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COVID-19 感染の長期化により、会員の皆様のご施設での対応にご苦労されておられ、お見舞い

COVID-19 感染の長期化により、会員の

そこで、2017 年の都道府県への厚生労働省

申し上げます。日頃、成人先天性心疾患
(ACHD) の患者の診療、研修、支援に於いて、ご尽力頂き
通達（資料１、２、３）以降、都道府県の行
皆様のご施設での対応にご苦労されておら
まして有り難うございます。また、昨年にご協力頂きました都道府県の移行医療支援センターに関
政的な医療連携体制と自立（自律）支援事業
れ、お見舞い申し上げます。日頃、成人先天

の整備事業が予算化されました。2019 年
性心疾患(ACHD)の患者の診療、研修、支援
する調査にご協力頂き有り難うございました。その後の脳卒中循環器病対策法の成立後の動向も踏

12 月に脳卒中循環器病対策基本法、成育基
に於いて、ご尽力頂きまして有り難うござ
本法が施行され、先天性心疾患の移行医療
います。また、昨年にご協力頂きました都道
から、都道府県の移行医療支援センターに関する情報、調査結果、地域モデルと解決案のご要望を
支援に関わる内容も検討されており、2020
府県の移行医療支援センターに関する調査
多数頂きましたので情報共有をお願い致します。貴施設が、都道府県の
ACHD 修練施設として果
年に発足が予定される都道府県の協議会で
にご協力頂き有り難うございました。その
も課題となるものと思われます。移行医療
後の脳卒中循環器病対策法の成立後の動向
たされる行政との連携の推進にご活用頂ければと存じます。
センターの設立により、都道府県の保健行
も踏まえて、
2021 年度の都道府県予算編成
診療体制と外科治療の進歩により先天性心疾患患者の予後は改善し、その
95% が成人に達して
政システムの中で、病病連携と移行医療支
の時期となって参りました。先の調査で、修
います。それに伴い、原疾患の治療や合併症に対する管理が長期化していますが、小児期から成人
援が認知され、診療連携マップ作成、移行医
練施設の先生から、都道府県の移行医療支
への移行期にある慢性疾病患者に対して、小児期医療・成人期医療の双方において、必ずしも適切
療支援の窓口案内、地域の保健担当者への
援センターに関する情報、調査結果、地域モ
で継続した医療が提供されていないことが指摘されています。また、移行期の慢性疾病患者におけ
移行医療の講演会等を通じて行政への普及
デルと解決案のご要望を多数頂きましたの
啓発、ひいては健保対策の推進につながれ
で情報共有をお願い致します。貴施設が、都
る自立（自律）支援が、小児期と成人期の支援事業により円滑になされていないことも指摘されて
ばと期待されています。
道府県の ACHD 修練施設として果たされる
います。
行政との連携の推進にご活用頂ければと存
これまでの移行医療支援体制としては、医療側の自助努力、病院間連携さらには学会の修練施設
しかし、2019 年の日本成人先天性心疾患
じます。
認定へと進歩してきました。しかし、都道府県の保健行政上は、小児慢性特定疾病、成人等の難病
学会の移行医療支援センターに関する調査
では、多くの都道府県で未整備である事が
診療体制と外科治療の進歩により先天性
と異なり、認知度が低く、未整備である事が指摘されています。そこで、2017
年の都道府県への
指摘されました。原因として、地域全体で認
心疾患患者の予後は改善し、その 95%が成
厚生労働省通達（資料１、２、３）以降、都道府県の行政的な医療連携体制と自立（自律）支援事
知度が低い事、医療側と既存の福祉支援担
人に達しています。それに伴い、原疾患の治
業の整備事業が予算化されました。2019 年 12 月に脳卒中循環器病対策基本法、成育基本法が施
当者など行政スタッフとの連携が乏しい事
療や合併症に対する管理が長期化していま
行され、先天性心疾患の移行医療支援に関わる内容も検討されており、2020
年に発足が予定され
が挙げられました。地域の修練施設側から
すが、小児期から成人への移行期にある慢
る都道府県の協議会でも課題となるものと思われます。移行医療センターの設立により、都道府県
も、行政と連携する上での必要な情報、説明
性疾病患者に対して、小児期医療・成人期医
資料、具体的な骨子案（協議会等の設置、既
療の双方において、必ずしも適切で継続し
の保健行政システムの中で、病病連携と移行医療支援が認知され、診療連携マップ作成、移行医療
存の支援ネットワークとの連携、モデル業
た医療が提供されていないことが指摘され
支援の窓口案内、地域の保健担当者への移行医療の講演会等を通じて行政への普及啓発、ひいては
務）、先行地域の地域モデルの情報共有の要
ています。また、移行期の慢性疾病患者にお
健保対策の推進につながればと期待されています。
望を頂きました。そこで、委員会として下記
ける自立（自律）支援が、小児期と成人期の
しかし、2019
年の日本成人先天性心疾患学会の移行医療支援センターに関する調査では、多く
の資料を作成しましたので、総合修練施設
支援事業により円滑になされていないこと
の都道府県で未整備である事が指摘されました。原因として、地域全体で認知度が低い事、医療側
指導責任者が連携修練施設担当者と連携の
も指摘されています。
上、行政との話し合う際の資料として、ご活
と既存の福祉支援担当者など行政スタッフとの連携が乏しい事が挙げられました。地域の修練施設
用願えればと思います。
これまでの移行医療支援体制としては、
側からも、行政と連携する上での必要な情報、説明資料、具体的な骨子案（協議会等の設置、既存
医療側の自助努力、病院間連携さらには学
の支援ネットワークとの連携、モデル業務）、先行地域の地域モデルの情報共有の要望を頂きまし
ご留意頂きたい点は、移行医療支援事業
会の修練施設認定へと進歩してきました。
た。そこで、委員会として下記の資料を作成しましたので、総合修練施設指導責任者が連携修練施
は、循環器疾患のみならず、多様な専門領域
しかし、都道府県の保健行政上は、小児慢性
の中でも診療移行が対象となっている点で
特定疾病、成人等の難病と異なり、認知度が
設担当者と連携の上、行政との話し合う際の資料として、ご活用願えればと思います。
す。実際の事業形態は、地域の専門領域、診
低く、未整備である事が指摘されています。
ご留意頂きたい点は、移行医療支援事業は、循環器疾患のみならず、多様な専門領域の中でも診
まえて、2021 年度の都道府県予算編成の時期となって参りました。先の調査で、修練施設の先生

