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東日本大震災・会員被災状況調査報告 

  ―青森・岩手・宮城・福島― 
  

5月 11日(水) 
本日は、早朝から長沢光章宮城県臨床

検査技師会会長、齊藤和栄副会長に同行

して頂き被災地南三陸町に入る。 

住宅は跡形もなく流され瓦礫の山の中

に無人の公立志津川病院があった。 

    
津波の爪あとが痛々しい公立志津川病院 

震災時、津波は 4 階部分まで襲い、屋

上に避難誘導中の看護師ら 4 人と、屋上

に避難しきれなかった入院患者 109 名中

67 名が津波にさらわれた。 

津波から逃れた 150 人が屋上に取り残

され、職員は救出されるまでの 2 日間、

医療行為を続けた。 

その後、自衛隊のヘリなどに救出され

た中に 3 名の臨床検査技師(女性)もいた。

今、彼女達が働く志津川ベイサイドアリ

ーナ(町総合体育館)の仮診療所に行く。 

    
仮診療所 

ここは公立志津川病院のスタッフ、町

内の医師、東北大学病院や国境なき医師

団の医師により、イスラエルの医療団が

残したプレハブ施設、医療機材なども利

用して診療が行われている。 

佐藤正子技師長は「検体数は 10～20 件

／日(生化学・血算が中心)で外注している

検査センター運営も安定して出来る状況

にな 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

った。高血圧、心臓病などの患者が多く

なり、生理検査オーダー(心電図、超音波)

が増えてきている。下肢静脈エコーなど

避難所生活が長くなるにつれて増加して

くるでしょう」と語られた。 

 佐藤技師長も自宅が流出して、高校体

育館の避難所に住まいしており、そこか

ら出勤しているとのことで、同僚の女性

技師(2 名)は震災の津波で車が流され、交

通網もなく今後の通勤手段について悩ん

でいると話された。 

   
震災時の検査技師の人的支援に関して

は、「その地域の被害状況により違うと思

うが、緊急な支援の必要性は感じなかっ

た。しかし被災している病院の時期によ

って人的支援が必要になってくる。当診

療所でも、職員の勤務状況が軌道に乗る

までは、仙台社会保険病院グループの人

員(検査技師を含む、齊藤副会長も震災後

度々訪れておられた)機器などの支援があ

り非常に心強かった」との感想であった。 

我々は次の目的地、石巻や気仙沼に向

かう予定であったが、信号機や道路が充

分に復旧されておらず、自衛隊、ボラン

ティアなどの車両が大渋滞を起こしてい

たため、訪問を断念し仙台市に向かった。 

長沢会長の勤務地である東北大学附属

病院へ向かった。 

病院は 57 の診療科を持ち、総ベッド数

1308 床で、国立大学の附属病院では最多

の病床数を持ち、宮城の被災地へ医療チ

ームを派遣し今度の震災に多く貢献され

ている大学病院でもある。 

地震の影響で検査部の入っている建物

の安全性が確保できず、検査部の新しい

病院棟に移動していた。特に 2 階に入っ

ていた細菌検査室の機器や器材が多く破

損したそうであった。既に日常の検査は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復旧していたが、採血室の確保が難しか

ったため病院棟の13階で運用されていた。

長沢会長は「日臨技には早急に被災会員

への共済金の手当てなどを決定して頂き

たい。また宮城県技師会として、被災地

域の健診などを進めて行きたいと考えて

いるので協力をお願いしたい」と要望さ

れた。 

5月 12日(木) 
早朝、我々は長沢会長、齊藤副会長に

同行していただき、福島県臨床検査技師

会の大花昇会長、山寺幸雄事務局長と南

相馬市で合流し、福島原発から 23 ㌔地点

にある南相馬市立総合病院へ向かった。

病院は浜通りの市町村で構成される相双

地区医療圏の 230 床の災害拠点病院であ

る。嶋田里子技師長と面会した。 

  
嶋田技師長からお話を伺う 

「当時、建物は地震、津波の直接的な被

害は受けなかったが、津波は病院施設か

ら数百㍍のところまで到達していた。し

ばらく停電により検査機器は使えなくな

った。地域の中心的な医療機関であるた

め津波被害者である救急搬送の患者がフ

ロアまで溢れ、廊下が仮設救護所となる

ような状態であり、トリアージでは生存

か死亡で津波による溺死者がほとんどで

あった。停電が回復してから、検査も行

えるようになったが緊急検査の要望は血

液ガス測定が中心であった。しかし、不

足する試薬や消耗品も原発の影響で配送

してもらえなくなった。病院内では私た

ちは患者や仮救護者に食事の配膳等を行

った。出来ることは何でもした。原発事

故の影響により職員の自主避難が相次ぎ

職員は 1／5 になったが、臨床検査技師 9

名中 5 名は残って職務を 
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全うしている。今後の原発事故の状況に

