[RH]
▼結果 <<神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経系腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・両側性に発⽣する聴神経鞘腫（前庭神経鞘腫）を主徴とし、その他の神経系腫瘍や⽪膚病変・眼病変を呈する常染⾊体優性の遺伝性疾患p/o 1.. 両側性に発⽣する聴神経鞘腫（前庭神経鞘腫）を主徴とし、その他の神経系腫瘍や⽪膚病変・眼病変を呈する常染⾊体優性の遺伝性疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<両側性に発⽣する聴神経鞘腫（前庭神経鞘腫）を主徴とし、その他の神経系腫瘍や⽪膚病変・眼病変を呈する常染⾊体優性の遺伝性疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・⽪膚病変p/o 1.. ⽪膚病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚病変状態$異常状態%原因
a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・若年性⽩内障p/o 1.. 若年性⽩内障[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<若年性⽩内障状態$異常状態%原因
a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
神経線維腫症２型・神経系腫瘍p/o 1.. 神経系腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経系腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 神経線維腫症２型・神経線維腫症２型・暫定連鎖(結果)[RH]

神経線維腫症２型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 縦隔甲状腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
縦隔甲状腺腫・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔甲状腺腫・縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・甲状腺細胞由来の腺腫[RH]
▼結果 <<縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔甲状腺腫・甲状腺細胞由来の腺腫p/o 1.. 甲状腺細胞由来の腺腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺細胞由来の腺腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔甲状腺腫・甲状腺機能亢進p/o 1.. 甲状腺機能亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺機能亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

縦隔甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
縦隔甲状腺腫・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔甲状腺腫・縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・甲状腺細胞由来の腺腫[RH]
▼結果 <<縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・甲状腺機能亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔甲状腺腫・甲状腺細胞由来の腺腫p/o 1.. 甲状腺細胞由来の腺腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺細胞由来の腺腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔甲状腺腫・甲状腺機能亢進p/o 1.. 甲状腺機能亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<甲状腺機能亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔甲状腺腫・縦隔甲状腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

縦隔甲状腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸腺の腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍

[Sub Classes (5)] 胸腺腫，胸腺癌，胸腺カルチノイド，胸腺嚢腫，胸腺脂肪腫
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
胸腺の腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胸腺の腫瘍・胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺の腫瘍・胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸腺の腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺の腫瘍・胸腺に発⽣した腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺の腫瘍・胸腺に発⽣した腫瘍p/o 1.. 胸腺に発⽣した腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腺に発⽣した腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸腺の腫瘍・胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺の腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
胸腺の腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胸腺の腫瘍・胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺の腫瘍・胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸腺の腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺の腫瘍・胸腺に発⽣した腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺の腫瘍・胸腺に発⽣した腫瘍p/o 1.. 胸腺に発⽣した腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腺に発⽣した腫瘍状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸腺の腫瘍・胸腺の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺の腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸腺腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胸腺の腫瘍

[Sub Classes (5)] 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期，胸腺腫　正岡分類Ⅱ期，胸腺腫　正岡分類Ⅲ期，
胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期，胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫・胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫・胸腺腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸腺腫・胸腺腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫・重症筋無⼒症【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫・⾚芽球癆[RH]
▼結果 <<胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫・低ガンマグロブリン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫・重症筋無⼒症【異常状態】p/o 1.. 重症筋無⼒症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症筋無⼒症状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺腫・胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫・⾚芽球癆p/o 1.. ⾚芽球癆[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚芽球癆状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺腫・胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫・低ガンマグロブリン⾎症p/o 1.. 低ガンマグロブリン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低ガンマグロブリン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺腫・胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫・胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫・胸腺腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸腺腫・胸腺腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫・重症筋無⼒症【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫・⾚芽球癆[RH]
▼結果 <<胸腺腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫・低ガンマグロブリン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫・重症筋無⼒症【異常状態】p/o 1.. 重症筋無⼒症【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症筋無⼒症状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺腫・胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫・⾚芽球癆p/o 1.. ⾚芽球癆[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚芽球癆状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺腫・胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫・低ガンマグロブリン⾎症p/o 1.. 低ガンマグロブリン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低ガンマグロブリン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺腫・胸腺腫・暫定連鎖(結果)[RH]

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胸腺の腫瘍 / 胸腺腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸腺腫$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫　正岡分類Ⅰ期【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫　正岡分類Ⅰ期【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅰ期状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺腫　正岡分類Ⅰ期 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸腺腫$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫　正岡分類Ⅰ期【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫　正岡分類Ⅰ期【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅰ期状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・胸腺腫　正岡分類Ⅰ期・暫定連鎖(結果)[RH]

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胸腺の腫瘍 / 胸腺腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸腺腫$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫　正岡分類Ⅱ期【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫　正岡分類Ⅱ期【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅱ期状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺腫　正岡分類Ⅱ期 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸腺腫$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫　正岡分類Ⅱ期【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫　正岡分類Ⅱ期【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅱ期状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・胸腺腫　正岡分類Ⅱ期・暫定連鎖(結果)[RH]

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胸腺の腫瘍 / 胸腺腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸腺腫$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫　正岡分類Ⅲ期【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫　正岡分類Ⅲ期【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅲ期状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺腫　正岡分類Ⅲ期 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸腺腫$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫【異常状態】[RH]
▼結果 <<胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫　正岡分類Ⅲ期【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫　正岡分類Ⅲ期【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅲ期状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・胸腺腫　正岡分類Ⅲ期・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺腫　正岡分類Ⅲ期 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胸腺の腫瘍 / 胸腺腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸腺腫$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫【異常状態】[RH]

▼結果 <<胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸腺腫$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫【異常状態】[RH]

▼結果 <<胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺腫　正岡分類Ⅳａ期 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胸腺の腫瘍 / 胸腺腫

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸腺腫$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫【異常状態】[RH]

▼結果 <<胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸腺腫$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸腺腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫【異常状態】[RH]

▼結果 <<胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期【異常状態】p/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺腫　正岡分類Ⅳｂ期 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸腺癌
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胸腺の腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺癌・胸腺癌【異常状態】p/o 1.. 胸腺癌【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

胸腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺癌・胸腺癌【異常状態】p/o 1.. 胸腺癌【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

胸腺癌 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸腺カルチノイド
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胸腺の腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺カルチノイド・神経内分泌細胞への分化を⽰す腫瘍p/o 1.. 神経内分泌細胞への分化を⽰す腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経内分泌細胞への分化を⽰す腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺カルチノイド・胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺カルチノイド・胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸腺カルチノイド・神経内分泌細胞への分化を⽰す腫瘍[RH]
▼結果 <<胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺カルチノイド・紅潮[RH]
▼結果 <<胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺カルチノイド・下痢[RH]
▼結果 <<胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺カルチノイド・喘息様症状[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺カルチノイド・紅潮p/o 1.. 紅潮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<紅潮状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺カルチノイド・胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺カルチノイド・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺カルチノイド・胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺カルチノイド・喘息様症状p/o 1.. 喘息様症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息様症状状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胸腺カルチノイド・胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺カルチノイド 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺カルチノイド・神経内分泌細胞への分化を⽰す腫瘍p/o 1.. 神経内分泌細胞への分化を⽰す腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<神経内分泌細胞への分化を⽰す腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸腺カルチノイド・胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺カルチノイド・胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸腺カルチノイド・神経内分泌細胞への分化を⽰す腫瘍[RH]
▼結果 <<胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺カルチノイド・紅潮[RH]
▼結果 <<胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺カルチノイド・下痢[RH]
▼結果 <<胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸腺カルチノイド・喘息様症状[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺カルチノイド・紅潮p/o 1.. 紅潮[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<紅潮状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺カルチノイド・胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺カルチノイド・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸腺カルチノイド・胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺カルチノイド・喘息様症状p/o 1.. 喘息様症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<喘息様症状状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胸腺カルチノイド・胸腺カルチノイド・暫定連鎖(結果)[RH]

胸腺カルチノイド 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸腺嚢腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胸腺の腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺嚢腫・胸腺に嚢腫をみとめるものp/o 1.. 胸腺に嚢腫をみとめるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

胸腺嚢腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺嚢腫・胸腺に嚢腫をみとめるものp/o 1.. 胸腺に嚢腫をみとめるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

胸腺嚢腫 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 920 ]

