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[Class Name] 肥満細胞症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (16)] ヘモグロビン症，多⾎症，⽩⾎球増加症，好中球増加症，好酸球増加症，

好塩基球増加症，単球増加症，リンパ球増加症，⽩⾎球減少症，
好中球減少症，好酸球減少症，好塩基球減少症，リンパ球減少症，
造⾎器腫瘍，組織球症，脾疾患

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肥満細胞症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 単球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 暫定連鎖(結果)
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好酸球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脾疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

肥満細胞症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肥満細胞症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 単球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 暫定連鎖(結果)
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好酸球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脾疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

肥満細胞症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ヘモグロビン症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
[Sub Classes (3)] 鎌状⾚⾎球症，サラセミア，不安定ヘモグロビン
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
ヘモグロビン症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビン症・ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン症・ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヘモグロビン症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビン症・異常ヘモグロビン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン症・異常ヘモグロビンp/o 1.. 異常ヘモグロビン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異常ヘモグロビン状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビン症・ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)[RH]

ヘモグロビン症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
ヘモグロビン症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビン症・ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン症・ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヘモグロビン症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビン症・異常ヘモグロビン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン症・異常ヘモグロビンp/o 1.. 異常ヘモグロビン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<異常ヘモグロビン状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビン症・ヘモグロビン症・暫定連鎖(結果)[RH]

ヘモグロビン症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 鎌状⾚⾎球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症

[Sub Classes (4)] 鎌状⾚⾎球傾向，鎌状⾚⾎球貧⾎，ヘモグロビンSC症，
鎌状⾚⾎球ベータサラセミア

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ヘモグロビン症$構成要素
鎌状⾚⾎球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼原因 <<鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・ベータグロビン遺伝⼦E6V点突然変異[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球症・ベータグロビン遺伝⼦E6V点突然変異p/o 1.. ベータグロビン遺伝⼦E6V点突然変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ベータグロビン遺伝⼦E6V点突然変異状態$異常状態%結果
a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・ヘモグロビンS[RH]

▼結果 <<鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球症・ヘモグロビンSp/o 1.. ヘモグロビンS[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンS状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球p/o 1.. 鎌状⾚⾎球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鎌状⾚⾎球状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

鎌状⾚⾎球症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ヘモグロビン症$構成要素
鎌状⾚⾎球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼原因 <<鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・ベータグロビン遺伝⼦E6V点突然変異[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球症・ベータグロビン遺伝⼦E6V点突然変異p/o 1.. ベータグロビン遺伝⼦E6V点突然変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ベータグロビン遺伝⼦E6V点突然変異状態$異常状態%結果
a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・ヘモグロビンS[RH]

▼結果 <<鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球症・ヘモグロビンSp/o 1.. ヘモグロビンS[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンS状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球p/o 1.. 鎌状⾚⾎球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鎌状⾚⾎球状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球症・鎌状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

鎌状⾚⾎球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 鎌状⾚⾎球傾向
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 鎌状⾚⾎球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<鎌状⾚⾎球症$構成要素
鎌状⾚⾎球傾向・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球傾向・鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球傾向・鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球傾向・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球傾向・ヘテロ接合体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球傾向・ヘテロ接合体p/o 1.. ヘテロ接合体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘテロ接合体状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球傾向・鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)[RH]

鎌状⾚⾎球傾向 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<鎌状⾚⾎球症$構成要素
鎌状⾚⾎球傾向・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球傾向・鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球傾向・鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球傾向・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球傾向・ヘテロ接合体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球傾向・ヘテロ接合体p/o 1.. ヘテロ接合体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘテロ接合体状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球傾向・鎌状⾚⾎球傾向・暫定連鎖(結果)[RH]

鎌状⾚⾎球傾向 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 鎌状⾚⾎球貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 鎌状⾚⾎球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<鎌状⾚⾎球症$構成要素
鎌状⾚⾎球貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球貧⾎・鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球貧⾎・鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球貧⾎・ホモ接合体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球貧⾎・ホモ接合体p/o 1.. ホモ接合体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホモ接合体状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球貧⾎・鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

鎌状⾚⾎球貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<鎌状⾚⾎球症$構成要素
鎌状⾚⾎球貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球貧⾎・鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球貧⾎・鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球貧⾎・ホモ接合体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球貧⾎・ホモ接合体p/o 1.. ホモ接合体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホモ接合体状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球貧⾎・鎌状⾚⾎球貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

鎌状⾚⾎球貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ヘモグロビンSC症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 鎌状⾚⾎球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<鎌状⾚⾎球症$構成要素
ヘモグロビンSC症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビンSC症・ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンSC症・ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヘモグロビンSC症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビンSC症・ヘモグロビンC[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンSC症・ヘモグロビンCp/o 1.. ヘモグロビンC[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンC状態$異常状態%原因
a/o 1.. ヘモグロビンSC症・ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)[RH]

ヘモグロビンSC症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<鎌状⾚⾎球症$構成要素
ヘモグロビンSC症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビンSC症・ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンSC症・ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヘモグロビンSC症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビンSC症・ヘモグロビンC[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンSC症・ヘモグロビンCp/o 1.. ヘモグロビンC[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンC状態$異常状態%原因
a/o 1.. ヘモグロビンSC症・ヘモグロビンSC症・暫定連鎖(結果)[RH]

ヘモグロビンSC症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 鎌状⾚⾎球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<鎌状⾚⾎球症$構成要素
鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異p/o 1.. ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]
▼原因 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

鎌状⾚⾎球ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<鎌状⾚⾎球症$構成要素
鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異p/o 1.. ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異状態$異常状態%結果

a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]
▼原因 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鎌状⾚⾎球ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

鎌状⾚⾎球ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] サラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症

[Sub Classes (5)] アルファサラセミア，ベータサラセミア，デルタ・ベータサラセミア，サラセミア保因者，
デルタサラセミア

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ヘモグロビン症$構成要素
サラセミア・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. サラセミア・サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・サラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. サラセミア・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<サラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サラセミア・ヘモグロビン合成障害[RH]
▼結果 <<サラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. サラセミア・グロビン遺伝⼦変異[RH]
▼結果 <<サラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サラセミア・遺伝性[RH]
▼結果 <<サラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サラセミア・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・ヘモグロビン合成障害p/o 1.. ヘモグロビン合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン合成障害状態$異常状態%原因a/o 1.. サラセミア・サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・グロビン遺伝⼦変異p/o 1.. グロビン遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<グロビン遺伝⼦変異状態$異常状態%原因

a/o 1.. サラセミア・サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. サラセミア・サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. サラセミア・サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

サラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ヘモグロビン症$構成要素
サラセミア・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. サラセミア・サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・サラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<サラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. サラセミア・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<サラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サラセミア・ヘモグロビン合成障害[RH]
▼結果 <<サラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. サラセミア・グロビン遺伝⼦変異[RH]
▼結果 <<サラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サラセミア・遺伝性[RH]
▼結果 <<サラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. サラセミア・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・ヘモグロビン合成障害p/o 1.. ヘモグロビン合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン合成障害状態$異常状態%原因a/o 1.. サラセミア・サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・グロビン遺伝⼦変異p/o 1.. グロビン遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<グロビン遺伝⼦変異状態$異常状態%原因

a/o 1.. サラセミア・サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. サラセミア・サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. サラセミア・サラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

サラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アルファサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア

[Sub Classes (4)] 無症候型アルファサラセミア，軽症型アルファサラセミア，ヘモグロビンH病，
重症型アルファサラセミア

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. アルファサラセミア・アルファサラセミア・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルファサラセミア・アルファサラセミア・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アルファサラセミア・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルファサラセミア・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]
▼原因 <<アルファサラセミア・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦変異p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. アルファサラセミア・アルファサラセミア・暫定連鎖(原因)[RH]

アルファサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. アルファサラセミア・アルファサラセミア・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルファサラセミア・アルファサラセミア・暫定連鎖(原因)p/o 1.. アルファサラセミア・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルファサラセミア・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]
▼原因 <<アルファサラセミア・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦変異p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. アルファサラセミア・アルファサラセミア・暫定連鎖(原因)[RH]

アルファサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 無症候型アルファサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア / アルファサラセミア

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<アルファサラセミア$構成要素
無症候型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 無症候型アルファサラセミア・無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無症候型アルファサラセミア・無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 無症候型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 無症候型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦1アレル異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無症候型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦1アレル異常p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦1アレル異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アルファグロビン遺伝⼦1アレル異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 無症候型アルファサラセミア・無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

無症候型アルファサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アルファサラセミア$構成要素
無症候型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 無症候型アルファサラセミア・無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無症候型アルファサラセミア・無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 無症候型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 無症候型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦1アレル異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
無症候型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦1アレル異常p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦1アレル異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アルファグロビン遺伝⼦1アレル異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 無症候型アルファサラセミア・無症候型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

無症候型アルファサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 軽症型アルファサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア / アルファサラセミア

[Sub Classes (2)] 軽症型アルファサラセミア1，軽症型アルファサラセミア2
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<アルファサラセミア$構成要素
軽症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型アルファサラセミア・軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・軽症[RH]
▼結果 <<軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦2アレル異常[RH]
▼結果 <<軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型アルファサラセミア・軽症p/o 1.. 軽症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<軽症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦2アレル異常p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦2アレル異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アルファグロビン遺伝⼦2アレル異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型アルファサラセミア・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

軽症型アルファサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アルファサラセミア$構成要素
軽症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果
a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型アルファサラセミア・軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・軽症[RH]
▼結果 <<軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦2アレル異常[RH]
▼結果 <<軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型アルファサラセミア・軽症p/o 1.. 軽症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<軽症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦2アレル異常p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦2アレル異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アルファグロビン遺伝⼦2アレル異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型アルファサラセミア・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 軽症型アルファサラセミア・軽症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

軽症型アルファサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 軽症型アルファサラセミア1
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア / アルファサラセミア / 軽症型アルファサラセミア

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

軽症型アルファサラセミア1 因果構造物（＝因果連鎖）軽症型アルファサラセミア1 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 軽症型アルファサラセミア2
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア / アルファサラセミア / 軽症型アルファサラセミア

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

軽症型アルファサラセミア2 因果構造物（＝因果連鎖）軽症型アルファサラセミア2 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ヘモグロビンH病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア / アルファサラセミア

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<アルファサラセミア$構成要素
ヘモグロビンH病・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヘモグロビンH病・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・アルファグロビン遺伝⼦3アレル異常[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH増加[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・ハインツ⼩体[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・標的⾚⾎球[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンH病・アルファグロビン遺伝⼦3アレル異常p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦3アレル異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルファグロビン遺伝⼦3アレル異常状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH増加p/o 1.. ヘモグロビンH増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビンH増加状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンH病・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンH病・ハインツ⼩体p/o 1.. ハインツ⼩体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ハインツ⼩体状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンH病・標的⾚⾎球p/o 1.. 標的⾚⾎球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<標的⾚⾎球状態$異常状態%原因
a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

ヘモグロビンH病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アルファサラセミア$構成要素
ヘモグロビンH病・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヘモグロビンH病・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・アルファグロビン遺伝⼦3アレル異常[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH増加[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・ハインツ⼩体[RH]
▼結果 <<ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビンH病・標的⾚⾎球[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンH病・アルファグロビン遺伝⼦3アレル異常p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦3アレル異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルファグロビン遺伝⼦3アレル異常状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH増加p/o 1.. ヘモグロビンH増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビンH増加状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンH病・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンH病・ハインツ⼩体p/o 1.. ハインツ⼩体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ハインツ⼩体状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビンH病・標的⾚⾎球p/o 1.. 標的⾚⾎球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<標的⾚⾎球状態$異常状態%原因
a/o 1.. ヘモグロビンH病・ヘモグロビンH病・暫定連鎖(結果)[RH]

ヘモグロビンH病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 重症型アルファサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア / アルファサラセミア

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<アルファサラセミア$構成要素
重症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型アルファサラセミア・重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・重症[RH]
▼結果 <<重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦4アレル異常[RH]
▼結果 <<重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・胎児⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型アルファサラセミア・重症p/o 1.. 重症[RH]

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

a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦4アレル異常p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦4アレル異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルファグロビン遺伝⼦4アレル異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型アルファサラセミア・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型アルファサラセミア・胎児⽔腫p/o 1.. 胎児⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胎児⽔腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

重症型アルファサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<アルファサラセミア$構成要素
重症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型アルファサラセミア・重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・重症[RH]
▼結果 <<重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦4アレル異常[RH]
▼結果 <<重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・胎児⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型アルファサラセミア・重症p/o 1.. 重症[RH]

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

a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型アルファサラセミア・アルファグロビン遺伝⼦4アレル異常p/o 1.. アルファグロビン遺伝⼦4アレル異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<アルファグロビン遺伝⼦4アレル異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型アルファサラセミア・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型アルファサラセミア・胎児⽔腫p/o 1.. 胎児⽔腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<胎児⽔腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症型アルファサラセミア・重症型アルファサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

重症型アルファサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ベータサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア

[Sub Classes (3)] 軽症型ベータサラセミア，中間型ベータサラセミア，重症型ベータサラセミア
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ベータサラセミア・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異p/o 1.. ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異状態$異常状態%結果

a/o 1.. ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベータサラセミア・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベータサラセミア・ヘモグロビンA2増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベータサラセミア・ヘモグロビンA2増加p/o 1.. ヘモグロビンA2増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンA2増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. ベータサラセミア・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. ベータサラセミア・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果

a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異p/o 1.. ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異状態$異常状態%結果

a/o 1.. ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベータサラセミア・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ベータサラセミア・ヘモグロビンA2増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ベータサラセミア・ヘモグロビンA2増加p/o 1.. ヘモグロビンA2増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンA2増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. ベータサラセミア・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 軽症型ベータサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア / ベータサラセミア

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ベータサラセミア$構成要素
軽症型ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型ベータサラセミア・軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・軽症[RH]
▼結果 <<軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・1アレルのベータグロビン遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型ベータサラセミア・軽症p/o 1.. 軽症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽症状態$異常状態%原因a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型ベータサラセミア・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型ベータサラセミア・1アレルのベータグロビン遺伝⼦異常p/o 1.. 1アレルのベータグロビン遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<1アレルのベータグロビン遺伝⼦異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

軽症型ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ベータサラセミア$構成要素
軽症型ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型ベータサラセミア・軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・軽症[RH]
▼結果 <<軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・1アレルのベータグロビン遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型ベータサラセミア・軽症p/o 1.. 軽症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<軽症状態$異常状態%原因a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型ベータサラセミア・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
軽症型ベータサラセミア・1アレルのベータグロビン遺伝⼦異常p/o 1.. 1アレルのベータグロビン遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<1アレルのベータグロビン遺伝⼦異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 軽症型ベータサラセミア・軽症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

軽症型ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中間型ベータサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア / ベータサラセミア

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ベータサラセミア$構成要素
中間型ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中間型ベータサラセミア・中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・中等症[RH]
▼結果 <<中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中間型ベータサラセミア・中等症p/o 1.. 中等症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中等症状態$異常状態%原因a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中間型ベータサラセミア・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

中間型ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ベータサラセミア$構成要素
中間型ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中間型ベータサラセミア・中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・中等症[RH]
▼結果 <<中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中間型ベータサラセミア・中等症p/o 1.. 中等症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<中等症状態$異常状態%原因a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中間型ベータサラセミア・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 中間型ベータサラセミア・中間型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

中間型ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 重症型ベータサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア / ベータサラセミア

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ベータサラセミア$構成要素
重症型ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型ベータサラセミア・重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・重症[RH]
▼結果 <<重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・両アレルのベータグロビン遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型ベータサラセミア・重症p/o 1.. 重症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型ベータサラセミア・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型ベータサラセミア・両アレルのベータグロビン遺伝⼦異常p/o 1.. 両アレルのベータグロビン遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<両アレルのベータグロビン遺伝⼦異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

重症型ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ベータサラセミア$構成要素
重症型ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%結果a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型ベータサラセミア・重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・重症[RH]
▼結果 <<重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・両アレルのベータグロビン遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型ベータサラセミア・重症p/o 1.. 重症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<重症状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型ベータサラセミア・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
重症型ベータサラセミア・両アレルのベータグロビン遺伝⼦異常p/o 1.. 両アレルのベータグロビン遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<両アレルのベータグロビン遺伝⼦異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 重症型ベータサラセミア・重症型ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

重症型ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] デルタ・ベータサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異p/o 1.. ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異状態$異常状態%結果a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異状態$異常状態%結果

a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・デルタグロビン遺伝⼦変異p/o 1.. デルタグロビン遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<デルタグロビン遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・デルタグロビン鎖産⽣低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・デルタグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. デルタグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<デルタグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・デルタグロビン遺伝⼦変異[RH]
▼原因 <<デルタグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]

▼結果 <<デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・デルタグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・ヘモグロビンA2正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・ヘモグロビンA2正常p/o 1.. ヘモグロビンA2正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンA2正常状態$異常状態%原因
a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]

デルタ・ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異p/o 1.. ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異状態$異常状態%結果a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異状態$異常状態%結果

a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・デルタグロビン遺伝⼦変異p/o 1.. デルタグロビン遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<デルタグロビン遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・デルタグロビン鎖産⽣低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・デルタグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. デルタグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<デルタグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・デルタグロビン遺伝⼦変異[RH]
▼原因 <<デルタグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]

▼結果 <<デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・デルタグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・ヘモグロビンA2正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・ヘモグロビンA2正常p/o 1.. ヘモグロビンA2正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンA2正常状態$異常状態%原因
a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・デルタ・ベータサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタ・ベータサラセミア・ベータグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. ベータグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ベータグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因a/o 1.. デルタ・ベータサラセミア・ベータグロビン遺伝⼦⽋失変異[RH]

デルタ・ベータサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] サラセミア保因者
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<サラセミア$構成要素
サラセミア保因者・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. サラセミア保因者・サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア保因者・サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)p/o 1.. サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. サラセミア保因者・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. サラセミア保因者・ヘモグロビン濃度正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア保因者・ヘモグロビン濃度正常p/o 1.. ヘモグロビン濃度正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度正常状態$異常状態%原因
a/o 1.. サラセミア保因者・サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)[RH]

サラセミア保因者 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<サラセミア$構成要素
サラセミア保因者・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. サラセミア保因者・サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア保因者・サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)p/o 1.. サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. サラセミア保因者・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. サラセミア保因者・ヘモグロビン濃度正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
サラセミア保因者・ヘモグロビン濃度正常p/o 1.. ヘモグロビン濃度正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度正常状態$異常状態%原因
a/o 1.. サラセミア保因者・サラセミア保因者・暫定連鎖(結果)[RH]

サラセミア保因者 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] デルタサラセミア
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / サラセミア

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<サラセミア$構成要素
デルタサラセミア・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. デルタサラセミア・デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタサラセミア・デルタグロビン遺伝⼦変異p/o 1.. デルタグロビン遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<デルタグロビン遺伝⼦変異状態$異常状態%結果

a/o 1.. デルタサラセミア・デルタグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタサラセミア・デルタグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. デルタグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<デルタグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. デルタサラセミア・デルタグロビン遺伝⼦変異[RH]
▼原因 <<デルタグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. デルタサラセミア・デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタサラセミア・デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. デルタサラセミア・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. デルタサラセミア・デルタグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. デルタサラセミア・ヘモグロビンA2低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタサラセミア・ヘモグロビンA2低下p/o 1.. ヘモグロビンA2低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンA2低下状態$異常状態%原因a/o 1.. デルタサラセミア・デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

デルタサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<サラセミア$構成要素
デルタサラセミア・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. デルタサラセミア・デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタサラセミア・デルタグロビン遺伝⼦変異p/o 1.. デルタグロビン遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<デルタグロビン遺伝⼦変異状態$異常状態%結果

a/o 1.. デルタサラセミア・デルタグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタサラセミア・デルタグロビン鎖産⽣低下p/o 1.. デルタグロビン鎖産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<デルタグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. デルタサラセミア・デルタグロビン遺伝⼦変異[RH]
▼原因 <<デルタグロビン鎖産⽣低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. デルタサラセミア・デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタサラセミア・デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)p/o 1.. デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. デルタサラセミア・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. デルタサラセミア・デルタグロビン鎖産⽣低下[RH]
▼結果 <<デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. デルタサラセミア・ヘモグロビンA2低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
デルタサラセミア・ヘモグロビンA2低下p/o 1.. ヘモグロビンA2低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビンA2低下状態$異常状態%原因a/o 1.. デルタサラセミア・デルタサラセミア・暫定連鎖(結果)[RH]

デルタサラセミア 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 不安定ヘモグロビン
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症

[Sub Classes (4)] 酸素⾼親和性ヘモグロビン，酸素低親和性ヘモグロビン，メトヘモグロビン⾎症，
スルフヘモグロビン⾎症

[Graph (56%)] 

不安定ヘモグロビン 因果構造物（＝因果連鎖）不安定ヘモグロビン 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 酸素⾼親和性ヘモグロビン
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 不安定ヘモグロビン

[Sub Classes (1)] ヘモグロビン・ヤキマ
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
酸素⾼親和性ヘモグロビン・酸素⾼親和性ヘモグロビン【異常状態】p/o 1.. 酸素⾼親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<酸素⾼親和性ヘモグロビン状態$異常状態%結果
a/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)[RH]

酸素⾼親和性ヘモグロビン 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
酸素⾼親和性ヘモグロビン・酸素⾼親和性ヘモグロビン【異常状態】p/o 1.. 酸素⾼親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<酸素⾼親和性ヘモグロビン状態$異常状態%結果
a/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)[RH]

酸素⾼親和性ヘモグロビン 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ヘモグロビン・ヤキマ
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 不安定ヘモグロビン / 酸素⾼親和性ヘモグロビン

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<酸素⾼親和性ヘモグロビン$構成要素
ヘモグロビン・ヤキマ・酸素⾼親和性ヘモグロビン【異常状態】p/o 1.. 酸素⾼親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<酸素⾼親和性ヘモグロビン状態$異常状態%結果
a/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ・ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン・ヤキマ・ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ・酸素⾼親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ・ヘモグロビン・ヤキマ【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン・ヤキマ・ヘモグロビン・ヤキマ【異常状態】p/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン・ヤキマ状態$異常状態%原因

a/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ・ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)[RH]

ヘモグロビン・ヤキマ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<酸素⾼親和性ヘモグロビン$構成要素
ヘモグロビン・ヤキマ・酸素⾼親和性ヘモグロビン【異常状態】p/o 1.. 酸素⾼親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<酸素⾼親和性ヘモグロビン状態$異常状態%結果
a/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ・ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン・ヤキマ・ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ・酸素⾼親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ・ヘモグロビン・ヤキマ【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン・ヤキマ・ヘモグロビン・ヤキマ【異常状態】p/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン・ヤキマ状態$異常状態%原因

a/o 1.. ヘモグロビン・ヤキマ・ヘモグロビン・ヤキマ・暫定連鎖(結果)[RH]

ヘモグロビン・ヤキマ 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 30 ]

[Class Name] 酸素低親和性ヘモグロビン
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 不安定ヘモグロビン

[Sub Classes (2)] ヘモグロビン・カンザス，ヘモグロビン・シアトル
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
酸素低親和性ヘモグロビン・酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】p/o 1.. 酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<酸素低親和性ヘモグロビン状態$異常状態%結果
a/o 1.. ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<酸素低親和性ヘモグロビン状態$異常状態%結果
a/o 1.. ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)[RH]

酸素低親和性ヘモグロビン 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
酸素低親和性ヘモグロビン・酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】p/o 1.. 酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<酸素低親和性ヘモグロビン状態$異常状態%結果
a/o 1.. ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<酸素低親和性ヘモグロビン状態$異常状態%結果
a/o 1.. ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)[RH]

酸素低親和性ヘモグロビン 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ヘモグロビン・カンザス
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 不安定ヘモグロビン / 酸素低親和性ヘモグロビン

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<酸素低親和性ヘモグロビン$構成要素
ヘモグロビン・カンザス・酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】p/o 1.. 酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<酸素低親和性ヘモグロビン状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビン・カンザス・ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン・カンザス・ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヘモグロビン・カンザス・酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビン・カンザス・ヘモグロビン・カンザス【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン・カンザス・ヘモグロビン・カンザス【異常状態】p/o 1.. ヘモグロビン・カンザス【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン・カンザス状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビン・カンザス・ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)[RH]

ヘモグロビン・カンザス 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<酸素低親和性ヘモグロビン$構成要素
ヘモグロビン・カンザス・酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】p/o 1.. 酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<酸素低親和性ヘモグロビン状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビン・カンザス・ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン・カンザス・ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヘモグロビン・カンザス・酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビン・カンザス・ヘモグロビン・カンザス【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン・カンザス・ヘモグロビン・カンザス【異常状態】p/o 1.. ヘモグロビン・カンザス【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン・カンザス状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビン・カンザス・ヘモグロビン・カンザス・暫定連鎖(結果)[RH]

ヘモグロビン・カンザス 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ヘモグロビン・シアトル
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 不安定ヘモグロビン / 酸素低親和性ヘモグロビン

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<酸素低親和性ヘモグロビン$構成要素
ヘモグロビン・シアトル・酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】p/o 1.. 酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<酸素低親和性ヘモグロビン状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビン・シアトル・ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン・シアトル・ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヘモグロビン・シアトル・酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビン・シアトル・ヘモグロビン・シアトル【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン・シアトル・ヘモグロビン・シアトル【異常状態】p/o 1.. ヘモグロビン・シアトル【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン・シアトル状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビン・シアトル・ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)[RH]

ヘモグロビン・シアトル 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<酸素低親和性ヘモグロビン$構成要素
ヘモグロビン・シアトル・酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】p/o 1.. 酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<酸素低親和性ヘモグロビン状態$異常状態%結果a/o 1.. ヘモグロビン・シアトル・ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン・シアトル・ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ヘモグロビン・シアトル・酸素低親和性ヘモグロビン【異常状態】[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ヘモグロビン・シアトル・ヘモグロビン・シアトル【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ヘモグロビン・シアトル・ヘモグロビン・シアトル【異常状態】p/o 1.. ヘモグロビン・シアトル【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン・シアトル状態$異常状態%原因a/o 1.. ヘモグロビン・シアトル・ヘモグロビン・シアトル・暫定連鎖(結果)[RH]

ヘモグロビン・シアトル 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] メトヘモグロビン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 不安定ヘモグロビン

[Sub Classes (2)] 先天性メトヘモグロビン⾎症，後天性メトヘモグロビン⾎症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加p/o 1.. メトヘモグロビン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%結果a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・頭痛[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メトヘモグロビン⾎症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メトヘモグロビン⾎症・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

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

a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メトヘモグロビン⾎症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

メトヘモグロビン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加p/o 1.. メトヘモグロビン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%結果a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・チアノーゼ[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・頭痛[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・呼吸困難[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
メトヘモグロビン⾎症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メトヘモグロビン⾎症・頭痛p/o 1.. 頭痛[RH]

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

a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
メトヘモグロビン⾎症・呼吸困難p/o 1.. 呼吸困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<呼吸困難状態$異常状態%原因a/o 1.. メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

メトヘモグロビン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性メトヘモグロビン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 不安定ヘモグロビン / メトヘモグロビン⾎症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<メトヘモグロビン⾎症$構成要素
先天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加p/o 1.. メトヘモグロビン増加[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加[RH]
▼原因 <<先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・NADHメトヘモグロビン還元酵素⽋乏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性メトヘモグロビン⾎症・NADHメトヘモグロビン還元酵素⽋乏p/o 1.. NADHメトヘモグロビン還元酵素⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<NADHメトヘモグロビン還元酵素⽋乏状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加[RH]
▼結果 <<先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性メトヘモグロビン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<メトヘモグロビン⾎症$構成要素
先天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加p/o 1.. メトヘモグロビン増加[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加[RH]
▼原因 <<先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・NADHメトヘモグロビン還元酵素⽋乏[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性メトヘモグロビン⾎症・NADHメトヘモグロビン還元酵素⽋乏p/o 1.. NADHメトヘモグロビン還元酵素⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<NADHメトヘモグロビン還元酵素⽋乏状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加[RH]
▼結果 <<先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性メトヘモグロビン⾎症・先天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性メトヘモグロビン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 後天性メトヘモグロビン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 不安定ヘモグロビン / メトヘモグロビン⾎症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<メトヘモグロビン⾎症$構成要素
後天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加p/o 1.. メトヘモグロビン増加[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性メトヘモグロビン⾎症・後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性メトヘモグロビン⾎症・後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加[RH]
▼結果 <<後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性メトヘモグロビン⾎症・後天性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性メトヘモグロビン⾎症・後天性p/o 1.. 後天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性メトヘモグロビン⾎症・後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

後天性メトヘモグロビン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<メトヘモグロビン⾎症$構成要素
後天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加p/o 1.. メトヘモグロビン増加[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<メトヘモグロビン増加状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性メトヘモグロビン⾎症・後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性メトヘモグロビン⾎症・後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性メトヘモグロビン⾎症・メトヘモグロビン増加[RH]
▼結果 <<後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性メトヘモグロビン⾎症・後天性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性メトヘモグロビン⾎症・後天性p/o 1.. 後天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性メトヘモグロビン⾎症・後天性メトヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

後天性メトヘモグロビン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] スルフヘモグロビン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ヘモグロビン症 / 不安定ヘモグロビン

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン増加p/o 1.. スルフヘモグロビン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<スルフヘモグロビン増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・スルホンアミド過剰摂取[RH]

▼結果 <<スルフヘモグロビン増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<スルフヘモグロビン増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・⻘緑⾊の⽪膚・粘膜[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
スルフヘモグロビン⾎症・スルホンアミド過剰摂取p/o 1.. スルホンアミド過剰摂取[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<スルホンアミド過剰摂取状態$異常状態%結果a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<スルフヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン増加[RH]
▼結果 <<スルフヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・チアノーゼ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
スルフヘモグロビン⾎症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
スルフヘモグロビン⾎症・⻘緑⾊の⽪膚・粘膜p/o 1.. ⻘緑⾊の⽪膚・粘膜[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻘緑⾊の⽪膚・粘膜状態$異常状態%原因a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン増加[RH]

スルフヘモグロビン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン増加p/o 1.. スルフヘモグロビン増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<スルフヘモグロビン増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・スルホンアミド過剰摂取[RH]

▼結果 <<スルフヘモグロビン増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<スルフヘモグロビン増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・⻘緑⾊の⽪膚・粘膜[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
スルフヘモグロビン⾎症・スルホンアミド過剰摂取p/o 1.. スルホンアミド過剰摂取[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<スルホンアミド過剰摂取状態$異常状態%結果a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<スルフヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン増加[RH]
▼結果 <<スルフヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・チアノーゼ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
スルフヘモグロビン⾎症・チアノーゼp/o 1.. チアノーゼ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<チアノーゼ状態$異常状態%原因a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
スルフヘモグロビン⾎症・⻘緑⾊の⽪膚・粘膜p/o 1.. ⻘緑⾊の⽪膚・粘膜[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻘緑⾊の⽪膚・粘膜状態$異常状態%原因a/o 1.. スルフヘモグロビン⾎症・スルフヘモグロビン増加[RH]

スルフヘモグロビン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
[Sub Classes (2)] 相対的⾚⾎球増加症，絶対的⾚⾎球増加症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 多⾎症・多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 多⾎症・⾚⾎球数増加[RH]

▼結果 <<多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 多⾎症・ヘモグロビン濃度⾼値[RH]

▼結果 <<多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 多⾎症・ヘマトクリット⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎症・⾚⾎球数増加p/o 1.. ⾚⾎球数増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球数増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 多⾎症・多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎症・ヘモグロビン濃度⾼値p/o 1.. ヘモグロビン濃度⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 多⾎症・多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎症・ヘマトクリット⾼値p/o 1.. ヘマトクリット⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘマトクリット⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多⾎症・多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

多⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 多⾎症・多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 多⾎症・⾚⾎球数増加[RH]

▼結果 <<多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 多⾎症・ヘモグロビン濃度⾼値[RH]

▼結果 <<多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 多⾎症・ヘマトクリット⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎症・⾚⾎球数増加p/o 1.. ⾚⾎球数増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球数増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 多⾎症・多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎症・ヘモグロビン濃度⾼値p/o 1.. ヘモグロビン濃度⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 多⾎症・多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎症・ヘマトクリット⾼値p/o 1.. ヘマトクリット⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘマトクリット⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 多⾎症・多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

多⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 相対的⾚⾎球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
[Sub Classes (2)] ⾎液濃縮，ストレス⾚⾎球増加症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<多⾎症$構成要素
相対的⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液濃縮・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
相対的⾚⾎球増加症・相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・循環⾚⾎球量正常[RH]
▼結果 <<相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・循環⾎漿量減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
相対的⾚⾎球増加症・循環⾚⾎球量正常p/o 1.. 循環⾚⾎球量正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<循環⾚⾎球量正常状態$異常状態%原因a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
相対的⾚⾎球増加症・循環⾎漿量減少p/o 1.. 循環⾎漿量減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<循環⾎漿量減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

相対的⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<多⾎症$構成要素
相対的⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液濃縮・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
相対的⾚⾎球増加症・相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・循環⾚⾎球量正常[RH]
▼結果 <<相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・循環⾎漿量減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
相対的⾚⾎球増加症・循環⾚⾎球量正常p/o 1.. 循環⾚⾎球量正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<循環⾚⾎球量正常状態$異常状態%原因a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
相対的⾚⾎球増加症・循環⾎漿量減少p/o 1.. 循環⾎漿量減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<循環⾎漿量減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 相対的⾚⾎球増加症・相対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

相対的⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎液濃縮
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
 / 相対的⾚⾎球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<相対的⾚⾎球増加症$構成要素
⾎液濃縮・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼原因 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・熱傷[RH]
▼原因 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・脱⽔[RH]
▼原因 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・下痢[RH]
▼原因 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・熱傷p/o 1.. 熱傷[RH]

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

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・脱⽔p/o 1.. 脱⽔[RH]

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

a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

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

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

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

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・⾎液濃縮【異常状態】p/o 1.. ⾎液濃縮【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液濃縮状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液濃縮状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液濃縮・⽩⾎球増加[RH]
▼結果 <<⾎液濃縮状態$異常状態%結果