よっては避難も考えられる。現在は放射

線量がこの南相馬市は尐なく、この病院

は入り口、出口を一か所にして窓は密封

処理をしている。このように施設自体の

運営は影響がないため外来だけの診療を

行っているが、避難が相次いでいる。施

設再開に全く目途が立たない状況の中で

経済的な不安が高まっていると思う。日

臨技には就労支援をお願いしたい」と地

震、津波、原発事故の三重被災の現実を

語られた。 

  
原発から 20 キロ圏内 

立ち入り禁止区域のゲート 

次に、福島県技師会で相双支部長をさ

れているおのだ内科クリニックの武花利

美氏にもお会いした。 

「この地域に 80 名いた会員も 40 名ほ

どいなくなった。現在、第二原発内にい

た会員 1名を合わせた 1／3の会員は避難

先からの連絡が取れていない。私はこの

クリニックの事務長を兼務しているが看

護師の避難により診療を継続できるかは

未定である」と、原発問題により相奴地

区の今後の見通しが立たない現状を語ら

れた。 

最後に大花会長は、「今回の被災は震災

のみではなく原発事故により日々状況が

めまぐるしく変わっている。当然施設の

運営などに影響が出てくると思われるの

で、県技師会としても就労支援等を行っ

ていく考えではあるが、県内には限界が

あると感じている。日臨技には息の長い

支援を会員のためにお願いしたい」との

考えを示された。 

*********************************** 

今回、日臨技の会員の被災状況調査の

ため、多くの病院施設の関係者、県技師

会の皆様にはお忙しいところ、快く対応

をして頂いた事を心より感謝申し上げた

い。一人でも多くの被災した会員にお話

しを伺いたかったが、時間の制約のため

に実現しなかった。地区の皆様にはお詫

び申し上げたい。 

被災地会員の皆様の声を「災害復興支

援対策会議」に報告し復興の一助となる

べく活かして行きたい。 

すでに、当会では 5 月の理事会におい

て被災県(岩手、宮城、福島に 200 万円、

茨城、千葉に 100 万円）への見舞金を決

定している。 

会員共済については震災直後から被災

調査を行い被害の大きかった岩手、宮城、

福島 3 県の会員被災状況が判明し、その

被災状況に対応した共済見舞金も決定し

ている。詳細はホームページ 大震災関

連を参照して頂きたい。 

今後は都道府県技師会から寄せられた

義援金なども合わせ被災地域会員、更に

は、臨床検査分野の復興に有益な使用を

考えている。 

併せて施設再開の目途が立たない会員

に対しても就労支援を強力に行っていく

所存である。 

最後に被災地を訪問して強く感じた事

は、正確な情報を基に復興支援活動を行

わなければならないという事である。 

個人や一団体が得た情報のみで軽々し

く行動することは被災地の方々に逆に迷

惑をかけ、支援、ボランティアと言う名

の自己満足にしかならないのである。 

真の支援とは臨床検査分野に関係する

団体が情報共有し「継続的に必要な場所

に必要なものを」供給できる体制を構築

することである。 

それこそが、真に地域の臨床検査分野

の復興を手助けできると感じている。 

その中心となるのが、臨床検査技師で

あり、職能団体としての日臨技であるこ

とを改めて感じさせられた今回の調査で

あった。          ＜了＞ 

【才藤純一】 

************************************ 

その後･･･岩手から 

伊藤繁雄＜日臨技東北地区担当理事＞ 

 