[Class Name] 胸腺脂肪腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 胸腺の腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺脂肪腫・良性の軟部腫瘍p/o 1.. 良性の軟部腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

胸腺脂肪腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸腺脂肪腫・良性の軟部腫瘍p/o 1.. 良性の軟部腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

胸腺脂肪腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 縦隔の先天性嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍

[Sub Classes (2)] 気管⽀嚢胞，⼼膜嚢胞
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
縦隔の先天性嚢胞・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔の先天性嚢胞・縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・縦隔に認める嚢胞性病変[RH]
▼結果 <<縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・気管⽀嚢胞【異常状態】[RH]
▼結果 <<縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・⼼膜のう胞[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔の先天性嚢胞・縦隔に認める嚢胞性病変p/o 1.. 縦隔に認める嚢胞性病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔に認める嚢胞性病変状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔の先天性嚢胞・気管⽀嚢胞【異常状態】p/o 1.. 気管⽀嚢胞【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔の先天性嚢胞・⼼膜のう胞p/o 1.. ⼼膜のう胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼膜のう胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

縦隔の先天性嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
縦隔の先天性嚢胞・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. 気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔の先天性嚢胞・縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・縦隔に認める嚢胞性病変[RH]
▼結果 <<縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・気管⽀嚢胞【異常状態】[RH]
▼結果 <<縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・⼼膜のう胞[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔の先天性嚢胞・縦隔に認める嚢胞性病変p/o 1.. 縦隔に認める嚢胞性病変[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔に認める嚢胞性病変状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔の先天性嚢胞・気管⽀嚢胞【異常状態】p/o 1.. 気管⽀嚢胞【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀嚢胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔の先天性嚢胞・⼼膜のう胞p/o 1.. ⼼膜のう胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼膜のう胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔の先天性嚢胞・縦隔の先天性嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

縦隔の先天性嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 気管⽀嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 縦隔の先天性嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<縦隔の先天性嚢胞$構成要素
気管⽀嚢胞・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀嚢胞・気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀嚢胞・気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀嚢胞・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀嚢胞・胎⽣期における気管気管⽀原基の分岐異常。胎⽣期に気道から遊離した異常肺原基が縦隔内とどまることにより発⽣[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀嚢胞・胎⽣期における気管気管⽀原基の分岐異常。胎⽣期に気道から遊離した異常肺原基が縦隔内とどまることにより発⽣p/o 1.. 胎⽣期における気管気管⽀原基の分岐異常。胎⽣期に気道から遊離した異常肺原基が縦隔内とどまることにより発⽣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎⽣期における気管気管⽀原基の分岐異常。胎⽣期に気道から遊離した異常肺原基が縦隔内とどまることにより発⽣状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀嚢胞・気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<縦隔の先天性嚢胞$構成要素
気管⽀嚢胞・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 気管⽀嚢胞・気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀嚢胞・気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 気管⽀嚢胞・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 気管⽀嚢胞・胎⽣期における気管気管⽀原基の分岐異常。胎⽣期に気道から遊離した異常肺原基が縦隔内とどまることにより発⽣[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
気管⽀嚢胞・胎⽣期における気管気管⽀原基の分岐異常。胎⽣期に気道から遊離した異常肺原基が縦隔内とどまることにより発⽣p/o 1.. 胎⽣期における気管気管⽀原基の分岐異常。胎⽣期に気道から遊離した異常肺原基が縦隔内とどまることにより発⽣[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎⽣期における気管気管⽀原基の分岐異常。胎⽣期に気道から遊離した異常肺原基が縦隔内とどまることにより発⽣状態$異常状態%原因
a/o 1.. 気管⽀嚢胞・気管⽀嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

気管⽀嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼼膜嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / 縦隔の先天性嚢胞

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<縦隔の先天性嚢胞$構成要素
⼼膜嚢胞・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼膜嚢胞・⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼膜嚢胞・⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⼼膜嚢胞・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

▼結果 <<⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⼼膜嚢胞・⼼膜腔との交通をもたない⼀部の原始⼩腔が遺残して⽣じたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼膜嚢胞・⼼膜腔との交通をもたない⼀部の原始⼩腔が遺残して⽣じたものp/o 1.. ⼼膜腔との交通をもたない⼀部の原始⼩腔が遺残して⽣じたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼膜腔との交通をもたない⼀部の原始⼩腔が遺残して⽣じたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼膜嚢胞・⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

⼼膜嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<縦隔の先天性嚢胞$構成要素
⼼膜嚢胞・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼼膜嚢胞・⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼膜嚢胞・⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⼼膜嚢胞・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

▼結果 <<⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⼼膜嚢胞・⼼膜腔との交通をもたない⼀部の原始⼩腔が遺残して⽣じたもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼼膜嚢胞・⼼膜腔との交通をもたない⼀部の原始⼩腔が遺残して⽣じたものp/o 1.. ⼼膜腔との交通をもたない⼀部の原始⼩腔が遺残して⽣じたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼼膜腔との交通をもたない⼀部の原始⼩腔が遺残して⽣じたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼼膜嚢胞・⼼膜嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

⼼膜嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍

[Sub Classes (2)] 縦隔悪性リンパ腫，Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
リンパ性腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ性腫瘍・リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ性腫瘍・リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ性腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リンパ性腫瘍・リンパ球が浸潤あるいは増殖する縦隔の疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ性腫瘍・リンパ球が浸潤あるいは増殖する縦隔の疾患p/o 1.. リンパ球が浸潤あるいは増殖する縦隔の疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球が浸潤あるいは増殖する縦隔の疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ性腫瘍・リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<縦隔腫瘍$構成要素
リンパ性腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ性腫瘍・リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ性腫瘍・リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ性腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リンパ性腫瘍・リンパ球が浸潤あるいは増殖する縦隔の疾患[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ性腫瘍・リンパ球が浸潤あるいは増殖する縦隔の疾患p/o 1.. リンパ球が浸潤あるいは増殖する縦隔の疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球が浸潤あるいは増殖する縦隔の疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ性腫瘍・リンパ性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 925 ]

[Class Name] 縦隔悪性リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / リンパ性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔悪性リンパ腫・リンパ系組織から発⽣する縦隔の悪性腫瘍p/o 1.. リンパ系組織から発⽣する縦隔の悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<リンパ系組織から発⽣する縦隔の悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔悪性リンパ腫・縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・リンパ系組織から発⽣する縦隔の悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・発熱[RH]
▼結果 <<縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・体重減少[RH]
▼結果 <<縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・倦怠感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔悪性リンパ腫・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔悪性リンパ腫・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔悪性リンパ腫・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

縦隔悪性リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔悪性リンパ腫・リンパ系組織から発⽣する縦隔の悪性腫瘍p/o 1.. リンパ系組織から発⽣する縦隔の悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<リンパ系組織から発⽣する縦隔の悪性腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔悪性リンパ腫・縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・リンパ系組織から発⽣する縦隔の悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・発熱[RH]
▼結果 <<縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・体重減少[RH]
▼結果 <<縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・倦怠感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔悪性リンパ腫・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔悪性リンパ腫・体重減少p/o 1.. 体重減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<体重減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔悪性リンパ腫・倦怠感p/o 1.. 倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<倦怠感状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔悪性リンパ腫・縦隔悪性リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