療移行が対象となっている点です。実際の事業形態は、地域の専門領域、診療施設の実情に応じて、
1

他領域と連携した対応が重要と思われます。中でも、先天性心疾患の領域は、既に ACHD の学会、
修練施設を有し、その診療ボリューム、ニーズ共に大きいと思われ、移行医療全体の為にその経験
をお役立て頂けると思われます。県レベルの移行医療支援を必要とする患者様の為に、ACHD 学
会修練施設のお立場から、今回の情報をご活用願えれば幸いです。
●本資料の内容
・移行期医療支援センターの設置状況に関するアンケート調査のご報告
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・各自治体の取り組み（長野県・静岡県）
・移行医療支援センター HP のご紹介
●移行医療センターに関する資料●
1 厚生労働省通達（2017 年 10 月 25 日）
2 概要説明（厚生労働省）
3 抜粋資料（地域ないしご施設でのご説明会資料案）
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日本成人先天性心疾患学会移行医療、専門医制度普及委員会、および厚生労働科学研究費補助金
難治性疾患等克服研究事業「先天性心疾患を主体とする小児期発症の心血管難治性疾患の生涯にわ
そこで、2017 年の都道府県への厚生労働省
COVID-19 感染の長期化により、会員の
たる
QOL 改善のための診療体制の構築と医療水準の向上に向けた総合的研究」では、成人先天性
通達（資料１、２、３）以降、都道府県の行
皆様のご施設での対応にご苦労されておら

政的な医療連携体制と自立（自律）支援事業
れ、お見舞い申し上げます。日頃、成人先天 81 施設の施設責任者を対象に、移行期医療セン
心疾患専門医制度における総合・連携修練施設計