 日臨技調査団が岩手を離れた翌日（5

月 11 日）、調査に協力して頂いた釜石市

のせいてつ記念病院の紺野技師長から電

話を頂いた。 

「昨日の調査ご苦労様でした。日臨技の

才藤副会長、土居理事、田上理事がとて

も丁重な対応で嬉しかった。そして俺た

ちの話を本当に真摯に聞いてくれたので

感激したよ」と話しておりました。 

また同じ釜石市ののぞみ病院の佐々木

技師長も「こんな岩手の三陸の町にわざ

わざ来て頂き、本当に嬉しかった」と何

度も話しておりました。 

調査と言うもののある意味で、慰問も

兼ねて頂いたと訪問された側では、勝手

に思っております。ありがとうございま

した。 

実はこの釜石には震災後20日目に慰問

に入りました。その頃は市街地にある、

のぞみ病院の前も瓦礫の山で車一台がよ

うやく通れる程でした。それが震災後 60

日(日臨技調査団訪問日)も経つと、病院の

前の道路もほぼ整備されていました。 

まだ至る所に瓦礫が山積みされてはお

りましたが、この整備再生の早さに言い

知れぬ感激を覚えました。それは我らが

自衛隊の方々に依る不休の活躍と被災地

の方々の力強さを感じたのです。 

この三陸は記録にあるだけでも何度も

地震・津波に襲われて来ました。 

今回の東日本大震災は、千数百年前の

貞観の大地震に似ていると言われており 

 
チリ地震の津波の水位を示す看板 

ますが、このような津波も何度もありま

した。しかし、人々はこの地にまた住み、

復活して参りました。これがこの三陸と

呼ばれる地域の人々です。 

決して地震・津波に負けることなく、

また復興して行くことはまちがいありま

せん。 

 この度、調査や訪問して多くの被災し

た仲間と話して感じた事があります。 

その仲間は技師として、人としてもす

ばらしい方々です。 

しかし震災後、自分自身、精神状態が

非常に不安定で体調の変化が激しく、時

には人を強く罵り、激しく恨むこともあ

ると言っておりました。そして自分で精

神的におかしいと話しておりました。 

私はどこまで力になれるか分かりませ

んが、同じ検査技師としてお話を聞いて

あげることが出来るのではないかと思っ

ております。ゆっくりといろいろな話を

する事によって、以前の仲間に尐しでも

戻れるなら沢山お話を聞いて行きたいと

思っております。 

また被災県では、沿岸部で被災した

方々を内陸の温泉地や保養地に避難させ

ておりますが、ここでは温泉に入り、朝

昼晩と食事も出て参ります。ゆっくり体

も休めることも出来るでしょうが、数日

も経つと被災地の避難所に戻り始める方

がいるそうです。 

震災前は朝から晩まで一所懸命に働い

ていた方々が、震災後から温泉に浸かる

毎日は、逆に辛いものだったかもしれま

せん。地元に帰りたい事もあったでしょ

う。私は被災した方々への支援は至れり

尽くせりではなく、徐々に自立できるよ

うな、ほど良い支援は出来ないものか考

えております。 

勝手な事ばかり言って申し訳ありませ

ん。また岩手から報告を致します。 

（予想以上に復旧、復興が遅れているよ

うに思う現場からでした） 

 

がんばろう TOHOKU ! 

  ひとつになろう JAMT ! 
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開催順 

◇ 第 46 回九州地区医学検査学会 

10 月 1 日(土)～2 日(日) 

熊本県熊本市 熊本保健科学大学 

学会長：瀧口 巌 

味覚・嗅覚検査教育講演 

 10 月 2 日(日) 10:00 

 講師： 

・味覚検査 池田 稔(日本大学) 

・嗅覚検査 井ノ口昭(佐賀大学） 

◇ 第 52 回東北地区医学検査学会 

10 月 15 日(土)～16 日(日) 

山形県山形市 山形テルサ 

学会長：我孫子剛宏 

味覚・嗅覚検査教育講演 

 10 月 15 日(土) 14:30 

 講師： 

・味覚検査 平井良治(日本大学） 

・嗅覚検査 三輪高喜(金沢医大) 

◇ 第 86 回北海道地区医学検査学会 

10 月 22 日(土)～23 日(日) 

北海道帯広市 とかちプラザ 

学会長：高野良二 

味覚・嗅覚検査教育講演 

 10 月 23 日(日) 10:00 

 講師： 

・味覚検査 池田 稔(日本大学) 