縦隔悪性リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔腫瘍 / リンパ性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<リンパ性腫瘍$構成要素
Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・リンパろ胞の過形成とろ胞間に著しい⾎管内⽪細胞の増殖とヒアリン化を伴う⾎管増⽣を特徴とする限局性あるいは全⾝性のリンパ節腫脹を認める疾患[RH]
▼結果 <<Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・ＩＬ－６[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・リンパろ胞の過形成とろ胞間に著しい⾎管内⽪細胞の増殖とヒアリン化を伴う⾎管増⽣を特徴とする限局性あるいは全⾝性のリンパ節腫脹を認める疾患p/o 1.. リンパろ胞の過形成とろ胞間に著しい⾎管内⽪細胞の増殖とヒアリン化を伴う⾎管増⽣を特徴とする限局性あるいは全⾝性のリンパ節腫脹を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパろ胞の過形成とろ胞間に著しい⾎管内⽪細胞の増殖とヒアリン化を伴う⾎管増⽣を特徴とする限局性あるいは全⾝性のリンパ節腫脹を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・ＩＬ－６p/o 1.. ＩＬ－６[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＩＬ－６状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リンパ性腫瘍$構成要素
Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼結果 <<Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・リンパろ胞の過形成とろ胞間に著しい⾎管内⽪細胞の増殖とヒアリン化を伴う⾎管増⽣を特徴とする限局性あるいは全⾝性のリンパ節腫脹を認める疾患[RH]
▼結果 <<Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・ＩＬ－６[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・リンパろ胞の過形成とろ胞間に著しい⾎管内⽪細胞の増殖とヒアリン化を伴う⾎管増⽣を特徴とする限局性あるいは全⾝性のリンパ節腫脹を認める疾患p/o 1.. リンパろ胞の過形成とろ胞間に著しい⾎管内⽪細胞の増殖とヒアリン化を伴う⾎管増⽣を特徴とする限局性あるいは全⾝性のリンパ節腫脹を認める疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパろ胞の過形成とろ胞間に著しい⾎管内⽪細胞の増殖とヒアリン化を伴う⾎管増⽣を特徴とする限局性あるいは全⾝性のリンパ節腫脹を認める疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・ＩＬ－６p/o 1.. ＩＬ－６[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ＩＬ－６状態$異常状態%原因a/o 1.. Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 縦隔気腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・縦隔内に空気が貯留した状態p/o 1.. 縦隔内に空気が貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔内に空気が貯留した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<縦隔内に空気が貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 縦隔気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔内に空気が貯留した状態[RH]
▼原因 <<縦隔気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔気腫・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼原因 <<縦隔気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔気腫・⾷道穿孔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀喘息状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・⾷道穿孔p/o 1.. ⾷道穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾷道穿孔状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔内に空気が貯留した状態[RH]
▼結果 <<縦隔気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気腫・咳嗽[RH]
▼結果 <<縦隔気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気腫・胸痛[RH]
▼結果 <<縦隔気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔気腫・Hamman症候[RH]
▼結果 <<縦隔気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気腫・⽪下気腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・Hamman症候p/o 1.. Hamman症候[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Hamman症候状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

縦隔気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・縦隔内に空気が貯留した状態p/o 1.. 縦隔内に空気が貯留した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔内に空気が貯留した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<縦隔内に空気が貯留した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 縦隔気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔内に空気が貯留した状態[RH]
▼原因 <<縦隔気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔気腫・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼原因 <<縦隔気腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔気腫・⾷道穿孔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀喘息状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・⾷道穿孔p/o 1.. ⾷道穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾷道穿孔状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔内に空気が貯留した状態[RH]
▼結果 <<縦隔気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気腫・咳嗽[RH]
▼結果 <<縦隔気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気腫・胸痛[RH]
▼結果 <<縦隔気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔気腫・Hamman症候[RH]
▼結果 <<縦隔気腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔気腫・⽪下気腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・Hamman症候p/o 1.. Hamman症候[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Hamman症候状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

縦隔気腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Hamman症候状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・⽪下気腫p/o 1.. ⽪下気腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪下気腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Hamman症候状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔気腫・⽪下気腫p/o 1.. ⽪下気腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪下気腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔気腫・縦隔気腫・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 縦隔炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患

[Sub Classes (2)] 急性縦隔炎，縦隔線維症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・縦隔に炎症を起こした状態p/o 1.. 縦隔に炎症を起こした状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%原因

a/o 0.. 急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔炎・縦隔に炎症を起こした状態[RH]
▼原因 <<縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔炎・⾷道穿孔[RH]
▼原因 <<縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔炎・医原性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・⾷道穿孔p/o 1.. ⾷道穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾷道穿孔状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・医原性p/o 1.. 医原性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<医原性状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 縦隔炎・縦隔に炎症を起こした状態[RH]
▼結果 <<縦隔炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔炎・発熱[RH]
▼結果 <<縦隔炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔炎・咳嗽[RH]
▼結果 <<縦隔炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔炎・胸痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

縦隔炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・縦隔に炎症を起こした状態p/o 1.. 縦隔に炎症を起こした状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%原因

a/o 0.. 急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔炎・縦隔に炎症を起こした状態[RH]
▼原因 <<縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔炎・⾷道穿孔[RH]
▼原因 <<縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔炎・医原性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・⾷道穿孔p/o 1.. ⾷道穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾷道穿孔状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・医原性p/o 1.. 医原性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<医原性状態$異常状態%結果a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 縦隔炎・縦隔に炎症を起こした状態[RH]
▼結果 <<縦隔炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔炎・発熱[RH]
▼結果 <<縦隔炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 縦隔炎・咳嗽[RH]
▼結果 <<縦隔炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔炎・胸痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

縦隔炎 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 930 ]

a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔炎・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔炎・縦隔炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 急性縦隔炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<縦隔炎$構成要素
急性縦隔炎・縦隔上部の⼝腔・咽頭の感染の波及、縦隔内臓器の損傷、⼿術などにより縦隔に炎症が起こった状態p/o 1.. 縦隔上部の⼝腔・咽頭の感染の波及、縦隔内臓器の損傷、⼿術などにより縦隔に炎症が起こった状態[RH]

連鎖種別 <<縦隔炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔上部の⼝腔・咽頭の感染の波及、縦隔内臓器の損傷、⼿術などにより縦隔に炎症が起こった状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性縦隔炎・縦隔上部の⼝腔・咽頭の感染の波及、縦隔内臓器の損傷、⼿術などにより縦隔に炎症が起こった状態[RH]
▼原因 <<急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性縦隔炎・下⾏性壊死性縦隔炎[RH]
▼原因 <<急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性縦隔炎・縦隔内臓器の損傷・穿孔[RH]
▼原因 <<急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性縦隔炎・縦隔内⼿術操作[RH]
▼原因 <<急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性縦隔炎・感染の⾎⾏性・リンパ⾏性あるいは肺からの直接性の波及[RH]
▼結果 <<急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 急性縦隔炎・縦隔に炎症を起こした状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性縦隔炎・下⾏性壊死性縦隔炎p/o 1.. 下⾏性壊死性縦隔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<下⾏性壊死性縦隔炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性縦隔炎・縦隔内臓器の損傷・穿孔p/o 1.. 縦隔内臓器の損傷・穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔内臓器の損傷・穿孔状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性縦隔炎・縦隔内⼿術操作p/o 1.. 縦隔内⼿術操作[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔内⼿術操作状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性縦隔炎・感染の⾎⾏性・リンパ⾏性あるいは肺からの直接性の波及p/o 1.. 感染の⾎⾏性・リンパ⾏性あるいは肺からの直接性の波及[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<感染の⾎⾏性・リンパ⾏性あるいは肺からの直接性の波及状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<縦隔炎$構成要素
急性縦隔炎・縦隔に炎症を起こした状態p/o 0.. 縦隔に炎症を起こした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%原因
a/o 0.. 急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

急性縦隔炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<縦隔炎$構成要素
急性縦隔炎・縦隔上部の⼝腔・咽頭の感染の波及、縦隔内臓器の損傷、⼿術などにより縦隔に炎症が起こった状態p/o 1.. 縦隔上部の⼝腔・咽頭の感染の波及、縦隔内臓器の損傷、⼿術などにより縦隔に炎症が起こった状態[RH]

連鎖種別 <<縦隔炎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔上部の⼝腔・咽頭の感染の波及、縦隔内臓器の損傷、⼿術などにより縦隔に炎症が起こった状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性縦隔炎・縦隔上部の⼝腔・咽頭の感染の波及、縦隔内臓器の損傷、⼿術などにより縦隔に炎症が起こった状態[RH]
▼原因 <<急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性縦隔炎・下⾏性壊死性縦隔炎[RH]
▼原因 <<急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性縦隔炎・縦隔内臓器の損傷・穿孔[RH]
▼原因 <<急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性縦隔炎・縦隔内⼿術操作[RH]
▼原因 <<急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 急性縦隔炎・感染の⾎⾏性・リンパ⾏性あるいは肺からの直接性の波及[RH]
▼結果 <<急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 0.. 急性縦隔炎・縦隔に炎症を起こした状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性縦隔炎・下⾏性壊死性縦隔炎p/o 1.. 下⾏性壊死性縦隔炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<下⾏性壊死性縦隔炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性縦隔炎・縦隔内臓器の損傷・穿孔p/o 1.. 縦隔内臓器の損傷・穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔内臓器の損傷・穿孔状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性縦隔炎・縦隔内⼿術操作p/o 1.. 縦隔内⼿術操作[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<縦隔内⼿術操作状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性縦隔炎・感染の⾎⾏性・リンパ⾏性あるいは肺からの直接性の波及p/o 1.. 感染の⾎⾏性・リンパ⾏性あるいは肺からの直接性の波及[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<感染の⾎⾏性・リンパ⾏性あるいは肺からの直接性の波及状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<縦隔炎$構成要素
急性縦隔炎・縦隔に炎症を起こした状態p/o 0.. 縦隔に炎症を起こした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #派⽣連鎖