の整備事業が予算化されました。2019 年
性心疾患(ACHD)の患者の診療、研修、支援
12 月に脳卒中循環器病対策基本法、成育基
に於いて、ご尽力頂きまして有り難うござ
その結果、81
施設のうち、79
施設からご回答をいただきました（回収率
98%）。うち「自施設
本法が施行され、先天性心疾患の移行医療
います。また、昨年にご協力頂きました都道
または自施設関係者にセンター設置・協力依頼が来ている」と回答したのは
9 施設（11%）でし
支援に関わる内容も検討されており、
2020
府県の移行医療支援センターに関する調査
年に発足が予定される都道府県の協議会で
にご協力頂き有り難うございました。その
た。移行期医療支援センターに関与する意向については
22 施設（28%）が「積極的関与したい」、
も課題となるものと思われます。移行医療
後の脳卒中循環器病対策法の成立後の動向
55 施設（70%）が「依頼があれば関与したい」と回答しました（図 1）。
センターの設立により、都道府県の保健行
も踏まえて、2021 年度の都道府県予算編成
移行期に必要な支援に関して「とても必要だと思う」との回答が多かった項目は「受診が必要
政システムの中で、病病連携と移行医療支
の時期となって参りました。先の調査で、修
な理由を理解してもらう（91%）
」
「自身の病状を理解してもらう（90%）
」「今後起こりえる合併
援が認知され、診療連携マップ作成、
移行医
練施設の先生から、都道府県の移行医療支
症を理解してもらう（85%）
」などで、医学的側面の強いものが上位を占めました。一方、移行期
療支援の窓口案内、地域の保健担当者への
援センターに関する情報、
調査結果、地域モ
移行医療の講演会等を通じて行政への普及
デルと解決案のご要望を多数頂きましたの
医療センターに期待する支援に関して「とても期待する」との回答が多かった項目は「医療費助成
啓発、ひいては健保対策の推進につながれ
で情報共有をお願い致します。貴施設が、都
制度を知ってもらう（75%）」「福祉制度を知ってもらう（72%）」「成人期以降も受診できる医療
ばと期待されています。
道府県の ACHD 修練施設として果たされる
機関を知ってもらう（67%）」「就職に関して相談できる機会を持ってもらう（68%）」などで、社
行政との連携の推進にご活用頂ければと存
会・福祉的側面が強いものが上位を占めました（図
2）。しかし、
2019 年の日本成人先天性心疾患
じます。
学会の移行医療支援センターに関する調査
2
では、多くの都道府県で未整備である事が
診療体制と外科治療の進歩により先天性
指摘されました。原因として、地域全体で認
心疾患患者の予後は改善し、その 95%が成
知度が低い事、医療側と既存の福祉支援担
人に達しています。それに伴い、原疾患の治
ターに関するアンケート調査を行いました。

研究の結果から、主に以下の3点が明らかになったと考えます。
関係施設および院内関係者との連携体制に関して、小児循環器科医や成人先天性心疾患担当医に

ついては「名前や顔がわかる」との回答が 9 割以上だった一方、院内学級教員、難病相談支援員、
1. 移行期医療支援センターに関与する意向を有する先天性心疾患領域の医師と自治体
母子保健や難病担当保健師、小慢自立支援員などについては 1 割前後に留まりました。
が十分に連携できていない面がある
本研究の結果から、主に以下の 3 点が明らかになったと考えます。

2. 移行期医療支援センターには社会・福祉的支援が期待される

１．移行期医療支援センターに関与する意向を有する先天性心疾患領域の医師と自治体が十
3. 社会・福祉的支援に必要となる院内・関連施設との連携体制には改善の余地がある
分に連携できていない面がある

２．移行期医療支援センターには社会・福祉的支援が期待される
３．社会・福祉的支援に必要となる院内・関連施設との連携体制には改善の余地がある

後、各自治体で移行期医療センター設置や活動内容を検討する際には、医学的側面から

支援のみでなく、院内・関連施設が連携し、社会・福祉的支援にも取り組む必要性が示
今後、各自治体で移行期医療センター設置や活動内容を検討する際には、医学的側面からの支援の

みでなく、院内・関連施設が連携し、社会・福祉的支援にも取り組む必要性が示唆されました。
されました。
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成人先天性心疾患学会総合(連携)修練施設の取り組み案
この資料は移行医療に関し先進的な自治体の取り組みを踏まえ、日本成人先天性心疾患学会移行医