・嗅覚検査 志賀英明(金沢医大） 

◇ 第 50 回中部地区医学検査学会 

10 月 22 日(土)～23 日(日) 

 愛知県名古屋市 名古屋国際会議場 

学会長：松本祐之 

味覚・嗅覚検査教育講演 

 10 月 23 日(日) 14:40 

 講師： 

・味覚検査 小林正佳(三重大学) 

・嗅覚検査 都築建三(兵庫医大） 

◇ 第 48 回関東甲信地区医学検査学会

10 月 29 日(土)～30 日(日) 

 群馬県前橋市  前橋市民文化会館 

学会長：深澤恵治 

味覚・嗅覚検査教育講演 

 10 月 30 日(日) 11:15 

 講師： 

・味覚検査 山村幸江(東京女子医大） 

・嗅覚検査 近藤健二(東京大学） 

◇ 第 51 回近畿地区医学検査学会 

10 月 29 日(土)～30 日(日) 

 滋賀県大津市 ピアザ淡海県民 

交流センター  他 

学会長：吉田 孝 

味覚・嗅覚検査教育講演 

10 月 29 日(日) 15：30 

 講師： 

・味覚検査 愛場庸雅（大阪市立総合 

医療センター） 

・嗅覚検査 小林正佳（三重大） 

◇ 中四国地区医学検査学会 

1 1 月 5 日(土)～6 日(日) 

 徳島県徳島市  アスティー徳島 

学会長：永峰康孝 

味覚・嗅覚検査教育講演 

 11 月 6 日(日) 11:00 

 講師： 

・味覚検査 池田 稔(日本大学) 

・嗅覚検査 奥谷文乃(高知大学） 

 

 

 

 

 

 

2011 年 3 月 2日 

日本製薬工業協会 

会長 長谷川閑史 

 

この度、日本製薬工業協会は標記のガ

イドラインを策定し、医療機関等に関わ

る企業活動の情報を公開することにいた

しました。 

新薬の研究開発から製造販売に至るす

べての段階で、私どもと医療機関・医療

関係者の皆様とは緊密な連携が必要であ

ることは言うまでもありません。 

一方、その透明性を確保していくこと

で、製薬産業が医療機関・医療関係者の

皆様と連携して医学・薬学をはじめとす

るライフサイエンスの発展に寄与してい

ること及び、その活動は高い倫理性を担

保した上で行われていることについて広

く理解を得ることが重要であると考えま

す。 

また、すでに海外はもとより我が国に

おきましても文部科学省、厚生労働省、

日本医学会等において利益相反マネージ

メントへの取組みが進んでいることから、

日本製薬工業協会もこれらの取組みに参

画していくことといたしました。 

私どもはこのガイドライン策定を機に、

より透明性の高い企業活動に邁進してま

いります。 

医療機関・医療関係者の皆様におかれ

ましては、このガイドライン策定の趣旨

についてご理解を賜り、ご協力をいただ

きますようお願い申し上げます。 

************************************ 

「企業活動と医療機関等の関係の透明性

ガイドライン」の策定にあたって 

日本製薬工業協会 

 

