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評価評価評価評価調査結果要約表調査結果要約表調査結果要約表調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：ベトナム社会主義共和国 案件名：高危険度病原体に係るバイオセーフティ並び

に実験室診断能力の向上と連携強化プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部保健第二グループ 

保健第三課 

協力金額（評価時点）：3 億 6,600 万円 

協力

期間 

（R/D）：2011 年 2 月～2016 年 2 月 先方関係機関：国立衛生疫学研究所（NIHE）、ホーチ

ミン・パスツール研究所（PIHCMC）、タイグェン衛

生疫学研究所（TIHE）、ニャチャン・パスツール研究

所（PINT）、パイロットとして選定された 10 の省予防

医療センター（PCPM） 

 日本側協力機関：国立感染症研究所（NIID） 

 他の関連協力：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）は、2003 年の重症急性呼吸器症候群

（SARS）、2004 年の高病原性鳥インフルエンザ（H5N1）、さらに最近は新型インフルエンザ

（H1N1）等、さまざまな感染症の脅威にさらされて、経済的にも大きな損失を被っている。こ

れら新興感染症の脅威に適切に対応し、その蔓延を防止するためのベトナム政府の実施体制は

脆弱で、ベトナム国内、さらには近隣諸国の人々の健康・安全を維持するためには、ベトナム

国内における課題に対して早急に適切な対策を講じる必要がある。 

しかし、ベトナムには、ウイルスの変異を確認するために必要なバイオセーフティレベル（Bio 

Safety Level：BSL）3 実験室がなかったため、国外の WHO 指定センター（わが国の国立感染症

研究所等）に検体を送付し、その診断結果を待たなければならない状況であったため、わが国

は感染症対策の中核機関である国立衛生疫学研究所（National Institute of Hygiene and 

Epidemiology：NIHE）に対し、無償資金協力「国立衛生疫学研究所高度安全実験室整備計画（2008

年完工）」で BSL3 実験室（4 室）を整備するとともに、技術協力「国立衛生疫学研究所能力強

化プロジェクト（2006 年 3 月～2010 年 9 月＜延長期間 1 年半を含む＞）」を通じて、①バイオ

セーフティ体制整備、②実験室維持管理能力向上、③検査診断技術向上を中心とした協力を展

開してきた。その結果、初めてベトナムでバイオセーフティという概念が根づき、バイオセー

フティ規則にのっとった高危険度病原体の取り扱いや施設や機材の運営・維持管理が行われる

ようになった。また、インフルエンザウィルス検査の確定診断を NIHE で行うことが可能となり、

検査結果が出るまでの日数が大幅に短縮されている。 

ベトナム政府は NIHE を含む国立研究所（ニャチャン、タイグェン、ホーチミン）を疫学、微

生物学及び免疫学の中核センターとして位置づけ、より下位レベルの省予防医療センター

（Provincial Center for Preventive Medicine：PCPM）への指導的役割を担わせることを想定してい

るが、現状では PCPM 及び国立研究所にけるバイオセーフティや実験室維持管理、検査診断技

術は十分ではない。今後全国における迅速かつ効果的な感染防止体制を確立するためには、NIHE

を中心として上記検査機関のバイオセーフティや実験室維持管理、検査診断技術に関する能力
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向上を図り、全国レベルでの検査機関間の情報共有や連絡体制の強化を図る必要がある。かか

る状況下、新たにベトナム政府から技術協力の要請がなされた。 

高危険度病原体に係るバイオセーフティ並びに実験室診断能力の向上と連携強化プロジェク

ト（以下、「本プロジェクト」と記す）は、NIHE を含む国立研究所及びパイロットとして選定

された PCPM を対象に、各施設間の実験室診断ネットワークの構築・バイオセーフティの強化、

各研究施設における高危険度病原体に係る検査・管理能力の向上及び実験室機材の運用・維持

管理能力の強化を通じて、ベトナムの高危険度病原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断

能力が全国的に強化されることを目的としている。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

高危険度病原体により発生する感染症の流行防止・抑制対策を講じるための正確・迅速

な検査体制が整備される。 

 