▼原因 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%原因
a/o 0.. 急性縦隔炎・急性縦隔炎・暫定連鎖(原因)[RH]

関連
a/o ..1 one way weak

急性縦隔炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 縦隔線維症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 縦隔炎

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<縦隔炎$構成要素
縦隔線維症・縦隔に炎症を起こした状態p/o 1.. 縦隔に炎症を起こした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 縦隔線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔に炎症を起こした状態[RH]
▼原因 <<縦隔線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 縦隔線維症・ヒストプラズマなどの真菌、結核菌、細菌感染による⾁芽腫形成[RH]
▼原因 <<縦隔線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔線維症・膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する縦隔線維化[RH]
▼原因 <<縦隔線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔・肺腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔線維症・ヒストプラズマなどの真菌、結核菌、細菌感染による⾁芽腫形成p/o 1.. ヒストプラズマなどの真菌、結核菌、細菌感染による⾁芽腫形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヒストプラズマなどの真菌、結核菌、細菌感染による⾁芽腫形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔線維症・膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する縦隔線維化p/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する縦隔線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する縦隔線維化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔線維症・縦隔・肺腫瘍p/o 1.. 縦隔・肺腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔・肺腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔に炎症を起こした状態[RH]
▼結果 <<縦隔線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔線維症・慢性炎症、⾁芽腫などにより縦隔に広範な線維増⽣をきたし縦隔臓器の圧迫・閉塞症状を呈する病態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔線維症・慢性炎症、⾁芽腫などにより縦隔に広範な線維増⽣をきたし縦隔臓器の圧迫・閉塞症状を呈する病態p/o 1.. 慢性炎症、⾁芽腫などにより縦隔に広範な線維増⽣をきたし縦隔臓器の圧迫・閉塞症状を呈する病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性炎症、⾁芽腫などにより縦隔に広範な線維増⽣をきたし縦隔臓器の圧迫・閉塞症状を呈する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

縦隔線維症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<縦隔炎$構成要素
縦隔線維症・縦隔に炎症を起こした状態p/o 1.. 縦隔に炎症を起こした状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<縦隔に炎症を起こした状態状態$異常状態%結果

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 縦隔線維症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔に炎症を起こした状態[RH]
▼原因 <<縦隔線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 縦隔線維症・ヒストプラズマなどの真菌、結核菌、細菌感染による⾁芽腫形成[RH]
▼原因 <<縦隔線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 縦隔線維症・膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する縦隔線維化[RH]
▼原因 <<縦隔線維症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔・肺腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔線維症・ヒストプラズマなどの真菌、結核菌、細菌感染による⾁芽腫形成p/o 1.. ヒストプラズマなどの真菌、結核菌、細菌感染による⾁芽腫形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヒストプラズマなどの真菌、結核菌、細菌感染による⾁芽腫形成状態$異常状態%結果

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔線維症・膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する縦隔線維化p/o 1.. 膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する縦隔線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膠原病（ＳＬＥ、ＲＡ）に合併する縦隔線維化状態$異常状態%結果

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔線維症・縦隔・肺腫瘍p/o 1.. 縦隔・肺腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔・肺腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 縦隔線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<縦隔線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔に炎症を起こした状態[RH]
▼結果 <<縦隔線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 縦隔線維症・慢性炎症、⾁芽腫などにより縦隔に広範な線維増⽣をきたし縦隔臓器の圧迫・閉塞症状を呈する病態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
縦隔線維症・慢性炎症、⾁芽腫などにより縦隔に広範な線維増⽣をきたし縦隔臓器の圧迫・閉塞症状を呈する病態p/o 1.. 慢性炎症、⾁芽腫などにより縦隔に広範な線維増⽣をきたし縦隔臓器の圧迫・閉塞症状を呈する病態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性炎症、⾁芽腫などにより縦隔に広範な線維増⽣をきたし縦隔臓器の圧迫・閉塞症状を呈する病態状態$異常状態%原因
a/o 1.. 縦隔線維症・縦隔線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

縦隔線維症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸壁疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患

[Sub Classes (2)] 胸壁腫瘍，胸壁の変形
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患$構成要素
胸壁疾患・胸壁に発⽣した疾患p/o 1.. 胸壁に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸壁に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸壁の変形・暫定連鎖(結果)[RH]

胸壁疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患$構成要素
胸壁疾患・胸壁に発⽣した疾患p/o 1.. 胸壁に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸壁に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸壁の変形・暫定連鎖(結果)[RH]

胸壁疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸壁腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸壁疾患

[Sub Classes (1)] 転移性胸壁腫瘍
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸壁腫瘍・胸壁に悪性腫瘍を認めるp/o 1.. 胸壁に悪性腫瘍を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸壁に悪性腫瘍を認める状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胸壁腫瘍・胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸壁に悪性腫瘍を認める状態$異常状態%結果

a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸壁腫瘍・胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 胸壁腫瘍・胸壁に悪性腫瘍を認める[RH]

▼結果 <<胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 胸壁腫瘍・胸痛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸壁腫瘍・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸壁腫瘍・胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

胸壁腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸壁腫瘍・胸壁に悪性腫瘍を認めるp/o 1.. 胸壁に悪性腫瘍を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸壁に悪性腫瘍を認める状態$異常状態%結果

a/o 1.. 胸壁腫瘍・胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸壁に悪性腫瘍を認める状態$異常状態%結果

a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸壁腫瘍・胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 胸壁腫瘍・胸壁に悪性腫瘍を認める[RH]

▼結果 <<胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 胸壁腫瘍・胸痛[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸壁腫瘍・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 胸壁腫瘍・胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

胸壁腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 転移性胸壁腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸壁疾患 / 胸壁腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸壁腫瘍$構成要素
転移性胸壁腫瘍・胸壁に悪性腫瘍を認めるp/o 1.. 胸壁に悪性腫瘍を認める[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸壁に悪性腫瘍を認める状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸壁に悪性腫瘍を認める状態$異常状態%結果

a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸壁腫瘍・転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・胸壁に悪性腫瘍を認める[RH]
▼結果 <<転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・他の部位の悪性腫瘍の胸壁への転移[RH]
▼結果 <<転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・腫瘤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸壁腫瘍・他の部位の悪性腫瘍の胸壁への転移p/o 1.. 他の部位の悪性腫瘍の胸壁への転移[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<他の部位の悪性腫瘍の胸壁への転移状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸壁腫瘍・腫瘤p/o 1.. 腫瘤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腫瘤状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<胸壁腫瘍$構成要素
転移性胸壁腫瘍・胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<胸壁腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・胸壁に悪性腫瘍を認める[RH]
▼結果 <<胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・胸痛[RH]
▼構成要素 <<胸壁腫瘍$構成要素
転移性胸壁腫瘍・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<胸壁腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

転移性胸壁腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸壁腫瘍$構成要素
転移性胸壁腫瘍・胸壁に悪性腫瘍を認めるp/o 1.. 胸壁に悪性腫瘍を認める[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸壁に悪性腫瘍を認める状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<胸壁に悪性腫瘍を認める状態$異常状態%結果

a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸壁腫瘍・転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・胸壁に悪性腫瘍を認める[RH]
▼結果 <<転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・他の部位の悪性腫瘍の胸壁への転移[RH]
▼結果 <<転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・腫瘤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸壁腫瘍・他の部位の悪性腫瘍の胸壁への転移p/o 1.. 他の部位の悪性腫瘍の胸壁への転移[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<他の部位の悪性腫瘍の胸壁への転移状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸壁腫瘍・腫瘤p/o 1.. 腫瘤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腫瘤状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・転移性胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<胸壁腫瘍$構成要素
転移性胸壁腫瘍・胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<胸壁腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・胸壁に悪性腫瘍を認める[RH]
▼結果 <<胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・胸痛[RH]
▼構成要素 <<胸壁腫瘍$構成要素
転移性胸壁腫瘍・胸痛p/o 1.. 胸痛[RH]