⾎液濃縮 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<相対的⾚⾎球増加症$構成要素
⾎液濃縮・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼原因 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・熱傷[RH]
▼原因 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・脱⽔[RH]
▼原因 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・下痢[RH]
▼原因 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・嘔吐[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・熱傷p/o 1.. 熱傷[RH]

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

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・脱⽔p/o 1.. 脱⽔[RH]

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

a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

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

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・嘔吐p/o 1.. 嘔吐[RH]

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

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⾎液濃縮・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮【異常状態】[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・⾎液濃縮【異常状態】p/o 1.. ⾎液濃縮【異常状態】[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液濃縮状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液濃縮状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液濃縮・⽩⾎球増加[RH]
▼結果 <<⾎液濃縮状態$異常状態%結果

⾎液濃縮 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 42 ]

a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液濃縮状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液濃縮・⽩⾎球増加[RH]
▼結果 <<⾎液濃縮状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎⼩板増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・⽩⾎球増加p/o 1.. ⽩⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・⾎⼩板増加p/o 1.. ⾎⼩板増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮【異常状態】[RH]

a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液濃縮状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎液濃縮・⽩⾎球増加[RH]
▼結果 <<⾎液濃縮状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎⼩板増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・⽩⾎球増加p/o 1.. ⽩⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮【異常状態】[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎液濃縮・⾎⼩板増加p/o 1.. ⾎⼩板増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎液濃縮・⾎液濃縮【異常状態】[RH]
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[Class Name] ストレス⾚⾎球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
 / 相対的⾚⾎球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<相対的⾚⾎球増加症$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼原因 <<ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・喫煙[RH]
▼原因 <<ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・飲酒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・飲酒p/o 1.. 飲酒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<飲酒状態$異常状態%結果a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・肥満p/o 1.. 肥満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肥満状態$異常状態%結果a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・ストレスp/o 1.. ストレス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ストレス状態$異常状態%原因a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・肥満[RH]
▼原因 <<ストレス状態$異常状態%原因a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス[RH]

ストレス⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<相対的⾚⾎球増加症$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼原因 <<ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・喫煙[RH]
▼原因 <<ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・飲酒[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・喫煙p/o 1.. 喫煙[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<喫煙状態$異常状態%結果a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・飲酒p/o 1.. 飲酒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<飲酒状態$異常状態%結果a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・肥満p/o 1.. 肥満[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<肥満状態$異常状態%結果a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・ストレスp/o 1.. ストレス[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ストレス状態$異常状態%原因a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・肥満[RH]
▼原因 <<ストレス状態$異常状態%原因a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ストレス⾚⾎球増加症・ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<ストレス⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ストレス⾚⾎球増加症・ストレス[RH]

ストレス⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 絶対的⾚⾎球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
[Sub Classes (2)] 原発性⾚⾎球増加症，続発性⾚⾎球増加症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<多⾎症$構成要素
絶対的⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 絶対的⾚⾎球増加症・絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
絶対的⾚⾎球増加症・絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 絶対的⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 絶対的⾚⾎球増加症・循環⾚⾎球量増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
絶対的⾚⾎球増加症・循環⾚⾎球量増加p/o 1.. 循環⾚⾎球量増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<循環⾚⾎球量増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 絶対的⾚⾎球増加症・絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

絶対的⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<多⾎症$構成要素
絶対的⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 絶対的⾚⾎球増加症・絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
絶対的⾚⾎球増加症・絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 絶対的⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 絶対的⾚⾎球増加症・循環⾚⾎球量増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
絶対的⾚⾎球増加症・循環⾚⾎球量増加p/o 1.. 循環⾚⾎球量増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<循環⾚⾎球量増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 絶対的⾚⾎球増加症・絶対的⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

絶対的⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性⾚⾎球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
 / 絶対的⾚⾎球増加症

[Sub Classes (3)] 真性多⾎症，⼀次性家族性先天性多⾎症，チュバシ多⾎症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<絶対的⾚⾎球増加症$構成要素
原発性⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性⾚⾎球増加症・原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性⾚⾎球増加症・原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 原発性⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性⾚⾎球増加症・基礎疾患なし[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性⾚⾎球増加症・基礎疾患なしp/o 1.. 基礎疾患なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患なし状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性⾚⾎球増加症・原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<絶対的⾚⾎球増加症$構成要素
原発性⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性⾚⾎球増加症・原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性⾚⾎球増加症・原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 原発性⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性⾚⾎球増加症・基礎疾患なし[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性⾚⾎球増加症・基礎疾患なしp/o 1.. 基礎疾患なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患なし状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性⾚⾎球増加症・原発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 真性多⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
 / 絶対的⾚⾎球増加症 / 原発性⾚⾎球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<原発性⾚⾎球増加症$構成要素
真性多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 真性多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・造⾎幹細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・JAK2遺伝⼦V617F点突然変異[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・⾻髄過形成[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・⾎⼩板増加[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・脾腫[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・⾼LDH⾎症[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・⾼尿酸⾎症[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・好中球アルカリホスファターゼ活性上昇[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・動脈⾎酸素飽和度正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・造⾎幹細胞のクローン性増殖p/o 1.. 造⾎幹細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<造⾎幹細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・JAK2遺伝⼦V617F点突然変異p/o 1.. JAK2遺伝⼦V617F点突然変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<JAK2遺伝⼦V617F点突然変異状態$異常状態%原因a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・⾻髄過形成p/o 1.. ⾻髄過形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄過形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾻髄過形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 真性多⾎症・⽩⾎球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・⽩⾎球増加p/o 1.. ⽩⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 真性多⾎症・⾻髄過形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・⾎⼩板増加p/o 1.. ⾎⼩板増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板増加状態$異常状態%原因

真性多⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<原発性⾚⾎球増加症$構成要素
真性多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 真性多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・造⾎幹細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・JAK2遺伝⼦V617F点突然変異[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・⾻髄過形成[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・⾎⼩板増加[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・脾腫[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・⾼LDH⾎症[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・⾼尿酸⾎症[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・好中球アルカリホスファターゼ活性上昇[RH]
▼結果 <<真性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 真性多⾎症・動脈⾎酸素飽和度正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・造⾎幹細胞のクローン性増殖p/o 1.. 造⾎幹細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<造⾎幹細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・JAK2遺伝⼦V617F点突然変異p/o 1.. JAK2遺伝⼦V617F点突然変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<JAK2遺伝⼦V617F点突然変異状態$異常状態%原因a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・⾻髄過形成p/o 1.. ⾻髄過形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄過形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾻髄過形成状態$異常状態%結果a/o 1.. 真性多⾎症・⽩⾎球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・⽩⾎球増加p/o 1.. ⽩⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 真性多⾎症・⾻髄過形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・⾎⼩板増加p/o 1.. ⾎⼩板増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板増加状態$異常状態%原因

真性多⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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真性多⾎症・⾎⼩板増加p/o 1.. ⾎⼩板増加[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

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

a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・⾼LDH⾎症p/o 1.. ⾼LDH⾎症[RH]

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

a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

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

a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・⾼尿酸⾎症p/o 1.. ⾼尿酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼尿酸⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・好中球アルカリホスファターゼ活性上昇p/o 1.. 好中球アルカリホスファターゼ活性上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球アルカリホスファターゼ活性上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・動脈⾎酸素飽和度正常p/o 1.. 動脈⾎酸素飽和度正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<動脈⾎酸素飽和度正常状態$異常状態%原因a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

真性多⾎症・⾎⼩板増加p/o 1.. ⾎⼩板増加[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

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

a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・⾼LDH⾎症p/o 1.. ⾼LDH⾎症[RH]

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

a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

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

a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・⾼尿酸⾎症p/o 1.. ⾼尿酸⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼尿酸⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・好中球アルカリホスファターゼ活性上昇p/o 1.. 好中球アルカリホスファターゼ活性上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球アルカリホスファターゼ活性上昇状態$異常状態%原因a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
真性多⾎症・動脈⾎酸素飽和度正常p/o 1.. 動脈⾎酸素飽和度正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<動脈⾎酸素飽和度正常状態$異常状態%原因a/o 1.. 真性多⾎症・真性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ⼀次性家族性先天性多⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
 / 絶対的⾚⾎球増加症 / 原発性⾚⾎球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<原発性⾚⾎球増加症$構成要素
⼀次性家族性先天性多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀次性家族性先天性多⾎症・⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・エリスロポエチン受容体遺伝⼦異常[RH]
▼結果 <<⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・常染⾊体優性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀次性家族性先天性多⾎症・エリスロポエチン受容体遺伝⼦異常p/o 1.. エリスロポエチン受容体遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エリスロポエチン受容体遺伝⼦異常状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀次性家族性先天性多⾎症・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体優性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼀次性家族性先天性多⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<原発性⾚⾎球増加症$構成要素
⼀次性家族性先天性多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀次性家族性先天性多⾎症・⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・エリスロポエチン受容体遺伝⼦異常[RH]
▼結果 <<⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・常染⾊体優性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀次性家族性先天性多⾎症・エリスロポエチン受容体遺伝⼦異常p/o 1.. エリスロポエチン受容体遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エリスロポエチン受容体遺伝⼦異常状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀次性家族性先天性多⾎症・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体優性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼀次性家族性先天性多⾎症・⼀次性家族性先天性多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼀次性家族性先天性多⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] チュバシ多⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
 / 絶対的⾚⾎球増加症 / 原発性⾚⾎球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<原発性⾚⾎球増加症$構成要素
チュバシ多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. チュバシ多⾎症・チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チュバシ多⾎症・チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. チュバシ多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. チュバシ多⾎症・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. チュバシ多⾎症・フォンヒッペル・リンダウ遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チュバシ多⾎症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. チュバシ多⾎症・チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チュバシ多⾎症・フォンヒッペル・リンダウ遺伝⼦異常p/o 1.. フォンヒッペル・リンダウ遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<フォンヒッペル・リンダウ遺伝⼦異常状態$異常状態%原因a/o 1.. チュバシ多⾎症・チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

チュバシ多⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<原発性⾚⾎球増加症$構成要素
チュバシ多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. チュバシ多⾎症・チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チュバシ多⾎症・チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. チュバシ多⾎症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. チュバシ多⾎症・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. チュバシ多⾎症・フォンヒッペル・リンダウ遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チュバシ多⾎症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. チュバシ多⾎症・チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
チュバシ多⾎症・フォンヒッペル・リンダウ遺伝⼦異常p/o 1.. フォンヒッペル・リンダウ遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<フォンヒッペル・リンダウ遺伝⼦異常状態$異常状態%原因a/o 1.. チュバシ多⾎症・チュバシ多⾎症・暫定連鎖(結果)[RH]

チュバシ多⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 続発性⾚⾎球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
 / 絶対的⾚⾎球増加症

[Sub Classes (4)] 低酸素性⾚⾎球増加症，エリスロポエチン分泌異常による⾚⾎球増加症，
内分泌系疾患にともなう⾚⾎球増加症，薬物性⾚⾎球増加症

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<絶対的⾚⾎球増加症$構成要素
続発性⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性⾚⾎球増加症・続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性⾚⾎球増加症・続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 続発性⾚⾎球増加症・基礎疾患あり[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性⾚⾎球増加症・基礎疾患ありp/o 1.. 基礎疾患あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患あり状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性⾚⾎球増加症・続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<絶対的⾚⾎球増加症$構成要素
続発性⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 続発性⾚⾎球増加症・続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性⾚⾎球増加症・続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 続発性⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 続発性⾚⾎球増加症・基礎疾患あり[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性⾚⾎球増加症・基礎疾患ありp/o 1.. 基礎疾患あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患あり状態$異常状態%原因a/o 1.. 続発性⾚⾎球増加症・続発性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 低酸素性⾚⾎球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
 / 絶対的⾚⾎球増加症 / 続発性⾚⾎球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

低酸素性⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）低酸素性⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] エリスロポエチン分泌異常による⾚⾎球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
 / 絶対的⾚⾎球増加症 / 続発性⾚⾎球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

エリスロポエチン分泌異常による⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）エリスロポエチン分泌異常による⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 内分泌系疾患にともなう⾚⾎球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
 / 絶対的⾚⾎球増加症 / 続発性⾚⾎球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

内分泌系疾患にともなう⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）内分泌系疾患にともなう⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬物性⾚⾎球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 多⾎症
 / 絶対的⾚⾎球増加症 / 続発性⾚⾎球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<続発性⾚⾎球増加症$構成要素
薬物性⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性⾚⾎球増加症・薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性⾚⾎球増加症・薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物性⾚⾎球増加症・薬物誘発性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性⾚⾎球増加症・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物性⾚⾎球増加症・薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

薬物性⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<続発性⾚⾎球増加症$構成要素
薬物性⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性⾚⾎球増加症・薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性⾚⾎球増加症・薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性⾚⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物性⾚⾎球増加症・薬物誘発性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性⾚⾎球増加症・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物性⾚⾎球増加症・薬物性⾚⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

薬物性⾚⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽩⾎球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
[Sub Classes (1)] 類⽩⾎病反応
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
⽩⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⾎球増加症・⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球増加症・⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽩⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽩⾎球増加症・⽩⾎球増加[RH]

▼結果 <<⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽩⾎球著増[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球増加症・⽩⾎球増加p/o 1.. ⽩⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎球増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽩⾎球増加症・⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

⽩⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
⽩⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⾎球増加症・⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球増加症・⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽩⾎球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽩⾎球増加症・⽩⾎球増加[RH]

▼結果 <<⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽩⾎球著増[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球増加症・⽩⾎球増加p/o 1.. ⽩⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎球増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽩⾎球増加症・⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

⽩⾎球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 類⽩⾎病反応
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ⽩⾎球増加症

[Sub Classes (4)] ⾻髄性類⽩⾎病反応，単球性類⽩⾎病反応，リンパ球性類⽩⾎病反応，
形質細胞性類⽩⾎病反応

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⽩⾎球増加症$構成要素
類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
類⽩⾎病反応・類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 類⽩⾎病反応・⾮⽩⾎病[RH]
▼結果 <<類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 類⽩⾎病反応・好中球アルカリホスファターゼ活性上昇[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
類⽩⾎病反応・⾮⽩⾎病p/o 1.. ⾮⽩⾎病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮⽩⾎病状態$異常状態%原因
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
類⽩⾎病反応・好中球アルカリホスファターゼ活性上昇p/o 1.. 好中球アルカリホスファターゼ活性上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好中球アルカリホスファターゼ活性上昇状態$異常状態%原因
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎球増加症$構成要素
類⽩⾎病反応・⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎球増加症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・⽩⾎球著増[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎球増加症$構成要素
類⽩⾎病反応・⽩⾎球著増p/o 1.. ⽩⾎球著増[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎球増加症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎球著増状態$異常状態%原因
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

類⽩⾎病反応 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⽩⾎球増加症$構成要素
類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
類⽩⾎病反応・類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 類⽩⾎病反応・⾮⽩⾎病[RH]
▼結果 <<類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 類⽩⾎病反応・好中球アルカリホスファターゼ活性上昇[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
類⽩⾎病反応・⾮⽩⾎病p/o 1.. ⾮⽩⾎病[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮⽩⾎病状態$異常状態%原因
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
類⽩⾎病反応・好中球アルカリホスファターゼ活性上昇p/o 1.. 好中球アルカリホスファターゼ活性上昇[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好中球アルカリホスファターゼ活性上昇状態$異常状態%原因
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎球増加症$構成要素
類⽩⾎病反応・⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎球増加症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・⽩⾎球著増[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎球増加症$構成要素
類⽩⾎病反応・⽩⾎球著増p/o 1.. ⽩⾎球著増[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎球増加症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎球著増状態$異常状態%原因
a/o 1.. 類⽩⾎病反応・⽩⾎球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

類⽩⾎病反応 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻髄性類⽩⾎病反応
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ⽩⾎球増加症 / 類⽩⾎病反応

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⾻髄性類⽩⾎病反応 因果構造物（＝因果連鎖）⾻髄性類⽩⾎病反応 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 単球性類⽩⾎病反応
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ⽩⾎球増加症 / 類⽩⾎病反応

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<類⽩⾎病反応$構成要素
単球性類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 単球性類⽩⾎病反応・単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単球性類⽩⾎病反応・単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 単球性類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 単球性類⽩⾎病反応・単球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単球性類⽩⾎病反応・単球増加p/o 1.. 単球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<単球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 単球性類⽩⾎病反応・単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

単球性類⽩⾎病反応 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<類⽩⾎病反応$構成要素
単球性類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 単球性類⽩⾎病反応・単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単球性類⽩⾎病反応・単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 単球性類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 単球性類⽩⾎病反応・単球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単球性類⽩⾎病反応・単球増加p/o 1.. 単球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<単球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 単球性類⽩⾎病反応・単球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

単球性類⽩⾎病反応 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ球性類⽩⾎病反応
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ⽩⾎球増加症 / 類⽩⾎病反応

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<類⽩⾎病反応$構成要素
リンパ球性類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. リンパ球性類⽩⾎病反応・リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球性類⽩⾎病反応・リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ球性類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ球性類⽩⾎病反応・リンパ球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球性類⽩⾎病反応・リンパ球増加p/o 1.. リンパ球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ球性類⽩⾎病反応・リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ球性類⽩⾎病反応 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<類⽩⾎病反応$構成要素
リンパ球性類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. リンパ球性類⽩⾎病反応・リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球性類⽩⾎病反応・リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ球性類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ球性類⽩⾎病反応・リンパ球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球性類⽩⾎病反応・リンパ球増加p/o 1.. リンパ球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ球性類⽩⾎病反応・リンパ球性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ球性類⽩⾎病反応 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 62 ]

[Class Name] 形質細胞性類⽩⾎病反応
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / ⽩⾎球増加症 / 類⽩⾎病反応

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<類⽩⾎病反応$構成要素
形質細胞性類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 形質細胞性類⽩⾎病反応・形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
形質細胞性類⽩⾎病反応・形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 形質細胞性類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 形質細胞性類⽩⾎病反応・形質細胞増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
形質細胞性類⽩⾎病反応・形質細胞増加p/o 1.. 形質細胞増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<形質細胞増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 形質細胞性類⽩⾎病反応・形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

形質細胞性類⽩⾎病反応 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<類⽩⾎病反応$構成要素
形質細胞性類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 形質細胞性類⽩⾎病反応・形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
形質細胞性類⽩⾎病反応・形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 形質細胞性類⽩⾎病反応・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 形質細胞性類⽩⾎病反応・形質細胞増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
形質細胞性類⽩⾎病反応・形質細胞増加p/o 1.. 形質細胞増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<形質細胞増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 形質細胞性類⽩⾎病反応・形質細胞性類⽩⾎病反応・暫定連鎖(結果)[RH]

形質細胞性類⽩⾎病反応 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 好中球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
[Sub Classes (3)] ⽣理的好中球増加症，遺伝性好中球増加症，慢性特発性好中球増加症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
好中球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好中球増加症・好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好中球増加症・好中球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好中球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 好中球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<好中球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 好中球増加症・好中球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好中球増加症・好中球増加p/o 1.. 好中球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 好中球増加症・好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

好中球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
好中球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好中球増加症・好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好中球増加症・好中球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好中球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 好中球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<好中球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 好中球増加症・好中球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好中球増加症・好中球増加p/o 1.. 好中球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 好中球増加症・好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

好中球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽣理的好中球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⽣理的好中球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）⽣理的好中球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性好中球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<好中球増加症$構成要素
遺伝性好中球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性好中球増加症・遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性好中球増加症・遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遺伝性好中球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性好中球増加症・遺伝性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性好中球増加症・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性好中球増加症・遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

遺伝性好中球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好中球増加症$構成要素
遺伝性好中球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性好中球増加症・遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性好中球増加症・遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遺伝性好中球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性好中球増加症・遺伝性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性好中球増加症・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性好中球増加症・遺伝性好中球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

遺伝性好中球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性特発性好中球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

慢性特発性好中球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）慢性特発性好中球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 好酸球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
[Sub Classes (1)] 遺伝性好酸球増加症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
好酸球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好酸球増加症・好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加症・好酸球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 好酸球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 好酸球増加症・好酸球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加症・好酸球増加p/o 1.. 好酸球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 好酸球増加症・好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

好酸球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
好酸球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好酸球増加症・好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加症・好酸球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 好酸球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 好酸球増加症・好酸球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加症・好酸球増加p/o 1.. 好酸球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 好酸球増加症・好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

好酸球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性好酸球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好酸球増加症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<好酸球増加症$構成要素
遺伝性好酸球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性好酸球増加症・遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性好酸球増加症・遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遺伝性好酸球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性好酸球増加症・遺伝性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性好酸球増加症・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性好酸球増加症・遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

遺伝性好酸球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好酸球増加症$構成要素
遺伝性好酸球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性好酸球増加症・遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性好酸球増加症・遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遺伝性好酸球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性好酸球増加症・遺伝性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性好酸球増加症・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性好酸球増加症・遺伝性好酸球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

遺伝性好酸球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 好塩基球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
好塩基球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好塩基球増加症・好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好塩基球増加症・好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 好塩基球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 好塩基球増加症・好塩基球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好塩基球増加症・好塩基球増加p/o 1.. 好塩基球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好塩基球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 好塩基球増加症・好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

好塩基球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
好塩基球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好塩基球増加症・好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好塩基球増加症・好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 好塩基球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 好塩基球増加症・好塩基球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好塩基球増加症・好塩基球増加p/o 1.. 好塩基球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好塩基球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 好塩基球増加症・好塩基球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

好塩基球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 単球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
単球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 単球増加症・単球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単球増加症・単球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 単球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 単球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<単球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 単球増加症・単球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単球増加症・単球増加p/o 1.. 単球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<単球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 単球増加症・単球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

単球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
単球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 単球増加症・単球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単球増加症・単球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 単球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<単球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 単球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<単球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 単球増加症・単球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単球増加症・単球増加p/o 1.. 単球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<単球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 単球増加症・単球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

単球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ球増加症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
リンパ球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ球増加症・リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球増加症・リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ球増加症・リンパ球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球増加症・リンパ球増加p/o 1.. リンパ球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ球増加症・リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
リンパ球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ球増加症・リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球増加症・リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ球増加症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ球増加症・リンパ球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球増加症・リンパ球増加p/o 1.. リンパ球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ球増加症・リンパ球増加症・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ球増加症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽩⾎球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
⽩⾎球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⾎球減少症・⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球減少症・⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⽩⾎球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽩⾎球減少症・⽩⾎球減少[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球減少症・⽩⾎球減少p/o 1.. ⽩⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽩⾎球減少症・⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

⽩⾎球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
⽩⾎球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⾎球減少症・⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球減少症・⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⽩⾎球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⽩⾎球減少症・⽩⾎球減少[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎球減少症・⽩⾎球減少p/o 1.. ⽩⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽩⾎球減少症・⽩⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

⽩⾎球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
[Sub Classes (6)] 無顆粒球症，発熱性好中球減少症，脾性好中球減少症，

先天性好中球減少症，特発性好中球減少症，⼆次性好中球減少症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好中球減少症・好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好中球減少症・好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 好中球減少症・好中球減少[RH]
▼結果 <<好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 好中球激減[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好中球減少症・好中球減少p/o 1.. 好中球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 好中球減少症・好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好中球減少症・好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好中球減少症・好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 好中球減少症・好中球減少[RH]
▼結果 <<好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 好中球激減[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好中球減少症・好中球減少p/o 1.. 好中球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 好中球減少症・好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 無顆粒球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
無顆粒球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 無顆粒球症・好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
無顆粒球症・好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<好中球減少症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 無顆粒球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 無顆粒球症・好中球激減[RH]

▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
無顆粒球症・好中球激減p/o 1.. 好中球激減[RH]

連鎖種別 <<好中球減少症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球激減状態$異常状態%原因

a/o 1.. 無顆粒球症・好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

無顆粒球症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
無顆粒球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 無顆粒球症・好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
無顆粒球症・好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<好中球減少症$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 無顆粒球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 無顆粒球症・好中球激減[RH]

▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
無顆粒球症・好中球激減p/o 1.. 好中球激減[RH]

連鎖種別 <<好中球減少症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球激減状態$異常状態%原因

a/o 1.. 無顆粒球症・好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

無顆粒球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 発熱性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
発熱性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 発熱性好中球減少症・発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発熱性好中球減少症・発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 発熱性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発熱性好中球減少症・発熱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発熱性好中球減少症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 発熱性好中球減少症・発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

発熱性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
発熱性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 発熱性好中球減少症・発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発熱性好中球減少症・発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 発熱性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発熱性好中球減少症・発熱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発熱性好中球減少症・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発熱状態$異常状態%原因a/o 1.. 発熱性好中球減少症・発熱性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

発熱性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脾性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症

[Sub Classes (2)] 原発性脾性好中球減少症，フェルティー症候群
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
脾性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脾性好中球減少症・脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾性好中球減少症・脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 脾性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾性好中球減少症・脾機能亢進[RH]
▼結果 <<脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 脾性好中球減少症・脾腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾性好中球減少症・脾機能亢進p/o 1.. 脾機能亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾機能亢進状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脾性好中球減少症・脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾性好中球減少症・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾性好中球減少症・脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

脾性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
脾性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脾性好中球減少症・脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾性好中球減少症・脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 脾性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾性好中球減少症・脾機能亢進[RH]
▼結果 <<脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 脾性好中球減少症・脾腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾性好中球減少症・脾機能亢進p/o 1.. 脾機能亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾機能亢進状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脾性好中球減少症・脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾性好中球減少症・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾性好中球減少症・脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

脾性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性脾性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / 脾性好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<脾性好中球減少症$構成要素
原発性脾性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性脾性好中球減少症・原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性脾性好中球減少症・原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 原発性脾性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性脾性好中球減少症・基礎疾患なし[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性脾性好中球減少症・基礎疾患なしp/o 1.. 基礎疾患なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患なし状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性脾性好中球減少症・原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性脾性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脾性好中球減少症$構成要素
原発性脾性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性脾性好中球減少症・原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性脾性好中球減少症・原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 原発性脾性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性脾性好中球減少症・基礎疾患なし[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性脾性好中球減少症・基礎疾患なしp/o 1.. 基礎疾患なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患なし状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性脾性好中球減少症・原発性脾性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性脾性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] フェルティー症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / 脾性好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<脾性好中球減少症$構成要素
フェルティー症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. フェルティー症候群・フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェルティー症候群・フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. フェルティー症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. フェルティー症候群・関節リウマチ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェルティー症候群・関節リウマチp/o 1.. 関節リウマチ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節リウマチ状態$異常状態%原因
a/o 1.. フェルティー症候群・フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

フェルティー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脾性好中球減少症$構成要素
フェルティー症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. フェルティー症候群・フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェルティー症候群・フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. フェルティー症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. フェルティー症候群・関節リウマチ[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
フェルティー症候群・関節リウマチp/o 1.. 関節リウマチ[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<関節リウマチ状態$異常状態%原因
a/o 1.. フェルティー症候群・フェルティー症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

フェルティー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症

[Sub Classes (5)] シュワッハマン・ダイアモンド症候群，コストマン病，周期性好中球減少症，
WHIM症候群，免疫不全を伴う好中球減少症

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
先天性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性好中球減少症・先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. コストマン病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. コストマン病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. WHIM症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性好中球減少症・先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性好中球減少症・先天性[RH]
▼結果 <<先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性好中球減少症・反復性感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性好中球減少症・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性好中球減少症・先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性好中球減少症・反復性感染症p/o 1.. 反復性感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<反復性感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性好中球減少症・先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
先天性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性好中球減少症・先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. コストマン病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. コストマン病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. WHIM症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性好中球減少症・先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性好中球減少症・先天性[RH]
▼結果 <<先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性好中球減少症・反復性感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性好中球減少症・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性好中球減少症・先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性好中球減少症・反復性感染症p/o 1.. 反復性感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<反復性感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性好中球減少症・先天性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シュワッハマン・ダイアモンド症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / 先天性好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果
a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・SBDS遺伝⼦変異p/o 1.. SBDS遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<SBDS遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・低⾝⻑症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・低⾝⻑症p/o 1.. 低⾝⻑症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑症状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・SBDS遺伝⼦変異[RH]
▼原因 <<低⾝⻑症状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・膵臓外分泌不全[RH]
▼結果 <<シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・低⾝⻑症[RH]
▼結果 <<シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・汎⾎球減少[RH]
▼結果 <<シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・膵臓外分泌不全p/o 1.. 膵臓外分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膵臓外分泌不全状態$異常状態%原因

a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<膵臓外分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・難治性下痢[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・難治性下痢p/o 1.. 難治性下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<難治性下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・膵臓外分泌不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・汎⾎球減少p/o 1.. 汎⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<汎⾎球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

シュワッハマン・ダイアモンド症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果
a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・SBDS遺伝⼦変異p/o 1.. SBDS遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<SBDS遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・低⾝⻑症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・低⾝⻑症p/o 1.. 低⾝⻑症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾝⻑症状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・SBDS遺伝⼦変異[RH]
▼原因 <<低⾝⻑症状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・膵臓外分泌不全[RH]
▼結果 <<シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・低⾝⻑症[RH]
▼結果 <<シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・汎⾎球減少[RH]
▼結果 <<シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・膵臓外分泌不全p/o 1.. 膵臓外分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<膵臓外分泌不全状態$異常状態%原因

a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<膵臓外分泌不全状態$異常状態%結果a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・難治性下痢[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・難治性下痢p/o 1.. 難治性下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<難治性下痢状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・膵臓外分泌不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・汎⾎球減少p/o 1.. 汎⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<汎⾎球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素

シュワッハマン・ダイアモンド症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<汎⾎球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<汎⾎球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
シュワッハマン・ダイアモンド症候群・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. シュワッハマン・ダイアモンド症候群・シュワッハマン・ダイアモンド症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] コストマン病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / 先天性好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<先天性好中球減少症$構成要素
コストマン病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. コストマン病・コストマン病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. コストマン病・コストマン病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コストマン病・コストマン病・暫定連鎖(原因)p/o 1.. コストマン病・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<コストマン病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コストマン病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼原因 <<コストマン病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. コストマン病・HAX-1遺伝⼦変異[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コストマン病・HAX-1遺伝⼦変異p/o 1.. HAX-1遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<HAX-1遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. コストマン病・コストマン病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<HAX-1遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. コストマン病・神経症状[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コストマン病・神経症状p/o 1.. 神経症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経症状状態$異常状態%原因a/o 1.. コストマン病・HAX-1遺伝⼦変異[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コストマン病・コストマン病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コストマン病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コストマン病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. コストマン病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<コストマン病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. コストマン病・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コストマン病・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. コストマン病・コストマン病・暫定連鎖(結果)[RH]

コストマン病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性好中球減少症$構成要素
コストマン病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. コストマン病・コストマン病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. コストマン病・コストマン病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コストマン病・コストマン病・暫定連鎖(原因)p/o 1.. コストマン病・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<コストマン病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. コストマン病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼原因 <<コストマン病・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. コストマン病・HAX-1遺伝⼦変異[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コストマン病・HAX-1遺伝⼦変異p/o 1.. HAX-1遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<HAX-1遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. コストマン病・コストマン病・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<HAX-1遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. コストマン病・神経症状[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
コストマン病・神経症状p/o 1.. 神経症状[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<神経症状状態$異常状態%原因a/o 1.. コストマン病・HAX-1遺伝⼦変異[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コストマン病・コストマン病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. コストマン病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<コストマン病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. コストマン病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<コストマン病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. コストマン病・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
コストマン病・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. コストマン病・コストマン病・暫定連鎖(結果)[RH]

コストマン病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 周期性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / 先天性好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

周期性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）周期性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] WHIM症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / 先天性好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<先天性好中球減少症$構成要素
WHIM症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. WHIM症候群・WHIM症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・パピローマウイルス感染症p/o 1.. パピローマウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<パピローマウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. WHIM症候群・疣贅[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・疣贅p/o 1.. 疣贅[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<疣贅状態$異常状態%原因a/o 1.. WHIM症候群・パピローマウイルス感染症[RH]
▼原因 <<疣贅状態$異常状態%原因a/o 1.. WHIM症候群・WHIM症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・CXCR4遺伝⼦変異p/o 1.. CXCR4遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<CXCR4遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. WHIM症候群・好中球の⾻髄内貯留[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・好中球の⾻髄内貯留p/o 1.. 好中球の⾻髄内貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球の⾻髄内貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. WHIM症候群・CXCR4遺伝⼦変異[RH]
▼原因 <<好中球の⾻髄内貯留状態$異常状態%原因

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<WHIM症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. WHIM症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<WHIM症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. WHIM症候群・疣贅[RH]
▼結果 <<WHIM症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. WHIM症候群・低ガンマグロブリン⾎症[RH]
▼結果 <<WHIM症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. WHIM症候群・好中球の⾻髄内貯留[RH]
▼結果 <<WHIM症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. WHIM症候群・⾻髄過形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・低ガンマグロブリン⾎症p/o 1.. 低ガンマグロブリン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低ガンマグロブリン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. WHIM症候群・WHIM症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・⾻髄過形成p/o 1.. ⾻髄過形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄過形成状態$異常状態%原因a/o 1.. WHIM症候群・WHIM症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

WHIM症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性好中球減少症$構成要素
WHIM症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. WHIM症候群・WHIM症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・パピローマウイルス感染症p/o 1.. パピローマウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<パピローマウイルス感染症状態$異常状態%結果a/o 1.. WHIM症候群・疣贅[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・疣贅p/o 1.. 疣贅[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<疣贅状態$異常状態%原因a/o 1.. WHIM症候群・パピローマウイルス感染症[RH]
▼原因 <<疣贅状態$異常状態%原因a/o 1.. WHIM症候群・WHIM症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・CXCR4遺伝⼦変異p/o 1.. CXCR4遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<CXCR4遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. WHIM症候群・好中球の⾻髄内貯留[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・好中球の⾻髄内貯留p/o 1.. 好中球の⾻髄内貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球の⾻髄内貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. WHIM症候群・CXCR4遺伝⼦変異[RH]
▼原因 <<好中球の⾻髄内貯留状態$異常状態%原因

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<WHIM症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. WHIM症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<WHIM症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. WHIM症候群・疣贅[RH]
▼結果 <<WHIM症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. WHIM症候群・低ガンマグロブリン⾎症[RH]
▼結果 <<WHIM症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. WHIM症候群・好中球の⾻髄内貯留[RH]
▼結果 <<WHIM症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. WHIM症候群・⾻髄過形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・低ガンマグロブリン⾎症p/o 1.. 低ガンマグロブリン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低ガンマグロブリン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. WHIM症候群・WHIM症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
WHIM症候群・⾻髄過形成p/o 1.. ⾻髄過形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄過形成状態$異常状態%原因a/o 1.. WHIM症候群・WHIM症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