（2）プロジェクト目標 

高危険度病原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力が全国的に強化される。 

 

（3）成果 

1）NIHE、各地域研究所及びパイロットPCPMによって実験室診断ネットワークが構築さ

れ、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される。 

2）国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力が強

化される。 

3）国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力が強

化される。 

4）周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共有体

制が構築される。 

 

（4）投入 

1）日本側 

長期専門家：2 名 

長期専門家：（業務調整）1 名 

短期専門家：〔バイオセーフティ、実験施設・機材維持管理、標準微生物実験手技（Good 

Microbiological Technique：GMT）インフルエンザ、GMT 狂犬病、GMT

炭疽、GMT コレラ、GMT ペスト、GMT リケッチア、GMT ヒストプラス

マ、IEC/教材開発〕10 名 

機材供与：安全キャビネット、オートクレーブ、ホルマリン薫蒸器、フリーザー、科

学天秤、粒子測定機、診断に必要な試薬等を供与 

本邦研修：バイオセーフティ、実験室維持管理、GMT 狂犬病、GMT 炭疽、GMT コレ

ラ、GMT インフルエンザの研修に計 20 名が参加。長期本邦研修には、ゲ

ノム機能学分野において 1 名が参加 
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現地研修：バイオセーフティ、実験施設・機材維持管理、GMT 炭疽、GMT 狂犬病、

GMT コレラ、GMT ペスト、GMT インフルエンザ、情報・教育・コミュニ

ケーション（Information Education and Communication：IEC）/教材開発、GMT

ヒストプラスマ、GMT リケッチアに関する研修を実施 

現地業務費：約 34 万 7,000 米ドル（2013 年 9 月末まで）、GMT 研修、バイオセーフテ

ィ研修、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）会議開催、

維持管理費として支出 

2）ベトナム側 

カウンターパート（C/P）配置：NIHE、ホーチミン・パスツール研究所（Pasteur Institute 

of Ho Chi Minh City：PIHCMC）、タイグェン衛生疫学研究所（Tay Nguyen Institute of 

Hygiene and Epidemiology：TIHE）、ニャチャン・パスツール研究所（Pasteur Institute of 

Nha Trang：PINT）において、それぞれ、43 名、4 名、5 名、4 名の C/P を配置し、10

のパイロット PCPM には、計 10 名の C/P を配置 

施設：NIHE 内のプロジェクト事務所を提供 

現地業務費：2012 年は約 7 万 4,000 米ドル、2013 年は約 7 万 6,000 米ドルを人件費、

バイオセーフティ及び GMT 研修費、機材維持管理等として支出 

２．評価調査団の概要 

調査者 
担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 金井要 JICA 人間開発部 技術審議役 

実験室診断 田代眞人 国立感染症研究所インフルエンザウィルス研究 

センター長 

バイオセーフティ 棚林清 国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室長 

協力企画 駒橋梨絵 JICA 人間開発部 計画・調整課兼保健第三課 

評価分析 井上貴史 株式会社コーエイ総合研究所 主任コンサルタント 

調査期間 2013 年 9 月 22 日～2013 年 10 月 11 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果の達成状況 

計画されている 4 つの成果に関して、成果 1、2、3 はおおむね順調に達成されつつある。

成果 4 は当初よりプロジェクト後半での活動と位置づけられている。特に成果 1 及び 2 に

関しては、研修の実施等を通して着実に進展がみられており、適切に達成されつつある。 

各成果の達成状況は以下のとおりである。 

 

成果成果成果成果 1：：：：NIHE、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット PCPM によって実験室診断ネットワークが構によって実験室診断ネットワークが構によって実験室診断ネットワークが構によって実験室診断ネットワークが構