連鎖種別 <<胸壁腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸壁腫瘍・胸壁腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

転移性胸壁腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸壁の変形
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸壁疾患

[Sub Classes (4)] 鳩胸，樽状胸，漏⽃胸，脊椎側弯症
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸壁疾患$構成要素
胸壁の変形・胸壁に発⽣した疾患p/o 1.. 胸壁に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸壁に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胸壁の変形・胸壁の変形・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<胸壁に発⽣した疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸壁に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸壁の変形・胸壁の変形・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸壁の変形・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸壁の変形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸壁の変形・胸壁に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<胸壁の変形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸壁の変形・胸壁の変形、あるいは変形に伴う呼吸器症状をみとめるもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸壁の変形・胸壁の変形、あるいは変形に伴う呼吸器症状をみとめるものp/o 1.. 胸壁の変形、あるいは変形に伴う呼吸器症状をみとめるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸壁の変形、あるいは変形に伴う呼吸器症状をみとめるもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸壁の変形・胸壁の変形・暫定連鎖(結果)[RH]

胸壁の変形 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸壁疾患$構成要素
胸壁の変形・胸壁に発⽣した疾患p/o 1.. 胸壁に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<胸壁に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 胸壁の変形・胸壁の変形・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<胸壁に発⽣した疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸壁に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸壁の変形・胸壁の変形・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸壁の変形・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸壁の変形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸壁の変形・胸壁に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<胸壁の変形・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸壁の変形・胸壁の変形、あるいは変形に伴う呼吸器症状をみとめるもの[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸壁の変形・胸壁の変形、あるいは変形に伴う呼吸器症状をみとめるものp/o 1.. 胸壁の変形、あるいは変形に伴う呼吸器症状をみとめるもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸壁の変形、あるいは変形に伴う呼吸器症状をみとめるもの状態$異常状態%原因
a/o 1.. 胸壁の変形・胸壁の変形・暫定連鎖(結果)[RH]

胸壁の変形 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 鳩胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸壁疾患 / 胸壁の変形

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鳩胸・胸⾻が前⽅へ突出をきたす変形p/o 1.. 胸⾻が前⽅へ突出をきたす変形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

鳩胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鳩胸・胸⾻が前⽅へ突出をきたす変形p/o 1.. 胸⾻が前⽅へ突出をきたす変形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸壁疾患 / 胸壁の変形

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・肺の含気が⾼まったために、前胸部が⾶び出した胸郭変形p/o 1.. 肺の含気が⾼まったために、前胸部が⾶び出した胸郭変形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の含気が⾼まったために、前胸部が⾶び出した胸郭変形状態$異常状態%原因a/o 1.. 樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の含気が⾼まったために、前胸部が⾶び出した胸郭変形状態$異常状態%結果a/o 1.. 樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 樽状胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<樽状胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 樽状胸・肺の含気が⾼まったために、前胸部が⾶び出した胸郭変形[RH]
▼原因 <<樽状胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 樽状胸・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼原因 <<樽状胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 樽状胸・肺気腫【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀喘息状態$異常状態%結果a/o 1.. 樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・肺気腫【異常状態】p/o 1.. 肺気腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺気腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 樽状胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<樽状胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 樽状胸・肺の含気が⾼まったために、前胸部が⾶び出した胸郭変形[RH]
▼結果 <<樽状胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 樽状胸・滴状⼼[RH]
▼結果 <<樽状胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 樽状胸・残気量増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・滴状⼼p/o 1.. 滴状⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<滴状⼼状態$異常状態%原因a/o 1.. 樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・残気量増加p/o 1.. 残気量増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<残気量増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(結果)[RH]

樽状胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・肺の含気が⾼まったために、前胸部が⾶び出した胸郭変形p/o 1.. 肺の含気が⾼まったために、前胸部が⾶び出した胸郭変形[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肺の含気が⾼まったために、前胸部が⾶び出した胸郭変形状態$異常状態%原因a/o 1.. 樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<肺の含気が⾼まったために、前胸部が⾶び出した胸郭変形状態$異常状態%結果a/o 1.. 樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 樽状胸・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<樽状胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 樽状胸・肺の含気が⾼まったために、前胸部が⾶び出した胸郭変形[RH]
▼原因 <<樽状胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 樽状胸・気管⽀喘息【異常状態】[RH]
▼原因 <<樽状胸・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 樽状胸・肺気腫【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・気管⽀喘息【異常状態】p/o 1.. 気管⽀喘息【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<気管⽀喘息状態$異常状態%結果a/o 1.. 樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・肺気腫【異常状態】p/o 1.. 肺気腫【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肺気腫状態$異常状態%結果a/o 1.. 樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 樽状胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<樽状胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 樽状胸・肺の含気が⾼まったために、前胸部が⾶び出した胸郭変形[RH]
▼結果 <<樽状胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 樽状胸・滴状⼼[RH]
▼結果 <<樽状胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 樽状胸・残気量増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・滴状⼼p/o 1.. 滴状⼼[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<滴状⼼状態$異常状態%原因a/o 1.. 樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
樽状胸・残気量増加p/o 1.. 残気量増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<残気量増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 樽状胸・樽状胸・暫定連鎖(結果)[RH]

樽状胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 漏⽃胸
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸壁疾患 / 胸壁の変形

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏⽃胸・肋⾻、肋軟⾻は肋⾻肋軟⾻接合部の内側あるいは外側にて後⽅に向かって弯曲するp/o 1.. 肋⾻、肋軟⾻は肋⾻肋軟⾻接合部の内側あるいは外側にて後⽅に向かって弯曲する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肋⾻、肋軟⾻は肋⾻肋軟⾻接合部の内側あるいは外側にて後⽅に向かって弯曲する状態$異常状態%結果

a/o 1.. 漏⽃胸・漏⽃胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏⽃胸・漏⽃胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 漏⽃胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<漏⽃胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 漏⽃胸・肋⾻、肋軟⾻は肋⾻肋軟⾻接合部の内側あるいは外側にて後⽅に向かって弯曲する[RH]
▼結果 <<漏⽃胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 漏⽃胸・呼吸困難[RH]
▼結果 <<漏⽃胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 漏⽃胸・側弯症[RH]
▼結果 <<漏⽃胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 漏⽃胸・⼼臓は左胸腔⽅向へと変位[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏⽃胸・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 漏⽃胸・漏⽃胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏⽃胸・側弯症p/o 1.. 側弯症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<側弯症状態$異常状態%原因a/o 1.. 漏⽃胸・漏⽃胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏⽃胸・⼼臓は左胸腔⽅向へと変位p/o 1.. ⼼臓は左胸腔⽅向へと変位[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼臓は左胸腔⽅向へと変位状態$異常状態%原因a/o 1.. 漏⽃胸・漏⽃胸・暫定連鎖(結果)[RH]

漏⽃胸 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏⽃胸・肋⾻、肋軟⾻は肋⾻肋軟⾻接合部の内側あるいは外側にて後⽅に向かって弯曲するp/o 1.. 肋⾻、肋軟⾻は肋⾻肋軟⾻接合部の内側あるいは外側にて後⽅に向かって弯曲する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肋⾻、肋軟⾻は肋⾻肋軟⾻接合部の内側あるいは外側にて後⽅に向かって弯曲する状態$異常状態%結果

a/o 1.. 漏⽃胸・漏⽃胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏⽃胸・漏⽃胸・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 漏⽃胸・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<漏⽃胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 漏⽃胸・肋⾻、肋軟⾻は肋⾻肋軟⾻接合部の内側あるいは外側にて後⽅に向かって弯曲する[RH]
▼結果 <<漏⽃胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 漏⽃胸・呼吸困難[RH]
▼結果 <<漏⽃胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 漏⽃胸・側弯症[RH]
▼結果 <<漏⽃胸・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 漏⽃胸・⼼臓は左胸腔⽅向へと変位[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏⽃胸・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 漏⽃胸・漏⽃胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏⽃胸・側弯症p/o 1.. 側弯症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<側弯症状態$異常状態%原因a/o 1.. 漏⽃胸・漏⽃胸・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
漏⽃胸・⼼臓は左胸腔⽅向へと変位p/o 1.. ⼼臓は左胸腔⽅向へと変位[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼼臓は左胸腔⽅向へと変位状態$異常状態%原因a/o 1.. 漏⽃胸・漏⽃胸・暫定連鎖(結果)[RH]