WHIM症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. WHIM症候群・WHIM症候群・暫定連鎖(結果)[RH]a/o 1.. WHIM症候群・WHIM症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 免疫不全を伴う好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / 先天性好中球減少症

[Sub Classes (4)] X連鎖無ガンマグロブリン⾎症，ウィスコット・アルドリッチ症候群，
CD40リガンド⽋乏症，シェディアック・東症候群

[Graph (56%)] 

免疫不全を伴う好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）免疫不全を伴う好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] X連鎖無ガンマグロブリン⾎症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / 先天性好中球減少症 / 免疫不全を伴う好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

X連鎖無ガンマグロブリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）X連鎖無ガンマグロブリン⾎症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ウィスコット・アルドリッチ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / 先天性好中球減少症 / 免疫不全を伴う好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

ウィスコット・アルドリッチ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）ウィスコット・アルドリッチ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] CD40リガンド⽋乏症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / 先天性好中球減少症 / 免疫不全を伴う好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

CD40リガンド⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）CD40リガンド⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] シェディアック・東症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / 先天性好中球減少症 / 免疫不全を伴う好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

シェディアック・東症候群 因果構造物（＝因果連鎖）シェディアック・東症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症

[Sub Classes (1)] 慢性良性好中球減少症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
特発性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性好中球減少症・特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性好中球減少症・特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性好中球減少症・基礎疾患なし[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性好中球減少症・基礎疾患なしp/o 1.. 基礎疾患なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患なし状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性好中球減少症・特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

特発性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
特発性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性好中球減少症・特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性好中球減少症・特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性好中球減少症・基礎疾患なし[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性好中球減少症・基礎疾患なしp/o 1.. 基礎疾患なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患なし状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性好中球減少症・特発性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

特発性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性良性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / 特発性好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

慢性良性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）慢性良性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼆次性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症

[Sub Classes (3)] 薬物性好中球減少症，中毒性無顆粒球症，免疫性好中球減少症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
⼆次性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性好中球減少症・⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性好中球減少症・⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼆次性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼆次性好中球減少症・基礎疾患あり[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性好中球減少症・基礎疾患ありp/o 1.. 基礎疾患あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患あり状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次性好中球減少症・⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼆次性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好中球減少症$構成要素
⼆次性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性好中球減少症・⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性好中球減少症・⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼆次性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼆次性好中球減少症・基礎疾患あり[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性好中球減少症・基礎疾患ありp/o 1.. 基礎疾患あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患あり状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次性好中球減少症・⼆次性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼆次性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬物性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / ⼆次性好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⼆次性好中球減少症$構成要素
薬物性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性好中球減少症・薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性好中球減少症・薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物性好中球減少症・薬物誘発性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性好中球減少症・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物性好中球減少症・薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

薬物性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼆次性好中球減少症$構成要素
薬物性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性好中球減少症・薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性好中球減少症・薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物性好中球減少症・薬物誘発性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性好中球減少症・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物性好中球減少症・薬物性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

薬物性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中毒性無顆粒球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / ⼆次性好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

中毒性無顆粒球症 因果構造物（＝因果連鎖）中毒性無顆粒球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 免疫性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / ⼆次性好中球減少症

[Sub Classes (2)] ⾃⼰免疫性好中球減少症，補体活性化による好中球減少
[Graph (56%)] 

免疫性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）免疫性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾃⼰免疫性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / ⼆次性好中球減少症 / 免疫性好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⾃⼰免疫性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）⾃⼰免疫性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 補体活性化による好中球減少
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 好中球減少症 / ⼆次性好中球減少症 / 免疫性好中球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

補体活性化による好中球減少 因果構造物（＝因果連鎖）補体活性化による好中球減少 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 好酸球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
好酸球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好酸球減少症・好酸球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球減少症・好酸球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 好酸球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<好酸球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 好酸球減少症・好酸球減少[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球減少症・好酸球減少p/o 1.. 好酸球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 好酸球減少症・好酸球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

好酸球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
好酸球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好酸球減少症・好酸球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球減少症・好酸球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 好酸球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<好酸球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 好酸球減少症・好酸球減少[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球減少症・好酸球減少p/o 1.. 好酸球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 好酸球減少症・好酸球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

好酸球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 好塩基球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
好塩基球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好塩基球減少症・好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好塩基球減少症・好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 好塩基球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 好塩基球減少症・好塩基球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好塩基球減少症・好塩基球減少p/o 1.. 好塩基球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好塩基球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 好塩基球減少症・好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

好塩基球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
好塩基球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好塩基球減少症・好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好塩基球減少症・好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 好塩基球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 好塩基球減少症・好塩基球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好塩基球減少症・好塩基球減少p/o 1.. 好塩基球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好塩基球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 好塩基球減少症・好塩基球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

好塩基球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
リンパ球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ球減少症・リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球減少症・リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ球減少症・リンパ球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球減少症・リンパ球減少p/o 1.. リンパ球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ球減少症・リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
リンパ球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ球減少症・リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球減少症・リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ球減少症・リンパ球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球減少症・リンパ球減少p/o 1.. リンパ球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ球減少症・リンパ球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 造⾎器腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
[Sub Classes (6)] 腫瘍溶解症候群，上⼤静脈症候群，⽩⾎病，⾻髄増殖性疾患，

⾻髄異形成症候群，リンパ性悪性腫瘍
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
造⾎器腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 造⾎器腫瘍・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
造⾎器腫瘍・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 造⾎器腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 造⾎器腫瘍・造⾎細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
造⾎器腫瘍・造⾎細胞のクローン性増殖p/o 1.. 造⾎細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<造⾎細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 造⾎器腫瘍・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

造⾎器腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
造⾎器腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 造⾎器腫瘍・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
造⾎器腫瘍・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 造⾎器腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 造⾎器腫瘍・造⾎細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
造⾎器腫瘍・造⾎細胞のクローン性増殖p/o 1.. 造⾎細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<造⾎細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 造⾎器腫瘍・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

造⾎器腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 腫瘍溶解症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

腫瘍溶解症候群 因果構造物（＝因果連鎖）腫瘍溶解症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 上⼤静脈症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

上⼤静脈症候群 因果構造物（＝因果連鎖）上⼤静脈症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍

[Sub Classes (2)] 急性⽩⾎病，慢性⽩⾎病
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽩⾎病・⾻髄における造⾎細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎病・⾻髄における造⾎細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における造⾎細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における造⾎細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⽩⾎病・⾻髄における造⾎細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽩⾎病・⾻髄における造⾎細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における造⾎細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における造⾎細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病

[Sub Classes (7)] 急性⾻髄性⽩⾎病，急性リンパ性⽩⾎病，系統不詳急性⽩⾎病，
⽪膚⽩⾎病，髄膜⽩⾎病，中枢神経⽩⾎病，くすぶり⽩⾎病

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性⽩⾎病・急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⽩⾎病・急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性⽩⾎病・急速な発症[RH]
▼結果 <<急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性⽩⾎病・⽩⾎病細胞の成熟停⽌[RH]
▼結果 <<急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性⽩⾎病・⽩⾎病裂孔[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⽩⾎病・急速な発症p/o 1.. 急速な発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急速な発症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性⽩⾎病・急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⽩⾎病・⽩⾎病細胞の成熟停⽌p/o 1.. ⽩⾎病細胞の成熟停⽌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎病細胞の成熟停⽌状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性⽩⾎病・急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⽩⾎病細胞の成熟停⽌状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性⽩⾎病・⽩⾎病裂孔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⽩⾎病・⽩⾎病裂孔p/o 1.. ⽩⾎病裂孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎病裂孔状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性⽩⾎病・⽩⾎病細胞の成熟停⽌[RH]

▼原因 <<⽩⾎病裂孔状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性⽩⾎病・急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性⽩⾎病・急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⽩⾎病・急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性⽩⾎病・急速な発症[RH]
▼結果 <<急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性⽩⾎病・⽩⾎病細胞の成熟停⽌[RH]
▼結果 <<急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 急性⽩⾎病・⽩⾎病裂孔[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⽩⾎病・急速な発症p/o 1.. 急速な発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急速な発症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性⽩⾎病・急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⽩⾎病・⽩⾎病細胞の成熟停⽌p/o 1.. ⽩⾎病細胞の成熟停⽌[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎病細胞の成熟停⽌状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性⽩⾎病・急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⽩⾎病細胞の成熟停⽌状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性⽩⾎病・⽩⾎病裂孔[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⽩⾎病・⽩⾎病裂孔p/o 1.. ⽩⾎病裂孔[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎病裂孔状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性⽩⾎病・⽩⾎病細胞の成熟停⽌[RH]

▼原因 <<⽩⾎病裂孔状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性⽩⾎病・急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病

[Sub Classes (7)] 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病，
⾻髄異形成関連の変化を有する急性⾻髄性⽩⾎病，治療関連⾻髄性腫瘍，
特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病，⾻髄⾁腫，ダウン症候群関連⾻髄増殖症，
芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<急性⽩⾎病$構成要素
急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性⾻髄性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
急性⾻髄性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
急性⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性⾻髄性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性⽩⾎病$構成要素
急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性⾻髄性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
急性⾻髄性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
急性⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性⾻髄性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes (9)] t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病，
inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する
t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病，
t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病，
t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病，
inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄
t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病，
NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病，
CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病

[Graph (50%)] 

▼構成要素 <<急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・特定の遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・特定の遺伝⼦異常p/o 1.. 特定の遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特定の遺伝⼦異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・特定の遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・特定の遺伝⼦異常p/o 1.. 特定の遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特定の遺伝⼦異常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(8;21)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・RUNX1-RUNX1T1融合遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(8;21)染⾊体転座p/o 1.. t(8;21)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(8;21)染⾊体転座状態$異常状態%原因

a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・RUNX1-RUNX1T1融合遺伝⼦p/o 1.. RUNX1-RUNX1T1融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<RUNX1-RUNX1T1融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(8;21)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・RUNX1-RUNX1T1融合遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(8;21)染⾊体転座p/o 1.. t(8;21)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(8;21)染⾊体転座状態$異常状態%原因

a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・RUNX1-RUNX1T1融合遺伝⼦p/o 1.. RUNX1-RUNX1T1融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<RUNX1-RUNX1T1融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(8;21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)染⾊体逆位[RH]
▼結果 <<inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(16;16)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CBFB-MYH11融合遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)染⾊体逆位p/o 1.. inv(16)染⾊体逆位[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<inv(16)染⾊体逆位状態$異常状態%原因
a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(16;16)染⾊体転座p/o 1.. t(16;16)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(16;16)染⾊体転座状態$異常状態%原因a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CBFB-MYH11融合遺伝⼦p/o 1.. CBFB-MYH11融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CBFB-MYH11融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)染⾊体逆位[RH]
▼結果 <<inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(16;16)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CBFB-MYH11融合遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)染⾊体逆位p/o 1.. inv(16)染⾊体逆位[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<inv(16)染⾊体逆位状態$異常状態%原因
a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(16;16)染⾊体転座p/o 1.. t(16;16)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(16;16)染⾊体転座状態$異常状態%原因a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CBFB-MYH11融合遺伝⼦p/o 1.. CBFB-MYH11融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CBFB-MYH11融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

inv(16)(p13.1q22)あるいはt(16;16)(p13.1;q22): CBFB-MYH11を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・t(15;17)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・PML-RARA融合遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・t(15;17)染⾊体転座p/o 1.. t(15;17)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(15;17)染⾊体転座状態$異常状態%原因

a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・PML-RARA融合遺伝⼦p/o 1.. PML-RARA融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<PML-RARA融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・t(15;17)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・PML-RARA融合遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・t(15;17)染⾊体転座p/o 1.. t(15;17)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(15;17)染⾊体転座状態$異常状態%原因

a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・PML-RARA融合遺伝⼦p/o 1.. PML-RARA融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<PML-RARA融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(15;17)(q22;q12): PML-RARAを有する急性前⾻髄球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(9;11)染⾊体転座[RH]

▼結果 <<t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・MLLT3-MLL融合遺伝⼦[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(9;11)染⾊体転座p/o 1.. t(9;11)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(9;11)染⾊体転座状態$異常状態%原因
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・MLLT3-MLL融合遺伝⼦p/o 1.. MLLT3-MLL融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<MLLT3-MLL融合遺伝⼦状態$異常状態%原因
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(9;11)染⾊体転座[RH]

▼結果 <<t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・MLLT3-MLL融合遺伝⼦[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(9;11)染⾊体転座p/o 1.. t(9;11)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(9;11)染⾊体転座状態$異常状態%原因
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・MLLT3-MLL融合遺伝⼦p/o 1.. MLLT3-MLL融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<MLLT3-MLL融合遺伝⼦状態$異常状態%原因
a/o 1.. t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(9;11)(p22;q23): MLLT3-MLLを有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(6;9)染⾊体転座[RH]

▼結果 <<t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・DEK-NUP214融合遺伝⼦[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(6;9)染⾊体転座p/o 1.. t(6;9)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(6;9)染⾊体転座状態$異常状態%原因
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・DEK-NUP214融合遺伝⼦p/o 1.. DEK-NUP214融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<DEK-NUP214融合遺伝⼦状態$異常状態%原因
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(6;9)染⾊体転座[RH]

▼結果 <<t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・DEK-NUP214融合遺伝⼦[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(6;9)染⾊体転座p/o 1.. t(6;9)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(6;9)染⾊体転座状態$異常状態%原因
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・DEK-NUP214融合遺伝⼦p/o 1.. DEK-NUP214融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<DEK-NUP214融合遺伝⼦状態$異常状態%原因
a/o 1.. t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(6;9)(p23;q34): DEK-NUP214を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)染⾊体逆位[RH]
▼結果 <<inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(3;3)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・RPN1-EVI1融合遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)染⾊体逆位p/o 1.. inv(3)染⾊体逆位[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<inv(3)染⾊体逆位状態$異常状態%原因a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(3;3)染⾊体転座p/o 1.. t(3;3)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(3;3)染⾊体転座状態$異常状態%原因a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・RPN1-EVI1融合遺伝⼦p/o 1.. RPN1-EVI1融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<RPN1-EVI1融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)染⾊体逆位[RH]
▼結果 <<inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(3;3)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・RPN1-EVI1融合遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)染⾊体逆位p/o 1.. inv(3)染⾊体逆位[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<inv(3)染⾊体逆位状態$異常状態%原因a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(3;3)染⾊体転座p/o 1.. t(3;3)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(3;3)染⾊体転座状態$異常状態%原因a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・RPN1-EVI1融合遺伝⼦p/o 1.. RPN1-EVI1融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<RPN1-EVI1融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

inv(3)(q21q26.2)またはt(3;3)(q21;q26.2): RPN1-EVI1を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(1;22)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・RBM15-MKL1融合遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(1;22)染⾊体転座p/o 1.. t(1;22)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(1;22)染⾊体転座状態$異常状態%原因

a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・RBM15-MKL1融合遺伝⼦p/o 1.. RBM15-MKL1融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<RBM15-MKL1融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(1;22)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・RBM15-MKL1融合遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(1;22)染⾊体転座p/o 1.. t(1;22)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(1;22)染⾊体転座状態$異常状態%原因

a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・RBM15-MKL1融合遺伝⼦p/o 1.. RBM15-MKL1融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<RBM15-MKL1融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(1;22)(p13;q13): RBM15-MKL1を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・NPM1遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・NPM1遺伝⼦変異p/o 1.. NPM1遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<NPM1遺伝⼦変異状態$異常状態%原因a/o 1.. NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・NPM1遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・NPM1遺伝⼦変異p/o 1.. NPM1遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<NPM1遺伝⼦変異状態$異常状態%原因a/o 1.. NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

NPM1遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CEBPA遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CEBPA遺伝⼦変異p/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CEBPA遺伝⼦変異状態$異常状態%原因
a/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特定の遺伝⼦異常を有する急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CEBPA遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CEBPA遺伝⼦変異p/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<CEBPA遺伝⼦変異状態$異常状態%原因
a/o 1.. CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

CEBPA遺伝⼦変異を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻髄異形成関連の変化を有する急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⾻髄異形成関連の変化を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）⾻髄異形成関連の変化を有する急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 治療関連⾻髄性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes (2)] アルキル化薬関連⾻髄性腫瘍，2型トポイソメラーゼ阻害薬関連⾻髄性腫瘍
[Graph (56%)] 

治療関連⾻髄性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）治療関連⾻髄性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アルキル化薬関連⾻髄性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 治療関連⾻髄性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

アルキル化薬関連⾻髄性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）アルキル化薬関連⾻髄性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 2型トポイソメラーゼ阻害薬関連⾻髄性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 治療関連⾻髄性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

2型トポイソメラーゼ阻害薬関連⾻髄性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）2型トポイソメラーゼ阻害薬関連⾻髄性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes (9)] 最未分化型急性⾻髄性⽩⾎病，未分化型急性⾻髄性⽩⾎病，
急性⾻髄単球性⽩⾎病，分化型急性⾻髄性⽩⾎病，急性単球性⽩⾎病，
急性⾚⽩⾎病，急性巨核芽球性⽩⾎病，急性好塩基球性⽩⾎病，
⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・分類不能[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・分類不能p/o 1.. 分類不能[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分類不能状態$異常状態%原因a/o 1.. 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・分類不能[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・分類不能p/o 1.. 分類不能[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分類不能状態$異常状態%原因a/o 1.. 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 最未分化型急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

最未分化型急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）最未分化型急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 未分化型急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

未分化型急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）未分化型急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性⾻髄単球性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

急性⾻髄単球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）急性⾻髄単球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 分化型急性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

分化型急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）分化型急性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性単球性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

急性単球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）急性単球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性⾚⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

急性⾚⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）急性⾚⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性巨核芽球性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

急性巨核芽球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）急性巨核芽球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性好塩基球性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

急性好塩基球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）急性好塩基球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / 特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾻髄線維化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾻髄線維化p/o 1.. ⾻髄線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄線維化状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<特定不能の急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾻髄線維化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾻髄線維化p/o 1.. ⾻髄線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄線維化状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾻髄線維化を伴う汎⾻髄症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻髄⾁腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⾻髄⾁腫 因果構造物（＝因果連鎖）⾻髄⾁腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ダウン症候群関連⾻髄増殖症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes (2)] ⼀過性異常⾻髄症，ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄増殖症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄増殖症・ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄増殖症・ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄増殖症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄増殖症・ダウン症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄増殖症・ダウン症候群p/o 1.. ダウン症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ダウン症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄増殖症・ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)[RH]

ダウン症候群関連⾻髄増殖症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性⾻髄性⽩⾎病$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄増殖症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄増殖症・ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄増殖症・ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄増殖症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄増殖症・ダウン症候群[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄増殖症・ダウン症候群p/o 1.. ダウン症候群[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ダウン症候群状態$異常状態%原因
a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄増殖症・ダウン症候群関連⾻髄増殖症・暫定連鎖(結果)[RH]

ダウン症候群関連⾻髄増殖症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼀過性異常⾻髄症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / ダウン症候群関連⾻髄増殖症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ダウン症候群関連⾻髄増殖症$構成要素
⼀過性異常⾻髄症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性異常⾻髄症・⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・巨核球系細胞マーカーの発現[RH]
▼結果 <<⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性異常⾻髄症・巨核球系細胞マーカーの発現p/o 1.. 巨核球系細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<巨核球系細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性異常⾻髄症・⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖p/o 1.. ⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼀過性異常⾻髄症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ダウン症候群関連⾻髄増殖症$構成要素
⼀過性異常⾻髄症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性異常⾻髄症・⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・巨核球系細胞マーカーの発現[RH]
▼結果 <<⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性異常⾻髄症・巨核球系細胞マーカーの発現p/o 1.. 巨核球系細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<巨核球系細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼀過性異常⾻髄症・⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖p/o 1.. ⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼀過性異常⾻髄症・⼀過性異常⾻髄症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼀過性異常⾻髄症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病
 / ダウン症候群関連⾻髄増殖症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ダウン症候群関連⾻髄増殖症$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖[RH]

▼結果 <<ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・巨核球系細胞マーカーの発現[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖p/o 1.. ⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・巨核球系細胞マーカーの発現p/o 1.. 巨核球系細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<巨核球系細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因

a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ダウン症候群関連⾻髄増殖症$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖[RH]

▼結果 <<ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・巨核球系細胞マーカーの発現[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖p/o 1.. ⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における腫瘍細胞の⼀過性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・巨核球系細胞マーカーの発現p/o 1.. 巨核球系細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<巨核球系細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因

a/o 1.. ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

ダウン症候群関連⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性リンパ性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病

[Sub Classes (6)] 急性リンパ性⽩⾎病 L1，急性リンパ性⽩⾎病 L2，急性リンパ性⽩⾎病 L3，
前B細胞性急性リンパ性⽩⾎病，B細胞性急性リンパ性⽩⾎病，
T細胞性急性リンパ性⽩⾎病

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<急性⽩⾎病$構成要素
急性リンパ性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
急性リンパ性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

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

a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
急性リンパ性⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
急性リンパ性⽩⾎病・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<造⾎器腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
急性リンパ性⽩⾎病・リンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<造⾎器腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

急性リンパ性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性⽩⾎病$構成要素
急性リンパ性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
急性リンパ性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

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

a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
急性リンパ性⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
急性リンパ性⽩⾎病・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<造⾎器腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
急性リンパ性⽩⾎病・リンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<造⾎器腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因

a/o 1.. 急性リンパ性⽩⾎病・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

急性リンパ性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性リンパ性⽩⾎病 L1
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性リンパ性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

急性リンパ性⽩⾎病 L1 因果構造物（＝因果連鎖）急性リンパ性⽩⾎病 L1 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性リンパ性⽩⾎病 L2
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性リンパ性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

急性リンパ性⽩⾎病 L2 因果構造物（＝因果連鎖）急性リンパ性⽩⾎病 L2 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性リンパ性⽩⾎病 L3
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性リンパ性⽩⾎病

[Sub Classes (1)] バーキット⽩⾎病
[Graph (56%)] 

急性リンパ性⽩⾎病 L3 因果構造物（＝因果連鎖）急性リンパ性⽩⾎病 L3 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] バーキット⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性リンパ性⽩⾎病
 / 急性リンパ性⽩⾎病 L3

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

バーキット⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）バーキット⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 前B細胞性急性リンパ性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性リンパ性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

前B細胞性急性リンパ性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）前B細胞性急性リンパ性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] B細胞性急性リンパ性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性リンパ性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

B細胞性急性リンパ性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）B細胞性急性リンパ性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 146 ]

[Class Name] T細胞性急性リンパ性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 急性リンパ性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

T細胞性急性リンパ性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）T細胞性急性リンパ性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 系統不詳急性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病

[Sub Classes (2)] 急性未分化⽩⾎病，混合表現型急性⽩⾎病
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<急性⽩⾎病$構成要素
系統不詳急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
系統不詳急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・⽩⾎病細胞の系統不詳[RH]
▼結果 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
系統不詳急性⽩⾎病・⽩⾎病細胞の系統不詳p/o 1.. ⽩⾎病細胞の系統不詳[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎病細胞の系統不詳状態$異常状態%原因a/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

系統不詳急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性⽩⾎病$構成要素
系統不詳急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
系統不詳急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・⽩⾎病細胞の系統不詳[RH]
▼結果 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
系統不詳急性⽩⾎病・⽩⾎病細胞の系統不詳p/o 1.. ⽩⾎病細胞の系統不詳[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎病細胞の系統不詳状態$異常状態%原因a/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

系統不詳急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性未分化⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 系統不詳急性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
急性未分化⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性未分化⽩⾎病・急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・リンパ系細胞マーカーの発現[RH]
▼結果 <<急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・エステラーゼ染⾊陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性未分化⽩⾎病・リンパ系細胞マーカーの発現p/o 1.. リンパ系細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ系細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性未分化⽩⾎病・エステラーゼ染⾊陽性p/o 1.. エステラーゼ染⾊陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エステラーゼ染⾊陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
急性未分化⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
急性未分化⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現p/o 1.. ⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄系細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾻髄系細胞マーカーの発現状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・ミエロペルオキシダーゼ染⾊陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性未分化⽩⾎病・ミエロペルオキシダーゼ染⾊陽性p/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ染⾊陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ミエロペルオキシダーゼ染⾊陽性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

急性未分化⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
急性未分化⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性未分化⽩⾎病・急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・リンパ系細胞マーカーの発現[RH]
▼結果 <<急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・エステラーゼ染⾊陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性未分化⽩⾎病・リンパ系細胞マーカーの発現p/o 1.. リンパ系細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ系細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性未分化⽩⾎病・エステラーゼ染⾊陽性p/o 1.. エステラーゼ染⾊陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エステラーゼ染⾊陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・急性未分化⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
急性未分化⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
急性未分化⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現p/o 1.. ⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄系細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾻髄系細胞マーカーの発現状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・ミエロペルオキシダーゼ染⾊陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性未分化⽩⾎病・ミエロペルオキシダーゼ染⾊陽性p/o 1.. ミエロペルオキシダーゼ染⾊陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ミエロペルオキシダーゼ染⾊陽性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 急性未分化⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

急性未分化⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 混合表現型急性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 系統不詳急性⽩⾎病

[Sub Classes (7)] 急性⼆系統⽩⾎病，急性⼆表現型⽩⾎病，
t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病，
t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病，
B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病，
T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病，
NK細胞リンパ芽球性⽩⾎病/リンパ腫

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 混合表現型急性⽩⾎病・混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合表現型急性⽩⾎病・混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 混合表現型急性⽩⾎病・2細胞系譜以上の細胞マーカーの発現[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合表現型急性⽩⾎病・2細胞系譜以上の細胞マーカーの発現p/o 1.. 2細胞系譜以上の細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<2細胞系譜以上の細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因
a/o 1.. 混合表現型急性⽩⾎病・混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

混合表現型急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 混合表現型急性⽩⾎病・混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合表現型急性⽩⾎病・混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 混合表現型急性⽩⾎病・2細胞系譜以上の細胞マーカーの発現[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合表現型急性⽩⾎病・2細胞系譜以上の細胞マーカーの発現p/o 1.. 2細胞系譜以上の細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<2細胞系譜以上の細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因
a/o 1.. 混合表現型急性⽩⾎病・混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

混合表現型急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 151 ]

[Class Name] 急性⼆系統⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 系統不詳急性⽩⾎病
 / 混合表現型急性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<混合表現型急性⽩⾎病$構成要素
急性⼆系統⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性⼆系統⽩⾎病・急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⼆系統⽩⾎病・急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性⼆系統⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性⼆系統⽩⾎病・1細胞系譜のマーカーが陽性の細胞集団が2つ存在[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⼆系統⽩⾎病・1細胞系譜のマーカーが陽性の細胞集団が2つ存在p/o 1.. 1細胞系譜のマーカーが陽性の細胞集団が2つ存在[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<1細胞系譜のマーカーが陽性の細胞集団が2つ存在状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性⼆系統⽩⾎病・急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

急性⼆系統⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<混合表現型急性⽩⾎病$構成要素
急性⼆系統⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 急性⼆系統⽩⾎病・急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⼆系統⽩⾎病・急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 急性⼆系統⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性⼆系統⽩⾎病・1細胞系譜のマーカーが陽性の細胞集団が2つ存在[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⼆系統⽩⾎病・1細胞系譜のマーカーが陽性の細胞集団が2つ存在p/o 1.. 1細胞系譜のマーカーが陽性の細胞集団が2つ存在[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<1細胞系譜のマーカーが陽性の細胞集団が2つ存在状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性⼆系統⽩⾎病・急性⼆系統⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

急性⼆系統⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性⼆表現型⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 系統不詳急性⽩⾎病
 / 混合表現型急性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<混合表現型急性⽩⾎病$構成要素
急性⼆表現型⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性⼆表現型⽩⾎病・急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⼆表現型⽩⾎病・急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性⼆表現型⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性⼆表現型⽩⾎病・2細胞系譜のマーカーが陽性の同⼀細胞集団[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⼆表現型⽩⾎病・2細胞系譜のマーカーが陽性の同⼀細胞集団p/o 1.. 2細胞系譜のマーカーが陽性の同⼀細胞集団[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<2細胞系譜のマーカーが陽性の同⼀細胞集団状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性⼆表現型⽩⾎病・急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

急性⼆表現型⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<混合表現型急性⽩⾎病$構成要素
急性⼆表現型⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 急性⼆表現型⽩⾎病・急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⼆表現型⽩⾎病・急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 急性⼆表現型⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 急性⼆表現型⽩⾎病・2細胞系譜のマーカーが陽性の同⼀細胞集団[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
急性⼆表現型⽩⾎病・2細胞系譜のマーカーが陽性の同⼀細胞集団p/o 1.. 2細胞系譜のマーカーが陽性の同⼀細胞集団[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<2細胞系譜のマーカーが陽性の同⼀細胞集団状態$異常状態%原因a/o 1.. 急性⼆表現型⽩⾎病・急性⼆表現型⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

急性⼆表現型⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 系統不詳急性⽩⾎病
 / 混合表現型急性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<混合表現型急性⽩⾎病$構成要素
t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(9;22)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・BCR-ABL1融合遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(9;22)染⾊体転座p/o 1.. t(9;22)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(9;22)染⾊体転座状態$異常状態%原因

a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・BCR-ABL1融合遺伝⼦p/o 1.. BCR-ABL1融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<BCR-ABL1融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<混合表現型急性⽩⾎病$構成要素
t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(9;22)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・BCR-ABL1融合遺伝⼦[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(9;22)染⾊体転座p/o 1.. t(9;22)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(9;22)染⾊体転座状態$異常状態%原因

a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・BCR-ABL1融合遺伝⼦p/o 1.. BCR-ABL1融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<BCR-ABL1融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL1を有する混合表現型急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 系統不詳急性⽩⾎病
 / 混合表現型急性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<混合表現型急性⽩⾎病$構成要素
t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・11q23型染⾊体転座[RH]
▼結果 <<t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・MLL遺伝⼦再構成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・11q23型染⾊体転座p/o 1.. 11q23型染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<11q23型染⾊体転座状態$異常状態%原因a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・MLL遺伝⼦再構成p/o 1.. MLL遺伝⼦再構成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<MLL遺伝⼦再構成状態$異常状態%原因
a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<混合表現型急性⽩⾎病$構成要素
t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・11q23型染⾊体転座[RH]
▼結果 <<t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・MLL遺伝⼦再構成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・11q23型染⾊体転座p/o 1.. 11q23型染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<11q23型染⾊体転座状態$異常状態%原因a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・MLL遺伝⼦再構成p/o 1.. MLL遺伝⼦再構成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<MLL遺伝⼦再構成状態$異常状態%原因
a/o 1.. t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

t(v;11q23): MLL遺伝⼦再構成を有する混合表現型急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 系統不詳急性⽩⾎病
 / 混合表現型急性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<混合表現型急性⽩⾎病$構成要素
B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・B細胞マーカーの発現[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・B細胞マーカーの発現p/o 1.. B細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<B細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現p/o 1.. ⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄系細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<混合表現型急性⽩⾎病$構成要素
B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・B細胞マーカーの発現[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・B細胞マーカーの発現p/o 1.. B細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<B細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現p/o 1.. ⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄系細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因
a/o 1.. B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

B細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 系統不詳急性⽩⾎病
 / 混合表現型急性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<混合表現型急性⽩⾎病$構成要素
T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・T細胞マーカーの発現[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・T細胞マーカーの発現p/o 1.. T細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現p/o 1.. ⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄系細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<混合表現型急性⽩⾎病$構成要素
T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・T細胞マーカーの発現[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・T細胞マーカーの発現p/o 1.. T細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

▼構成要素 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素
T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・⾻髄系細胞マーカーの発現p/o 1.. ⾻髄系細胞マーカーの発現[RH]

連鎖種別 <<系統不詳急性⽩⾎病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄系細胞マーカーの発現状態$異常状態%原因
a/o 1.. T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病・系統不詳急性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

T細胞性/⾻髄性の混合表現型急性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] NK細胞リンパ芽球性⽩⾎病/リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病 / 系統不詳急性⽩⾎病
 / 混合表現型急性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

NK細胞リンパ芽球性⽩⾎病/リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）NK細胞リンパ芽球性⽩⾎病/リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽪膚⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<急性⽩⾎病$構成要素
⽪膚⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚⽩⾎病・⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎病・⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽪膚⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽪膚⽩⾎病・⽩⾎病⽪膚浸潤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎病・⽩⾎病⽪膚浸潤p/o 1.. ⽩⾎病⽪膚浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎病⽪膚浸潤状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽪膚⽩⾎病・⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

⽪膚⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性⽩⾎病$構成要素
⽪膚⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽪膚⽩⾎病・⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎病・⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽪膚⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽪膚⽩⾎病・⽩⾎病⽪膚浸潤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽪膚⽩⾎病・⽩⾎病⽪膚浸潤p/o 1.. ⽩⾎病⽪膚浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎病⽪膚浸潤状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽪膚⽩⾎病・⽪膚⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

⽪膚⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 髄膜⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<急性⽩⾎病$構成要素
髄膜⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 髄膜⽩⾎病・髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
髄膜⽩⾎病・髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 髄膜⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 髄膜⽩⾎病・⽩⾎病髄膜浸潤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
髄膜⽩⾎病・⽩⾎病髄膜浸潤p/o 1.. ⽩⾎病髄膜浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎病髄膜浸潤状態$異常状態%原因

a/o 1.. 髄膜⽩⾎病・髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

髄膜⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性⽩⾎病$構成要素
髄膜⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 髄膜⽩⾎病・髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
髄膜⽩⾎病・髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 髄膜⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 髄膜⽩⾎病・⽩⾎病髄膜浸潤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
髄膜⽩⾎病・⽩⾎病髄膜浸潤p/o 1.. ⽩⾎病髄膜浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎病髄膜浸潤状態$異常状態%原因

a/o 1.. 髄膜⽩⾎病・髄膜⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

髄膜⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中枢神経⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<急性⽩⾎病$構成要素
中枢神経⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢神経⽩⾎病・中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢神経⽩⾎病・中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中枢神経⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中枢神経⽩⾎病・⽩⾎病中枢神経浸潤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢神経⽩⾎病・⽩⾎病中枢神経浸潤p/o 1.. ⽩⾎病中枢神経浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎病中枢神経浸潤状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢神経⽩⾎病・中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