築され、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される築され、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される築され、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される築され、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される。。。。 

実験室スタッフのうち、バイオセーフティに関する研修を受講したスタッフの割合及び

数（指標 1-1）は増加し、これに伴って各地域研究所におけるバイオセーフティに関する担

当部署等の設置とバイオセーフティ強化に関する活動状況（指標 1-2）及び実験室における
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事故の報告体制の整備状況（指標 1-3）は着実に向上している。これらのことから、成果 1

はほぼ達成されつつあるものと判断される。また、NIHE、すべての地域研究所及びほぼす

べてのパイロット PCPM にバイオセーフティに関する担当部署が設置されたことにより、

バイオセーフティが導入・強化されている。プロジェクト管理会議（Project Management 

Meeting：PMM）の実施回数（指標 1-4）は 2 回のみであったものの、その機能を補完する

協議が頻繁に実施され、情報共有が行われている。 

 

成果成果成果成果 2：：：：国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力

が強化されるが強化されるが強化されるが強化される。。。。 

成果 1 の進捗により、診断を実施する体制が整ってきている。プロジェクトで診断対象

とする 7 病原体（インフルエンザ、狂犬病、炭疽、コレラ、ペスト、リケッチア、ヒスト

プラスマ）すべての GMT 研修が実施されるようになり、NIHE、地域研究所及びパイロッ

ト PCPM における診断能力は着実に強化されているといえる。NIHE、各地域研究所及びパ

イロット PCPM の実験室スタッフのうち、高危険度病原体の診断に関する研修を受講した

スタッフの割合及び数（指標 2-1）が増加し、これに伴って、実施される検査の数と種類（指

標 2-2）は増加している。 

2013 年 3 月に NIHE に設置されていた可搬式 BSL3 実験室が PIHCMC に移設された。そ

の結果、BSL3 施設をもつ NIHE 及び PIHCMC では、プロジェクトで対象とする 7 病原体す

べてについて診断が可能な環境となった。 

 

成果成果成果成果 3：：：：国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力

が強化されるが強化されるが強化されるが強化される。。。。 

実験施設及び機材の維持管理状況は、BSL3 施設が設置されている NIHE 及び PIHCMC を

中心に向上しており、両研究施設では、実験施設及び機材の運用・維持管理に関する研修

を受講した割合及び数（指標 3-1）が増加している。 

また、NIHE において、標準手順（Standard Operation Procedure：SOP）が開発・修正され、

地域研究所及び PCPM における SOP 作成への支援が行われた結果、対象施設において関連

の規定・マニュアルに準拠して運用・維持管理される実験施設及び設備の割合（指標 3-2）

は、各施設において確実に増加している。 

 

成果成果成果成果 4：：：：周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共

有体制が構築される有体制が構築される有体制が構築される有体制が構築される。。。。 

近隣諸国とのワークショップは、プロジェクト後半の 2015 年に実施予定である。NIHE

ウェブサイト上にバイオセーフティ関連法案、政令等を開示しており、現在、英語版を作

成中である。これにより近隣諸国とのバイオセーフティに係る情報共有を図る予定である。 

 

（2）プロジェクト目標の達成状況 

「高危険度病原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力が全国的に強化される。」 

現段階での成果の達成状況は、おおむね順調である。特に、成果 1 及び成果 2 は着実に

達成されつつあり、プロジェクト目標の達成に貢献し得るものと期待される。 
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NIHE、地域研究所及びパイロット PCPM において検査可能な病原体の数と種類（指標 1）