漏⽃胸 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脊椎側弯症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸壁疾患 / 胸壁の変形

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸壁の変形$構成要素
脊椎側弯症・胸壁に発⽣した疾患p/o 1.. 胸壁に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸壁に発⽣した疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸壁に発⽣した疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脊椎側弯症・胸壁に発⽣した疾患[RH]
▼原因 <<脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 脊椎側弯症・特発性脊柱側弯症[RH]
▼原因 <<脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 脊椎側弯症・症候性側弯症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊椎側弯症・特発性脊柱側弯症p/o 1.. 特発性脊柱側弯症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<特発性脊柱側弯症状態$異常状態%結果a/o 1.. 脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊椎側弯症・症候性側弯症p/o 1.. 症候性側弯症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<症候性側弯症状態$異常状態%結果a/o 1.. 脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 脊椎側弯症・胸壁に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 脊椎側弯症・前額⾯で脊柱が側⽅へ弯曲した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊椎側弯症・前額⾯で脊柱が側⽅へ弯曲した状態p/o 1.. 前額⾯で脊柱が側⽅へ弯曲した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<前額⾯で脊柱が側⽅へ弯曲した状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)[RH]

脊椎側弯症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸壁の変形$構成要素
脊椎側弯症・胸壁に発⽣した疾患p/o 1.. 胸壁に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸壁に発⽣した疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸壁に発⽣した疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脊椎側弯症・胸壁に発⽣した疾患[RH]
▼原因 <<脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 脊椎側弯症・特発性脊柱側弯症[RH]
▼原因 <<脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 脊椎側弯症・症候性側弯症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊椎側弯症・特発性脊柱側弯症p/o 1.. 特発性脊柱側弯症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<特発性脊柱側弯症状態$異常状態%結果a/o 1.. 脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊椎側弯症・症候性側弯症p/o 1.. 症候性側弯症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<症候性側弯症状態$異常状態%結果a/o 1.. 脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 脊椎側弯症・胸壁に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 脊椎側弯症・前額⾯で脊柱が側⽅へ弯曲した状態[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脊椎側弯症・前額⾯で脊柱が側⽅へ弯曲した状態p/o 1.. 前額⾯で脊柱が側⽅へ弯曲した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<前額⾯で脊柱が側⽅へ弯曲した状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 脊椎側弯症・脊椎側弯症・暫定連鎖(結果)[RH]

脊椎側弯症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 横隔膜疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患

[Sub Classes (3)] 横隔膜ヘルニア，横隔膜の炎症，横隔膜の腫瘍
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患$構成要素
横隔膜疾患・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患$構成要素
横隔膜疾患・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 横隔膜ヘルニア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 横隔膜疾患

[Sub Classes (2)] Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア，⾷道裂孔ヘルニア
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態p/o 1.. 横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 横隔膜ヘルニア・横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜ヘルニア・横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 横隔膜ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]

▼結果 <<横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 横隔膜ヘルニア・呼吸困難[RH]

▼結果 <<横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 横隔膜ヘルニア・胸やけ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜ヘルニア・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜ヘルニア・横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜ヘルニア・胸やけp/o 1.. 胸やけ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸やけ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜ヘルニア・横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態p/o 1.. 横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. 横隔膜ヘルニア・横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜ヘルニア・横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 横隔膜ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]

▼結果 <<横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 横隔膜ヘルニア・呼吸困難[RH]

▼結果 <<横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 横隔膜ヘルニア・胸やけ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜ヘルニア・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜ヘルニア・横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜ヘルニア・胸やけp/o 1.. 胸やけ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸やけ状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜ヘルニア・横隔膜ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 横隔膜疾患 / 横隔膜ヘルニア

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<横隔膜ヘルニア$構成要素
Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態p/o 1.. 横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]
▼結果 <<Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・先天性にボックダレック孔があり、そこから消化管が侵⼊する[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・先天性にボックダレック孔があり、そこから消化管が侵⼊するp/o 1.. 先天性にボックダレック孔があり、そこから消化管が侵⼊する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性にボックダレック孔があり、そこから消化管が侵⼊する状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<横隔膜ヘルニア$構成要素
Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態p/o 1.. 横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%結果a/o 1.. Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]
▼結果 <<Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・先天性にボックダレック孔があり、そこから消化管が侵⼊する[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・先天性にボックダレック孔があり、そこから消化管が侵⼊するp/o 1.. 先天性にボックダレック孔があり、そこから消化管が侵⼊する[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性にボックダレック孔があり、そこから消化管が侵⼊する状態$異常状態%原因
a/o 1.. Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

Ｂｏｃｈｄａｌｅｋ孔ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾷道裂孔ヘルニア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 横隔膜疾患 / 横隔膜ヘルニア

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<横隔膜ヘルニア$構成要素
⾷道裂孔ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態p/o 1.. 横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]

▼原因 <<⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・先天性[RH]

▼原因 <<⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・加齢[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道裂孔ヘルニア・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道裂孔ヘルニア・加齢p/o 1.. 加齢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<加齢状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]

▼結果 <<⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔から胸腔に胃が侵⼊してくる[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔から胸腔に胃が侵⼊してくるp/o 1.. ⾷道裂孔から胸腔に胃が侵⼊してくる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道裂孔から胸腔に胃が侵⼊してくる状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

⾷道裂孔ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<横隔膜ヘルニア$構成要素
⾷道裂孔ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態p/o 1.. 横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]

▼原因 <<⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・先天性[RH]

▼原因 <<⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・加齢[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道裂孔ヘルニア・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<先天性状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道裂孔ヘルニア・加齢p/o 1.. 加齢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<加齢状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・横隔膜の損傷部分や横隔膜裂孔から、臓器が胸腔内に突出した状態[RH]

▼結果 <<⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔から胸腔に胃が侵⼊してくる[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔から胸腔に胃が侵⼊してくるp/o 1.. ⾷道裂孔から胸腔に胃が侵⼊してくる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷道裂孔から胸腔に胃が侵⼊してくる状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷道裂孔ヘルニア・⾷道裂孔ヘルニア・暫定連鎖(結果)[RH]

⾷道裂孔ヘルニア 因果構造物（＝因果連鎖）



[ 呼吸器内科20140507b.xml ]

[ Page - 948 ]