中枢神経⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<急性⽩⾎病$構成要素
中枢神経⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 中枢神経⽩⾎病・中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢神経⽩⾎病・中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 中枢神経⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中枢神経⽩⾎病・⽩⾎病中枢神経浸潤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中枢神経⽩⾎病・⽩⾎病中枢神経浸潤p/o 1.. ⽩⾎病中枢神経浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎病中枢神経浸潤状態$異常状態%原因a/o 1.. 中枢神経⽩⾎病・中枢神経⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

中枢神経⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 161 ]

[Class Name] くすぶり⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 急性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

くすぶり⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）くすぶり⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病

[Sub Classes (2)] 慢性⾻髄性⽩⾎病，慢性リンパ球性⽩⾎病
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
慢性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性⽩⾎病・慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⽩⾎病・慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性⽩⾎病・緩徐な発症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⽩⾎病・緩徐な発症p/o 1.. 緩徐な発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<緩徐な発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⽩⾎病・慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
慢性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性⽩⾎病・慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⽩⾎病・慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性⽩⾎病・緩徐な発症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⽩⾎病・緩徐な発症p/o 1.. 緩徐な発症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<緩徐な発症状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⽩⾎病・慢性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性⾻髄性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病

[Sub Classes (3)] 慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性期，慢性⾻髄性⽩⾎病・加速期，
慢性⾻髄性⽩⾎病・急性転化

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<慢性⽩⾎病$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・t(9;22)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・BCR-ABL1融合遺伝⼦[RH]
▼結果 <<慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・t(9;22)染⾊体転座p/o 1.. t(9;22)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(9;22)染⾊体転座状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・BCR-ABL1融合遺伝⼦p/o 1.. BCR-ABL1融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<BCR-ABL1融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性⽩⾎病$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・t(9;22)染⾊体転座[RH]
▼結果 <<慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・BCR-ABL1融合遺伝⼦[RH]
▼結果 <<慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・t(9;22)染⾊体転座p/o 1.. t(9;22)染⾊体転座[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<t(9;22)染⾊体転座状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・BCR-ABL1融合遺伝⼦p/o 1.. BCR-ABL1融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<BCR-ABL1融合遺伝⼦状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性⾻髄性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
慢性⾻髄性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性⾻髄性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性⾻髄性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性期
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病 / 慢性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性期 因果構造物（＝因果連鎖）慢性⾻髄性⽩⾎病・慢性期 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性⾻髄性⽩⾎病・加速期
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病 / 慢性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

慢性⾻髄性⽩⾎病・加速期 因果構造物（＝因果連鎖）慢性⾻髄性⽩⾎病・加速期 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性⾻髄性⽩⾎病・急性転化
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病 / 慢性⾻髄性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

慢性⾻髄性⽩⾎病・急性転化 因果構造物（＝因果連鎖）慢性⾻髄性⽩⾎病・急性転化 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性リンパ球性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病

[Sub Classes (9)] 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0，慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1，
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2，慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3，
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4，慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA，
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB，慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC，
リヒター症候群

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<慢性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リヒター症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・リンパ球増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・リンパ球増加p/o 1.. リンパ球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<造⾎器腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リヒター症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<⽩⾎病$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・リンパ球増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・リンパ球増加p/o 1.. リンパ球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<造⾎器腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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▼原因 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・リンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<造⾎器腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・リンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<造⾎器腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病 / 慢性リンパ球性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・脾腫[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・リンパ節腫張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・リンパ節腫張p/o 1.. リンパ節腫張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節腫張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・脾腫[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・リンパ節腫張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・リンパ節腫張p/o 1.. リンパ節腫張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節腫張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ0 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 171 ]

[Class Name] 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病 / 慢性リンパ球性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・脾腫[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・リンパ節腫張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・リンパ節腫張p/o 1.. リンパ節腫張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節腫張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・脾腫[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・リンパ節腫張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・リンパ節腫張p/o 1.. リンパ節腫張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節腫張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ1 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病 / 慢性リンパ球性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・脾腫[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・肝腫⼤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

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

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・脾腫[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・肝腫⼤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

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

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ2 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病 / 慢性リンパ球性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・脾腫[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・肝腫⼤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

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

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・脾腫[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・肝腫⼤[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

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

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ3 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病 / 慢性リンパ球性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・脾腫[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・リンパ節腫張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・リンパ節腫張p/o 1.. リンパ節腫張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節腫張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・脾腫[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・リンパ節腫張[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・リンパ節腫張p/o 1.. リンパ節腫張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節腫張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージ4 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病 / 慢性リンパ球性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・リンパ節腫張（2リンパ領域以下）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・リンパ節腫張（2リンパ領域以下）p/o 1.. リンパ節腫張（2リンパ領域以下）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ節腫張（2リンパ領域以下）状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・リンパ節腫張（2リンパ領域以下）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・リンパ節腫張（2リンパ領域以下）p/o 1.. リンパ節腫張（2リンパ領域以下）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ節腫張（2リンパ領域以下）状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージA 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病 / 慢性リンパ球性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・リンパ節腫張（3リンパ領域以上）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・リンパ節腫張（3リンパ領域以上）p/o 1.. リンパ節腫張（3リンパ領域以上）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ節腫張（3リンパ領域以上）状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・リンパ節腫張（3リンパ領域以上）[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・リンパ節腫張（3リンパ領域以上）p/o 1.. リンパ節腫張（3リンパ領域以上）[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ節腫張（3リンパ領域以上）状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージB 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病 / 慢性リンパ球性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性リンパ球性⽩⾎病・ステージC 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リヒター症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⽩⾎病 / 慢性⽩⾎病 / 慢性リンパ球性⽩⾎病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
リヒター症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リヒター症候群・リヒター症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リヒター症候群・リヒター症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リヒター症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リヒター症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リヒター症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リヒター症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リヒター症候群・びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫への移⾏[RH]
▼結果 <<リヒター症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リヒター症候群・化学療法抵抗性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リヒター症候群・びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫への移⾏p/o 1.. びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫への移⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫への移⾏状態$異常状態%原因a/o 1.. リヒター症候群・リヒター症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リヒター症候群・化学療法抵抗性p/o 1.. 化学療法抵抗性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<化学療法抵抗性状態$異常状態%原因a/o 1.. リヒター症候群・リヒター症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

リヒター症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<慢性リンパ球性⽩⾎病$構成要素
リヒター症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リヒター症候群・リヒター症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リヒター症候群・リヒター症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リヒター症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リヒター症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リヒター症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リヒター症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. リヒター症候群・びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫への移⾏[RH]
▼結果 <<リヒター症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リヒター症候群・化学療法抵抗性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リヒター症候群・びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫への移⾏p/o 1.. びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫への移⾏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫への移⾏状態$異常状態%原因a/o 1.. リヒター症候群・リヒター症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リヒター症候群・化学療法抵抗性p/o 1.. 化学療法抵抗性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<化学療法抵抗性状態$異常状態%原因a/o 1.. リヒター症候群・リヒター症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

リヒター症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻髄増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍

[Sub Classes (5)] 慢性好中球性⽩⾎病，⾻髄様化⽣性⾻髄線維症，出⾎性⾎⼩板⾎病，
好酸球増加症候群，分類不能性⾻髄増殖性腫瘍

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
⾻髄増殖性疾患・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾻髄増殖性疾患・⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄増殖性疾患・⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾻髄増殖性疾患・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾻髄増殖性疾患・⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄増殖性疾患・⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄増殖性疾患・⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

⾻髄増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
⾻髄増殖性疾患・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾻髄増殖性疾患・⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄増殖性疾患・⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾻髄増殖性疾患・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾻髄増殖性疾患・⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄増殖性疾患・⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における1以上の細胞系譜のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄増殖性疾患・⾻髄増殖性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]

⾻髄増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性好中球性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾻髄増殖性疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・好中球著増[RH]
▼結果 <<慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・脾腫[RH]
▼結果 <<慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・肝腫⼤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・好中球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・好中球増加p/o 1.. 好中球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・好中球著増p/o 1.. 好中球著増[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球著増状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性好中球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻髄増殖性疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・好中球著増[RH]
▼結果 <<慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・脾腫[RH]
▼結果 <<慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・肝腫⼤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・好中球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・好中球増加p/o 1.. 好中球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・⾻髄における⾻髄系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・好中球著増p/o 1.. 好中球著増[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球著増状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
慢性好中球性⽩⾎病・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. 慢性好中球性⽩⾎病・慢性好中球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性好中球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾻髄増殖性疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄線維化[RH]
▼結果 <<⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・脾腫[RH]
▼結果 <<⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・JAK2遺伝⼦V617F点突然変異[RH]
▼結果 <<⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・涙滴⾚⾎球[RH]
▼結果 <<⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⽩⾚芽球症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄線維化p/o 1.. ⾻髄線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄線維化状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・JAK2遺伝⼦V617F点突然変異p/o 1.. JAK2遺伝⼦V617F点突然変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<JAK2遺伝⼦V617F点突然変異状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・涙滴⾚⾎球p/o 1.. 涙滴⾚⾎球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<涙滴⾚⾎球状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⽩⾚芽球症p/o 1.. ⽩⾚芽球症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾚芽球症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾻髄様化⽣性⾻髄線維症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻髄増殖性疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄線維化[RH]
▼結果 <<⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・脾腫[RH]
▼結果 <<⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・JAK2遺伝⼦V617F点突然変異[RH]
▼結果 <<⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・涙滴⾚⾎球[RH]
▼結果 <<⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⽩⾚芽球症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄線維化p/o 1.. ⾻髄線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄線維化状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・JAK2遺伝⼦V617F点突然変異p/o 1.. JAK2遺伝⼦V617F点突然変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<JAK2遺伝⼦V617F点突然変異状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・涙滴⾚⾎球p/o 1.. 涙滴⾚⾎球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<涙滴⾚⾎球状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⽩⾚芽球症p/o 1.. ⽩⾚芽球症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾚芽球症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・⾻髄様化⽣性⾻髄線維症・暫定連鎖(結果)[RH]

⾻髄様化⽣性⾻髄線維症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 出⾎性⾎⼩板⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾻髄増殖性疾患$構成要素
出⾎性⾎⼩板⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性⾎⼩板⾎病・巨核球増加p/o 1.. 巨核球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<巨核球増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・⾎⼩板増加[RH]

▼原因 <<巨核球増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・⾻髄における巨核球系のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性⾎⼩板⾎病・⾎⼩板増加p/o 1.. ⾎⼩板増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・巨核球増加[RH]

▼原因 <<⾎⼩板増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性⾎⼩板⾎病・出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・⾎⼩板増加[RH]
▼結果 <<出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・⾻髄における巨核球系のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・JAK2遺伝⼦V617F点突然変異[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性⾎⼩板⾎病・⾻髄における巨核球系のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における巨核球系のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における巨核球系のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾻髄における巨核球系のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・巨核球増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性⾎⼩板⾎病・JAK2遺伝⼦V617F点突然変異p/o 1.. JAK2遺伝⼦V617F点突然変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<JAK2遺伝⼦V617F点突然変異状態$異常状態%原因
a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

出⾎性⾎⼩板⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻髄増殖性疾患$構成要素
出⾎性⾎⼩板⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性⾎⼩板⾎病・巨核球増加p/o 1.. 巨核球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<巨核球増加状態$異常状態%結果
a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・⾎⼩板増加[RH]

▼原因 <<巨核球増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・⾻髄における巨核球系のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性⾎⼩板⾎病・⾎⼩板増加p/o 1.. ⾎⼩板増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・巨核球増加[RH]

▼原因 <<⾎⼩板増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性⾎⼩板⾎病・出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・⾎⼩板増加[RH]
▼結果 <<出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・⾻髄における巨核球系のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・JAK2遺伝⼦V617F点突然変異[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性⾎⼩板⾎病・⾻髄における巨核球系のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄における巨核球系のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄における巨核球系のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾻髄における巨核球系のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・巨核球増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性⾎⼩板⾎病・JAK2遺伝⼦V617F点突然変異p/o 1.. JAK2遺伝⼦V617F点突然変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<JAK2遺伝⼦V617F点突然変異状態$異常状態%原因
a/o 1.. 出⾎性⾎⼩板⾎病・出⾎性⾎⼩板⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

出⾎性⾎⼩板⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 好酸球増加症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

好酸球増加症候群 因果構造物（＝因果連鎖）好酸球増加症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄増殖性疾患

[Sub Classes (1)] 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾻髄増殖性疾患$構成要素
分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・分類不能[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・分類不能p/o 1.. 分類不能[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分類不能状態$異常状態%原因a/o 1.. 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

分類不能性⾻髄増殖性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻髄増殖性疾患$構成要素
分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・分類不能[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・分類不能p/o 1.. 分類不能[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分類不能状態$異常状態%原因a/o 1.. 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・分類不能性⾻髄増殖性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

分類不能性⾻髄増殖性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄増殖性疾患 / 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍

[Sub Classes (3)] PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍，
PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍，
FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<分類不能性⾻髄増殖性腫瘍$構成要素
好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・好酸球増加[RH]
▼結果 <<好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・特定の遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・好酸球増加p/o 1.. 好酸球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・特定の遺伝⼦異常p/o 1.. 特定の遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特定の遺伝⼦異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<分類不能性⾻髄増殖性腫瘍$構成要素
好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・好酸球増加[RH]
▼結果 <<好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・特定の遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・好酸球増加p/o 1.. 好酸球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好酸球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・特定の遺伝⼦異常p/o 1.. 特定の遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特定の遺伝⼦異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄増殖性疾患 / 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍
 / 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍$構成要素
PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・PDGFRA遺伝⼦再構成[RH]

▼結果 <<PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FIP1L1-PDGFRA融合遺伝⼦[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・PDGFRA遺伝⼦再構成p/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<PDGFRA遺伝⼦再構成状態$異常状態%原因
a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FIP1L1-PDGFRA融合遺伝⼦p/o 1.. FIP1L1-PDGFRA融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<FIP1L1-PDGFRA融合遺伝⼦状態$異常状態%原因
a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍$構成要素
PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・PDGFRA遺伝⼦再構成[RH]

▼結果 <<PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FIP1L1-PDGFRA融合遺伝⼦[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・PDGFRA遺伝⼦再構成p/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<PDGFRA遺伝⼦再構成状態$異常状態%原因
a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FIP1L1-PDGFRA融合遺伝⼦p/o 1.. FIP1L1-PDGFRA融合遺伝⼦[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<FIP1L1-PDGFRA融合遺伝⼦状態$異常状態%原因
a/o 1.. PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

PDGFRA遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄増殖性疾患 / 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍
 / 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍$構成要素
PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・PDGFRB遺伝⼦再構成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・PDGFRB遺伝⼦再構成p/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<PDGFRB遺伝⼦再構成状態$異常状態%原因
a/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍$構成要素
PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・PDGFRB遺伝⼦再構成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・PDGFRB遺伝⼦再構成p/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<PDGFRB遺伝⼦再構成状態$異常状態%原因
a/o 1.. PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

PDGFRB遺伝⼦再構成を有する⾻髄系腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄増殖性疾患 / 分類不能性⾻髄増殖性腫瘍
 / 好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍$構成要素
FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FGFR1遺伝⼦再構成[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FGFR1遺伝⼦再構成p/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<FGFR1遺伝⼦再構成状態$異常状態%原因a/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<好酸球増加症と特定の遺伝⼦異常を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍$構成要素
FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FGFR1遺伝⼦再構成[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FGFR1遺伝⼦再構成p/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<FGFR1遺伝⼦再構成状態$異常状態%原因a/o 1.. FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

FGFR1遺伝⼦再構成を有する⾻髄系・リンパ系腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻髄異形成症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍

[Sub Classes (8)] 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症，環状鉄芽球性不応性貧⾎，
多⾎球系異形成性不応性⾎球減少，
多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少，芽球増加性不応性貧⾎，
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群，分類不能型⾻髄異形成症候群，
⼩児⾻髄異形成症候群

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
⾻髄異形成症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄異形成症候群・⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・無効造⾎[RH]
▼結果 <<⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・異形成[RH]
▼結果 <<⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・⾎球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄異形成症候群・無効造⾎p/o 1.. 無効造⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無効造⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄異形成症候群・異形成p/o 1.. 異形成[RH]

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

a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄異形成症候群・⾎球減少p/o 1.. ⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎球減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

⾻髄異形成症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
⾻髄異形成症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄異形成症候群・⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・無効造⾎[RH]
▼結果 <<⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・異形成[RH]
▼結果 <<⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・⾎球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄異形成症候群・無効造⾎p/o 1.. 無効造⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無効造⾎状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄異形成症候群・異形成p/o 1.. 異形成[RH]

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

a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄異形成症候群・⾎球減少p/o 1.. ⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎球減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾻髄異形成症候群・⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

⾻髄異形成症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群

[Sub Classes (3)] 不応性貧⾎，不応性好中球減少症，不応性⾎⼩板減少症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・1細胞系譜の異形成[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・1細胞系譜の異形成p/o 1.. 1細胞系譜の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<1細胞系譜の異形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・1細胞系譜の異形成[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・1細胞系譜の異形成p/o 1.. 1細胞系譜の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<1細胞系譜の異形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 不応性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群 / 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症$構成要素
不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 不応性貧⾎・不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性貧⾎・不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 不応性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 不応性貧⾎・⾚⾎球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 不応性貧⾎・不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性貧⾎・⾚⾎球減少p/o 1.. ⾚⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 不応性貧⾎・不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

不応性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症$構成要素
不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 不応性貧⾎・不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性貧⾎・不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 不応性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 不応性貧⾎・⾚⾎球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 不応性貧⾎・不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性貧⾎・⾚⾎球減少p/o 1.. ⾚⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 不応性貧⾎・不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

不応性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 不応性好中球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群 / 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症$構成要素
不応性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 不応性好中球減少症・不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性好中球減少症・不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 不応性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 不応性好中球減少症・好中球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性好中球減少症・好中球減少p/o 1.. 好中球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 不応性好中球減少症・不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

不応性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症$構成要素
不応性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 不応性好中球減少症・不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性好中球減少症・不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 不応性好中球減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 不応性好中球減少症・好中球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性好中球減少症・好中球減少p/o 1.. 好中球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<好中球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 不応性好中球減少症・不応性好中球減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

不応性好中球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 197 ]

[Class Name] 不応性⾎⼩板減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群 / 1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症$構成要素
不応性⾎⼩板減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 不応性⾎⼩板減少症・不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性⾎⼩板減少症・不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 不応性⾎⼩板減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 不応性⾎⼩板減少症・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性⾎⼩板減少症・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 不応性⾎⼩板減少症・不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

不応性⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<1系統に異形成を伴う不応性⾎球減少症$構成要素
不応性⾎⼩板減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 不応性⾎⼩板減少症・不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性⾎⼩板減少症・不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 不応性⾎⼩板減少症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 不応性⾎⼩板減少症・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
不応性⾎⼩板減少症・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 不応性⾎⼩板減少症・不応性⾎⼩板減少症・暫定連鎖(結果)[RH]

不応性⾎⼩板減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 環状鉄芽球性不応性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
環状鉄芽球性不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球出現[RH]
▼結果 <<環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・⾚⾎球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
環状鉄芽球性不応性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球出現p/o 1.. 環状鉄芽球出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<環状鉄芽球出現状態$異常状態%原因a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
環状鉄芽球性不応性貧⾎・⾚⾎球減少p/o 1.. ⾚⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

環状鉄芽球性不応性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
環状鉄芽球性不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球出現[RH]
▼結果 <<環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・⾚⾎球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
環状鉄芽球性不応性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球出現p/o 1.. 環状鉄芽球出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<環状鉄芽球出現状態$異常状態%原因a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
環状鉄芽球性不応性貧⾎・⾚⾎球減少p/o 1.. ⾚⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. 環状鉄芽球性不応性貧⾎・環状鉄芽球性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

環状鉄芽球性不応性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・複数の細胞系譜の異形成[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・複数の細胞系譜の異形成p/o 1.. 複数の細胞系譜の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の細胞系譜の異形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]

多⾎球系異形成性不応性⾎球減少 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・複数の細胞系譜の異形成[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・複数の細胞系譜の異形成p/o 1.. 複数の細胞系譜の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<複数の細胞系譜の異形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]

多⾎球系異形成性不応性⾎球減少 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・環状鉄芽球出現[RH]
▼結果 <<多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・複数の細胞系譜の異形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・環状鉄芽球出現p/o 1.. 環状鉄芽球出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<環状鉄芽球出現状態$異常状態%原因a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・複数の細胞系譜の異形成p/o 1.. 複数の細胞系譜の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<複数の細胞系譜の異形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]

多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・環状鉄芽球出現[RH]
▼結果 <<多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・複数の細胞系譜の異形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・環状鉄芽球出現p/o 1.. 環状鉄芽球出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<環状鉄芽球出現状態$異常状態%原因a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・複数の細胞系譜の異形成p/o 1.. 複数の細胞系譜の異形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<複数の細胞系譜の異形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少・暫定連鎖(結果)[RH]

多⾎球系異形成性環状鉄芽球性不応性⾎球減少 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 芽球増加性不応性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群

[Sub Classes (3)] 芽球増加性不応性貧⾎-1，芽球増加性不応性貧⾎-2，
線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎・芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎・芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎・⾻髄あるいは末梢⾎の芽球増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎・⾻髄あるいは末梢⾎の芽球増加p/o 1.. ⾻髄あるいは末梢⾎の芽球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄あるいは末梢⾎の芽球増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎・芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

芽球増加性不応性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎・芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎・芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎・⾻髄あるいは末梢⾎の芽球増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎・⾻髄あるいは末梢⾎の芽球増加p/o 1.. ⾻髄あるいは末梢⾎の芽球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄あるいは末梢⾎の芽球増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎・芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

芽球増加性不応性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 芽球増加性不応性貧⾎-1
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群 / 芽球増加性不応性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<芽球増加性不応性貧⾎$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-1・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球5-9%(⾻髄)[RH]
▼結果 <<芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球2-4%(末梢⾎)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球5-9%(⾻髄)p/o 1.. 芽球5-9%(⾻髄)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<芽球5-9%(⾻髄)状態$異常状態%原因a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球2-4%(末梢⾎)p/o 1.. 芽球2-4%(末梢⾎)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<芽球2-4%(末梢⾎)状態$異常状態%原因a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)[RH]

芽球増加性不応性貧⾎-1 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<芽球増加性不応性貧⾎$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-1・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球5-9%(⾻髄)[RH]
▼結果 <<芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球2-4%(末梢⾎)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球5-9%(⾻髄)p/o 1.. 芽球5-9%(⾻髄)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<芽球5-9%(⾻髄)状態$異常状態%原因a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球2-4%(末梢⾎)p/o 1.. 芽球2-4%(末梢⾎)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<芽球2-4%(末梢⾎)状態$異常状態%原因a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-1・芽球増加性不応性貧⾎-1・暫定連鎖(結果)[RH]

芽球増加性不応性貧⾎-1 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 芽球増加性不応性貧⾎-2
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群 / 芽球増加性不応性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<芽球増加性不応性貧⾎$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-2・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球10-19%(⾻髄)[RH]
▼結果 <<芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球5-19%(末梢⾎)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球10-19%(⾻髄)p/o 1.. 芽球10-19%(⾻髄)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<芽球10-19%(⾻髄)状態$異常状態%原因a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球5-19%(末梢⾎)p/o 1.. 芽球5-19%(末梢⾎)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<芽球5-19%(末梢⾎)状態$異常状態%原因a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)[RH]

芽球増加性不応性貧⾎-2 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<芽球増加性不応性貧⾎$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-2・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球10-19%(⾻髄)[RH]
▼結果 <<芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球5-19%(末梢⾎)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球10-19%(⾻髄)p/o 1.. 芽球10-19%(⾻髄)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<芽球10-19%(⾻髄)状態$異常状態%原因a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球5-19%(末梢⾎)p/o 1.. 芽球5-19%(末梢⾎)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<芽球5-19%(末梢⾎)状態$異常状態%原因a/o 1.. 芽球増加性不応性貧⾎-2・芽球増加性不応性貧⾎-2・暫定連鎖(結果)[RH]

芽球増加性不応性貧⾎-2 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群 / 芽球増加性不応性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<芽球増加性不応性貧⾎$構成要素
線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・⾻髄線維化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・⾻髄線維化p/o 1.. ⾻髄線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄線維化状態$異常状態%原因a/o 1.. 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<芽球増加性不応性貧⾎$構成要素
線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・⾻髄線維化[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・⾻髄線維化p/o 1.. ⾻髄線維化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄線維化状態$異常状態%原因a/o 1.. 線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

線維化を伴う芽球増加性不応性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失[RH]
▼結果 <<5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・⾚⾎球容積⾼値[RH]
▼結果 <<5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・⾚⾎球減少[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失p/o 1.. 5q⽋失[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<5q⽋失状態$異常状態%原因

a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・⾚⾎球容積⾼値p/o 1.. ⾚⾎球容積⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球容積⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・⾚⾎球減少p/o 1.. ⾚⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失[RH]
▼結果 <<5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・⾚⾎球容積⾼値[RH]
▼結果 <<5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・⾚⾎球減少[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失p/o 1.. 5q⽋失[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<5q⽋失状態$異常状態%原因

a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・⾚⾎球容積⾼値p/o 1.. ⾚⾎球容積⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球容積⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・⾚⾎球減少p/o 1.. ⾚⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

5q⽋失を伴う⾻髄異形成症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 分類不能型⾻髄異形成症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
分類不能型⾻髄異形成症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 分類不能型⾻髄異形成症候群・分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
分類不能型⾻髄異形成症候群・分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 分類不能型⾻髄異形成症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 分類不能型⾻髄異形成症候群・分類不能[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
分類不能型⾻髄異形成症候群・分類不能p/o 1.. 分類不能[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<分類不能状態$異常状態%原因a/o 1.. 分類不能型⾻髄異形成症候群・分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

分類不能型⾻髄異形成症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾻髄異形成症候群$構成要素
分類不能型⾻髄異形成症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 分類不能型⾻髄異形成症候群・分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
分類不能型⾻髄異形成症候群・分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 分類不能型⾻髄異形成症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 分類不能型⾻髄異形成症候群・分類不能[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
分類不能型⾻髄異形成症候群・分類不能p/o 1.. 分類不能[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<分類不能状態$異常状態%原因a/o 1.. 分類不能型⾻髄異形成症候群・分類不能型⾻髄異形成症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

分類不能型⾻髄異形成症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩児⾻髄異形成症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / ⾻髄異形成症候群

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⼩児⾻髄異形成症候群 因果構造物（＝因果連鎖）⼩児⾻髄異形成症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ性悪性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍

[Sub Classes (7)] B細胞悪性腫瘍，NK/T細胞悪性腫瘍，前駆リンパ球悪性腫瘍，
ホジキンリンパ腫，組織球・樹状細胞腫瘍，移植後リンパ増殖性疾患，
免疫不全症関連リンパ増殖性疾患

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
リンパ性悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ性悪性腫瘍・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
リンパ性悪性腫瘍・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

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

a/o 1.. リンパ性悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ性悪性腫瘍・リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
リンパ性悪性腫瘍・リンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<造⾎器腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ性悪性腫瘍・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ性悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
リンパ性悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ性悪性腫瘍・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
リンパ性悪性腫瘍・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

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

a/o 1.. リンパ性悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ性悪性腫瘍・リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<造⾎器腫瘍$構成要素
リンパ性悪性腫瘍・リンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. リンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<造⾎器腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ性悪性腫瘍・造⾎器腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ性悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] B細胞悪性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍

[Sub Classes (2)] 前駆B細胞悪性腫瘍，成熟B細胞悪性腫瘍
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<リンパ性悪性腫瘍$構成要素
B細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. B細胞悪性腫瘍・B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞悪性腫瘍・B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. B細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. B細胞悪性腫瘍・Bリンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞悪性腫瘍・Bリンパ球のクローン性増殖p/o 1.. Bリンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Bリンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. B細胞悪性腫瘍・B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

B細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リンパ性悪性腫瘍$構成要素
B細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. B細胞悪性腫瘍・B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞悪性腫瘍・B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. B細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. B細胞悪性腫瘍・Bリンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞悪性腫瘍・Bリンパ球のクローン性増殖p/o 1.. Bリンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Bリンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. B細胞悪性腫瘍・B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

B細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 前駆B細胞悪性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<B細胞悪性腫瘍$構成要素
前駆B細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 前駆B細胞悪性腫瘍・前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
前駆B細胞悪性腫瘍・前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 前駆B細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 前駆B細胞悪性腫瘍・前駆Bリンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
前駆B細胞悪性腫瘍・前駆Bリンパ球のクローン性増殖p/o 1.. 前駆Bリンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<前駆Bリンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 前駆B細胞悪性腫瘍・前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

前駆B細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<B細胞悪性腫瘍$構成要素
前駆B細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 前駆B細胞悪性腫瘍・前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
前駆B細胞悪性腫瘍・前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 前駆B細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 前駆B細胞悪性腫瘍・前駆Bリンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
前駆B細胞悪性腫瘍・前駆Bリンパ球のクローン性増殖p/o 1.. 前駆Bリンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<前駆Bリンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 前駆B細胞悪性腫瘍・前駆B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

前駆B細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 成熟B細胞悪性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes (24)] B細胞性慢性リンパ球性⽩⾎病・⼩リンパ球性リンパ腫，
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病，脾辺縁帯リンパ腫，⽑髪様細胞⽩⾎病，
リンパ形質細胞リンパ腫，重鎖病，形質細胞⾻髄腫，⾻孤⽴性形質細胞腫，
⾻外性形質細胞腫，MALT型節外性辺縁帯リンパ腫，節性辺縁帯リンパ腫，
濾胞性リンパ腫，びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫，
慢性炎症関連びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫，リンパ腫様⾁芽腫症，
縦隔(胸腺)原発⼤細胞型B細胞リンパ腫，⾎管内⼤細胞型B細胞リンパ腫，
ALK陽性⼤細胞型B細胞リンパ腫，形質芽球性リンパ腫，
HHV8関連多中⼼性キャッスルマン病に発⽣する⼤細胞型B細胞リンパ腫，
原発性体液リンパ腫，バーキットリンパ腫・バーキット細胞⽩⾎病，
びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫とバーキットリンパ腫の中間的特徴を有する分類不びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫とバーキットリンパ腫の中間的特徴を有する分類不

[Graph (50%)] 

▼構成要素 <<B細胞悪性腫瘍$構成要素
成熟B細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成熟B細胞悪性腫瘍・成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・成熟Bリンパ球のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. B細胞性前リンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成熟B細胞悪性腫瘍・成熟Bリンパ球のクローン性増殖p/o 1.. 成熟Bリンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成熟Bリンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

成熟B細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<B細胞悪性腫瘍$構成要素
成熟B細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成熟B細胞悪性腫瘍・成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・成熟Bリンパ球のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. B細胞性前リンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
成熟B細胞悪性腫瘍・成熟Bリンパ球のクローン性増殖p/o 1.. 成熟Bリンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成熟Bリンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

成熟B細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] B細胞性慢性リンパ球性⽩⾎病・⼩リンパ球性リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

B細胞性慢性リンパ球性⽩⾎病・⼩リンパ球性リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）B細胞性慢性リンパ球性⽩⾎病・⼩リンパ球性リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] B細胞性前リンパ球性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球のクローン性増殖p/o 1.. B細胞性前リンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<B細胞性前リンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<B細胞性前リンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・リンパ球増加[RH]
▼結果 <<B細胞性前リンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%結果

a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・脾腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・リンパ球増加p/o 1.. リンパ球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球のクローン性増殖[RH]

B細胞性前リンパ球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球のクローン性増殖p/o 1.. B細胞性前リンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<B細胞性前リンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・成熟B細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<B細胞性前リンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・リンパ球増加[RH]
▼結果 <<B細胞性前リンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%結果

a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・脾腫[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・リンパ球増加p/o 1.. リンパ球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球のクローン性増殖[RH]

B細胞性前リンパ球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球のクローン性増殖[RH]a/o 1.. B細胞性前リンパ球性⽩⾎病・B細胞性前リンパ球のクローン性増殖[RH]
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[Class Name] 脾辺縁帯リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes (2)] 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫，⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・⽩⾊脾髄杯中⼼への⼩型Bリンパ球浸潤[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯への⼤型Bリンパ球浸潤[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾⾨リンパ節腫張[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・⾎⼩板の免疫学的破壊[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・⽩⾊脾髄杯中⼼への⼩型Bリンパ球浸潤p/o 1.. ⽩⾊脾髄杯中⼼への⼩型Bリンパ球浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾊脾髄杯中⼼への⼩型Bリンパ球浸潤状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⽩⾊脾髄杯中⼼への⼩型Bリンパ球浸潤状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・⽩⾊脾髄杯中⼼への⼩型Bリンパ球浸潤[RH]
▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯への⼤型Bリンパ球浸潤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯への⼤型Bリンパ球浸潤p/o 1.. 脾辺縁帯への⼤型Bリンパ球浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脾辺縁帯への⼤型Bリンパ球浸潤状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯への⼤型Bリンパ球浸潤状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

脾辺縁帯リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・⽩⾊脾髄杯中⼼への⼩型Bリンパ球浸潤[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯への⼤型Bリンパ球浸潤[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・⾎⼩板減少[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾⾨リンパ節腫張[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・⾎⼩板の免疫学的破壊[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・⽩⾊脾髄杯中⼼への⼩型Bリンパ球浸潤p/o 1.. ⽩⾊脾髄杯中⼼への⼩型Bリンパ球浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾊脾髄杯中⼼への⼩型Bリンパ球浸潤状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⽩⾊脾髄杯中⼼への⼩型Bリンパ球浸潤状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・⽩⾊脾髄杯中⼼への⼩型Bリンパ球浸潤[RH]
▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯への⼤型Bリンパ球浸潤[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯への⼤型Bリンパ球浸潤p/o 1.. 脾辺縁帯への⼤型Bリンパ球浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<脾辺縁帯への⼤型Bリンパ球浸潤状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<脾辺縁帯への⼤型Bリンパ球浸潤状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

脾辺縁帯リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・脾⾨リンパ節腫張p/o 1.. 脾⾨リンパ節腫張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾⾨リンパ節腫張状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・⾎⼩板の免疫学的破壊p/o 1.. ⾎⼩板の免疫学的破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板の免疫学的破壊状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・脾⾨リンパ節腫張p/o 1.. 脾⾨リンパ節腫張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾⾨リンパ節腫張状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾辺縁帯リンパ腫・⾎⼩板の免疫学的破壊p/o 1.. ⾎⼩板の免疫学的破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板の免疫学的破壊状態$異常状態%原因
a/o 1.. 脾辺縁帯リンパ腫・脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 218 ]