は、着実に増加している。実験室の診断に係る整備状況が向上するとともに、スタッフの

経験も蓄積しているといえるが、今後、更に診断の質を向上させることが重要である。ま

た、NIHE、各地域研究所及びパイロット PCPM において、バイオセーフティ及び品質保証

の基準を満たす実験室の数（指標 2）も増加している。また、ISO17025 あるいは ISO151819

を取得する実験室数は 13 に達しており、いくつかの実験室では、申請準備中であるため、

今後更に増加することが見込まれる。2012 年 12 月に政府によるバイオセーフティ基準が設

けられたため（保健省通達 25 号及び 29 号）、国家基準の承認を受ける実験室も増加する見

込みである。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性－高い 

1）政策との整合性 

ベトナムの「社会経済開発 10 カ年戦略 2011～2020 年」においては、予防医療を発展

させ、大規模の感染症を予防することを重要項目としている。「保健セクター開発計画

2011～2015 年」では、感染症の予防のためのヘルスケア、検査及び治療の質の改善を重

点課題としている。 

感染症対策は、わが国の対ベトナム国別援助方針においても重点課題に位置づけられ

ている。脆弱性への対応が重点分野の 1 つとなっており、そのなかで、社会・生活面の

向上と貧困削減・格差是正のための保健医療分野におけるプログラムとして、本プロジ

ェクトが位置づけられている。 

2）C/P 機関のニーズとの整合性 

ベトナム保健省の指針では、NIHE 及び地域研究所は、管轄下の PCPM からの感染症情

報を集積する機能が期待されていると同時に、PCPM は、迅速に病原体を感知するセンサ

ーとしての役割が期待されている。バイオセーフティ及び病原体診断技術はその基礎を

なすものであり、これら実験室間の診断ネットワークの確立を目的とする本プロジェク

トは、NIHE、地域研究所及び PCPM のニーズとも一致しているといえる。 

 

（2）有効性－高い 

成果とプロジェクト目標の関連性 

本プロジェクトにおいては、プロジェクト目標達成のために、4 つの成果を設定してい

るが、すべての成果はプロジェクト目標を達成することに貢献している。本プロジェク

トの開始以前は、特に PCPM において診断技術及び検査試薬等の不足により診断できる

病原体は極めて限定されたものであった。本プロジェクトの前半においては、バイオセ

ーフティ及び病原体診断能力の強化とともに実験室間のネットワーク強化が行われた。

特に、NIHE 及び地域研究所において能力が強化されるとともに、パイロット PCPM にお

いても進展がみられている。本邦研修及び現地研修の実施により、C/P 間及び日本人専門

家との良好な関係が構築され、連携強化と情報共有を促進しているものといえる。 

今後も活動を継続することにより、各成果は十分なレベルに達成することが見込まれ、

ひいては、プロジェクト終了時までにプロジェクト目標が達成することは大いに見込ま
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れることから、有効性は高いと判断される。 

 

（3）効率性－高い 

1）日本側からの投入の効率性 

専門家の派遣、本邦研修及び現地研修の実施、機材の供与及び現地業務費の支出はそ

れぞれ適切に行われており、成果の産出に貢献している。先行案件を通じて構築された

関係を基に、頻繁な計画準備等に関する協議を開催しており、投入の効率性は高いもの

となっている。研修で得られた経験は、本プロジェクト実施に大いに有効であった。供

与された安全キャビネット等の機材は適切に維持・管理されており、プロジェクトにお

いて有効に活用されている。 

2）ベトナム側からの投入の効率性 

NIHE における先行案件の C/P の多くが、本プロジェクトにおいても C/P として配置さ

れており、コミュニケーション面での効率性の向上に貢献している。承認済みの予算が

NIHE に配分されるまでに時間を要することはあったが、プロジェクト活動には大きく影

響していない。 

3）先行案件の実績の活用 

先行案件において、NIHE で蓄積された経験、実績、技術的ノウハウ、人的資源、資機

材などを活用することによって、効率的に各関係機関に対する技術移転が実施されてい

る。特に、各地域研究所において、本プロジェクトにおける重要な活動実施部門である

バイオセーフティに係る組織の設立は、本プロジェクト開始時には既に決定しており、

開始後 1 年以内に設立されたため、プロジェクトの活動を円滑に開始・遂行することが

できた。 

4）活動の効率性 

成果産出のために、プロジェクト活動は、おおむね効率的に進捗している。日本人専

門家とベトナム側 C/P の良好な協力関係、プロジェクト初期における対象病原体及びパ

イロット PCPM の適切な選定が活動の効率性を促進している。 

 