（研究開発型製薬企業の使命 － 国民、患

者さんの健康への貢献） 

研究開発型製薬企業の使命は、新薬の

継続的な研究開発と安定的な供給を通し

て世界の医療と人々の健康に貢献し、「患

者中心の医療の実現」に寄与することで

す。この使命を果たすため、製薬企業は

大学等の研究機関・医療機関等と連携協

力して、医学・薬学の基礎研究、臨床開

発、製造販売後の情報提供・収集活動、

安全対策など、多様な活動を行い、医薬

品・ワクチンの提供を通じて国民、患者

さんの健康向上に貢献しています。この

ような活動を行うにあたって、製薬企業

と大学等の研究機関・医療機関等との連

携は不可欠なものとなっています。 

 革新的な新薬の創出には、基礎研究・

非臨床試験・治験といった薬事法に基づ

いたプロセスが必要であり、有効性・安

全性が検討され、さらに医薬品医療機器

総合機構での審査と厚生労働大臣による

承認を得て初めて新薬が誕生します。新

薬の開発には、9 年から 17 年もの長い年

月がかかるうえ、例えば低分子化合物の

新薬成功確率は約 31,000分の 1となって

いるように、新薬成功確率はきわめて低

く、しかも数百億円から一千億円もの膨

大な研究開発費が必要となっており、毎

年増加し続けています。 

（製薬企業と医療機関等との協働 － 新

薬創出、安全対策への努力） 

近年、医薬品は著しい進歩を遂げ、多

くの病気から患者さんを救うために医療

の場で役立ってきました。例えば、治療

法もなく死亡率の高かった疾病に対する

治療薬、手術が必要とされた疾病に対し

て投薬だけで治癒が可能な医薬品、また、

がんやリウマチに従来の治療と比べて格

段に有効性を示す医薬品なども創出され

てきました。こうした患者さんのニーズ

や医療ニーズに応える新薬の創出は、製

薬企業だけでできるものではありません。 

また、大学や医療機関等の学術研究機

関だけでできるものでもありません。両

者が連携して初めてなし得るものです。

製薬企業と学術研究機関の連携(産学連

携)活動には、共同研究、委託研究の他、

寄附金等を通じた学術研究活動等に対す

る助成があります。これらの産学連携活

動は学術研究機関における研究成果を日

本の医療の向上という形で社会へ還元す

ることに大きく貢献しており、政府の科

学技術基本計画においても推進されてい

ます。 

 また、新薬は厳格な法規制のもと、安

全性、有効性が確認された上で承認され、

発売されますが、発売後はより多数かつ

幅広い患者さんに使用されるなど、治験

段階とは異なる環境で使用されます。こ

のことから、製薬企業は医療機関、医療

関係者等の協力のもと、発売後もさらな

る安全性や有効性のデータを収集・分

析・検討し、医療関係者に情報提供する

ことが義務付けられています。これらの

活動を通じて新薬のより確かな有効性と

安全性を明らかにした上で、より適正な

使用方法が検討され、その結果が医療機

関等に伝達されます。 

（医薬品の適正使用のための情報提供・

収集 － くすりを育てる努力） 

医薬品は「情報を伴った化学物質であ

る」といわれます。 
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効能・効果、用法・用量、作用機序、

副作用などの情報に基づき、適正に使用

されてはじめて医薬品としての目的が達

成されるからです。近年の新薬は高度に

専門化されており、その医薬品が適正に

使用されるためには、以前にも増して、

専門の医師による啓発活動の必要性が高

まっています。そのために、製薬企業は

学術講演会や研究会など、様々な場面に

おいて専門家の協力を得て、多数の医療

関係者に対して幅広く医薬品の適正使用

情報の浸透、より安全で効果的な使用の

ための情報共有、最新の知見に関する情

報交換の機会などを提供しています。ま

た、製薬企業は、各種疾患領域の専門家

や研究者と契約し、企業が行う新薬開発

や、発売後の情報提供を計画する際に、

専門的な見地からの助言を受ける事があ

ります。これらの活動は、既に発売され

ている医薬品がより安全に、より適切な

方法で患者さんに提供されるための大変

重要な活動となっています。 

（透明性ガイドラインの必要性） 

これら医学・薬学の研究、実用化およ

び適正使用の普及に不可欠な産学連携活

動は医療機関・医療関係者との契約等に

基づき実施されています。その中には、

対価としての金銭の支払いが発生する活

動もあり、製薬企業は薬事法をはじめと

する法規制は当然のことながら、製薬協

企業行動憲章、製薬協コンプライアン

ス・プログラム・ガイドライン、医療用

医薬品プロモーションコード、医療用医

薬品製造販売業公正競争規約などの業界

自主規範に基づき、透明性を高めていく

努力をしてきました。 

しかしながら、これらの連携活動が盛

んになればなるほど、医療機関・医療関

係者が特定の企業・製品に深く関与する

場面が生じることもあり、医療機関・医

療関係者の判断に何らかの影響を及ぼし

ているのではないかとの懸念を持たれる

可能性も否定できません。生命関連産業

として患者さん、国民の生命、健康に大

きく関わるとともに、国民皆保険制度の

もとにある我が国の製薬産業においては、

他の産業以上にその活動の透明性が重要

であることを踏まえ、本ガイドラインを

策定しました。        以上 

************************************ 

企業活動と医療機関等の関係の透明性ガ

イドライン 

日本製薬工業協会 

2011 年 1 月 19 日 

 