[Class Name] 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍
 / 脾辺縁帯リンパ腫

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<脾辺縁帯リンパ腫$構成要素
絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球p/o 1.. 絨⽑リンパ球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<絨⽑リンパ球状態$異常状態%原因a/o 1.. 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脾辺縁帯リンパ腫$構成要素
絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球p/o 1.. 絨⽑リンパ球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<絨⽑リンパ球状態$異常状態%原因a/o 1.. 絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍
 / 脾辺縁帯リンパ腫

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<脾辺縁帯リンパ腫$構成要素
⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球p/o 1.. 絨⽑リンパ球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<絨⽑リンパ球状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脾辺縁帯リンパ腫$構成要素
⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・絨⽑リンパ球p/o 1.. 絨⽑リンパ球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<絨⽑リンパ球状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

⾮絨⽑リンパ球性脾辺縁帯リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽑髪様細胞⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⽑髪様細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽑髪様細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⽑髪様細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・脾腫[RH]
▼結果 <<⽑髪様細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・発熱[RH]
▼結果 <<⽑髪様細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<⽑髪様細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・全⾝倦怠感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞のクローン性増殖[RH]
▼原因 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・汎⾎球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・汎⾎球減少p/o 1.. 汎⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<汎⾎球減少状態$異常状態%原因

⽑髪様細胞⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⽑髪様細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽑髪様細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⽑髪様細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・脾腫[RH]
▼結果 <<⽑髪様細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・発熱[RH]
▼結果 <<⽑髪様細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<⽑髪様細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・全⾝倦怠感[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<脾腫状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞のクローン性増殖[RH]
▼原因 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞⽩⾎病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・汎⾎球減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⽑髪様細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⽑髪様細胞⽩⾎病・汎⾎球減少p/o 1.. 汎⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<汎⾎球減少状態$異常状態%原因

⽑髪様細胞⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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⽑髪様細胞⽩⾎病・汎⾎球減少p/o 1.. 汎⾎球減少[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<汎⾎球減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]

⽑髪様細胞⽩⾎病・汎⾎球減少p/o 1.. 汎⾎球減少[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<汎⾎球減少状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⽑髪様細胞⽩⾎病・⾻髄におけるリンパ系細胞のクローン性増殖[RH]
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[Class Name] リンパ形質細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・全⾝倦怠感[RH]
▼結果 <<リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・表⾯免疫グロブリン陽性[RH]
▼結果 <<リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・IgM型パラプロテイン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・表⾯免疫グロブリン陽性p/o 1.. 表⾯免疫グロブリン陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<表⾯免疫グロブリン陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・IgM型パラプロテイン⾎症p/o 1.. IgM型パラプロテイン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<IgM型パラプロテイン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ形質細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・全⾝倦怠感[RH]
▼結果 <<リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・表⾯免疫グロブリン陽性[RH]
▼結果 <<リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・IgM型パラプロテイン⾎症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・全⾝倦怠感p/o 1.. 全⾝倦怠感[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<全⾝倦怠感状態$異常状態%原因

a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・表⾯免疫グロブリン陽性p/o 1.. 表⾯免疫グロブリン陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<表⾯免疫グロブリン陽性状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ形質細胞リンパ腫・IgM型パラプロテイン⾎症p/o 1.. IgM型パラプロテイン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<IgM型パラプロテイン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. リンパ形質細胞リンパ腫・リンパ形質細胞リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ形質細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 重鎖病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes (3)] ガンマ重鎖病，アルファ重鎖病，ミュー重鎖病
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 重鎖病・重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

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

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

a/o 1.. 重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重鎖病・H鎖免疫グロブリンの増加[RH]
▼結果 <<重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アルファ重鎖免疫グロブリンの増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重鎖病・H鎖免疫グロブリンの増加p/o 1.. H鎖免疫グロブリンの増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<H鎖免疫グロブリンの増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 重鎖病・重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

重鎖病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 重鎖病・重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

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

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

a/o 1.. 重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 重鎖病・H鎖免疫グロブリンの増加[RH]
▼結果 <<重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. アルファ重鎖免疫グロブリンの増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
重鎖病・H鎖免疫グロブリンの増加p/o 1.. H鎖免疫グロブリンの増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<H鎖免疫グロブリンの増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 重鎖病・重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

重鎖病 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 224 ]

[Class Name] ガンマ重鎖病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍
 / 重鎖病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<重鎖病$構成要素
ガンマ重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ガンマ重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ガンマ重鎖病・⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ガンマ重鎖病・脾腫[RH]
▼結果 <<ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ガンマ重鎖病・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ガンマ重鎖病・リンパ節腫張[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガンマ重鎖病・⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖免疫グロブリンの増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖免疫グロブリンの増加p/o 1.. ガンマ重鎖免疫グロブリンの増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ガンマ重鎖免疫グロブリンの増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. ガンマ重鎖病・⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガンマ重鎖病・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

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

a/o 1.. ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガンマ重鎖病・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガンマ重鎖病・リンパ節腫張p/o 1.. リンパ節腫張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節腫張状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

ガンマ重鎖病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<重鎖病$構成要素
ガンマ重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ガンマ重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ガンマ重鎖病・⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ガンマ重鎖病・脾腫[RH]
▼結果 <<ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ガンマ重鎖病・肝腫⼤[RH]
▼結果 <<ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ガンマ重鎖病・リンパ節腫張[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガンマ重鎖病・⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖p/o 1.. ⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖状態$異常状態%結果

a/o 1.. ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖免疫グロブリンの増加[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖免疫グロブリンの増加p/o 1.. ガンマ重鎖免疫グロブリンの増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ガンマ重鎖免疫グロブリンの増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. ガンマ重鎖病・⼩型Bリンパ球・形質細胞様リンパ球・形質細胞のクローン性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガンマ重鎖病・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

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

a/o 1.. ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガンマ重鎖病・肝腫⼤p/o 1.. 肝腫⼤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝腫⼤状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ガンマ重鎖病・リンパ節腫張p/o 1.. リンパ節腫張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節腫張状態$異常状態%原因
a/o 1.. ガンマ重鎖病・ガンマ重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

ガンマ重鎖病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] アルファ重鎖病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍
 / 重鎖病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<重鎖病$構成要素
アルファ重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. アルファ重鎖病・重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<重鎖病$構成要素
アルファ重鎖病・重鎖病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<重鎖病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アルファ重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アルファ重鎖病・アルファ重鎖免疫グロブリンの増加[RH]

▼構成要素 <<重鎖病$構成要素
アルファ重鎖病・アルファ重鎖免疫グロブリンの増加p/o 1.. アルファ重鎖免疫グロブリンの増加[RH]

連鎖種別 <<重鎖病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アルファ重鎖免疫グロブリンの増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルファ重鎖病・重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

アルファ重鎖病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<重鎖病$構成要素
アルファ重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. アルファ重鎖病・重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<重鎖病$構成要素
アルファ重鎖病・重鎖病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<重鎖病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. アルファ重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. アルファ重鎖病・アルファ重鎖免疫グロブリンの増加[RH]

▼構成要素 <<重鎖病$構成要素
アルファ重鎖病・アルファ重鎖免疫グロブリンの増加p/o 1.. アルファ重鎖免疫グロブリンの増加[RH]

連鎖種別 <<重鎖病$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アルファ重鎖免疫グロブリンの増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. アルファ重鎖病・重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

アルファ重鎖病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ミュー重鎖病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍
 / 重鎖病

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<重鎖病$構成要素
ミュー重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ミュー重鎖病・ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミュー重鎖病・ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ミュー重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ミュー重鎖病・ミュー重鎖免疫グロブリンの増加[RH]
▼結果 <<ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ミュー重鎖病・反復性腸管感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミュー重鎖病・ミュー重鎖免疫グロブリンの増加p/o 1.. ミュー重鎖免疫グロブリンの増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ミュー重鎖免疫グロブリンの増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. ミュー重鎖病・ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミュー重鎖病・反復性腸管感染症p/o 1.. 反復性腸管感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<反復性腸管感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ミュー重鎖病・ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<反復性腸管感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ミュー重鎖病・下痢[RH]

▼結果 <<反復性腸管感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ミュー重鎖病・腸管吸収不良[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミュー重鎖病・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因
a/o 1.. ミュー重鎖病・反復性腸管感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミュー重鎖病・腸管吸収不良p/o 1.. 腸管吸収不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腸管吸収不良状態$異常状態%原因
a/o 1.. ミュー重鎖病・反復性腸管感染症[RH]

ミュー重鎖病 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<重鎖病$構成要素
ミュー重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ミュー重鎖病・ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミュー重鎖病・ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ミュー重鎖病・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ミュー重鎖病・ミュー重鎖免疫グロブリンの増加[RH]
▼結果 <<ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ミュー重鎖病・反復性腸管感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミュー重鎖病・ミュー重鎖免疫グロブリンの増加p/o 1.. ミュー重鎖免疫グロブリンの増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ミュー重鎖免疫グロブリンの増加状態$異常状態%原因
a/o 1.. ミュー重鎖病・ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミュー重鎖病・反復性腸管感染症p/o 1.. 反復性腸管感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<反復性腸管感染症状態$異常状態%原因
a/o 1.. ミュー重鎖病・ミュー重鎖病・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<反復性腸管感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ミュー重鎖病・下痢[RH]

▼結果 <<反復性腸管感染症状態$異常状態%結果
a/o 1.. ミュー重鎖病・腸管吸収不良[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミュー重鎖病・下痢p/o 1.. 下痢[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<下痢状態$異常状態%原因
a/o 1.. ミュー重鎖病・反復性腸管感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ミュー重鎖病・腸管吸収不良p/o 1.. 腸管吸収不良[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腸管吸収不良状態$異常状態%原因
a/o 1.. ミュー重鎖病・反復性腸管感染症[RH]

ミュー重鎖病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 形質細胞⾻髄腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

形質細胞⾻髄腫 因果構造物（＝因果連鎖）形質細胞⾻髄腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻孤⽴性形質細胞腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⾻孤⽴性形質細胞腫 因果構造物（＝因果連鎖）⾻孤⽴性形質細胞腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾻外性形質細胞腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⾻外性形質細胞腫 因果構造物（＝因果連鎖）⾻外性形質細胞腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] MALT型節外性辺縁帯リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼原因 <<MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・ヘリコバクター・ピロリ胃炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・ヘリコバクター・ピロリ胃炎p/o 1.. ヘリコバクター・ピロリ胃炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘリコバクター・ピロリ胃炎状態$異常状態%結果a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖p/o 1.. 粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

MALT型節外性辺縁帯リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)p/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼原因 <<MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・ヘリコバクター・ピロリ胃炎[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・ヘリコバクター・ピロリ胃炎p/o 1.. ヘリコバクター・ピロリ胃炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘリコバクター・ピロリ胃炎状態$異常状態%結果a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖p/o 1.. 粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・MALT型節外性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

MALT型節外性辺縁帯リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 節性辺縁帯リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
節性辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
節性辺縁帯リンパ腫・節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖[RH]

▼結果 <<節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・リンパ節における辺縁帯B細胞の増殖[RH]

▼結果 <<節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・リンパ節腫張[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
節性辺縁帯リンパ腫・粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖p/o 1.. 粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
節性辺縁帯リンパ腫・リンパ節における辺縁帯B細胞の増殖p/o 1.. リンパ節における辺縁帯B細胞の増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節における辺縁帯B細胞の増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
節性辺縁帯リンパ腫・リンパ節腫張p/o 1.. リンパ節腫張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節腫張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

節性辺縁帯リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
節性辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
節性辺縁帯リンパ腫・節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖[RH]

▼結果 <<節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・リンパ節における辺縁帯B細胞の増殖[RH]

▼結果 <<節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・リンパ節腫張[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
節性辺縁帯リンパ腫・粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖p/o 1.. 粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<粘膜関連リンパ組織における辺縁帯B細胞の増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
節性辺縁帯リンパ腫・リンパ節における辺縁帯B細胞の増殖p/o 1.. リンパ節における辺縁帯B細胞の増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節における辺縁帯B細胞の増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
節性辺縁帯リンパ腫・リンパ節腫張p/o 1.. リンパ節腫張[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ節腫張状態$異常状態%原因
a/o 1.. 節性辺縁帯リンパ腫・節性辺縁帯リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

節性辺縁帯リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 濾胞性リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

濾胞性リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）濾胞性リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性炎症関連びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

慢性炎症関連びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）慢性炎症関連びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ腫様⾁芽腫症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

リンパ腫様⾁芽腫症 因果構造物（＝因果連鎖）リンパ腫様⾁芽腫症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 縦隔(胸腺)原発⼤細胞型B細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

縦隔(胸腺)原発⼤細胞型B細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）縦隔(胸腺)原発⼤細胞型B細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎管内⼤細胞型B細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⾎管内⼤細胞型B細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）⾎管内⼤細胞型B細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ALK陽性⼤細胞型B細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

ALK陽性⼤細胞型B細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）ALK陽性⼤細胞型B細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 形質芽球性リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

形質芽球性リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）形質芽球性リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] HHV8関連多中⼼性キャッスルマン病に発⽣する⼤細胞型B細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

HHV8関連多中⼼性キャッスルマン病に発⽣する⼤細胞型B細胞リンパ腫 因果構造物HHV8関連多中⼼性キャッスルマン病に発⽣する⼤細胞型B細胞リンパ腫 因果構造物
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[Class Name] 原発性体液リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
原発性体液リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性体液リンパ腫・原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・ヒトヘルペスウイルス8型感染[RH]
▼結果 <<原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・体液貯留[RH]
▼結果 <<原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・腫瘤形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性体液リンパ腫・ヒトヘルペスウイルス8型感染p/o 1.. ヒトヘルペスウイルス8型感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヒトヘルペスウイルス8型感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性体液リンパ腫・体液貯留p/o 1.. 体液貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体液貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性体液リンパ腫・腫瘤形成p/o 1.. 腫瘤形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腫瘤形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性体液リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<成熟B細胞悪性腫瘍$構成要素
原発性体液リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性体液リンパ腫・原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・ヒトヘルペスウイルス8型感染[RH]
▼結果 <<原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・体液貯留[RH]
▼結果 <<原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・腫瘤形成[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性体液リンパ腫・ヒトヘルペスウイルス8型感染p/o 1.. ヒトヘルペスウイルス8型感染[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヒトヘルペスウイルス8型感染状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性体液リンパ腫・体液貯留p/o 1.. 体液貯留[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<体液貯留状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性体液リンパ腫・腫瘤形成p/o 1.. 腫瘤形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<腫瘤形成状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性体液リンパ腫・原発性体液リンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性体液リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] バーキットリンパ腫・バーキット細胞⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

バーキットリンパ腫・バーキット細胞⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）バーキットリンパ腫・バーキット細胞⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫とバーキットリンパ腫の中間的特徴を有する分類不能型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫とバーキットリンパ腫の中間的特徴を有する分類不能型B細胞リンパ腫 因びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫とバーキットリンパ腫の中間的特徴を有する分類不能型B細胞リンパ腫 因
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[Class Name] びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫と古典的ホジキンリンパ腫の中間的特徴を有する分類
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / B細胞悪性腫瘍 / 成熟B細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫と古典的ホジキンリンパ腫の中間的特徴を有する分類不能型B細胞リンパ腫 因びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫と古典的ホジキンリンパ腫の中間的特徴を有する分類不能型B細胞リンパ腫 因
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[Class Name] NK/T細胞悪性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍

[Sub Classes (2)] T細胞悪性腫瘍，前駆T細胞悪性腫瘍
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<リンパ性悪性腫瘍$構成要素
NK/T細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. NK/T細胞悪性腫瘍・NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
NK/T細胞悪性腫瘍・NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. NK/T細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. NK/T細胞悪性腫瘍・ナチュラルキラー細胞あるいはTリンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
NK/T細胞悪性腫瘍・ナチュラルキラー細胞あるいはTリンパ球のクローン性増殖p/o 1.. ナチュラルキラー細胞あるいはTリンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ナチュラルキラー細胞あるいはTリンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. NK/T細胞悪性腫瘍・NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

NK/T細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リンパ性悪性腫瘍$構成要素
NK/T細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. NK/T細胞悪性腫瘍・NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
NK/T細胞悪性腫瘍・NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. NK/T細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. NK/T細胞悪性腫瘍・ナチュラルキラー細胞あるいはTリンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
NK/T細胞悪性腫瘍・ナチュラルキラー細胞あるいはTリンパ球のクローン性増殖p/o 1.. ナチュラルキラー細胞あるいはTリンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ナチュラルキラー細胞あるいはTリンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. NK/T細胞悪性腫瘍・NK/T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

NK/T細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] T細胞悪性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍

[Sub Classes (1)] 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<NK/T細胞悪性腫瘍$構成要素
T細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. T細胞悪性腫瘍・T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
T細胞悪性腫瘍・T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. T細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. T細胞悪性腫瘍・Tリンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
T細胞悪性腫瘍・Tリンパ球のクローン性増殖p/o 1.. Tリンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Tリンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. T細胞悪性腫瘍・T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

T細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<NK/T細胞悪性腫瘍$構成要素
T細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. T細胞悪性腫瘍・T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
T細胞悪性腫瘍・T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. T細胞悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. T細胞悪性腫瘍・Tリンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
T細胞悪性腫瘍・Tリンパ球のクローン性増殖p/o 1.. Tリンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<Tリンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. T細胞悪性腫瘍・T細胞悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

T細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍

[Sub Classes (18)] T細胞性前リンパ球性⽩⾎病，T細胞⼤顆粒リンパ球⽩⾎病，
進⾏性NK細胞⽩⾎病，NK細胞の慢性リンパ増殖性疾患，
⼩児のEBV陽性Tリンパ増殖性疾患，成⼈T細胞⽩⾎病･リンパ腫，
節外性NK/T細胞リンパ腫・⿐型，腸管症関連T細胞リンパ腫，
肝脾T細胞リンパ腫，⽪下脂肪織炎様T細胞リンパ腫，菌状息⾁症，
セザリー症候群，⽪膚原発CD30陽性Tリンパ増殖性疾患，
⽪膚原発末梢性T細胞リンパ腫・まれな準疾患単位，
分類不能な末梢T細胞リンパ腫，⾎管免疫芽球性T細胞リンパ腫，
未分化⼤細胞リンパ腫・ALK陽性，未分化⼤細胞リンパ腫・ALK陰性

[Graph (50%)] 

成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] T細胞性前リンパ球性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

T細胞性前リンパ球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）T細胞性前リンパ球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] T細胞⼤顆粒リンパ球⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

T細胞⼤顆粒リンパ球⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）T細胞⼤顆粒リンパ球⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 進⾏性NK細胞⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

進⾏性NK細胞⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）進⾏性NK細胞⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] NK細胞の慢性リンパ増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

NK細胞の慢性リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）NK細胞の慢性リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩児のEBV陽性Tリンパ増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes (2)] ⼩児の全⾝性EBV陽性T細胞リンパ腫，種痘性⽔疱症様リンパ腫
[Graph (56%)] 

⼩児のEBV陽性Tリンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）⼩児のEBV陽性Tリンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩児の全⾝性EBV陽性T細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍 / ⼩児のEBV陽性Tリンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⼩児の全⾝性EBV陽性T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）⼩児の全⾝性EBV陽性T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 種痘性⽔疱症様リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍 / ⼩児のEBV陽性Tリンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

種痘性⽔疱症様リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）種痘性⽔疱症様リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 成⼈T細胞⽩⾎病･リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

成⼈T細胞⽩⾎病･リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）成⼈T細胞⽩⾎病･リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 節外性NK/T細胞リンパ腫・⿐型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

節外性NK/T細胞リンパ腫・⿐型 因果構造物（＝因果連鎖）節外性NK/T細胞リンパ腫・⿐型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 腸管症関連T細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

腸管症関連T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）腸管症関連T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肝脾T細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

肝脾T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）肝脾T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 260 ]

[Class Name] ⽪下脂肪織炎様T細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⽪下脂肪織炎様T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）⽪下脂肪織炎様T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 菌状息⾁症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

菌状息⾁症 因果構造物（＝因果連鎖）菌状息⾁症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] セザリー症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

セザリー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）セザリー症候群 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 263 ]

[Class Name] ⽪膚原発CD30陽性Tリンパ増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes (2)] ⽪膚原発未分化⼤細胞型リンパ腫，リンパ腫様丘疹症
[Graph (56%)] 

⽪膚原発CD30陽性Tリンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）⽪膚原発CD30陽性Tリンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽪膚原発未分化⼤細胞型リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍 / ⽪膚原発CD30陽性Tリンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⽪膚原発未分化⼤細胞型リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）⽪膚原発未分化⼤細胞型リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ腫様丘疹症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍 / ⽪膚原発CD30陽性Tリンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

リンパ腫様丘疹症 因果構造物（＝因果連鎖）リンパ腫様丘疹症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽪膚原発末梢性T細胞リンパ腫・まれな準疾患単位
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes (3)] ⽪膚原発ガンマデルタT細胞リンパ腫，
⽪膚原発CD8陽性アグレッシブ表⾯向性細胞傷害性T細胞リンパ腫，
⽪膚原発CD4陽性⼩型・中型T細胞リンパ腫

[Graph (56%)] 

⽪膚原発末梢性T細胞リンパ腫・まれな準疾患単位 因果構造物（＝因果連鎖）⽪膚原発末梢性T細胞リンパ腫・まれな準疾患単位 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⽪膚原発ガンマデルタT細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍
 / ⽪膚原発末梢性T細胞リンパ腫・まれな準疾患単位

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⽪膚原発ガンマデルタT細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）⽪膚原発ガンマデルタT細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 268 ]

[Class Name] ⽪膚原発CD8陽性アグレッシブ表⾯向性細胞傷害性T細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍
 / ⽪膚原発末梢性T細胞リンパ腫・まれな準疾患単位

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⽪膚原発CD8陽性アグレッシブ表⾯向性細胞傷害性T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因⽪膚原発CD8陽性アグレッシブ表⾯向性細胞傷害性T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因
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[Class Name] ⽪膚原発CD4陽性⼩型・中型T細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍
 / ⽪膚原発末梢性T細胞リンパ腫・まれな準疾患単位

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⽪膚原発CD4陽性⼩型・中型T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）⽪膚原発CD4陽性⼩型・中型T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 分類不能な末梢T細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

分類不能な末梢T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）分類不能な末梢T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎管免疫芽球性T細胞リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⾎管免疫芽球性T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）⾎管免疫芽球性T細胞リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 未分化⼤細胞リンパ腫・ALK陽性
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

未分化⼤細胞リンパ腫・ALK陽性 因果構造物（＝因果連鎖）未分化⼤細胞リンパ腫・ALK陽性 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 未分化⼤細胞リンパ腫・ALK陰性
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍 / T細胞悪性腫瘍
 / 成熟TおよびNK細胞悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

未分化⼤細胞リンパ腫・ALK陰性 因果構造物（＝因果連鎖）未分化⼤細胞リンパ腫・ALK陰性 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 前駆T細胞悪性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍

[Sub Classes (1)] 前駆Tリンパ芽球性⽩⾎病・リンパ腫
[Graph (56%)] 

前駆T細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）前駆T細胞悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 前駆Tリンパ芽球性⽩⾎病・リンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍
 / 前駆T細胞悪性腫瘍

[Sub Classes (1)] 前駆T細胞性急性リンパ芽球性⽩⾎病
[Graph (56%)] 

前駆Tリンパ芽球性⽩⾎病・リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）前駆Tリンパ芽球性⽩⾎病・リンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 前駆T細胞性急性リンパ芽球性⽩⾎病
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / NK/T細胞悪性腫瘍
 / 前駆T細胞悪性腫瘍 / 前駆Tリンパ芽球性⽩⾎病・リンパ腫

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

前駆T細胞性急性リンパ芽球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）前駆T細胞性急性リンパ芽球性⽩⾎病 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 前駆リンパ球悪性腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<リンパ性悪性腫瘍$構成要素
前駆リンパ球悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 前駆リンパ球悪性腫瘍・前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
前駆リンパ球悪性腫瘍・前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 前駆リンパ球悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 前駆リンパ球悪性腫瘍・前駆リンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
前駆リンパ球悪性腫瘍・前駆リンパ球のクローン性増殖p/o 1.. 前駆リンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<前駆リンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 前駆リンパ球悪性腫瘍・前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

前駆リンパ球悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リンパ性悪性腫瘍$構成要素
前駆リンパ球悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 前駆リンパ球悪性腫瘍・前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
前駆リンパ球悪性腫瘍・前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 前駆リンパ球悪性腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 前駆リンパ球悪性腫瘍・前駆リンパ球のクローン性増殖[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
前駆リンパ球悪性腫瘍・前駆リンパ球のクローン性増殖p/o 1.. 前駆リンパ球のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<前駆リンパ球のクローン性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 前駆リンパ球悪性腫瘍・前駆リンパ球悪性腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

前駆リンパ球悪性腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ホジキンリンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍

[Sub Classes (6)] 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫，古典的ホジキンリンパ腫，
ホジキンリンパ腫・ステージ1，ホジキンリンパ腫・ステージ2，
ホジキンリンパ腫・ステージ3，ホジキンリンパ腫・ステージ4

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<リンパ性悪性腫瘍$構成要素
ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ホジキンリンパ腫・ホジキン細胞[RH]
▼結果 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ホジキンリンパ腫・リード・ステルンベルグ細胞[RH]
▼結果 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ホジキンリンパ腫・節性[RH]
▼結果 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ホジキンリンパ腫・反応性Tリンパ球によるロゼット形成[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホジキンリンパ腫・ホジキン細胞p/o 1.. ホジキン細胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ホジキン細胞状態$異常状態%原因

a/o 1.. ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホジキンリンパ腫・リード・ステルンベルグ細胞p/o 1.. リード・ステルンベルグ細胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リード・ステルンベルグ細胞状態$異常状態%原因a/o 1.. ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホジキンリンパ腫・節性p/o 1.. 節性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<節性状態$異常状態%原因a/o 1.. ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホジキンリンパ腫・反応性Tリンパ球によるロゼット形成p/o 1.. 反応性Tリンパ球によるロゼット形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<反応性Tリンパ球によるロゼット形成状態$異常状態%原因a/o 1.. ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リンパ性悪性腫瘍$構成要素
ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ホジキンリンパ腫・ホジキン細胞[RH]
▼結果 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ホジキンリンパ腫・リード・ステルンベルグ細胞[RH]
▼結果 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ホジキンリンパ腫・節性[RH]
▼結果 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ホジキンリンパ腫・反応性Tリンパ球によるロゼット形成[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホジキンリンパ腫・ホジキン細胞p/o 1.. ホジキン細胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ホジキン細胞状態$異常状態%原因

a/o 1.. ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホジキンリンパ腫・リード・ステルンベルグ細胞p/o 1.. リード・ステルンベルグ細胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リード・ステルンベルグ細胞状態$異常状態%原因a/o 1.. ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホジキンリンパ腫・節性p/o 1.. 節性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<節性状態$異常状態%原因a/o 1.. ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ホジキンリンパ腫・反応性Tリンパ球によるロゼット形成p/o 1.. 反応性Tリンパ球によるロゼット形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<反応性Tリンパ球によるロゼット形成状態$異常状態%原因a/o 1.. ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / ホジキンリンパ腫

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ホジキンリンパ腫$構成要素
結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・ポップコーン細胞[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・ポップコーン細胞p/o 1.. ポップコーン細胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ポップコーン細胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ホジキンリンパ腫$構成要素
結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・ポップコーン細胞[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・ポップコーン細胞p/o 1.. ポップコーン細胞[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ポップコーン細胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

結節性リンパ球優勢型ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 古典的ホジキンリンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / ホジキンリンパ腫

[Sub Classes (4)] 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫，リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫，
混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫，リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ホジキンリンパ腫$構成要素
古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 古典的ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<ホジキンリンパ腫$構成要素
古典的ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<ホジキンリンパ腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 古典的ホジキンリンパ腫・ホジキン細胞[RH]

▼結果 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 古典的ホジキンリンパ腫・リード・ステルンベルグ細胞[RH]

▼構成要素 <<ホジキンリンパ腫$構成要素
古典的ホジキンリンパ腫・ホジキン細胞p/o 1.. ホジキン細胞[RH]

連鎖種別 <<ホジキンリンパ腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホジキン細胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 古典的ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<ホジキンリンパ腫$構成要素
古典的ホジキンリンパ腫・リード・ステルンベルグ細胞p/o 1.. リード・ステルンベルグ細胞[RH]

連鎖種別 <<ホジキンリンパ腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リード・ステルンベルグ細胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 古典的ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

古典的ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ホジキンリンパ腫$構成要素
古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 古典的ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<ホジキンリンパ腫$構成要素
古典的ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<ホジキンリンパ腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 古典的ホジキンリンパ腫・ホジキン細胞[RH]

▼結果 <<ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 古典的ホジキンリンパ腫・リード・ステルンベルグ細胞[RH]

▼構成要素 <<ホジキンリンパ腫$構成要素
古典的ホジキンリンパ腫・ホジキン細胞p/o 1.. ホジキン細胞[RH]

連鎖種別 <<ホジキンリンパ腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホジキン細胞状態$異常状態%原因a/o 1.. 古典的ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<ホジキンリンパ腫$構成要素
古典的ホジキンリンパ腫・リード・ステルンベルグ細胞p/o 1.. リード・ステルンベルグ細胞[RH]

連鎖種別 <<ホジキンリンパ腫$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リード・ステルンベルグ細胞状態$異常状態%原因
a/o 1.. 古典的ホジキンリンパ腫・ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

古典的ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / ホジキンリンパ腫 / 古典的ホジキンリンパ腫

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<古典的ホジキンリンパ腫$構成要素
結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化p/o 1.. 結節硬化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節硬化状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<古典的ホジキンリンパ腫$構成要素
結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化p/o 1.. 結節硬化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節硬化状態$異常状態%原因a/o 1.. 結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / ホジキンリンパ腫 / 古典的ホジキンリンパ腫

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<古典的ホジキンリンパ腫$構成要素
リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球豊富な腫瘍背景[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球豊富な腫瘍背景p/o 1.. リンパ球豊富な腫瘍背景[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ球豊富な腫瘍背景状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<古典的ホジキンリンパ腫$構成要素
リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球豊富な腫瘍背景[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球豊富な腫瘍背景p/o 1.. リンパ球豊富な腫瘍背景[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ球豊富な腫瘍背景状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / ホジキンリンパ腫 / 古典的ホジキンリンパ腫

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<古典的ホジキンリンパ腫$構成要素
混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化p/o 1.. 結節硬化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節硬化状態$異常状態%原因a/o 1.. 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<古典的ホジキンリンパ腫$構成要素
混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・結節硬化p/o 1.. 結節硬化[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<結節硬化状態$異常状態%原因a/o 1.. 混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / ホジキンリンパ腫 / 古典的ホジキンリンパ腫

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<古典的ホジキンリンパ腫$構成要素
リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球が減少した腫瘍背景[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球が減少した腫瘍背景p/o 1.. リンパ球が減少した腫瘍背景[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ球が減少した腫瘍背景状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<古典的ホジキンリンパ腫$構成要素
リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)p/o 1.. リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球が減少した腫瘍背景[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球が減少した腫瘍背景p/o 1.. リンパ球が減少した腫瘍背景[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<リンパ球が減少した腫瘍背景状態$異常状態%原因
a/o 1.. リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫・暫定連鎖(結果)[RH]

リンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ホジキンリンパ腫・ステージ1
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / ホジキンリンパ腫

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

ホジキンリンパ腫・ステージ1 因果構造物（＝因果連鎖）ホジキンリンパ腫・ステージ1 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ホジキンリンパ腫・ステージ2
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / ホジキンリンパ腫

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

ホジキンリンパ腫・ステージ2 因果構造物（＝因果連鎖）ホジキンリンパ腫・ステージ2 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ホジキンリンパ腫・ステージ3
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / ホジキンリンパ腫

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

ホジキンリンパ腫・ステージ3 因果構造物（＝因果連鎖）ホジキンリンパ腫・ステージ3 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ホジキンリンパ腫・ステージ4
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / ホジキンリンパ腫

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

ホジキンリンパ腫・ステージ4 因果構造物（＝因果連鎖）ホジキンリンパ腫・ステージ4 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 組織球・樹状細胞腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍

[Sub Classes (7)] 組織球性⾁腫，指状嵌⼊樹状細胞⾁腫，濾胞樹状細胞⾁腫，
細網線維芽細胞腫瘍，未同定樹状細胞腫瘍，播種性若年性⻩⾊⾁芽腫，
ランゲルハンス細胞組織球症

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<リンパ性悪性腫瘍$構成要素
組織球・樹状細胞腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
組織球・樹状細胞腫瘍・組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・組織球・樹状細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ランゲルハンス細胞の増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
組織球・樹状細胞腫瘍・組織球・樹状細胞のクローン性増殖p/o 1.. 組織球・樹状細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<組織球・樹状細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

組織球・樹状細胞腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<リンパ性悪性腫瘍$構成要素
組織球・樹状細胞腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
組織球・樹状細胞腫瘍・組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・組織球・樹状細胞のクローン性増殖[RH]
▼結果 <<組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ランゲルハンス細胞の増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
組織球・樹状細胞腫瘍・組織球・樹状細胞のクローン性増殖p/o 1.. 組織球・樹状細胞のクローン性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<組織球・樹状細胞のクローン性増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

組織球・樹状細胞腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 組織球性⾁腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 組織球・樹状細胞腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

組織球性⾁腫 因果構造物（＝因果連鎖）組織球性⾁腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 指状嵌⼊樹状細胞⾁腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 組織球・樹状細胞腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

指状嵌⼊樹状細胞⾁腫 因果構造物（＝因果連鎖）指状嵌⼊樹状細胞⾁腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 濾胞樹状細胞⾁腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 組織球・樹状細胞腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

濾胞樹状細胞⾁腫 因果構造物（＝因果連鎖）濾胞樹状細胞⾁腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 細網線維芽細胞腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 組織球・樹状細胞腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

細網線維芽細胞腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）細網線維芽細胞腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 未同定樹状細胞腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 組織球・樹状細胞腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

未同定樹状細胞腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）未同定樹状細胞腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 播種性若年性⻩⾊⾁芽腫
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 組織球・樹状細胞腫瘍