（4）インパクト 

1）上位目標達成見込み 

プロジェクト目標に関する指標は着実に達成されてきており、大きな社会的・経済的

変化がなく、プロジェクトの進行に大幅な変化が生じなければ、上位目標の達成に貢献

するものといえる。高危険度病原体により発生する感染症の確定診断にかかる日数（上

位目標の指標）は、NIHE 及び地域研究所では、着実に向上が見込まれるが、診断の質を

高めることが今後の重要課題である。また、地域で発生した感染症の確定診断をより確

実にするために、PCPM と NIHE 及び地域研究所間の連携を更に強化する必要がある。イ

ンフルエンザ以外の高危険度病原体については、検査数そのものが少ないために、プロ

ジェクト終了後 3 年以内の達成を厳密に測定することは難しいことも予想されるが、将

来的には達成されることが大いに見込めるものと期待される。 

2）波及効果 

本邦研修及び現地研修に参加した C/P のバイオセーフティ及び病原体診断に関する能
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力は向上している。特に、NIHE 及び PIHCMC の C/P は、プロジェクト活動を通じて、

該当分野に係る知識・技術が向上しており、プロジェクトの内容を理解したうえで管轄

下の PCPMに対するバイオセーフティ及びGMTに関する意識向上のための指導や研修を

実施するようになっている。 

NIHE 及び地域研究所の C/P の多くは研究者である。本プロジェクトで研修を担当する

国立感染症研究所（National Institute of Infectious Diseases：NIID）研究者との交流は、研

究面においても有意義なものであり、将来の科学技術研究分野におけるレベルアップに

も貢献するものである。 

 

（5）自立発展性－中程度 

1）政策面の支援 

ベトナム政府は、近隣諸国における高危険度病原体の発生に関しても高い関心を示し

ている。「保健セクター開発計画 2011～2015 年」では、感染症の予防のためのヘルスケ

ア、検査及び治療の質の改善を重点課題としているとともに、保健省の優先課題には、

感染症及び危険因子のモニタリングの強化及び予防体制の強化が示されている。プロジ

ェクトの目標はベトナムの国家政策とも一致しているため、プロジェクト終了後の保健

省からの政策支援の継続は大いに見込むことができる。 

2）財政面 

プロジェクトの成果が維持・向上するためには、予算の確保が重要課題である。保健

省は、本プロジェクト終了後もバイオセーフティ及び実験室の連携強化に関する活動を

継続・促進するために、予算の配分を継続して実施する予定である。ただし、2013 年 10

月以降の該当分野に対する予算は、政府の財政状況の悪化により削減が予定されている

ことから、今後の予算の動向には十分留意する必要がある。 

PCPM においては、病原体の診断に必要な一定予算、特に診断に必要な試薬及び消耗品

に係る財源が確保され、診断能力が更に強化されることが望ましい。 

3）組織及び技術面 

NIHE、地域研究所及び PCPM に勤務するスタッフは、長期間にわたり関連職位に従事

する傾向が強いことから、本プロジェクトによって育成されるスタッフは、プロジェク

ト終了後においても同一あるいは関連職位にとどまり、研究所内及び省レベルなどに対

して技術的支援、指導等を行っていく可能性が高い。プロジェクト活動を通して、C/P の

知識、技術及び管理能力は向上しているが、特に地域研究所及び PCPM においては十分

とはいえないため、人材面での強化は継続して行う必要がある。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