[Class Name] 横隔膜の炎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 横隔膜疾患

[Sub Classes (3)] 横隔膜炎，横隔膜下膿瘍，横隔膜下腹膜炎
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<横隔膜疾患$構成要素
横隔膜の炎症・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 横隔膜の炎症・横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜の炎症・横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 横隔膜の炎症・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜の炎症・横隔膜に炎症を起こした疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜の炎症・横隔膜に炎症を起こした疾患p/o 1.. 横隔膜に炎症を起こした疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜に炎症を起こした疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 横隔膜の炎症・横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜の炎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<横隔膜疾患$構成要素
横隔膜の炎症・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 横隔膜の炎症・横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜の炎症・横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 横隔膜の炎症・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜の炎症・横隔膜に炎症を起こした疾患[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜の炎症・横隔膜に炎症を起こした疾患p/o 1.. 横隔膜に炎症を起こした疾患[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜に炎症を起こした疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 横隔膜の炎症・横隔膜の炎症・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜の炎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 横隔膜炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 横隔膜疾患 / 横隔膜の炎症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜炎・横隔膜に炎症p/o 1.. 横隔膜に炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜に炎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 横隔膜炎・横隔膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<横隔膜に炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜炎・横隔膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜炎・横隔膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 横隔膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<横隔膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜炎・横隔膜に炎症[RH]
▼原因 <<横隔膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜炎・細菌感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜炎・細菌感染p/o 1.. 細菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜炎・横隔膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜炎・横隔膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜炎・横隔膜に炎症[RH]
▼結果 <<横隔膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜炎・発熱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 横隔膜炎・横隔膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜炎・横隔膜に炎症p/o 1.. 横隔膜に炎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜に炎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 横隔膜炎・横隔膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<横隔膜に炎症状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜炎・横隔膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜炎・横隔膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 横隔膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<横隔膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜炎・横隔膜に炎症[RH]
▼原因 <<横隔膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜炎・細菌感染[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜炎・細菌感染p/o 1.. 細菌感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<細菌感染状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜炎・横隔膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜炎・横隔膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜炎・横隔膜に炎症[RH]
▼結果 <<横隔膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜炎・発熱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 横隔膜炎・横隔膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 横隔膜下膿瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 横隔膜疾患 / 横隔膜の炎症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・腹膜炎の⼀種で、横隔膜の下に膿瘍形成p/o 1.. 腹膜炎の⼀種で、横隔膜の下に膿瘍形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹膜炎の⼀種で、横隔膜の下に膿瘍形成状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<腹膜炎の⼀種で、横隔膜の下に膿瘍形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・腹膜炎の⼀種で、横隔膜の下に膿瘍形成[RH]
▼原因 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・胆嚢炎[RH]
▼原因 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・胃潰瘍穿孔[RH]
▼原因 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・⼗⼆指腸潰瘍穿孔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・胆嚢炎p/o 1.. 胆嚢炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胆嚢炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・胃潰瘍穿孔p/o 1.. 胃潰瘍穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胃潰瘍穿孔状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・⼗⼆指腸潰瘍穿孔p/o 1.. ⼗⼆指腸潰瘍穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼗⼆指腸潰瘍穿孔状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・腹膜炎の⼀種で、横隔膜の下に膿瘍形成[RH]
▼結果 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・発熱[RH]
▼結果 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・腹痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・腹痛p/o 1.. 腹痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜下膿瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・腹膜炎の⼀種で、横隔膜の下に膿瘍形成p/o 1.. 腹膜炎の⼀種で、横隔膜の下に膿瘍形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹膜炎の⼀種で、横隔膜の下に膿瘍形成状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<腹膜炎の⼀種で、横隔膜の下に膿瘍形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・腹膜炎の⼀種で、横隔膜の下に膿瘍形成[RH]
▼原因 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・胆嚢炎[RH]
▼原因 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・胃潰瘍穿孔[RH]
▼原因 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・⼗⼆指腸潰瘍穿孔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・胆嚢炎p/o 1.. 胆嚢炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胆嚢炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・胃潰瘍穿孔p/o 1.. 胃潰瘍穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胃潰瘍穿孔状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・⼗⼆指腸潰瘍穿孔p/o 1.. ⼗⼆指腸潰瘍穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼗⼆指腸潰瘍穿孔状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・腹膜炎の⼀種で、横隔膜の下に膿瘍形成[RH]
▼結果 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・発熱[RH]
▼結果 <<横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・腹痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下膿瘍・腹痛p/o 1.. 腹痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹痛状態$異常状態%原因a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜下膿瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)[RH]a/o 1.. 横隔膜下膿瘍・横隔膜下膿瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 横隔膜下腹膜炎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 横隔膜疾患 / 横隔膜の炎症

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<横隔膜の炎症$構成要素
横隔膜下腹膜炎・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼原因 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・胆嚢炎[RH]
▼原因 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・胃潰瘍穿孔[RH]
▼原因 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・⼗⼆指腸潰瘍穿孔[RH]
▼原因 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・⾍垂炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・胆嚢炎p/o 1.. 胆嚢炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胆嚢炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・胃潰瘍穿孔p/o 1.. 胃潰瘍穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胃潰瘍穿孔状態$異常状態%結果

a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・⼗⼆指腸潰瘍穿孔p/o 1.. ⼗⼆指腸潰瘍穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼗⼆指腸潰瘍穿孔状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・⾍垂炎p/o 1.. ⾍垂炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾍垂炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となる[RH]
▼結果 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼結果 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・腹痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となるp/o 1.. 腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となる状態$異常状態%原因

横隔膜下腹膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<横隔膜の炎症$構成要素
横隔膜下腹膜炎・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼原因 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・胆嚢炎[RH]
▼原因 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・胃潰瘍穿孔[RH]
▼原因 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・⼗⼆指腸潰瘍穿孔[RH]
▼原因 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・⾍垂炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・胆嚢炎p/o 1.. 胆嚢炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胆嚢炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・胃潰瘍穿孔p/o 1.. 胃潰瘍穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胃潰瘍穿孔状態$異常状態%結果

a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・⼗⼆指腸潰瘍穿孔p/o 1.. ⼗⼆指腸潰瘍穿孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼗⼆指腸潰瘍穿孔状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・⾍垂炎p/o 1.. ⾍垂炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾍垂炎状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となる[RH]
▼結果 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼結果 <<横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・腹痛[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となるp/o 1.. 腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となる[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となる状態$異常状態%原因

横隔膜下腹膜炎 因果構造物（＝因果連鎖）
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横隔膜下腹膜炎・腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となるp/o 1.. 腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となる[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となる状態$異常状態%原因

a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・肺真菌症【異常状態】p/o 1.. 肺真菌症【異常状態】[RH]

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

a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺真菌症状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・発熱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・腹痛p/o 1.. 腹痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜下腹膜炎・腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となるp/o 1.. 腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となる[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腹膜に細菌感染を起こした状態、横隔膜下膿瘍の原因となる状態$異常状態%原因

a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・肺真菌症【異常状態】p/o 1.. 肺真菌症【異常状態】[RH]

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

a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<肺真菌症状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・発熱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・肺真菌症【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜下腹膜炎・腹痛p/o 1.. 腹痛[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腹痛状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜下腹膜炎・横隔膜下腹膜炎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 横隔膜の腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 横隔膜疾患

[Sub Classes (4)] 横隔膜⾁腫，横隔膜脂肪腫，横隔膜中⽪腫，横隔膜線維腫
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<横隔膜疾患$構成要素
横隔膜の腫瘍・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 横隔膜の腫瘍・横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜の腫瘍・横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 横隔膜の腫瘍・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

▼結果 <<横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜の腫瘍・横隔膜に発⽣した腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜の腫瘍・横隔膜に発⽣した腫瘍p/o 1.. 横隔膜に発⽣した腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜に発⽣した腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. 横隔膜の腫瘍・横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜の腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<横隔膜疾患$構成要素
横隔膜の腫瘍・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 横隔膜の腫瘍・横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜の腫瘍・横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 横隔膜の腫瘍・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

▼結果 <<横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜の腫瘍・横隔膜に発⽣した腫瘍[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜の腫瘍・横隔膜に発⽣した腫瘍p/o 1.. 横隔膜に発⽣した腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<横隔膜に発⽣した腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. 横隔膜の腫瘍・横隔膜の腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜の腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 横隔膜⾁腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 横隔膜疾患 / 横隔膜の腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜⾁腫・横隔膜に⾮上⽪性細胞由来の結合組織細胞の腫瘍を認めるp/o 1.. 横隔膜に⾮上⽪性細胞由来の結合組織細胞の腫瘍を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜に⾮上⽪性細胞由来の結合組織細胞の腫瘍を認める状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜⾁腫・横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜⾁腫・横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 横隔膜⾁腫・横隔膜に⾮上⽪性細胞由来の結合組織細胞の腫瘍を認める[RH]

▼結果 <<横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜⾁腫・咳嗽[RH]
▼結果 <<横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜⾁腫・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜⾁腫・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜⾁腫・横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜⾁腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. 横隔膜⾁腫・横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜⾁腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜⾁腫・横隔膜に⾮上⽪性細胞由来の結合組織細胞の腫瘍を認めるp/o 1.. 横隔膜に⾮上⽪性細胞由来の結合組織細胞の腫瘍を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<横隔膜に⾮上⽪性細胞由来の結合組織細胞の腫瘍を認める状態$異常状態%結果a/o 1.. 横隔膜⾁腫・横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜⾁腫・横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 横隔膜⾁腫・横隔膜に⾮上⽪性細胞由来の結合組織細胞の腫瘍を認める[RH]

▼結果 <<横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜⾁腫・咳嗽[RH]
▼結果 <<横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 横隔膜⾁腫・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜⾁腫・咳嗽p/o 1.. 咳嗽[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<咳嗽状態$異常状態%原因
a/o 1.. 横隔膜⾁腫・横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜⾁腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

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

a/o 1.. 横隔膜⾁腫・横隔膜⾁腫・暫定連鎖(結果)[RH]