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

播種性若年性⻩⾊⾁芽腫 因果構造物（＝因果連鎖）播種性若年性⻩⾊⾁芽腫 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ランゲルハンス細胞組織球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 組織球・樹状細胞腫瘍

[Sub Classes (2)] 単系統ランゲルハンス細胞組織球症，多系統ランゲルハンス細胞組織球症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<組織球・樹状細胞腫瘍$構成要素
ランゲルハンス細胞組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ランゲルハンス細胞組織球症・組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<組織球・樹状細胞腫瘍$構成要素
ランゲルハンス細胞組織球症・組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<組織球・樹状細胞腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ランゲルハンス細胞組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ランゲルハンス細胞組織球症・ランゲルハンス細胞の増殖[RH]
▼構成要素 <<組織球・樹状細胞腫瘍$構成要素
ランゲルハンス細胞組織球症・ランゲルハンス細胞の増殖p/o 1.. ランゲルハンス細胞の増殖[RH]

連鎖種別 <<組織球・樹状細胞腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ランゲルハンス細胞の増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. ランゲルハンス細胞組織球症・組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

ランゲルハンス細胞組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<組織球・樹状細胞腫瘍$構成要素
ランゲルハンス細胞組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ランゲルハンス細胞組織球症・組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<組織球・樹状細胞腫瘍$構成要素
ランゲルハンス細胞組織球症・組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<組織球・樹状細胞腫瘍$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ランゲルハンス細胞組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ランゲルハンス細胞組織球症・ランゲルハンス細胞の増殖[RH]
▼構成要素 <<組織球・樹状細胞腫瘍$構成要素
ランゲルハンス細胞組織球症・ランゲルハンス細胞の増殖p/o 1.. ランゲルハンス細胞の増殖[RH]

連鎖種別 <<組織球・樹状細胞腫瘍$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ランゲルハンス細胞の増殖状態$異常状態%原因
a/o 1.. ランゲルハンス細胞組織球症・組織球・樹状細胞腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

ランゲルハンス細胞組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 単系統ランゲルハンス細胞組織球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 組織球・樹状細胞腫瘍
 / ランゲルハンス細胞組織球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ランゲルハンス細胞組織球症$構成要素
単系統ランゲルハンス細胞組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 単系統ランゲルハンス細胞組織球症・単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単系統ランゲルハンス細胞組織球症・単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 単系統ランゲルハンス細胞組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 単系統ランゲルハンス細胞組織球症・ランゲルハンス細胞の単系統性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単系統ランゲルハンス細胞組織球症・ランゲルハンス細胞の単系統性増殖p/o 1.. ランゲルハンス細胞の単系統性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ランゲルハンス細胞の単系統性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 単系統ランゲルハンス細胞組織球症・単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

単系統ランゲルハンス細胞組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ランゲルハンス細胞組織球症$構成要素
単系統ランゲルハンス細胞組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 単系統ランゲルハンス細胞組織球症・単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
単系統ランゲルハンス細胞組織球症・単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 単系統ランゲルハンス細胞組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 単系統ランゲルハンス細胞組織球症・ランゲルハンス細胞の単系統性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
単系統ランゲルハンス細胞組織球症・ランゲルハンス細胞の単系統性増殖p/o 1.. ランゲルハンス細胞の単系統性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ランゲルハンス細胞の単系統性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 単系統ランゲルハンス細胞組織球症・単系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

単系統ランゲルハンス細胞組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多系統ランゲルハンス細胞組織球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 組織球・樹状細胞腫瘍
 / ランゲルハンス細胞組織球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ランゲルハンス細胞組織球症$構成要素
多系統ランゲルハンス細胞組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 多系統ランゲルハンス細胞組織球症・多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多系統ランゲルハンス細胞組織球症・多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 多系統ランゲルハンス細胞組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 多系統ランゲルハンス細胞組織球症・ランゲルハンス細胞の多系統性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多系統ランゲルハンス細胞組織球症・ランゲルハンス細胞の多系統性増殖p/o 1.. ランゲルハンス細胞の多系統性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ランゲルハンス細胞の多系統性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 多系統ランゲルハンス細胞組織球症・多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

多系統ランゲルハンス細胞組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ランゲルハンス細胞組織球症$構成要素
多系統ランゲルハンス細胞組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 多系統ランゲルハンス細胞組織球症・多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
多系統ランゲルハンス細胞組織球症・多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 多系統ランゲルハンス細胞組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 多系統ランゲルハンス細胞組織球症・ランゲルハンス細胞の多系統性増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
多系統ランゲルハンス細胞組織球症・ランゲルハンス細胞の多系統性増殖p/o 1.. ランゲルハンス細胞の多系統性増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ランゲルハンス細胞の多系統性増殖状態$異常状態%原因a/o 1.. 多系統ランゲルハンス細胞組織球症・多系統ランゲルハンス細胞組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

多系統ランゲルハンス細胞組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 移植後リンパ増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍

[Sub Classes (5)] 初期病変，形質細胞過形成，単⼀型移植後リンパ増殖性疾患，
多型移植後リンパ増殖性疾患，古典ホジキンリンパ腫型移植後リンパ増殖性疾患

[Graph (56%)] 

移植後リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）移植後リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 初期病変
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 移植後リンパ増殖性疾患

[Sub Classes (1)] 伝染性単核球症様移植後リンパ増殖性疾患
[Graph (56%)] 

初期病変 因果構造物（＝因果連鎖）初期病変 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 伝染性単核球症様移植後リンパ増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 移植後リンパ増殖性疾患 / 初期病変

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

伝染性単核球症様移植後リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）伝染性単核球症様移植後リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 形質細胞過形成
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 移植後リンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

形質細胞過形成 因果構造物（＝因果連鎖）形質細胞過形成 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 単⼀型移植後リンパ増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 移植後リンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

単⼀型移植後リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）単⼀型移植後リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 多型移植後リンパ増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 移植後リンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

多型移植後リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）多型移植後リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 古典ホジキンリンパ腫型移植後リンパ増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 移植後リンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

古典ホジキンリンパ腫型移植後リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）古典ホジキンリンパ腫型移植後リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 免疫不全症関連リンパ増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍

[Sub Classes (2)] 先天性免疫異常症関連リンパ増殖性疾患，
ヒト免疫不全ウイルス関連リンパ増殖性疾患

[Graph (56%)] 

免疫不全症関連リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）免疫不全症関連リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性免疫異常症関連リンパ増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 免疫不全症関連リンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

先天性免疫異常症関連リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）先天性免疫異常症関連リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ヒト免疫不全ウイルス関連リンパ増殖性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
 / 造⾎器腫瘍 / リンパ性悪性腫瘍 / 免疫不全症関連リンパ増殖性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

ヒト免疫不全ウイルス関連リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）ヒト免疫不全ウイルス関連リンパ増殖性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 組織球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
[Sub Classes (2)] ⾎球貪⾷症候群，脂質蓄積症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 組織球症・組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 組織球症・組織球の増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
組織球症・組織球の増殖p/o 1.. 組織球の増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<組織球の増殖状態$異常状態%原因

a/o 1.. 組織球症・組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 組織球症・組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 組織球症・組織球の増殖[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
組織球症・組織球の増殖p/o 1.. 組織球の増殖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<組織球の増殖状態$異常状態%原因

a/o 1.. 組織球症・組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾎球貪⾷症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 組織球症
[Sub Classes (2)] 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症，⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<組織球症$構成要素
⾎球貪⾷症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷[RH]
▼結果 <<⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・脾腫[RH]
▼結果 <<⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⻩疸[RH]
▼結果 <<⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・発熱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷p/o 1.. ⾎球貪⾷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎球貪⾷状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎球貪⾷症候群・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

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

a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎球貪⾷症候群・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

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

a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎球貪⾷症候群・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎球貪⾷症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<組織球症$構成要素
⾎球貪⾷症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷[RH]
▼結果 <<⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・脾腫[RH]
▼結果 <<⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⻩疸[RH]
▼結果 <<⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・発熱[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷p/o 1.. ⾎球貪⾷[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎球貪⾷状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎球貪⾷症候群・脾腫p/o 1.. 脾腫[RH]

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

a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎球貪⾷症候群・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

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

a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾎球貪⾷症候群・発熱p/o 1.. 発熱[RH]

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

a/o 1.. ⾎球貪⾷症候群・⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

⾎球貪⾷症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 組織球症
 / ⾎球貪⾷症候群

[Sub Classes (4)] 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型，家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型，
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型，家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾎球貪⾷症候群$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・遺伝性[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎球貪⾷症候群$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・遺伝性[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 組織球症
 / ⾎球貪⾷症候群 / 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・HPLH1遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・HPLH1遺伝⼦変異p/o 1.. HPLH1遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<HPLH1遺伝⼦変異状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・HPLH1遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・HPLH1遺伝⼦変異p/o 1.. HPLH1遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<HPLH1遺伝⼦変異状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症1型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 組織球症
 / ⾎球貪⾷症候群 / 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・PRF1遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・PRF1遺伝⼦変異p/o 1.. PRF1遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<PRF1遺伝⼦変異状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・PRF1遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・PRF1遺伝⼦変異p/o 1.. PRF1遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<PRF1遺伝⼦変異状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症2型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 組織球症
 / ⾎球貪⾷症候群 / 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・UNC13D遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・UNC13D遺伝⼦変異p/o 1.. UNC13D遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<UNC13D遺伝⼦変異状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・UNC13D遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・UNC13D遺伝⼦変異p/o 1.. UNC13D遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<UNC13D遺伝⼦変異状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症3型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 組織球症
 / ⾎球貪⾷症候群 / 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・STX11遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・STX11遺伝⼦変異p/o 1.. STX11遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<STX11遺伝⼦変異状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・STX11遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・STX11遺伝⼦変異p/o 1.. STX11遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<STX11遺伝⼦変異状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. 家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型・家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

家族性⾎球貪⾷性リンパ組織球症4型 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 組織球症
 / ⾎球貪⾷症候群

[Sub Classes (4)] リンパ腫関連⾎球貪⾷症候群，ウイルス関連⾎球貪⾷症候群，
細菌関連⾎球貪⾷症候群，⾃⼰免疫関連⾎球貪⾷症候群

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾎球貪⾷症候群$構成要素
⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・基礎疾患あり[RH]

▼結果 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 細菌感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・基礎疾患ありp/o 1.. 基礎疾患あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患あり状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾎球貪⾷症候群$構成要素
⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

▼結果 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・基礎疾患あり[RH]

▼結果 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 細菌感染症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・基礎疾患ありp/o 1.. 基礎疾患あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患あり状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 319 ]

[Class Name] リンパ腫関連⾎球貪⾷症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 組織球症
 / ⾎球貪⾷症候群 / ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

リンパ腫関連⾎球貪⾷症候群 因果構造物（＝因果連鎖）リンパ腫関連⾎球貪⾷症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ウイルス関連⾎球貪⾷症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 組織球症
 / ⾎球貪⾷症候群 / ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・ウイルス感染症p/o 1.. ウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウイルス感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

ウイルス関連⾎球貪⾷症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・ウイルス感染症[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・ウイルス感染症p/o 1.. ウイルス感染症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ウイルス感染症状態$異常状態%原因

a/o 1.. ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・ウイルス関連⾎球貪⾷症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

ウイルス関連⾎球貪⾷症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 細菌関連⾎球貪⾷症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 組織球症
 / ⾎球貪⾷症候群 / ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
細菌関連⾎球貪⾷症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 細菌関連⾎球貪⾷症候群・⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
細菌関連⾎球貪⾷症候群・⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 細菌関連⾎球貪⾷症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 細菌関連⾎球貪⾷症候群・細菌感染症[RH]

▼構成要素 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
細菌関連⾎球貪⾷症候群・細菌感染症p/o 1.. 細菌感染症[RH]

連鎖種別 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 細菌関連⾎球貪⾷症候群・⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

細菌関連⾎球貪⾷症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
細菌関連⾎球貪⾷症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 細菌関連⾎球貪⾷症候群・⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
細菌関連⾎球貪⾷症候群・⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 細菌関連⾎球貪⾷症候群・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 細菌関連⾎球貪⾷症候群・細菌感染症[RH]

▼構成要素 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素
細菌関連⾎球貪⾷症候群・細菌感染症p/o 1.. 細菌感染症[RH]

連鎖種別 <<⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<細菌感染症状態$異常状態%原因a/o 1.. 細菌関連⾎球貪⾷症候群・⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症・暫定連鎖(結果)[RH]

細菌関連⾎球貪⾷症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾃⼰免疫関連⾎球貪⾷症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 組織球症
 / ⾎球貪⾷症候群 / ⼆次性⾎球貪⾷性リンパ組織球症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⾃⼰免疫関連⾎球貪⾷症候群 因果構造物（＝因果連鎖）⾃⼰免疫関連⾎球貪⾷症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脂質蓄積症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 組織球症
[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

脂質蓄積症 因果構造物（＝因果連鎖）脂質蓄積症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脾疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症
[Sub Classes (7)] 脾腫瘍，脾機能亢進症，脾損傷，脾嚢胞，遊⾛脾，脾奇形，

先天性脾⽋損症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
脾疾患・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾疾患・脾疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脾腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾損傷・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. 脾嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

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

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

a/o 1.. 脾疾患・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<脾疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾疾患・脾臓の異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾疾患・脾臓の異常p/o 1.. 脾臓の異常[RH]

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

脾疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<肥満細胞症$構成要素
脾疾患・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾疾患・脾疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

a/o 1.. 脾腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾損傷・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因

a/o 1.. 脾嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

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

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

a/o 1.. 脾疾患・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<脾疾患・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾疾患・脾臓の異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾疾患・脾臓の異常p/o 1.. 脾臓の異常[RH]

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

脾疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脾腫瘍
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<脾疾患$構成要素
脾腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾腫瘍・脾腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾腫瘍・脾腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脾腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

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

a/o 1.. 脾腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<脾腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾腫瘍・腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾腫瘍・腫瘍p/o 1.. 腫瘍[RH]

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

a/o 1.. 脾腫瘍・脾腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

脾腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脾疾患$構成要素
脾腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾腫瘍・脾腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾腫瘍・脾腫瘍・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脾腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

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

a/o 1.. 脾腫瘍・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<脾腫瘍・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾腫瘍・腫瘍[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾腫瘍・腫瘍p/o 1.. 腫瘍[RH]

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

a/o 1.. 脾腫瘍・脾腫瘍・暫定連鎖(結果)[RH]

脾腫瘍 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脾機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 脾疾患
[Sub Classes (2)] 原発性脾機能亢進症，⼆次性脾機能亢進症
[Graph (56%)] 

脾機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）脾機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性脾機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 脾疾患
 / 脾機能亢進症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

原発性脾機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）原発性脾機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼆次性脾機能亢進症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 脾疾患
 / 脾機能亢進症

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⼆次性脾機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）⼆次性脾機能亢進症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脾損傷
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 脾疾患
[Sub Classes (2)] 開放性脾損傷，閉鎖性脾損傷
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<脾疾患$構成要素
脾損傷・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾損傷・脾損傷・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾損傷・脾損傷・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脾損傷・暫定連鎖(結果)[RH]

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

a/o 1.. 脾損傷・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<脾損傷・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾損傷・損傷[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾損傷・損傷p/o 1.. 損傷[RH]

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

a/o 1.. 脾損傷・脾損傷・暫定連鎖(結果)[RH]

脾損傷 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脾疾患$構成要素
脾損傷・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果a/o 1.. 脾損傷・脾損傷・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾損傷・脾損傷・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脾損傷・暫定連鎖(結果)[RH]

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

a/o 1.. 脾損傷・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<脾損傷・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾損傷・損傷[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾損傷・損傷p/o 1.. 損傷[RH]

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

a/o 1.. 脾損傷・脾損傷・暫定連鎖(結果)[RH]

脾損傷 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 開放性脾損傷
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 脾疾患
 / 脾損傷

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

開放性脾損傷 因果構造物（＝因果連鎖）開放性脾損傷 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 閉鎖性脾損傷
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 脾疾患
 / 脾損傷

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

閉鎖性脾損傷 因果構造物（＝因果連鎖）閉鎖性脾損傷 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脾嚢胞
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<脾疾患$構成要素
脾嚢胞・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾嚢胞・脾嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脾嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾嚢胞・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾嚢胞・脾嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脾嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

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

a/o 1.. 脾嚢胞・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<脾嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾嚢胞・嚢胞[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾嚢胞・嚢胞p/o 1.. 嚢胞[RH]

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

脾嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<脾疾患$構成要素
脾嚢胞・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常p/o 1.. ⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 脾嚢胞・脾嚢胞・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常状態$異常状態%結果

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<脾嚢胞・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾嚢胞・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾嚢胞・脾嚢胞・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 脾嚢胞・暫定連鎖(結果)[RH]

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

a/o 1.. 脾嚢胞・⾎液・造⾎細胞・造⾎組織の異常[RH]
▼結果 <<脾嚢胞・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 脾嚢胞・嚢胞[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
脾嚢胞・嚢胞p/o 1.. 嚢胞[RH]

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

脾嚢胞 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遊⾛脾
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

遊⾛脾 因果構造物（＝因果連鎖）遊⾛脾 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 脾奇形
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 脾疾患
[Sub Classes (1)] 副脾
[Graph (56%)] 

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

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 肥満細胞症 / 脾疾患
 / 脾奇形

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

副脾 因果構造物（＝因果連鎖）副脾 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 336 ]

[Class Name] 先天性脾⽋損症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

先天性脾⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）先天性脾⽋損症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患
[Sub Classes (14)] ⼩⾚⾎球性貧⾎，低⾊素性貧⾎，正⾚⾎球性貧⾎，正⾊素性貧⾎，

⼤球性貧⾎，⾼⾊素性貧⾎，鉄⽋乏性貧⾎，鉄芽球性貧⾎，
再⽣不良性貧⾎，⾚芽球癆，巨⾚芽球性貧⾎，溶⾎性貧⾎，
⾻髄癆性貧⾎，続発性貧⾎

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩⾚⾎球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎
[Sub Classes (1)] 低⾊素性⼩球性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
⼩⾚⾎球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩⾚⾎球性貧⾎・⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩⾚⾎球性貧⾎・⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼩⾚⾎球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼩⾚⾎球性貧⾎・⾚⾎球容積低値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩⾚⾎球性貧⾎・⾚⾎球容積低値p/o 1.. ⾚⾎球容積低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球容積低値状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼩⾚⾎球性貧⾎・⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⼩⾚⾎球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
⼩⾚⾎球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼩⾚⾎球性貧⾎・⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩⾚⾎球性貧⾎・⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼩⾚⾎球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼩⾚⾎球性貧⾎・⾚⾎球容積低値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩⾚⾎球性貧⾎・⾚⾎球容積低値p/o 1.. ⾚⾎球容積低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球容積低値状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼩⾚⾎球性貧⾎・⼩⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⼩⾚⾎球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 低⾊素性⼩球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / ⼩⾚⾎球性貧⾎
[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⼩⾚⾎球性貧⾎$構成要素
低⾊素性⼩球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 低⾊素性⼩球性貧⾎・低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低⾊素性⼩球性貧⾎・低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 低⾊素性⼩球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 低⾊素性⼩球性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低⾊素性⼩球性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 低⾊素性⼩球性貧⾎・低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

低⾊素性⼩球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼩⾚⾎球性貧⾎$構成要素
低⾊素性⼩球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 低⾊素性⼩球性貧⾎・低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低⾊素性⼩球性貧⾎・低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 低⾊素性⼩球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 低⾊素性⼩球性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低⾊素性⼩球性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 低⾊素性⼩球性貧⾎・低⾊素性⼩球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

低⾊素性⼩球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 低⾊素性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
低⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 低⾊素性貧⾎・低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低⾊素性貧⾎・低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 低⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 低⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
低⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 低⾊素性貧⾎・低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

低⾊素性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
低⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 低⾊素性貧⾎・低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
低⾊素性貧⾎・低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 低⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 低⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
低⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 低⾊素性貧⾎・低⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

低⾊素性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 正⾚⾎球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎
[Sub Classes (1)] 正球性正⾊素性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
正⾚⾎球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 正⾚⾎球性貧⾎・正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
正⾚⾎球性貧⾎・正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 正⾚⾎球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 正⾚⾎球性貧⾎・⾚⾎球容積正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
正⾚⾎球性貧⾎・⾚⾎球容積正常p/o 1.. ⾚⾎球容積正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球容積正常状態$異常状態%原因a/o 1.. 正⾚⾎球性貧⾎・正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

正⾚⾎球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
正⾚⾎球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 正⾚⾎球性貧⾎・正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
正⾚⾎球性貧⾎・正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 正⾚⾎球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 正⾚⾎球性貧⾎・⾚⾎球容積正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
正⾚⾎球性貧⾎・⾚⾎球容積正常p/o 1.. ⾚⾎球容積正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球容積正常状態$異常状態%原因a/o 1.. 正⾚⾎球性貧⾎・正⾚⾎球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

正⾚⾎球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 正球性正⾊素性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 正⾚⾎球性貧⾎
[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<正⾚⾎球性貧⾎$構成要素
正球性正⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 正球性正⾊素性貧⾎・正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
正球性正⾊素性貧⾎・正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 正球性正⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 正球性正⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
正球性正⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常状態$異常状態%原因a/o 1.. 正球性正⾊素性貧⾎・正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

正球性正⾊素性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<正⾚⾎球性貧⾎$構成要素
正球性正⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 正球性正⾊素性貧⾎・正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
正球性正⾊素性貧⾎・正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 正球性正⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 正球性正⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
正球性正⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常状態$異常状態%原因a/o 1.. 正球性正⾊素性貧⾎・正球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

正球性正⾊素性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 正⾊素性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
正⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 正⾊素性貧⾎・正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
正⾊素性貧⾎・正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 正⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 正⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
正⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常状態$異常状態%原因a/o 1.. 正⾊素性貧⾎・正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

正⾊素性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
正⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 正⾊素性貧⾎・正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
正⾊素性貧⾎・正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 正⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 正⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
正⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常状態$異常状態%原因a/o 1.. 正⾊素性貧⾎・正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

正⾊素性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼤球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎
[Sub Classes (1)] ⼤球性正⾊素性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
⼤球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼤球性貧⾎・⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤球性貧⾎・⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼤球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼤球性貧⾎・⾚⾎球容積⾼値[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤球性貧⾎・⾚⾎球容積⾼値p/o 1.. ⾚⾎球容積⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球容積⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼤球性貧⾎・⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⼤球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
⼤球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼤球性貧⾎・⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤球性貧⾎・⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼤球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼤球性貧⾎・⾚⾎球容積⾼値[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤球性貧⾎・⾚⾎球容積⾼値p/o 1.. ⾚⾎球容積⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球容積⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼤球性貧⾎・⼤球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⼤球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 346 ]

[Class Name] ⼤球性正⾊素性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⼤球性貧⾎$構成要素
⼤球性正⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼤球性正⾊素性貧⾎・⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤球性正⾊素性貧⾎・⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼤球性正⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼤球性正⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤球性正⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼤球性正⾊素性貧⾎・⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⼤球性正⾊素性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼤球性貧⾎$構成要素
⼤球性正⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼤球性正⾊素性貧⾎・⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤球性正⾊素性貧⾎・⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼤球性正⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼤球性正⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼤球性正⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼤球性正⾊素性貧⾎・⼤球性正⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⼤球性正⾊素性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾼⾊素性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
⾼⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼⾊素性貧⾎・⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼⾊素性貧⾎・⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾼⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾼⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度⾼値[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度⾼値p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼⾊素性貧⾎・⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾼⾊素性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
⾼⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾼⾊素性貧⾎・⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼⾊素性貧⾎・⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾼⾊素性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾼⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度⾼値[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾼⾊素性貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度⾼値p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度⾼値状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾼⾊素性貧⾎・⾼⾊素性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾼⾊素性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 鉄⽋乏性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏状態[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン合成障害[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・⾚⾎球容積低値[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・低フェリチン⾎症[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・⾆炎[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・⼝内炎[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・嚥下困難[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・匙状⽖[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・異⾷症[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・⾚⾎球鉄利⽤率亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏状態p/o 1.. 鉄⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<鉄⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン合成障害p/o 1.. ヘモグロビン合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン合成障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・⾚⾎球容積低値p/o 1.. ⾚⾎球容積低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球容積低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・低フェリチン⾎症p/o 1.. 低フェリチン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低フェリチン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・⾆炎p/o 1.. ⾆炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾆炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・⼝内炎p/o 1.. ⼝内炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

鉄⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏状態[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン合成障害[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・⾚⾎球容積低値[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・低フェリチン⾎症[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・⾆炎[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・⼝内炎[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・嚥下困難[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・匙状⽖[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・異⾷症[RH]
▼結果 <<鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・⾚⾎球鉄利⽤率亢進[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏状態p/o 1.. 鉄⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<鉄⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン合成障害p/o 1.. ヘモグロビン合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン合成障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・⾚⾎球容積低値p/o 1.. ⾚⾎球容積低値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球容積低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・低フェリチン⾎症p/o 1.. 低フェリチン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<低フェリチン⾎症状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・⾆炎p/o 1.. ⾆炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾆炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・⼝内炎p/o 1.. ⼝内炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

鉄⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・⼝内炎p/o 1.. ⼝内炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼝内炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・嚥下困難p/o 1.. 嚥下困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚥下困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・匙状⽖p/o 1.. 匙状⽖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<匙状⽖状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・異⾷症p/o 1.. 異⾷症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<異⾷症状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・⾚⾎球鉄利⽤率亢進p/o 1.. ⾚⾎球鉄利⽤率亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球鉄利⽤率亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・⼝内炎p/o 1.. ⼝内炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼝内炎状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・嚥下困難p/o 1.. 嚥下困難[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<嚥下困難状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・匙状⽖p/o 1.. 匙状⽖[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<匙状⽖状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・異⾷症p/o 1.. 異⾷症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<異⾷症状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄⽋乏性貧⾎・⾚⾎球鉄利⽤率亢進p/o 1.. ⾚⾎球鉄利⽤率亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球鉄利⽤率亢進状態$異常状態%原因a/o 1.. 鉄⽋乏性貧⾎・鉄⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 鉄芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎
[Sub Classes (2)] 遺伝性鉄芽球性貧⾎，後天性鉄芽球性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄芽球性貧⾎・鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン合成障害[RH]
▼結果 <<鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・環状鉄芽球出現[RH]
▼結果 <<鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・無効造⾎[RH]
▼結果 <<鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・⾚⾎球鉄利⽤率低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン合成障害p/o 1.. ヘモグロビン合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン合成障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄芽球性貧⾎・環状鉄芽球出現p/o 1.. 環状鉄芽球出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<環状鉄芽球出現状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄芽球性貧⾎・無効造⾎p/o 1.. 無効造⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無効造⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄芽球性貧⾎・⾚⾎球鉄利⽤率低下p/o 1.. ⾚⾎球鉄利⽤率低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球鉄利⽤率低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄芽球性貧⾎・鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン合成障害[RH]
▼結果 <<鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・環状鉄芽球出現[RH]
▼結果 <<鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・無効造⾎[RH]
▼結果 <<鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・⾚⾎球鉄利⽤率低下[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン合成障害p/o 1.. ヘモグロビン合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン合成障害状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄芽球性貧⾎・環状鉄芽球出現p/o 1.. 環状鉄芽球出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<環状鉄芽球出現状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄芽球性貧⾎・無効造⾎p/o 1.. 無効造⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<無効造⾎状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
鉄芽球性貧⾎・⾚⾎球鉄利⽤率低下p/o 1.. ⾚⾎球鉄利⽤率低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球鉄利⽤率低下状態$異常状態%原因

a/o 1.. 鉄芽球性貧⾎・鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性鉄芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 鉄芽球性貧⾎
[Sub Classes (3)] X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎，常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎，

常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<鉄芽球性貧⾎$構成要素
遺伝性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性鉄芽球性貧⾎・遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・ヘム合成酵素異常[RH]
▼結果 <<遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・遺伝性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性鉄芽球性貧⾎・ヘム合成酵素異常p/o 1.. ヘム合成酵素異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘム合成酵素異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性鉄芽球性貧⾎・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

遺伝性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<鉄芽球性貧⾎$構成要素
遺伝性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性鉄芽球性貧⾎・遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・ヘム合成酵素異常[RH]
▼結果 <<遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・遺伝性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性鉄芽球性貧⾎・ヘム合成酵素異常p/o 1.. ヘム合成酵素異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘム合成酵素異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性鉄芽球性貧⾎・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性鉄芽球性貧⾎・遺伝性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

遺伝性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 鉄芽球性貧⾎
 / 遺伝性鉄芽球性貧⾎

[Sub Classes (2)] ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎，
ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<遺伝性鉄芽球性貧⾎$構成要素
X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・X染⾊体連鎖性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・X染⾊体連鎖性遺伝p/o 1.. X染⾊体連鎖性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<X染⾊体連鎖性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性鉄芽球性貧⾎$構成要素
X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・X染⾊体連鎖性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・X染⾊体連鎖性遺伝p/o 1.. X染⾊体連鎖性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<X染⾊体連鎖性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 鉄芽球性貧⾎
 / 遺伝性鉄芽球性貧⾎ / X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎$構成要素
ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・デルタアミノレブリン酸合成酵素2⽋乏[RH]
▼結果 <<ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン反応性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・デルタアミノレブリン酸合成酵素2⽋乏p/o 1.. デルタアミノレブリン酸合成酵素2⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<デルタアミノレブリン酸合成酵素2⽋乏状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン反応性p/o 1.. ピリドキシン反応性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピリドキシン反応性状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎$構成要素
ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・デルタアミノレブリン酸合成酵素2⽋乏[RH]
▼結果 <<ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン反応性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・デルタアミノレブリン酸合成酵素2⽋乏p/o 1.. デルタアミノレブリン酸合成酵素2⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<デルタアミノレブリン酸合成酵素2⽋乏状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン反応性p/o 1.. ピリドキシン反応性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピリドキシン反応性状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ピリドキシン反応型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 鉄芽球性貧⾎
 / 遺伝性鉄芽球性貧⾎ / X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎$構成要素
ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ABC7⽋乏[RH]
▼結果 <<ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン抵抗性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ABC7⽋乏p/o 1.. ABC7⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ABC7⽋乏状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン抵抗性p/o 1.. ピリドキシン抵抗性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピリドキシン抵抗性状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<X 染⾊体連鎖鉄芽球性貧⾎$構成要素
ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ABC7⽋乏[RH]
▼結果 <<ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン抵抗性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ABC7⽋乏p/o 1.. ABC7⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ABC7⽋乏状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン抵抗性p/o 1.. ピリドキシン抵抗性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピリドキシン抵抗性状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ピリドキシン抵抗型X染⾊体連鎖性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 鉄芽球性貧⾎
 / 遺伝性鉄芽球性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<遺伝性鉄芽球性貧⾎$構成要素
常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体優性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体優性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性鉄芽球性貧⾎$構成要素
常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体優性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体優性遺伝p/o 1.. 常染⾊体優性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体優性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. 常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

常染⾊体優性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 鉄芽球性貧⾎
 / 遺伝性鉄芽球性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<遺伝性鉄芽球性貧⾎$構成要素
常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<遺伝性鉄芽球性貧⾎$構成要素
常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体劣性遺伝[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%原因a/o 1.. 常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

常染⾊体劣性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 後天性鉄芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 鉄芽球性貧⾎
[Sub Classes (2)] 原発性鉄芽球性貧⾎，⼆次性鉄芽球性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<鉄芽球性貧⾎$構成要素
後天性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性鉄芽球性貧⾎・後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性鉄芽球性貧⾎・後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性鉄芽球性貧⾎・後天性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性鉄芽球性貧⾎・後天性p/o 1.. 後天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性鉄芽球性貧⾎・後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

後天性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<鉄芽球性貧⾎$構成要素
後天性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性鉄芽球性貧⾎・後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性鉄芽球性貧⾎・後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 後天性鉄芽球性貧⾎・後天性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性鉄芽球性貧⾎・後天性p/o 1.. 後天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性鉄芽球性貧⾎・後天性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

後天性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 原発性鉄芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 鉄芽球性貧⾎
 / 後天性鉄芽球性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<後天性鉄芽球性貧⾎$構成要素
原発性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性鉄芽球性貧⾎・原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性鉄芽球性貧⾎・原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 原発性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性鉄芽球性貧⾎・基礎疾患なし[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性鉄芽球性貧⾎・基礎疾患なしp/o 1.. 基礎疾患なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患なし状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性鉄芽球性貧⾎・原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<後天性鉄芽球性貧⾎$構成要素
原発性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 原発性鉄芽球性貧⾎・原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性鉄芽球性貧⾎・原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 原発性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 原発性鉄芽球性貧⾎・基礎疾患なし[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
原発性鉄芽球性貧⾎・基礎疾患なしp/o 1.. 基礎疾患なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患なし状態$異常状態%原因a/o 1.. 原発性鉄芽球性貧⾎・原発性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

原発性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼆次性鉄芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 鉄芽球性貧⾎
 / 後天性鉄芽球性貧⾎

[Sub Classes (3)] 薬物性鉄芽球性貧⾎，中毒性鉄芽球性貧⾎，ピリドキシン反応性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<後天性鉄芽球性貧⾎$構成要素
⼆次性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・基礎疾患あり[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物誘発性[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物中毒性[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピリドキシン⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性鉄芽球性貧⾎・基礎疾患ありp/o 1.. 基礎疾患あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患あり状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⼆次性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<後天性鉄芽球性貧⾎$構成要素
⼆次性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・基礎疾患あり[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物誘発性[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物中毒性[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピリドキシン⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性鉄芽球性貧⾎・基礎疾患ありp/o 1.. 基礎疾患あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<基礎疾患あり状態$異常状態%原因a/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⼆次性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬物性鉄芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 鉄芽球性貧⾎
 / 後天性鉄芽球性貧⾎ / ⼆次性鉄芽球性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼原因 <<薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・ピラジナミド[RH]
▼原因 <<薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・シクロセリン[RH]
▼原因 <<薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・クロラムフェニコール[RH]
▼原因 <<薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・D-ペニシラミン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・ピラジナミドp/o 1.. ピラジナミド[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ピラジナミド状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ピラジナミド状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・イソニアジド[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・シクロセリンp/o 1.. シクロセリン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シクロセリン状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・クロラムフェニコールp/o 1.. クロラムフェニコール[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<クロラムフェニコール状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・D-ペニシラミンp/o 1.. D-ペニシラミン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<D-ペニシラミン状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・イソニアジドp/o 1.. イソニアジド[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<イソニアジド状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・ピラジナミド[RH]