1）JICA、NIID 及び NIHE は、先行案件を通じて確固たる信頼・協力関係を築いており、

本プロジェクトを通じて、更に協力関係を強めている。プロジェクトチームは、NIID に
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よる適切な技術支援を受けており、プロジェクト活動を効率的・効果的に実施していく

ための体制が構築されている。また、チーフアドバイザーをはじめ、多くの短期専門家

が NIID の研究者である。こうしたことから、専門家間及び専門家と C/P が円滑で密なコ

ミュニケーションをとることが可能である。 

2）プロジェクト活動全般の進捗報告及びモニタリングは JCC 会議にて行われている。ま

た、プロジェクトでは、月に 1 回、プロジェクト運営会議を開催するなど、実施上の問

題を把握した際の解決を図る体制が設置されており、本プロジェクトのモニタリング体

制は機能しているといえる。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

特になし。 

 

３－５ 結論 

（1）本プロジェクトは、ベトナム側の開発政策、日本の ODA 政策及び C/P 機関のニーズと整

合しており、妥当なものである。 

 

（2）本プロジェクトは順調に進捗しており、プロジェクト活動の中間時点としては、予定ど

おりの成果が産出されているといえる。プロジェクト後半で継続される活動により、更な

る成果を達成することが十分に期待できる。 

 

（3）プロジェクト終了後の活動の自立発展性については、特に、PCPM での実験室診断のため

の予算確保及び人材面において課題が残る。 

 

３－６ 提言 

中間レビュー調査結果を踏まえ、順調なプロジェクト実施の継続、持続性の確保と改善を行

うために、以下の点に関して提言を行った。 

（1）特に PCPM において、バイオセーフティ及び病原体診断の担当者を正式に任命するとと

もに、NIHE 及び地域研究所へ報告し、担当者の研修記録をプロジェクトとも共有すること。 

 

（2）PMM を補完するものとして、必要に応じて、NIHE 及び地域研究所スタッフ間でプロジ

ェクトの実務的・技術的な課題についての協議を開催すること。 

 

（3）プロジェクトで対象とする実験室において、安全キャビネット、オートクレーブ等の実

験器材の維持管理システムを構築すること（例えば、NIHE 及び PIHCMC は、機材維持管

理の技術を他地域研究所及び PCPM に移転することが望ましい）。 
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（4）プロジェクトでは、現在対象としている 7 種の病原体に対する診断能力を引き続き強化

するとともに、ベトナムにおける優先度に応じて、他の感染症にも柔軟に対応すること。 

 

（5）プロジェクトが実施している各種研修は、C/P からの評価が高いため、特に、現地研修は

更に充実させること。現地研修に係る予算についても確保すること。 

 

（6）ベトナムにおける感染症対策活動の継続には、実験室診断及び機材維持管理に係る予算

の確保が重要課題である。保健省は、全国での実験室診断ネットワークを維持・強化する

ために、更なる投資を行うこと。 

 

（7）パイロット PCPM では、担当地域において迅速に病原体を検出する役割を果たすために

必要なバイオセーフティ、実験室診断能力及び機材維持管理に係る能力が強化されてきて

いる。NIHE 及び地域研究所は、これらに関する経験を更に PCPM に移転すること。 

 

（8）近隣諸国との感染症情報の共有は、プロジェクトの目標達成に不可欠である。プロジェ

クトでは、ラオス、カンボジア、ミャンマー等の近隣諸国を訪問し、現状調査を実施する

こと。 

 

３－７ 教訓 

（1）特に科学技術系及び専門性の高い案件においては、プロジェクトのチーフアドバイザー

及び業務調整員の選定が重要である。 

 

（2）長期にわたる協力によって築かれた良好な関係が、プロジェクト関係者間の円滑なコミ

ュニケーションを促進し、成果の達成に貢献している。 

 

（3）利用者側の要望を十分に理解したうえで、機材及び機器の供与を行うことが重要である。 

 

３－８ フォローアップ状況 

該当なし。 

 