 会員会社の活動における医療機関等と

の関係の透明性を確保することにより、

製薬産業が、医学・薬学をはじめとする

ライフサイエンスの発展に寄与している

こと及び、企業活動は高い倫理性を担保

した上で行われていることについて広く

理解を得ることを目的とする。 

1 ．会員会社は、本ガイドラインを参考に

自社の「透明性に関する指針」を策定し、

自社における行動基準とする。 

なお、策定にあたって 2012 年度分を

2013年度に公開することを前提に以下の

準備を進めておく必要がある。 

(1)医療機関等から情報公開に関する了承

を得る手順の策定（情報公開を前提とし

た委受託契約の締結手順等） 

(2)支払い情報等の集計・公開のための早

期のシステム構築 

2．自社の「透明性に関する指針」には以

下の項目が記載されることが望ましい。 

(1)会員会社の姿勢  

会員会社が行うあらゆる活動は、日本

製薬工業協会（以下、製薬協）で定める

「製薬協企業行動憲章」、「製薬協コンプ

ライアンス・プログラム・ガイドライン」、

「医療用医薬品プロモーションコード」

をはじめとする関係諸規範およびその精

神に従い、医療機関等との関係の透明性

に関する企業方針を表明する。 

(2)公開方法  

会員会社は、自社ウェブサイト等を通

じ、前年度分の資金提供について各社の

決算終了後公開する。 

(3)公開時期 

2012年度分を2013年度から公表する。 

(4)公開対象 

A. 研究費開発費等 

研究費開発費等には、GCP 省令などの

公的規制のもとで実施されている臨床試

験や、新薬開発の治験および製造販売後

臨床試験が含まれ、また、GPSP 省令、

GVP省令などの公的規制のもと実施され

る副作用・感染症症例報告、製造販売後

調査等の費用が含まれる。 

・共同研究費 

    年間の総額 

・委託研究費 

    年間の総額 

・臨床試験費 

    年間の総額 

・製造販売後臨床試験費 

    年間の総額 

・副作用・感染症症例報告費 

    年間の総額 

・製造販売後調査費  

    年間の総額 

B. 学術研究助成費 

学術研究の振興や研究助成を目的とし

て行われる奨学寄附金、一般寄附金、お

よび学会等の会合開催費用の支援として

の学会寄附金、学会共催費。  

・奨学寄附金  

    ○○大学○○教室：○○件○○円 

・一般寄附金  

    ○○大学(○○財団)：○○件○○円 

・学会寄附金  

    第○回○○学会(○○地方会・○○研究

会)：○○円 

 

・学会共催費  

    第○回○○学会 ○○セミナー：○○円 

C. 原稿執筆料等 

自社医薬品に関する科学的な情報等を

提供するための講演や原稿執筆、コンサ

ルティング業務の依頼に対する費用等。 

・講師謝金  

    ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部

長)：○○件○○円 

・原稿執筆料・監修料 

    ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部

長)：○○件○○円 

・コンサルティング等業務委託費 

    ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部

長)：○○件○○円 

D. 情報提供関連費 

医療関係者に対する自社医薬品の科学

的な情報提供に必要な講演会、説明会等

の費用。 

・講演会費 

    年間の件数・総額 

・説明会費 

    年間の件数・総額 

・医学・薬学関連文献等提供費  

    年間の総額 

E. その他の費用 

社会的儀礼としての接遇等の費用。 

・接遇等費用 

    年間の総額          以上 

 

以上は、日本製薬工業協会の了解のも

とに掲載しています。 

これに伴い、接待関連行為の見直しが

検討されており、順次公表され、その遵

守が期待されます。 

検査業界も、各学会をはじめ、各種研

修会、勉強会がその対象となります。日

臨技では、倫理綱領をもとにした検査業

務の遵守を進めておりますが、法人組織

の変更とともに更に厳格な対応が望まれ

ております。 

 そのためもあり、倫理規定・関連諸規

定の策定を急いでおり、決定次第ホーム

ページ・会報でお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 平成 23 年 5 月 30 日、厚生労働省医政

局長より標記文書が発出されております

(医政発 0530 第 3 号) 

 詳細は、厚生労働省のホームページか

らご覧下さい。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/hou

dou/2r9852000001cg75.html 
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