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物誘発性[RH]

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素

薬物性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼原因 <<薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・ピラジナミド[RH]
▼原因 <<薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・シクロセリン[RH]
▼原因 <<薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・クロラムフェニコール[RH]
▼原因 <<薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・D-ペニシラミン[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・ピラジナミドp/o 1.. ピラジナミド[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ピラジナミド状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ピラジナミド状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・イソニアジド[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・シクロセリンp/o 1.. シクロセリン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<シクロセリン状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・クロラムフェニコールp/o 1.. クロラムフェニコール[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<クロラムフェニコール状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・D-ペニシラミンp/o 1.. D-ペニシラミン[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<D-ペニシラミン状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・イソニアジドp/o 1.. イソニアジド[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<イソニアジド状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・ピラジナミド[RH]

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物誘発性[RH]

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素

薬物性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物誘発性[RH]

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物誘発性[RH]

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
薬物性鉄芽球性貧⾎・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 中毒性鉄芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 鉄芽球性貧⾎
 / 後天性鉄芽球性貧⾎ / ⼆次性鉄芽球性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
中毒性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中毒性鉄芽球性貧⾎・中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼原因 <<中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・鉛中毒[RH]
▼原因 <<中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・慢性アルコール中毒[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中毒性鉄芽球性貧⾎・鉛中毒p/o 1.. 鉛中毒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<鉛中毒状態$異常状態%結果a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中毒性鉄芽球性貧⾎・慢性アルコール中毒p/o 1.. 慢性アルコール中毒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性アルコール中毒状態$異常状態%結果a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
中毒性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・薬物中毒性[RH]
▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
中毒性鉄芽球性貧⾎・薬物中毒性p/o 1.. 薬物中毒性[RH]

連鎖種別 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物中毒性状態$異常状態%原因a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

中毒性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
中毒性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中毒性鉄芽球性貧⾎・中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼原因 <<中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・鉛中毒[RH]
▼原因 <<中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・慢性アルコール中毒[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中毒性鉄芽球性貧⾎・鉛中毒p/o 1.. 鉛中毒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<鉛中毒状態$異常状態%結果a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
中毒性鉄芽球性貧⾎・慢性アルコール中毒p/o 1.. 慢性アルコール中毒[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<慢性アルコール中毒状態$異常状態%結果a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・中毒性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
中毒性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・薬物中毒性[RH]
▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
中毒性鉄芽球性貧⾎・薬物中毒性p/o 1.. 薬物中毒性[RH]

連鎖種別 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物中毒性状態$異常状態%原因a/o 1.. 中毒性鉄芽球性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

中毒性鉄芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピリドキシン反応性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 鉄芽球性貧⾎
 / 後天性鉄芽球性貧⾎ / ⼆次性鉄芽球性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
ピリドキシン反応性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリドキシン反応性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
ピリドキシン反応性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ピリドキシン反応性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピリドキシン反応性貧⾎・ピリドキシン⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
ピリドキシン反応性貧⾎・ピリドキシン⽋乏状態p/o 1.. ピリドキシン⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピリドキシン⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリドキシン反応性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ピリドキシン反応性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
ピリドキシン反応性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ピリドキシン反応性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
ピリドキシン反応性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ピリドキシン反応性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピリドキシン反応性貧⾎・ピリドキシン⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素
ピリドキシン反応性貧⾎・ピリドキシン⽋乏状態p/o 1.. ピリドキシン⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<⼆次性鉄芽球性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピリドキシン⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ピリドキシン反応性貧⾎・⼆次性鉄芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ピリドキシン反応性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 再⽣不良性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎
[Sub Classes (5)] 先天性再⽣不良性貧⾎，後天性再⽣不良性貧⾎，再⽣不良性貧⾎・軽症，

再⽣不良性貧⾎・中等症，再⽣不良性貧⾎・重症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼原因 <<再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・造⾎幹細胞減少[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・造⾎幹細胞減少p/o 1.. 造⾎幹細胞減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<造⾎幹細胞減少状態$異常状態%結果
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・⾻髄低形成[RH]

▼結果 <<再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・汎⾎球減少[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・⾻髄低形成p/o 1.. ⾻髄低形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄低形成状態$異常状態%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・汎⾎球減少p/o 1.. 汎⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<汎⾎球減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼原因 <<再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・造⾎幹細胞減少[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・造⾎幹細胞減少p/o 1.. 造⾎幹細胞減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<造⾎幹細胞減少状態$異常状態%結果
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・⾻髄低形成[RH]

▼結果 <<再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・汎⾎球減少[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・⾻髄低形成p/o 1.. ⾻髄低形成[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄低形成状態$異常状態%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・汎⾎球減少p/o 1.. 汎⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<汎⾎球減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性再⽣不良性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
[Sub Classes (3)] ファンコニー貧⾎，家族性再⽣不良性貧⾎，先天性⾓化異常症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<再⽣不良性貧⾎$構成要素
先天性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性再⽣不良性貧⾎・先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性再⽣不良性貧⾎・先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 先天性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性再⽣不良性貧⾎・先天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性再⽣不良性貧⾎・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性再⽣不良性貧⾎・先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<再⽣不良性貧⾎$構成要素
先天性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性再⽣不良性貧⾎・先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性再⽣不良性貧⾎・先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 先天性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性再⽣不良性貧⾎・先天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性再⽣不良性貧⾎・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性再⽣不良性貧⾎・先天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 368 ]

[Class Name] ファンコニー貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
 / 先天性再⽣不良性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

ファンコニー貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）ファンコニー貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性再⽣不良性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
 / 先天性再⽣不良性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

家族性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）家族性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⾓化異常症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
 / 先天性再⽣不良性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<先天性再⽣不良性貧⾎$構成要素
先天性⾓化異常症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾓化異常症・先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾓化異常症・先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性⾓化異常症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性⾓化異常症・⽪膚⾊素沈着[RH]
▼結果 <<先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性⾓化異常症・⼝腔⽩板症[RH]
▼結果 <<先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性⾓化異常症・⽖ジストロフィー[RH]
▼結果 <<先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性⾓化異常症・テロメラーゼ関連遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾓化異常症・⽪膚⾊素沈着p/o 1.. ⽪膚⾊素沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚⾊素沈着状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⾓化異常症・先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾓化異常症・⼝腔⽩板症p/o 1.. ⼝腔⽩板症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼝腔⽩板症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾓化異常症・先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾓化異常症・⽖ジストロフィーp/o 1.. ⽖ジストロフィー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽖ジストロフィー状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⾓化異常症・先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾓化異常症・テロメラーゼ関連遺伝⼦異常p/o 1.. テロメラーゼ関連遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<テロメラーゼ関連遺伝⼦異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾓化異常症・先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性⾓化異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性再⽣不良性貧⾎$構成要素
先天性⾓化異常症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾓化異常症・先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾓化異常症・先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性⾓化異常症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性⾓化異常症・⽪膚⾊素沈着[RH]
▼結果 <<先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性⾓化異常症・⼝腔⽩板症[RH]
▼結果 <<先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性⾓化異常症・⽖ジストロフィー[RH]
▼結果 <<先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性⾓化異常症・テロメラーゼ関連遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾓化異常症・⽪膚⾊素沈着p/o 1.. ⽪膚⾊素沈着[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⽪膚⾊素沈着状態$異常状態%原因

a/o 1.. 先天性⾓化異常症・先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾓化異常症・⼝腔⽩板症p/o 1.. ⼝腔⽩板症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⼝腔⽩板症状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾓化異常症・先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾓化異常症・⽖ジストロフィーp/o 1.. ⽖ジストロフィー[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽖ジストロフィー状態$異常状態%原因
a/o 1.. 先天性⾓化異常症・先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾓化異常症・テロメラーゼ関連遺伝⼦異常p/o 1.. テロメラーゼ関連遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<テロメラーゼ関連遺伝⼦異常状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾓化異常症・先天性⾓化異常症・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性⾓化異常症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 後天性再⽣不良性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
[Sub Classes (2)] 特発性再⽣不良性貧⾎，⼆次性再⽣不良性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<再⽣不良性貧⾎$構成要素
後天性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 後天性再⽣不良性貧⾎・後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性再⽣不良性貧⾎・後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 後天性再⽣不良性貧⾎・後天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性再⽣不良性貧⾎・後天性p/o 1.. 後天性[RH]

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

a/o 1.. 後天性再⽣不良性貧⾎・後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

後天性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<再⽣不良性貧⾎$構成要素
後天性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 後天性再⽣不良性貧⾎・後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性再⽣不良性貧⾎・後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 後天性再⽣不良性貧⾎・後天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性再⽣不良性貧⾎・後天性p/o 1.. 後天性[RH]

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

a/o 1.. 後天性再⽣不良性貧⾎・後天性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

後天性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性再⽣不良性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
 / 後天性再⽣不良性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<後天性再⽣不良性貧⾎$構成要素
特発性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性再⽣不良性貧⾎・特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性再⽣不良性貧⾎・特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 特発性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 特発性再⽣不良性貧⾎・基礎疾患なし[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性再⽣不良性貧⾎・基礎疾患なしp/o 1.. 基礎疾患なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<基礎疾患なし状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性再⽣不良性貧⾎・特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

特発性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<後天性再⽣不良性貧⾎$構成要素
特発性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 特発性再⽣不良性貧⾎・特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性再⽣不良性貧⾎・特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 特発性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 特発性再⽣不良性貧⾎・基礎疾患なし[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性再⽣不良性貧⾎・基礎疾患なしp/o 1.. 基礎疾患なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<基礎疾患なし状態$異常状態%原因
a/o 1.. 特発性再⽣不良性貧⾎・特発性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

特発性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼆次性再⽣不良性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
 / 後天性再⽣不良性貧⾎

[Sub Classes (4)] 肝炎後再⽣不良性貧⾎，放射線性再⽣不良性貧⾎，
薬物性再⽣不良性貧⾎，免疫疾患関連再⽣不良性貧⾎

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<後天性再⽣不良性貧⾎$構成要素
⼆次性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性再⽣不良性貧⾎・⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・基礎疾患あり[RH]
▼結果 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 放射線性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性再⽣不良性貧⾎・基礎疾患ありp/o 1.. 基礎疾患あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<基礎疾患あり状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⼆次性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<後天性再⽣不良性貧⾎$構成要素
⼆次性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性再⽣不良性貧⾎・⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・基礎疾患あり[RH]
▼結果 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 放射線性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼆次性再⽣不良性貧⾎・基礎疾患ありp/o 1.. 基礎疾患あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<基礎疾患あり状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⼆次性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 肝炎後再⽣不良性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
 / 後天性再⽣不良性貧⾎ / ⼆次性再⽣不良性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素
肝炎後再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肝炎後再⽣不良性貧⾎・肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝炎後再⽣不良性貧⾎・肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肝炎後再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肝炎後再⽣不良性貧⾎・肝炎後[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝炎後再⽣不良性貧⾎・肝炎後p/o 1.. 肝炎後[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝炎後状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肝炎後再⽣不良性貧⾎・肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

肝炎後再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素
肝炎後再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 肝炎後再⽣不良性貧⾎・肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝炎後再⽣不良性貧⾎・肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 肝炎後再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 肝炎後再⽣不良性貧⾎・肝炎後[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
肝炎後再⽣不良性貧⾎・肝炎後p/o 1.. 肝炎後[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<肝炎後状態$異常状態%原因
a/o 1.. 肝炎後再⽣不良性貧⾎・肝炎後再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

肝炎後再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 376 ]

[Class Name] 放射線性再⽣不良性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
 / 後天性再⽣不良性貧⾎ / ⼆次性再⽣不良性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素
放射線性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 放射線性再⽣不良性貧⾎・⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素
放射線性再⽣不良性貧⾎・⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放射線性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 放射線性再⽣不良性貧⾎・放射線性[RH]
▼構成要素 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素
放射線性再⽣不良性貧⾎・放射線性p/o 1.. 放射線性[RH]

連鎖種別 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<放射線性状態$異常状態%原因

a/o 1.. 放射線性再⽣不良性貧⾎・⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

放射線性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素
放射線性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 放射線性再⽣不良性貧⾎・⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素
放射線性再⽣不良性貧⾎・⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 放射線性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 放射線性再⽣不良性貧⾎・放射線性[RH]
▼構成要素 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素
放射線性再⽣不良性貧⾎・放射線性p/o 1.. 放射線性[RH]

連鎖種別 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<放射線性状態$異常状態%原因

a/o 1.. 放射線性再⽣不良性貧⾎・⼆次性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

放射線性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬物性再⽣不良性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
 / 後天性再⽣不良性貧⾎ / ⼆次性再⽣不良性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素
薬物性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬物性再⽣不良性貧⾎・薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性再⽣不良性貧⾎・薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬物性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬物性再⽣不良性貧⾎・薬物誘発性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性再⽣不良性貧⾎・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物性再⽣不良性貧⾎・薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

薬物性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⼆次性再⽣不良性貧⾎$構成要素
薬物性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬物性再⽣不良性貧⾎・薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性再⽣不良性貧⾎・薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 薬物性再⽣不良性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬物性再⽣不良性貧⾎・薬物誘発性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性再⽣不良性貧⾎・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物性再⽣不良性貧⾎・薬物性再⽣不良性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

薬物性再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 免疫疾患関連再⽣不良性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
 / 後天性再⽣不良性貧⾎ / ⼆次性再⽣不良性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

免疫疾患関連再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）免疫疾患関連再⽣不良性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 再⽣不良性貧⾎・軽症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<再⽣不良性貧⾎$構成要素
再⽣不良性貧⾎・軽症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・軽症・再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・軽症・再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・軽症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・軽症・軽症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・軽症・軽症p/o 1.. 軽症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<軽症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・軽症・再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)[RH]

再⽣不良性貧⾎・軽症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<再⽣不良性貧⾎$構成要素
再⽣不良性貧⾎・軽症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・軽症・再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・軽症・再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・軽症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・軽症・軽症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・軽症・軽症p/o 1.. 軽症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<軽症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・軽症・再⽣不良性貧⾎・軽症・暫定連鎖(結果)[RH]

再⽣不良性貧⾎・軽症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 再⽣不良性貧⾎・中等症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<再⽣不良性貧⾎$構成要素
再⽣不良性貧⾎・中等症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・中等症・再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・中等症・再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・中等症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・中等症・中等症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・中等症・中等症p/o 1.. 中等症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中等症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・中等症・再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)[RH]

再⽣不良性貧⾎・中等症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<再⽣不良性貧⾎$構成要素
再⽣不良性貧⾎・中等症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・中等症・再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・中等症・再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・中等症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・中等症・中等症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・中等症・中等症p/o 1.. 中等症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中等症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・中等症・再⽣不良性貧⾎・中等症・暫定連鎖(結果)[RH]

再⽣不良性貧⾎・中等症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 再⽣不良性貧⾎・重症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 再⽣不良性貧⾎
[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<再⽣不良性貧⾎$構成要素
再⽣不良性貧⾎・重症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・重症・再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・重症・再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・重症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・重症・重症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・重症・重症p/o 1.. 重症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・重症・再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)[RH]

再⽣不良性貧⾎・重症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<再⽣不良性貧⾎$構成要素
再⽣不良性貧⾎・重症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・重症・再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・重症・再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・重症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・重症・重症[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
再⽣不良性貧⾎・重症・重症p/o 1.. 重症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<重症状態$異常状態%原因
a/o 1.. 再⽣不良性貧⾎・重症・再⽣不良性貧⾎・重症・暫定連鎖(結果)[RH]

再⽣不良性貧⾎・重症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾚芽球癆
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎
[Sub Classes (4)] 先天性⾚芽球癆，胎児⾚芽球癆，急性⼀過性⾚芽球癆，後天性⾚芽球癆
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾚芽球癆・⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾚芽球癆・⾚⾎球系細胞著減[RH]
▼結果 <<⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾚芽球癆・⽩⾎球減少[RH]
▼結果 <<⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾚芽球癆・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾚芽球癆・⾚⾎球系細胞著減p/o 1.. ⾚⾎球系細胞著減[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球系細胞著減状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾚芽球癆・⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾚芽球癆・⽩⾎球減少p/o 1.. ⽩⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾚芽球癆・⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾚芽球癆・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾚芽球癆・⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾚芽球癆・⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾚芽球癆・⾚⾎球系細胞著減[RH]
▼結果 <<⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾚芽球癆・⽩⾎球減少[RH]
▼結果 <<⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾚芽球癆・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾚芽球癆・⾚⾎球系細胞著減p/o 1.. ⾚⾎球系細胞著減[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球系細胞著減状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾚芽球癆・⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾚芽球癆・⽩⾎球減少p/o 1.. ⽩⾎球減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⽩⾎球減少状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾚芽球癆・⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾚芽球癆・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾚芽球癆・⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⾚芽球癆
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / ⾚芽球癆
[Sub Classes (1)] ダイアモンド・ブラックファン貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾚芽球癆$構成要素
先天性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾚芽球癆・先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾚芽球癆・先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性⾚芽球癆・先天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾚芽球癆・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾚芽球癆・先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾚芽球癆$構成要素
先天性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾚芽球癆・先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾚芽球癆・先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性⾚芽球癆・先天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾚芽球癆・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾚芽球癆・先天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 385 ]

[Class Name] ダイアモンド・ブラックファン貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / ⾚芽球癆
 / 先天性⾚芽球癆

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<先天性⾚芽球癆$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼原因 <<ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・リボソーム蛋⽩遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・リボソーム蛋⽩遺伝⼦異常p/o 1.. リボソーム蛋⽩遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リボソーム蛋⽩遺伝⼦異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・遺伝性[RH]
▼結果 <<ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・リボソーム蛋⽩⽋乏[RH]
▼結果 <<ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・⾚⾎球アデノシンデアミナーゼ活性⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・リボソーム蛋⽩⽋乏p/o 1.. リボソーム蛋⽩⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リボソーム蛋⽩⽋乏状態$異常状態%原因a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・⾚⾎球アデノシンデアミナーゼ活性⾼値p/o 1.. ⾚⾎球アデノシンデアミナーゼ活性⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球アデノシンデアミナーゼ活性⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ダイアモンド・ブラックファン貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性⾚芽球癆$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼原因 <<ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・リボソーム蛋⽩遺伝⼦異常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・リボソーム蛋⽩遺伝⼦異常p/o 1.. リボソーム蛋⽩遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<リボソーム蛋⽩遺伝⼦異常状態$異常状態%結果a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・遺伝性[RH]
▼結果 <<ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・リボソーム蛋⽩⽋乏[RH]
▼結果 <<ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・⾚⾎球アデノシンデアミナーゼ活性⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・リボソーム蛋⽩⽋乏p/o 1.. リボソーム蛋⽩⽋乏[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<リボソーム蛋⽩⽋乏状態$異常状態%原因a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・⾚⾎球アデノシンデアミナーゼ活性⾼値p/o 1.. ⾚⾎球アデノシンデアミナーゼ活性⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球アデノシンデアミナーゼ活性⾼値状態$異常状態%原因
a/o 1.. ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・ダイアモンド・ブラックファン貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ダイアモンド・ブラックファン貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胎児⾚芽球癆
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾚芽球癆$構成要素
胎児⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 胎児⾚芽球癆・胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児⾚芽球癆・胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胎児⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胎児⾚芽球癆・胎児⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児⾚芽球癆・胎児⽔腫p/o 1.. 胎児⽔腫[RH]

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

a/o 1.. 胎児⾚芽球癆・胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

胎児⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾚芽球癆$構成要素
胎児⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 胎児⾚芽球癆・胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児⾚芽球癆・胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 胎児⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 胎児⾚芽球癆・胎児⽔腫[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
胎児⾚芽球癆・胎児⽔腫p/o 1.. 胎児⽔腫[RH]

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

a/o 1.. 胎児⾚芽球癆・胎児⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

胎児⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性⼀過性⾚芽球癆
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / ⾚芽球癆
[Sub Classes (1)] ⼩児⼀過性⾚芽球減少症
[Graph (56%)] 

急性⼀過性⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）急性⼀過性⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩児⼀過性⾚芽球減少症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / ⾚芽球癆
 / 急性⼀過性⾚芽球癆

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⼩児⼀過性⾚芽球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）⼩児⼀過性⾚芽球減少症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 後天性⾚芽球癆
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / ⾚芽球癆
[Sub Classes (3)] 特発性⾚芽球癆，慢性後天性⾚芽球癆，薬物性⾚芽球癆
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾚芽球癆$構成要素
後天性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性⾚芽球癆・後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性⾚芽球癆・後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 後天性⾚芽球癆・後天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性⾚芽球癆・後天性p/o 1.. 後天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性⾚芽球癆・後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

後天性⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾚芽球癆$構成要素
後天性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 後天性⾚芽球癆・後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性⾚芽球癆・後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 後天性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 後天性⾚芽球癆・後天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性⾚芽球癆・後天性p/o 1.. 後天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<後天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 後天性⾚芽球癆・後天性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

後天性⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 特発性⾚芽球癆
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / ⾚芽球癆
 / 後天性⾚芽球癆

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<後天性⾚芽球癆$構成要素
特発性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性⾚芽球癆・特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性⾚芽球癆・特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性⾚芽球癆・基礎疾患なし[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性⾚芽球癆・基礎疾患なしp/o 1.. 基礎疾患なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<基礎疾患なし状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性⾚芽球癆・特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

特発性⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<後天性⾚芽球癆$構成要素
特発性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 特発性⾚芽球癆・特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性⾚芽球癆・特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 特発性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 特発性⾚芽球癆・基礎疾患なし[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
特発性⾚芽球癆・基礎疾患なしp/o 1.. 基礎疾患なし[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<基礎疾患なし状態$異常状態%原因a/o 1.. 特発性⾚芽球癆・特発性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

特発性⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性後天性⾚芽球癆
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / ⾚芽球癆
 / 後天性⾚芽球癆

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

慢性後天性⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）慢性後天性⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬物性⾚芽球癆
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / ⾚芽球癆
 / 後天性⾚芽球癆

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<後天性⾚芽球癆$構成要素
薬物性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性⾚芽球癆・薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性⾚芽球癆・薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物性⾚芽球癆・薬物誘発性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性⾚芽球癆・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物性⾚芽球癆・薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

薬物性⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<後天性⾚芽球癆$構成要素
薬物性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性⾚芽球癆・薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性⾚芽球癆・薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性⾚芽球癆・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 薬物性⾚芽球癆・薬物誘発性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性⾚芽球癆・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因a/o 1.. 薬物性⾚芽球癆・薬物性⾚芽球癆・暫定連鎖(結果)[RH]

薬物性⾚芽球癆 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 巨⾚芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎
[Sub Classes (2)] ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎，葉酸⽋乏性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
巨⾚芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⾚芽球性貧⾎・巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・DNA合成障害[RH]

▼結果 <<巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・⾚⾎球容積⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⾚芽球性貧⾎・DNA合成障害p/o 1.. DNA合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<DNA合成障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<DNA合成障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・巨⾚芽球出現[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⾚芽球性貧⾎・巨⾚芽球出現p/o 1.. 巨⾚芽球出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<巨⾚芽球出現状態$異常状態%原因
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・DNA合成障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⾚芽球性貧⾎・⾚⾎球容積⾼値p/o 1.. ⾚⾎球容積⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球容積⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

巨⾚芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
巨⾚芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⾚芽球性貧⾎・巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・DNA合成障害[RH]

▼結果 <<巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・⾚⾎球容積⾼値[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⾚芽球性貧⾎・DNA合成障害p/o 1.. DNA合成障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<DNA合成障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<DNA合成障害状態$異常状態%結果
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・巨⾚芽球出現[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⾚芽球性貧⾎・巨⾚芽球出現p/o 1.. 巨⾚芽球出現[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<巨⾚芽球出現状態$異常状態%原因
a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・DNA合成障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
巨⾚芽球性貧⾎・⾚⾎球容積⾼値p/o 1.. ⾚⾎球容積⾼値[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球容積⾼値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 巨⾚芽球性貧⾎・巨⾚芽球性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

巨⾚芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
[Sub Classes (5)] 先天性ビタミンB12⽋乏性貧⾎，

吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎，
クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎，悪性貧⾎，
⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<巨⾚芽球性貧⾎$構成要素
ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ビタミンＢ12⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ビタミンＢ12⽋乏状態p/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ビタミンＢ12⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<巨⾚芽球性貧⾎$構成要素
ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ビタミンＢ12⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ビタミンＢ12⽋乏状態p/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ビタミンＢ12⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性ビタミンB12⽋乏性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
 / ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎

[Sub Classes (1)] トランスコバラミン2⽋乏症
[Graph (56%)] 

先天性ビタミンB12⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）先天性ビタミンB12⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 397 ]

[Class Name] トランスコバラミン2⽋乏症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
 / ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎ / 先天性ビタミンB12⽋乏性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トランスコバラミン2⽋乏症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果
a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2遺伝⼦異常p/o 1.. トランスコバラミン2遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<トランスコバラミン2遺伝⼦異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏状態p/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<トランスコバラミン2⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2遺伝⼦異常[RH]
▼原因 <<トランスコバラミン2⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏状態[RH]
▼結果 <<トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・ホモシスチン尿症[RH]
▼結果 <<トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・メチルマロン酸尿[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トランスコバラミン2⽋乏症・ホモシスチン尿症p/o 1.. ホモシスチン尿症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホモシスチン尿症状態$異常状態%原因
a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トランスコバラミン2⽋乏症・メチルマロン酸尿p/o 1.. メチルマロン酸尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<メチルマロン酸尿状態$異常状態%原因
a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)[RH]

トランスコバラミン2⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トランスコバラミン2⽋乏症・常染⾊体劣性遺伝p/o 1.. 常染⾊体劣性遺伝[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<常染⾊体劣性遺伝状態$異常状態%結果
a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2遺伝⼦異常p/o 1.. トランスコバラミン2遺伝⼦異常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<トランスコバラミン2遺伝⼦異常状態$異常状態%結果
a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏状態p/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<トランスコバラミン2⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2遺伝⼦異常[RH]
▼原因 <<トランスコバラミン2⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・常染⾊体劣性遺伝[RH]
▼結果 <<トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏状態[RH]
▼結果 <<トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・ホモシスチン尿症[RH]
▼結果 <<トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・メチルマロン酸尿[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
トランスコバラミン2⽋乏症・ホモシスチン尿症p/o 1.. ホモシスチン尿症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ホモシスチン尿症状態$異常状態%原因
a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
トランスコバラミン2⽋乏症・メチルマロン酸尿p/o 1.. メチルマロン酸尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<メチルマロン酸尿状態$異常状態%原因
a/o 1.. トランスコバラミン2⽋乏症・トランスコバラミン2⽋乏症・暫定連鎖(結果)[RH]

トランスコバラミン2⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
 / ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎

[Sub Classes (1)] ⼩腸切除によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎$構成要素
吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・吸収不良症候群併存[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・吸収不良症候群併存p/o 1.. 吸収不良症候群併存[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<吸収不良症候群併存状態$異常状態%原因a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<吸収不良症候群併存状態$異常状態%結果a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ビタミンB12吸収障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ビタミンB12吸収障害p/o 1.. ビタミンB12吸収障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ビタミンB12吸収障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・吸収不良症候群併存[RH]

吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎$構成要素
吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・吸収不良症候群併存[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・吸収不良症候群併存p/o 1.. 吸収不良症候群併存[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<吸収不良症候群併存状態$異常状態%原因a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<吸収不良症候群併存状態$異常状態%結果a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ビタミンB12吸収障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ビタミンB12吸収障害p/o 1.. ビタミンB12吸収障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ビタミンB12吸収障害状態$異常状態%原因a/o 1.. 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・吸収不良症候群併存[RH]

吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⼩腸切除によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
 / ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎ / 吸収不良症候群によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩腸切除によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・⼩腸切除後p/o 1.. ⼩腸切除後[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⼩腸切除によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⼩腸切除によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・⼩腸切除後p/o 1.. ⼩腸切除後[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

⼩腸切除によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
 / ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎$構成要素
クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・クローン病併存p/o 1.. クローン病併存[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<クローン病併存状態$異常状態%結果
a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ビタミンB12吸収障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ビタミンB12吸収障害p/o 1.. ビタミンB12吸収障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ビタミンB12吸収障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・クローン病併存[RH]

▼原因 <<ビタミンB12吸収障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ビタミンB12吸収障害[RH]

クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎$構成要素
クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・クローン病併存p/o 1.. クローン病併存[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<クローン病併存状態$異常状態%結果
a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ビタミンB12吸収障害[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ビタミンB12吸収障害p/o 1.. ビタミンB12吸収障害[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ビタミンB12吸収障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・クローン病併存[RH]

▼原因 <<ビタミンB12吸収障害状態$異常状態%原因
a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎・ビタミンB12吸収障害[RH]

クローン病によるビタミンＢ１２⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 悪性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
 / ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎

[Sub Classes (3)] 胃切除後巨⾚芽球性貧⾎，先天型悪性貧⾎，若年型悪性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎$構成要素
悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性貧⾎・悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性貧⾎・悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼原因 <<悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 悪性貧⾎・委縮性胃炎[RH]

▼原因 <<悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 悪性貧⾎・抗胃壁細胞抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性貧⾎・委縮性胃炎p/o 1.. 委縮性胃炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<委縮性胃炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性貧⾎・悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性貧⾎・抗胃壁細胞抗体p/o 1.. 抗胃壁細胞抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<抗胃壁細胞抗体状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性貧⾎・悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性貧⾎・抗内因⼦抗体p/o 1.. 抗内因⼦抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<抗内因⼦抗体状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性貧⾎・内因⼦分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性貧⾎・内因⼦分泌不全p/o 1.. 内因⼦分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内因⼦分泌不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性貧⾎・抗内因⼦抗体[RH]

▼原因 <<内因⼦分泌不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性貧⾎・悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性貧⾎・悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性貧⾎・内因⼦分泌不全[RH]

悪性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎$構成要素
悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性貧⾎・悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性貧⾎・悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

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

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼原因 <<悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 悪性貧⾎・委縮性胃炎[RH]

▼原因 <<悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 悪性貧⾎・抗胃壁細胞抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性貧⾎・委縮性胃炎p/o 1.. 委縮性胃炎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<委縮性胃炎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性貧⾎・悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性貧⾎・抗胃壁細胞抗体p/o 1.. 抗胃壁細胞抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<抗胃壁細胞抗体状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性貧⾎・悪性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性貧⾎・抗内因⼦抗体p/o 1.. 抗内因⼦抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<抗内因⼦抗体状態$異常状態%結果
a/o 1.. 悪性貧⾎・内因⼦分泌不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性貧⾎・内因⼦分泌不全p/o 1.. 内因⼦分泌不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<内因⼦分泌不全状態$異常状態%原因
a/o 1.. 悪性貧⾎・抗内因⼦抗体[RH]

▼原因 <<内因⼦分泌不全状態$異常状態%原因a/o 1.. 悪性貧⾎・悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
悪性貧⾎・悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 悪性貧⾎・内因⼦分泌不全[RH]

悪性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胃切除後巨⾚芽球性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
 / ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎ / 悪性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

胃切除後巨⾚芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）胃切除後巨⾚芽球性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天型悪性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
 / ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎ / 悪性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<悪性貧⾎$構成要素
先天型悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天型悪性貧⾎・先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天型悪性貧⾎・先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天型悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天型悪性貧⾎・先天性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天型悪性貧⾎・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天型悪性貧⾎・先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

先天型悪性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性貧⾎$構成要素
先天型悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天型悪性貧⾎・先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天型悪性貧⾎・先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 先天型悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天型悪性貧⾎・先天性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天型悪性貧⾎・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天型悪性貧⾎・先天型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

先天型悪性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 若年型悪性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
 / ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎ / 悪性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<悪性貧⾎$構成要素
若年型悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型悪性貧⾎・若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型悪性貧⾎・若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 若年型悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 若年型悪性貧⾎・若年性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型悪性貧⾎・若年性p/o 1.. 若年性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<若年性状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型悪性貧⾎・若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

若年型悪性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<悪性貧⾎$構成要素
若年型悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 若年型悪性貧⾎・若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型悪性貧⾎・若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 若年型悪性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 若年型悪性貧⾎・若年性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
若年型悪性貧⾎・若年性p/o 1.. 若年性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<若年性状態$異常状態%原因a/o 1.. 若年型悪性貧⾎・若年型悪性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

若年型悪性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
 / ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎$構成要素
⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・ビタミンB12摂取不⾜[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・ビタミンB12摂取不⾜p/o 1.. ビタミンB12摂取不⾜[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ビタミンB12摂取不⾜状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<ビタミンＢ12⽋乏性貧⾎$構成要素
⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・ビタミンB12摂取不⾜[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・ビタミンB12摂取不⾜p/o 1.. ビタミンB12摂取不⾜[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ビタミンB12摂取不⾜状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾷事性ビタミンB12⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 葉酸⽋乏性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
[Sub Classes (2)] ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎，薬物性葉酸⽋乏性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<巨⾚芽球性貧⾎$構成要素
葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸⽋乏状態p/o 1.. 葉酸⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<葉酸⽋乏状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

葉酸⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<巨⾚芽球性貧⾎$構成要素
葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸⽋乏状態p/o 1.. 葉酸⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<葉酸⽋乏状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. 葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

葉酸⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
 / 葉酸⽋乏性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<葉酸⽋乏性貧⾎$構成要素
⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸摂取不⾜[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸摂取不⾜p/o 1.. 葉酸摂取不⾜[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<葉酸摂取不⾜状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<葉酸⽋乏性貧⾎$構成要素
⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸摂取不⾜[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸摂取不⾜p/o 1.. 葉酸摂取不⾜[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<葉酸摂取不⾜状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾷事性葉酸⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 巨⾚芽球性貧⾎
 / 葉酸⽋乏性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<葉酸⽋乏性貧⾎$構成要素
薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼原因 <<薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・代謝拮抗物質[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・代謝拮抗物質p/o 1.. 代謝拮抗物質[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<代謝拮抗物質状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸拮抗薬p/o 1.. 葉酸拮抗薬[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<葉酸拮抗薬状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物誘発性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸拮抗薬[RH]

▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物誘発性[RH]

薬物性葉酸⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<葉酸⽋乏性貧⾎$構成要素
薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼原因 <<薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・代謝拮抗物質[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・代謝拮抗物質p/o 1.. 代謝拮抗物質[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<代謝拮抗物質状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸拮抗薬p/o 1.. 葉酸拮抗薬[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<葉酸拮抗薬状態$異常状態%結果a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物誘発性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・葉酸拮抗薬[RH]

▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 薬物性葉酸⽋乏性貧⾎・薬物誘発性[RH]

薬物性葉酸⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎
[Sub Classes (2)] 先天性溶⾎性貧⾎，後天性溶⾎性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・⾚⾎球喪失増加[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・⾚⾎球破壊亢進[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・⾼間接ビリルビン⾎症[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・⾼LDH⾎症[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・網状⾚⾎球増加[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・⻩疸[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン尿[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・⾚⾎球喪失増加p/o 1.. ⾚⾎球喪失増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球喪失増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・⾚⾎球破壊亢進p/o 1.. ⾚⾎球破壊亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球破壊亢進状態$異常状態%原因
a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・⾼間接ビリルビン⾎症p/o 1.. ⾼間接ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼間接ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・⾼LDH⾎症p/o 1.. ⾼LDH⾎症[RH]

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

a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・網状⾚⾎球増加p/o 1.. 網状⾚⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<網状⾚⾎球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

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

溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・⾚⾎球喪失増加[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・⾚⾎球破壊亢進[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・⾼間接ビリルビン⾎症[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・⾼LDH⾎症[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・網状⾚⾎球増加[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・⻩疸[RH]
▼結果 <<溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン尿[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・⾚⾎球喪失増加p/o 1.. ⾚⾎球喪失増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾚⾎球喪失増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・⾚⾎球破壊亢進p/o 1.. ⾚⾎球破壊亢進[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球破壊亢進状態$異常状態%原因
a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・⾼間接ビリルビン⾎症p/o 1.. ⾼間接ビリルビン⾎症[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾼間接ビリルビン⾎症状態$異常状態%原因

a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・⾼LDH⾎症p/o 1.. ⾼LDH⾎症[RH]

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

a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・網状⾚⾎球増加p/o 1.. 網状⾚⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<網状⾚⾎球増加状態$異常状態%原因a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]

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

溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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溶⾎性貧⾎・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻩疸状態$異常状態%原因a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン尿p/o 1.. ヘモグロビン尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン尿状態$異常状態%原因a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

溶⾎性貧⾎・⻩疸p/o 1.. ⻩疸[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別

a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⻩疸状態$異常状態%原因a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン尿p/o 1.. ヘモグロビン尿[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン尿状態$異常状態%原因a/o 1.. 溶⾎性貧⾎・溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] 先天性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
[Sub Classes (5)] 遺伝性球状⾚⾎球症，遺伝性楕円⾚⾎球症，遺伝性有⼝⾚⾎球症，

先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎，家族性溶⾎性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<溶⾎性貧⾎$構成要素
先天性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性溶⾎性貧⾎・先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性溶⾎性貧⾎・先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 先天性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性溶⾎性貧⾎・先天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性溶⾎性貧⾎・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性溶⾎性貧⾎・先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<溶⾎性貧⾎$構成要素
先天性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性溶⾎性貧⾎・先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性溶⾎性貧⾎・先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 先天性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 先天性溶⾎性貧⾎・先天性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性溶⾎性貧⾎・先天性p/o 1.. 先天性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性溶⾎性貧⾎・先天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性球状⾚⾎球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 先天性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<先天性溶⾎性貧⾎$構成要素
遺伝性球状⾚⾎球症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性球状⾚⾎球症・遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・遺伝性[RH]
▼結果 <<遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・球状⾚⾎球[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性球状⾚⾎球症・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性球状⾚⾎球症・球状⾚⾎球p/o 1.. 球状⾚⾎球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<球状⾚⾎球状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

遺伝性球状⾚⾎球症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性溶⾎性貧⾎$構成要素
遺伝性球状⾚⾎球症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性球状⾚⾎球症・遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・遺伝性[RH]
▼結果 <<遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・球状⾚⾎球[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性球状⾚⾎球症・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性球状⾚⾎球症・球状⾚⾎球p/o 1.. 球状⾚⾎球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<球状⾚⾎球状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性球状⾚⾎球症・遺伝性球状⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

遺伝性球状⾚⾎球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性楕円⾚⾎球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 先天性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<先天性溶⾎性貧⾎$構成要素
遺伝性楕円⾚⾎球症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性楕円⾚⾎球症・遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・遺伝性[RH]
▼結果 <<遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・楕円⾚⾎球[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性楕円⾚⾎球症・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性楕円⾚⾎球症・楕円⾚⾎球p/o 1.. 楕円⾚⾎球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<楕円⾚⾎球状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

遺伝性楕円⾚⾎球症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性溶⾎性貧⾎$構成要素
遺伝性楕円⾚⾎球症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性楕円⾚⾎球症・遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・遺伝性[RH]
▼結果 <<遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・楕円⾚⾎球[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性楕円⾚⾎球症・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性楕円⾚⾎球症・楕円⾚⾎球p/o 1.. 楕円⾚⾎球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<楕円⾚⾎球状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性楕円⾚⾎球症・遺伝性楕円⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

遺伝性楕円⾚⾎球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 遺伝性有⼝⾚⾎球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 先天性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<先天性溶⾎性貧⾎$構成要素
遺伝性有⼝⾚⾎球症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性有⼝⾚⾎球症・遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・遺伝性[RH]
▼結果 <<遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・有⼝⾚⾎球[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性有⼝⾚⾎球症・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性有⼝⾚⾎球症・有⼝⾚⾎球p/o 1.. 有⼝⾚⾎球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有⼝⾚⾎球状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

遺伝性有⼝⾚⾎球症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性溶⾎性貧⾎$構成要素
遺伝性有⼝⾚⾎球症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性有⼝⾚⾎球症・遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・遺伝性[RH]
▼結果 <<遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・有⼝⾚⾎球[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性有⼝⾚⾎球症・遺伝性p/o 1.. 遺伝性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<遺伝性状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
遺伝性有⼝⾚⾎球症・有⼝⾚⾎球p/o 1.. 有⼝⾚⾎球[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<有⼝⾚⾎球状態$異常状態%原因a/o 1.. 遺伝性有⼝⾚⾎球症・遺伝性有⼝⾚⾎球症・暫定連鎖(結果)[RH]

遺伝性有⼝⾚⾎球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 先天性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes (3)] グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症，ピルビン酸キナーゼ⽋乏症，
ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<先天性溶⾎性貧⾎$構成要素
先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・⾚⾎球酵素⽋乏状態[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏状態[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ピルビン酸キナーゼ⽋乏状態[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・⾚⾎球酵素⽋乏状態p/o 1.. ⾚⾎球酵素⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球酵素⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性溶⾎性貧⾎$構成要素
先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・⾚⾎球酵素⽋乏状態[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏状態[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ピルビン酸キナーゼ⽋乏状態[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・⾚⾎球酵素⽋乏状態p/o 1.. ⾚⾎球酵素⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球酵素⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 先天性溶⾎性貧⾎ / 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏状態[RH]
▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏状態p/o 1.. グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏状態[RH]
▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏状態p/o 1.. グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピルビン酸キナーゼ⽋乏症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 先天性溶⾎性貧⾎ / 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・ピルビン酸キナーゼ⽋乏状態[RH]
▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・ピルビン酸キナーゼ⽋乏状態p/o 1.. ピルビン酸キナーゼ⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピルビン酸キナーゼ⽋乏状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ピルビン酸キナーゼ⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・ピルビン酸キナーゼ⽋乏状態[RH]
▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・ピルビン酸キナーゼ⽋乏状態p/o 1.. ピルビン酸キナーゼ⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピルビン酸キナーゼ⽋乏状態状態$異常状態%原因

a/o 1.. ピルビン酸キナーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ピルビン酸キナーゼ⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 先天性溶⾎性貧⾎ / 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏状態p/o 1.. ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏状態[RH]

▼構成要素 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素
ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏状態p/o 1.. ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏状態[RH]

連鎖種別 <<先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏状態状態$異常状態%原因a/o 1.. ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症・先天性⾮球状⾚⾎球性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

ピルビン酸5ヌクレオチダーゼ⽋乏症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 家族性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 先天性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

家族性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）家族性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 後天性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
[Sub Classes (4)] 免疫性溶⾎性貧⾎，薬物性溶⾎性貧⾎，機械的溶⾎性貧⾎，

発作性夜間ヘモグロビン尿症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<溶⾎性貧⾎$構成要素
後天性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性溶⾎性貧⾎・後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性溶⾎性貧⾎・後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 後天性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 後天性溶⾎性貧⾎・後天性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性溶⾎性貧⾎・後天性p/o 1.. 後天性[RH]

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

a/o 1.. 後天性溶⾎性貧⾎・後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

後天性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<溶⾎性貧⾎$構成要素
後天性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 後天性溶⾎性貧⾎・後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性溶⾎性貧⾎・後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 後天性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 後天性溶⾎性貧⾎・後天性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
後天性溶⾎性貧⾎・後天性p/o 1.. 後天性[RH]

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

a/o 1.. 後天性溶⾎性貧⾎・後天性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

後天性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 免疫性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes (2)] ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎，同種免疫性溶⾎性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<後天性溶⾎性貧⾎$構成要素
免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・抗⾚⾎球抗体[RH]
▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・⾚⾎球の免疫学的破壊[RH]
▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾃⼰抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
免疫性溶⾎性貧⾎・抗⾚⾎球抗体p/o 1.. 抗⾚⾎球抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<抗⾚⾎球抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
免疫性溶⾎性貧⾎・⾚⾎球の免疫学的破壊p/o 1.. ⾚⾎球の免疫学的破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球の免疫学的破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<後天性溶⾎性貧⾎$構成要素
免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・抗⾚⾎球抗体[RH]
▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・⾚⾎球の免疫学的破壊[RH]
▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾃⼰抗体[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
免疫性溶⾎性貧⾎・抗⾚⾎球抗体p/o 1.. 抗⾚⾎球抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<抗⾚⾎球抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
免疫性溶⾎性貧⾎・⾚⾎球の免疫学的破壊p/o 1.. ⾚⾎球の免疫学的破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球の免疫学的破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 免疫性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes (2)] 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎，冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・⾃⼰抗体[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 温式抗体[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 冷式抗体[RH]

▼構成要素 <<免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・⾃⼰抗体p/o 1.. ⾃⼰抗体[RH]

連鎖種別 <<免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾃⼰抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・⾃⼰抗体[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 温式抗体[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 冷式抗体[RH]

▼構成要素 <<免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・⾃⼰抗体p/o 1.. ⾃⼰抗体[RH]

連鎖種別 <<免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾃⼰抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 免疫性溶⾎性貧⾎ / ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes (1)] エヴァンズ症候群
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・温式抗体[RH]

▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・温式抗体p/o 1.. 温式抗体[RH]

連鎖種別 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<温式抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・温式抗体[RH]

▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・温式抗体p/o 1.. 温式抗体[RH]

連鎖種別 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<温式抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] エヴァンズ症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 免疫性溶⾎性貧⾎ / ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎
 / 温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
エヴァンズ症候群・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. エヴァンズ症候群・エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エヴァンズ症候群・⾎⼩板の免疫学的破壊p/o 1.. ⾎⼩板の免疫学的破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎⼩板の免疫学的破壊状態$異常状態%結果
a/o 1.. エヴァンズ症候群・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エヴァンズ症候群・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. エヴァンズ症候群・⾎⼩板の免疫学的破壊[RH]

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. エヴァンズ症候群・エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エヴァンズ症候群・エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. エヴァンズ症候群・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. エヴァンズ症候群・⾎⼩板減少[RH]

エヴァンズ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<温式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
エヴァンズ症候群・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. エヴァンズ症候群・エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エヴァンズ症候群・⾎⼩板の免疫学的破壊p/o 1.. ⾎⼩板の免疫学的破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⾎⼩板の免疫学的破壊状態$異常状態%結果
a/o 1.. エヴァンズ症候群・⾎⼩板減少[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エヴァンズ症候群・⾎⼩板減少p/o 1.. ⾎⼩板減少[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. エヴァンズ症候群・⾎⼩板の免疫学的破壊[RH]

▼原因 <<⾎⼩板減少状態$異常状態%原因
a/o 1.. エヴァンズ症候群・エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
エヴァンズ症候群・エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)p/o 1.. エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. エヴァンズ症候群・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<エヴァンズ症候群・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. エヴァンズ症候群・⾎⼩板減少[RH]

エヴァンズ症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 免疫性溶⾎性貧⾎ / ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes (2)] 寒冷凝集素症，発作性寒冷ヘモグロビン尿症
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・冷式抗体[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 寒冷凝集素[RH]
▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・冷式抗体p/o 1.. 冷式抗体[RH]

連鎖種別 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<冷式抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. 冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・冷式抗体[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 寒冷凝集素[RH]
▼構成要素 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・冷式抗体p/o 1.. 冷式抗体[RH]

連鎖種別 <<⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<冷式抗体状態$異常状態%原因
a/o 1.. 冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）



[ ⾎液内科20140507b.xml ]

[ Page - 427 ]

[Class Name] 寒冷凝集素症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 免疫性溶⾎性貧⾎ / ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎
 / 冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
寒冷凝集素症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 寒冷凝集素症・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
寒冷凝集素症・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 寒冷凝集素症・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 寒冷凝集素症・寒冷凝集素[RH]

▼構成要素 <<冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
寒冷凝集素症・寒冷凝集素p/o 1.. 寒冷凝集素[RH]

連鎖種別 <<冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<寒冷凝集素状態$異常状態%原因
a/o 1.. 寒冷凝集素症・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

寒冷凝集素症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
寒冷凝集素症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 寒冷凝集素症・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
寒冷凝集素症・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 寒冷凝集素症・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 寒冷凝集素症・寒冷凝集素[RH]

▼構成要素 <<冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
寒冷凝集素症・寒冷凝集素p/o 1.. 寒冷凝集素[RH]

連鎖種別 <<冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<寒冷凝集素状態$異常状態%原因
a/o 1.. 寒冷凝集素症・免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

寒冷凝集素症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 発作性寒冷ヘモグロビン尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 免疫性溶⾎性貧⾎ / ⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎
 / 冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
発作性寒冷ヘモグロビン尿症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 発作性寒冷ヘモグロビン尿症・発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性寒冷ヘモグロビン尿症・発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 発作性寒冷ヘモグロビン尿症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発作性寒冷ヘモグロビン尿症・ドナート・ランドシュタイナー抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性寒冷ヘモグロビン尿症・ドナート・ランドシュタイナー抗体p/o 1.. ドナート・ランドシュタイナー抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ドナート・ランドシュタイナー抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. 発作性寒冷ヘモグロビン尿症・発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]

発作性寒冷ヘモグロビン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<冷式⾃⼰免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
発作性寒冷ヘモグロビン尿症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 発作性寒冷ヘモグロビン尿症・発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性寒冷ヘモグロビン尿症・発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 発作性寒冷ヘモグロビン尿症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発作性寒冷ヘモグロビン尿症・ドナート・ランドシュタイナー抗体[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性寒冷ヘモグロビン尿症・ドナート・ランドシュタイナー抗体p/o 1.. ドナート・ランドシュタイナー抗体[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ドナート・ランドシュタイナー抗体状態$異常状態%原因a/o 1.. 発作性寒冷ヘモグロビン尿症・発作性寒冷ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]

発作性寒冷ヘモグロビン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 同種免疫性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 免疫性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes (2)] 新⽣児溶⾎性疾患，不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
同種免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
同種免疫性溶⾎性貧⾎・同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・アロ抗体による⾚⾎球破壊[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
同種免疫性溶⾎性貧⾎・アロ抗体による⾚⾎球破壊p/o 1.. アロ抗体による⾚⾎球破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アロ抗体による⾚⾎球破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

同種免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
同種免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
同種免疫性溶⾎性貧⾎・同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・アロ抗体による⾚⾎球破壊[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
同種免疫性溶⾎性貧⾎・アロ抗体による⾚⾎球破壊p/o 1.. アロ抗体による⾚⾎球破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アロ抗体による⾚⾎球破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

同種免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 新⽣児溶⾎性疾患
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 免疫性溶⾎性貧⾎ / 同種免疫性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes (1)] 胎児⾚芽球症
[Graph (56%)] 

新⽣児溶⾎性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）新⽣児溶⾎性疾患 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 胎児⾚芽球症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 免疫性溶⾎性貧⾎ / 同種免疫性溶⾎性貧⾎
 / 新⽣児溶⾎性疾患

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

胎児⾚芽球症 因果構造物（＝因果連鎖）胎児⾚芽球症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 免疫性溶⾎性貧⾎ / 同種免疫性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼原因 <<不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・不適合輸⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・不適合輸⾎p/o 1.. 不適合輸⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<不適合輸⾎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・アロ抗体による⾚⾎球破壊[RH]
▼構成要素 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・アロ抗体による⾚⾎球破壊p/o 1.. アロ抗体による⾚⾎球破壊[RH]

連鎖種別 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アロ抗体による⾚⾎球破壊状態$異常状態%原因
a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼原因 <<不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・不適合輸⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・不適合輸⾎p/o 1.. 不適合輸⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<不適合輸⾎状態$異常状態%結果
a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・アロ抗体による⾚⾎球破壊[RH]
▼構成要素 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素
不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・アロ抗体による⾚⾎球破壊p/o 1.. アロ抗体による⾚⾎球破壊[RH]

連鎖種別 <<同種免疫性溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<アロ抗体による⾚⾎球破壊状態$異常状態%原因
a/o 1.. 不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎・同種免疫性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

不適合輸⾎による溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬物性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes (2)] 薬物性免疫性溶⾎性貧⾎，中毒性溶⾎性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<後天性溶⾎性貧⾎$構成要素
薬物性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物性溶⾎性貧⾎・薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性溶⾎性貧⾎・薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬物性溶⾎性貧⾎・薬物誘発性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性溶⾎性貧⾎・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物性溶⾎性貧⾎・薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

薬物性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<後天性溶⾎性貧⾎$構成要素
薬物性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 薬物性溶⾎性貧⾎・薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性溶⾎性貧⾎・薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 薬物性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 薬物性溶⾎性貧⾎・薬物誘発性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
薬物性溶⾎性貧⾎・薬物誘発性p/o 1.. 薬物誘発性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<薬物誘発性状態$異常状態%原因
a/o 1.. 薬物性溶⾎性貧⾎・薬物性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

薬物性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 薬物性免疫性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 薬物性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

薬物性免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）薬物性免疫性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 中毒性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 薬物性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<薬物性溶⾎性貧⾎$構成要素
中毒性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中毒性溶⾎性貧⾎・中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中毒性溶⾎性貧⾎・中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 中毒性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中毒性溶⾎性貧⾎・薬物中毒性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中毒性溶⾎性貧⾎・薬物中毒性p/o 1.. 薬物中毒性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物中毒性状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中毒性溶⾎性貧⾎・中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

中毒性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<薬物性溶⾎性貧⾎$構成要素
中毒性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 中毒性溶⾎性貧⾎・中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中毒性溶⾎性貧⾎・中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 中毒性溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 中毒性溶⾎性貧⾎・薬物中毒性[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
中毒性溶⾎性貧⾎・薬物中毒性p/o 1.. 薬物中毒性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<薬物中毒性状態$異常状態%原因

a/o 1.. 中毒性溶⾎性貧⾎・中毒性溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

中毒性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 機械的溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes (5)] 微⼩⾎管症性溶⾎性貧⾎，溶⾎性尿毒症症候群，⾏軍⾎⾊素尿症，
術後溶⾎性貧⾎，⾚⾎球破砕症候群

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<後天性溶⾎性貧⾎$構成要素
機械的溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
機械的溶⾎性貧⾎・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・⾚⾎球の機械的破壊[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
機械的溶⾎性貧⾎・⾚⾎球の機械的破壊p/o 1.. ⾚⾎球の機械的破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球の機械的破壊状態$異常状態%原因
a/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

機械的溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<後天性溶⾎性貧⾎$構成要素
機械的溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
機械的溶⾎性貧⾎・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・⾚⾎球の機械的破壊[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
機械的溶⾎性貧⾎・⾚⾎球の機械的破壊p/o 1.. ⾚⾎球の機械的破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球の機械的破壊状態$異常状態%原因
a/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

機械的溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 微⼩⾎管症性溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 機械的溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

微⼩⾎管症性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）微⼩⾎管症性溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 溶⾎性尿毒症症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 機械的溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

溶⾎性尿毒症症候群 因果構造物（＝因果連鎖）溶⾎性尿毒症症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾏軍⾎⾊素尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 機械的溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素
⾏軍⾎⾊素尿症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾏軍⾎⾊素尿症・⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼原因 <<⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・激しい運動[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾏軍⾎⾊素尿症・激しい運動p/o 1.. 激しい運動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<激しい運動状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素
⾏軍⾎⾊素尿症・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・⾚⾎球の機械的破壊[RH]
▼構成要素 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素
⾏軍⾎⾊素尿症・⾚⾎球の機械的破壊p/o 1.. ⾚⾎球の機械的破壊[RH]

連鎖種別 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球の機械的破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾏軍⾎⾊素尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素
⾏軍⾎⾊素尿症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾏軍⾎⾊素尿症・⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼原因 <<⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・激しい運動[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾏軍⾎⾊素尿症・激しい運動p/o 1.. 激しい運動[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<激しい運動状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・⾏軍⾎⾊素尿症・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素
⾏軍⾎⾊素尿症・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・⾚⾎球の機械的破壊[RH]
▼構成要素 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素
⾏軍⾎⾊素尿症・⾚⾎球の機械的破壊p/o 1.. ⾚⾎球の機械的破壊[RH]

連鎖種別 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球の機械的破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾏軍⾎⾊素尿症・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾏軍⾎⾊素尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 術後溶⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 機械的溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素
術後溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
術後溶⾎性貧⾎・術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼原因 <<術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・⼈⼯弁[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
術後溶⾎性貧⾎・⼈⼯弁p/o 1.. ⼈⼯弁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼈⼯弁状態$異常状態%結果a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素
術後溶⾎性貧⾎・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・⾚⾎球の機械的破壊[RH]
▼構成要素 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素
術後溶⾎性貧⾎・⾚⾎球の機械的破壊p/o 1.. ⾚⾎球の機械的破壊[RH]

連鎖種別 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球の機械的破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

術後溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素
術後溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因

a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
術後溶⾎性貧⾎・術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼原因 <<術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・⼈⼯弁[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
術後溶⾎性貧⾎・⼈⼯弁p/o 1.. ⼈⼯弁[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<⼈⼯弁状態$異常状態%結果a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・術後溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(原因)[RH]
▼構成要素 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素
術後溶⾎性貧⾎・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・⾚⾎球の機械的破壊[RH]
▼構成要素 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素
術後溶⾎性貧⾎・⾚⾎球の機械的破壊p/o 1.. ⾚⾎球の機械的破壊[RH]

連鎖種別 <<機械的溶⾎性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球の機械的破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 術後溶⾎性貧⾎・機械的溶⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

術後溶⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] ⾚⾎球破砕症候群
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎ / 機械的溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

⾚⾎球破砕症候群 因果構造物（＝因果連鎖）⾚⾎球破砕症候群 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 発作性夜間ヘモグロビン尿症
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 溶⾎性貧⾎
 / 後天性溶⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<後天性溶⾎性貧⾎$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼原因 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・PIGA遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・PIGA遺伝⼦変異p/o 1.. PIGA遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<PIGA遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・補体活性化による⾚⾎球破壊[RH]
▼結果 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・GPIアンカー合成⽋損[RH]
▼結果 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・CD55陰性⾚⾎球増加[RH]
▼結果 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・ハム試験陽性[RH]
▼結果 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・砂糖⽔試験陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・補体活性化による⾚⾎球破壊p/o 1.. 補体活性化による⾚⾎球破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<補体活性化による⾚⾎球破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・GPIアンカー合成⽋損p/o 1.. GPIアンカー合成⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<GPIアンカー合成⽋損状態$異常状態%原因a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<GPIアンカー合成⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・CD59陰性⾚⾎球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・CD59陰性⾚⾎球増加p/o 1.. CD59陰性⾚⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CD59陰性⾚⾎球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・GPIアンカー合成⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・CD55陰性⾚⾎球増加p/o 1.. CD55陰性⾚⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CD55陰性⾚⾎球増加状態$異常状態%原因

発作性夜間ヘモグロビン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<後天性溶⾎性貧⾎$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%原因
a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)p/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼原因 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・PIGA遺伝⼦変異[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・PIGA遺伝⼦変異p/o 1.. PIGA遺伝⼦変異[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<PIGA遺伝⼦変異状態$異常状態%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(原因)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・補体活性化による⾚⾎球破壊[RH]
▼結果 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・GPIアンカー合成⽋損[RH]
▼結果 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・CD55陰性⾚⾎球増加[RH]
▼結果 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・ハム試験陽性[RH]
▼結果 <<発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・砂糖⽔試験陽性[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・補体活性化による⾚⾎球破壊p/o 1.. 補体活性化による⾚⾎球破壊[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<補体活性化による⾚⾎球破壊状態$異常状態%原因a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・GPIアンカー合成⽋損p/o 1.. GPIアンカー合成⽋損[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<GPIアンカー合成⽋損状態$異常状態%原因a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<GPIアンカー合成⽋損状態$異常状態%結果a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・CD59陰性⾚⾎球増加[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・CD59陰性⾚⾎球増加p/o 1.. CD59陰性⾚⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CD59陰性⾚⾎球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・GPIアンカー合成⽋損[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・CD55陰性⾚⾎球増加p/o 1.. CD55陰性⾚⾎球増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CD55陰性⾚⾎球増加状態$異常状態%原因

発作性夜間ヘモグロビン尿症 因果構造物（＝因果連鎖）
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発作性夜間ヘモグロビン尿症・CD55陰性⾚⾎球増加p/o 1.. CD55陰性⾚⾎球増加[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CD55陰性⾚⾎球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・ハム試験陽性p/o 1.. ハム試験陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ハム試験陽性状態$異常状態%原因

a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・砂糖⽔試験陽性p/o 1.. 砂糖⽔試験陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<砂糖⽔試験陽性状態$異常状態%原因

a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]

発作性夜間ヘモグロビン尿症・CD55陰性⾚⾎球増加p/o 1.. CD55陰性⾚⾎球増加[RH]
連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<CD55陰性⾚⾎球増加状態$異常状態%原因

a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・ハム試験陽性p/o 1.. ハム試験陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<ハム試験陽性状態$異常状態%原因

a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
発作性夜間ヘモグロビン尿症・砂糖⽔試験陽性p/o 1.. 砂糖⽔試験陽性[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<砂糖⽔試験陽性状態$異常状態%原因

a/o 1.. 発作性夜間ヘモグロビン尿症・発作性夜間ヘモグロビン尿症・暫定連鎖(結果)[RH]
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[Class Name] ⾻髄癆性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
⾻髄癆性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄癆性貧⾎・⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾮造⾎細胞の⾻髄浸潤[RH]
▼結果 <<⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾻髄機能不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄癆性貧⾎・⾮造⾎細胞の⾻髄浸潤p/o 1.. ⾮造⾎細胞の⾻髄浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮造⾎細胞の⾻髄浸潤状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾮造⾎細胞の⾻髄浸潤状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾻髄機能不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄癆性貧⾎・⾻髄機能不全p/o 1.. ⾻髄機能不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄機能不全状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾮造⾎細胞の⾻髄浸潤[RH]
▼原因 <<⾻髄機能不全状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾻髄癆性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
⾻髄癆性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄癆性貧⾎・⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾮造⾎細胞の⾻髄浸潤[RH]
▼結果 <<⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾻髄機能不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄癆性貧⾎・⾮造⾎細胞の⾻髄浸潤p/o 1.. ⾮造⾎細胞の⾻髄浸潤[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾮造⾎細胞の⾻髄浸潤状態$異常状態%原因
a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<⾮造⾎細胞の⾻髄浸潤状態$異常状態%結果a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾻髄機能不全[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
⾻髄癆性貧⾎・⾻髄機能不全p/o 1.. ⾻髄機能不全[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<⾻髄機能不全状態$異常状態%原因a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾮造⾎細胞の⾻髄浸潤[RH]
▼原因 <<⾻髄機能不全状態$異常状態%原因

a/o 1.. ⾻髄癆性貧⾎・⾻髄癆性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

⾻髄癆性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 続発性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎
[Sub Classes (4)] 出⾎性貧⾎，エリスロポエチン⽋乏性貧⾎，慢性疾患に伴う貧⾎，

甲状腺機能低下症に伴う貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
続発性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 続発性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 続発性貧⾎・基礎疾患あり[RH]
▼結果 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性疾患[RH]
▼結果 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性貧⾎・基礎疾患ありp/o 1.. 基礎疾患あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<基礎疾患あり状態$異常状態%原因
a/o 1.. 続発性貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<貧⾎$構成要素
続発性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 続発性貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. 続発性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 続発性貧⾎・基礎疾患あり[RH]
▼結果 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 慢性疾患[RH]
▼結果 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. 甲状腺機能低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
続発性貧⾎・基礎疾患ありp/o 1.. 基礎疾患あり[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<基礎疾患あり状態$異常状態%原因
a/o 1.. 続発性貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

続発性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 出⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 続発性貧⾎
[Sub Classes (2)] 急性失⾎性貧⾎，出⾎後貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性貧⾎・⾚⾎球喪失増加p/o 1.. ⾚⾎球喪失増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾚⾎球喪失増加状態$異常状態%結果

a/o 1.. 出⾎性貧⾎・出⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性貧⾎・出⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 出⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 出⾎性貧⾎・⾚⾎球喪失増加[RH]

▼結果 <<出⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 出⾎性貧⾎・出⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性貧⾎・出⾎p/o 1.. 出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 出⾎性貧⾎・出⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

出⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性貧⾎・⾚⾎球喪失増加p/o 1.. ⾚⾎球喪失増加[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<⾚⾎球喪失増加状態$異常状態%結果

a/o 1.. 出⾎性貧⾎・出⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性貧⾎・出⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 出⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 出⾎性貧⾎・⾚⾎球喪失増加[RH]

▼結果 <<出⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 出⾎性貧⾎・出⾎[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
出⾎性貧⾎・出⾎p/o 1.. 出⾎[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<出⾎状態$異常状態%原因
a/o 1.. 出⾎性貧⾎・出⾎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

出⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 急性失⾎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 続発性貧⾎
 / 出⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

急性失⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）急性失⾎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 出⾎後貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 続発性貧⾎
 / 出⾎性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

出⾎後貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）出⾎後貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] エリスロポエチン⽋乏性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 続発性貧⾎
[Sub Classes (1)] 腎性貧⾎
[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・エリスロポエチン産⽣低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・エリスロポエチン産⽣低下p/o 1.. エリスロポエチン産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<エリスロポエチン産⽣低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

エリスロポエチン⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因

a/o 1.. エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果

a/o 1.. エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・エリスロポエチン産⽣低下[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・エリスロポエチン産⽣低下p/o 1.. エリスロポエチン産⽣低下[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<エリスロポエチン産⽣低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・エリスロポエチン⽋乏性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

エリスロポエチン⽋乏性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 腎性貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

 / ⽣体不具合因果構造物（＝疾患連鎖） / 疾患 / 貧⾎ / 続発性貧⾎
 / エリスロポエチン⽋乏性貧⾎

[Sub Classes] 

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<エリスロポエチン⽋乏性貧⾎$構成要素
腎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 腎性貧⾎・腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腎性貧⾎・腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 腎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 腎性貧⾎・腎不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腎性貧⾎・腎不全p/o 1.. 腎不全[RH]

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

a/o 1.. 腎性貧⾎・腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

腎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<エリスロポエチン⽋乏性貧⾎$構成要素
腎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果

a/o 1.. 腎性貧⾎・腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]
▼構成要素 <<疾患$構成要素
腎性貧⾎・腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 腎性貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 腎性貧⾎・腎不全[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
腎性貧⾎・腎不全p/o 1.. 腎不全[RH]

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

a/o 1.. 腎性貧⾎・腎性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

腎性貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 慢性疾患に伴う貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
慢性疾患に伴う貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性疾患に伴う貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
慢性疾患に伴う貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<続発性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性疾患に伴う貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性疾患に伴う貧⾎・慢性疾患[RH]

▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
慢性疾患に伴う貧⾎・慢性疾患p/o 1.. 慢性疾患[RH]

連鎖種別 <<続発性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性疾患に伴う貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性疾患に伴う貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
慢性疾患に伴う貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果a/o 1.. 慢性疾患に伴う貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
慢性疾患に伴う貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<続発性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因a/o 1.. 慢性疾患に伴う貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]
▼結果 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果a/o 1.. 慢性疾患に伴う貧⾎・慢性疾患[RH]

▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
慢性疾患に伴う貧⾎・慢性疾患p/o 1.. 慢性疾患[RH]

連鎖種別 <<続発性貧⾎$構成要素%連鎖種別a/o 1 #定義連鎖
▼原因 <<慢性疾患状態$異常状態%原因

a/o 1.. 慢性疾患に伴う貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

慢性疾患に伴う貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
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[Class Name] 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎
[Super Classes] Any / 従属的実在物 / 個別依存 / 従属的因果構造物 / 不具合

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

[Graph (56%)] 

▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・⾚⾎球容積正常[RH]

▼結果 <<甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・⾚⾎球容積正常p/o 1.. ⾚⾎球容積正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球容積正常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<続発性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・甲状腺機能低下p/o 1.. 甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別 <<続発性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

甲状腺機能低下症に伴う貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）
▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・ヘモグロビン濃度低値p/o 1.. ヘモグロビン濃度低値[RH]

連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼結果 <<ヘモグロビン濃度低値状態$異常状態%結果
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・⾚⾎球容積正常[RH]

▼結果 <<甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・⾚⾎球容積正常p/o 1.. ⾚⾎球容積正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<⾚⾎球容積正常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<疾患$構成要素
甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常p/o 1.. 平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常[RH]

連鎖種別 <<疾患$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度正常状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)p/o 1.. 続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

連鎖種別 <<続発性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%原因
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・ヘモグロビン濃度低値[RH]

▼結果 <<続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)cnxt$暫定連鎖%結果
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・甲状腺機能低下[RH]

▼構成要素 <<続発性貧⾎$構成要素
甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・甲状腺機能低下p/o 1.. 甲状腺機能低下[RH]

連鎖種別 <<続発性貧⾎$構成要素%連鎖種別
a/o 1 #定義連鎖

▼原因 <<甲状腺機能低下状態$異常状態%原因
a/o 1.. 甲状腺機能低下症に伴う貧⾎・続発性貧⾎・暫定連鎖(結果)[RH]

甲状腺機能低下症に伴う貧⾎ 因果構造物（＝因果連鎖）