横隔膜⾁腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 横隔膜脂肪腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 横隔膜疾患 / 横隔膜の腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜脂肪腫・横隔膜に脂肪細胞の集塊を認めるp/o 1.. 横隔膜に脂肪細胞の集塊を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

横隔膜脂肪腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜脂肪腫・横隔膜に脂肪細胞の集塊を認めるp/o 1.. 横隔膜に脂肪細胞の集塊を認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

横隔膜脂肪腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 横隔膜中⽪腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 横隔膜疾患 / 横隔膜の腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜中⽪腫・中⽪細胞に由来する腫瘤を横隔膜に認めるp/o 1.. 中⽪細胞に由来する腫瘤を横隔膜に認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

横隔膜中⽪腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜中⽪腫・中⽪細胞に由来する腫瘤を横隔膜に認めるp/o 1.. 中⽪細胞に由来する腫瘤を横隔膜に認める[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

横隔膜中⽪腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 横隔膜線維腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 横隔膜疾患 / 横隔膜の腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜線維腫・横隔膜に線維芽細胞の増殖よりなる腫瘍p/o 1.. 横隔膜に線維芽細胞の増殖よりなる腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

横隔膜線維腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
横隔膜線維腫・横隔膜に線維芽細胞の増殖よりなる腫瘍p/o 1.. 横隔膜に線維芽細胞の増殖よりなる腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖

横隔膜線維腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胸膜腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患

[Sub Classes (2)] 悪性中⽪腫，転移性胸膜腫瘍
[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患$構成要素
胸膜腫瘍・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜腫瘍・胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜腫瘍・胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸膜腫瘍・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸膜腫瘍・胸膜に発⽣する腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜腫瘍・胸膜に発⽣する腫瘍p/o 1.. 胸膜に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜に発⽣する腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胸膜腫瘍・胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

胸膜腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患$構成要素
胸膜腫瘍・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 胸膜腫瘍・胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜腫瘍・胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胸膜腫瘍・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胸膜腫瘍・胸膜に発⽣する腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胸膜腫瘍・胸膜に発⽣する腫瘍p/o 1.. 胸膜に発⽣する腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜に発⽣する腫瘍状態$異常状態%原因

a/o 1.. 胸膜腫瘍・胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

胸膜腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 悪性中⽪腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸膜腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸膜腫瘍$構成要素
悪性中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 悪性中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

▼原因 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 悪性中⽪腫・⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴う[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴うp/o 1.. ⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴う[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴う状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 悪性中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性中⽪腫・胸腔内⾯を覆う中⽪細胞に発⽣する悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性中⽪腫・呼吸困難[RH]
▼結果 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性中⽪腫・滲出胸⽔[RH]
▼結果 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性中⽪腫・腫瘍随伴症候群[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・胸腔内⾯を覆う中⽪細胞に発⽣する悪性腫瘍p/o 1.. 胸腔内⾯を覆う中⽪細胞に発⽣する悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腔内⾯を覆う中⽪細胞に発⽣する悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・滲出胸⽔p/o 1.. 滲出胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<滲出胸⽔状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・腫瘍随伴症候群p/o 1.. 腫瘍随伴症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腫瘍随伴症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性中⽪腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸膜腫瘍$構成要素
悪性中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 悪性中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

▼原因 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 悪性中⽪腫・⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴う[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴うp/o 1.. ⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴う[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⽯綿曝露後に⽯灰化を伴わない限局性胸膜肥厚斑を認め、時に胸⽔を伴う状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 悪性中⽪腫・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性中⽪腫・胸腔内⾯を覆う中⽪細胞に発⽣する悪性腫瘍[RH]
▼結果 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性中⽪腫・呼吸困難[RH]
▼結果 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 悪性中⽪腫・滲出胸⽔[RH]
▼結果 <<悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性中⽪腫・腫瘍随伴症候群[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・胸腔内⾯を覆う中⽪細胞に発⽣する悪性腫瘍p/o 1.. 胸腔内⾯を覆う中⽪細胞に発⽣する悪性腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胸腔内⾯を覆う中⽪細胞に発⽣する悪性腫瘍状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・滲出胸⽔p/o 1.. 滲出胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<滲出胸⽔状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性中⽪腫・腫瘍随伴症候群p/o 1.. 腫瘍随伴症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腫瘍随伴症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性中⽪腫・悪性中⽪腫・暫定連鎖(結果)[RH]

悪性中⽪腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 転移性胸膜腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
 / 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜疾患 / 胸膜腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (38%)] 

▼構成要素 <<胸膜腫瘍$構成要素
転移性胸膜腫瘍・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・腎癌[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・乳がん[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・卵巣癌[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・胃がん[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・肺癌[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・胸壁腫瘍【異常状態】[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・膀胱癌[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・甲状腺腫瘍[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・⼦宮がん[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・腎癌p/o 1.. 腎癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<腎癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・乳がんp/o 1.. 乳がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<乳がん状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・卵巣癌p/o 1.. 卵巣癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<卵巣癌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・胃がんp/o 1.. 胃がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胃がん状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・肺癌p/o 1.. 肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・胸壁腫瘍【異常状態】p/o 1.. 胸壁腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸壁腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・膀胱癌p/o 1.. 膀胱癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膀胱癌状態$異常状態%結果a/o 1

転移性胸膜腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<胸膜腫瘍$構成要素
転移性胸膜腫瘍・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患p/o 1.. 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患状態$異常状態%結果

a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・腎癌[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・乳がん[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・卵巣癌[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・胃がん[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・肺癌[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・胸壁腫瘍【異常状態】[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・膀胱癌[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・甲状腺腫瘍[RH]
▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・⼦宮がん[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・腎癌p/o 1.. 腎癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<腎癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・縦隔腫瘍【異常状態】p/o 1.. 縦隔腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<縦隔腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・乳がんp/o 1.. 乳がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<乳がん状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・卵巣癌p/o 1.. 卵巣癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<卵巣癌状態$異常状態%結果

a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・胃がんp/o 1.. 胃がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胃がん状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・肺癌p/o 1.. 肺癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<肺癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・胸壁腫瘍【異常状態】p/o 1.. 胸壁腫瘍【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<胸壁腫瘍状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・膀胱癌p/o 1.. 膀胱癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膀胱癌状態$異常状態%結果a/o 1

転移性胸膜腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・膀胱癌p/o 1.. 膀胱癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膀胱癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・甲状腺腫瘍p/o 1.. 甲状腺腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・⼦宮がんp/o 1.. ⼦宮がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼦宮がん状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・多臓器から直接浸潤、癌性リンパ管症、⾎⾏性転移により悪性腫瘍が胸膜に形成されたもの[RH]
▼結果 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・悪性胸⽔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・多臓器から直接浸潤、癌性リンパ管症、⾎⾏性転移により悪性腫瘍が胸膜に形成されたものp/o 1.. 多臓器から直接浸潤、癌性リンパ管症、⾎⾏性転移により悪性腫瘍が胸膜に形成されたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多臓器から直接浸潤、癌性リンパ管症、⾎⾏性転移により悪性腫瘍が胸膜に形成されたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・悪性胸⽔p/o 1.. 悪性胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・膀胱癌p/o 1.. 膀胱癌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<膀胱癌状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・甲状腺腫瘍p/o 1.. 甲状腺腫瘍[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<甲状腺腫瘍状態$異常状態%結果

a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・⼦宮がんp/o 1.. ⼦宮がん[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⼦宮がん状態$異常状態%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜に発⽣した疾患[RH]
▼結果 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・多臓器から直接浸潤、癌性リンパ管症、⾎⾏性転移により悪性腫瘍が胸膜に形成されたもの[RH]
▼結果 <<転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・悪性胸⽔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・多臓器から直接浸潤、癌性リンパ管症、⾎⾏性転移により悪性腫瘍が胸膜に形成されたものp/o 1.. 多臓器から直接浸潤、癌性リンパ管症、⾎⾏性転移により悪性腫瘍が胸膜に形成されたもの[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多臓器から直接浸潤、癌性リンパ管症、⾎⾏性転移により悪性腫瘍が胸膜に形成されたもの状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
転移性胸膜腫瘍・悪性胸⽔p/o 1.. 悪性胸⽔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<悪性胸⽔状態$異常状態%原因a/o 1.. 転移性胸膜腫瘍・転移性胸膜腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]