そこで、2017 年の都道府県への厚生労働省
COVID-19 感染の長期化により、会員の
通達（資料１、２、３）以降、都道府県の行
皆様のご施設での対応にご苦労されておら
総合修練施設指導責任者が、連携修練施設担当者と協力して、都道府県の難病・小慢関連の担当課
担当課とご相談頂く際の資料としてご活用ください。
政的な医療連携体制と自立（自律）支援事業
れ、お見舞い申し上げます。日頃、成人先天
とご相談頂く際の資料としてご活用ください。
の整備事業が予算化されました。2019 年
性心疾患(ACHD)の患者の診療、研修、支援
■この資料について
12 月に脳卒中循環器病対策基本法、成育基
に於いて、ご尽力頂きまして有り難うござ
都道府県の移行医療支援センターが
総合修練施設指導責任者が、連携修練施設担当者と協力して、都道府県の難病・小慢関連の
都道府県の移行医療支援センターが
本法が施行され、先天性心疾患の移行医療
います。また、昨年にご協力頂きました都道
設立（準備）されているが、都道府県で
ACHD
総合修練施設に依頼されてない場合
設立（準備）されているが、都道府県で
ACHD
総合修練施設に依頼されてない場合
担当課とご相談頂く際の資料としてご活用ください。
支援に関わる内容も検討されており、2020
府県の移行医療支援センターに関する調査
都道府県の担当課にご相談頂く際の資料としてご参考にして下さい。
都道府県の担当課にご相談頂く際の資料としてご参考にして下さい。
年に発足が予定される都道府県の協議会で
にご協力頂き有り難うございました。その
（注）都道府県に
ACHD
総合修練施設が複数ある場合は、地域の実情に応じた対応をお願い致します。
も課題となるものと思われます。移行医療
後の脳卒中循環器病対策法の成立後の動向
(注) 都道府県に ACHD 総合修練施設が複数ある場合は、地域の実情に応じた対応をお願い致します。
都道府県の移行医療支援センターが
センターの設立により、都道府県の保健行
も踏まえて、2021 年度の都道府県予算編成
設立（準備）されているが、都道府県で ACHD 総合修練施設に依頼されてない場合
設置（準備）がなされていない場合
政システムの中で、病病連携と移行医療支
の時期となって参りました。先の調査で、修
設置（準備）がなされていない場合
都道府県の担当課にご相談頂く際の資料としてご参考にして下さい。
都道府県の担当課にご相談頂く際の資料としてご参考にして下さい。
援が認知され、診療連携マップ作成、移行医
練施設の先生から、都道府県の移行医療支
都道府県の担当課にご相談頂く際の資料としてご参考にして下さい。
療支援の窓口案内、地域の保健担当者への
援センターに関する情報、
調査結果、地域モ
(注) 都道府県に
ACHD 総合修練施設が複数ある場合は、地域の実情に応じた対応をお願い致します。
■都道府県の移行医療支援センターの具体的骨子案
移行医療の講演会等を通じて行政への普及
デルと解決案のご要望を多数頂きましたの
啓発、ひいては健保対策の推進につながれ
貴施設が、都
１で情報共有をお願い致します。
自治体による協議会等の設置の要望
■都道府県の移行医療支援センターの具体的骨子案
設置（準備）がなされていない場合
ばと期待されています。
道府県の ACHD 修練施設として果たされる
1）構成員：小児慢性特定疾病の自立支援に関わる小児科系代表、成人期の難病（指定難病を
１行政との連携の推進にご活用頂ければと存
自治体による協議会等の設置の要望
都道府県の担当課にご相談頂く際の資料としてご参考にして下さい。
含む）に関わる内科系代表、小児慢性特定疾病等自立支援事業担当者、難病相談支援事業担当
しかし、2019 年の日本成人先天性心疾患
じます。
学会の移行医療支援センターに関する調査
者、保健師、教育関係者、看護師、患者会代表を含む。移行医療対象疾患の一つであり、喫緊
1）構成員：小児慢性特定疾病の自立支援に関わる小児科系代表、成人期の難病（指定難病
■都道府県の移行医療支援センターの具体的骨子案
では、多くの都道府県で未整備である事が
診療体制と外科治療の進歩により先天性
の問題となっている成人先天性心疾患修練施設 ( 総合・連携
) との連携を考慮する。
を含む）に関わる内科系代表、小児慢性特定疾病等自立支援事業担当者、難病相談支援事業
１
自治体による協議会等の設置の要望
指摘されました。原因として、地域全体で認
心疾患患者の予後は改善し、その 95%が成
2）役割：移行医療センターの設置場所、コーデイネーターの配置、移行医療センターの業務
知度が低い事、医療側と既存の福祉支援担
人に達しています。
それに伴い、
原疾患の治
担当者、保健師、教育関係者、看護師、患者会代表を含む。
移行医療対象疾患の一つであり、
当者など行政スタッフとの連携が乏しい事
療や合併症に対する管理が長期化していま
内容と連携体制の構築を行う
喫緊の問題となっている成人先天性心疾患修練施設 (総合・連携)との連携を考慮する。
1）構成員：小児慢性特定疾病の自立支援に関わる小児科系代表、成人期の難病（指定難病
が挙げられました。地域の修練施設側から
すが、小児期から成人への移行期にある慢
を含む）に関わる内科系代表、小児慢性特定疾病等自立支援事業担当者、難病相談支援事業
も、行政と連携する上での必要な情報、説明
性疾病患者に対して、小児期医療・成人期医
２ 都道府県の移行医療支援センター事業において、成人先天性心疾患修練施設（総合・連携）と
2）役割：移行医療センターの設置場所、コーデイネーターの配置、移行医療センターの業
資料、具体的な骨子案（協議会等の設置、既
療の双方において、必ずしも適切で継続し
担当者、
保健師、教育関係者、看護師、患者会代表を含む。
移行医療対象疾患の一つであり、
の連携に関するモデル案
存の支援ネットワークとの連携、モデル業
た医療が提供されていないことが指摘され
務内容と連携体制の構築を行う
喫緊の問題となっている成人先天性心疾患修練施設
(総合・連携)との連携を考慮する。
務）
、先行地域の地域モデルの情報共有の要
ています。
また、
移行期の慢性疾病患者にお
1）移行医療支援センター設置とコーデイネーター配置案：
望を頂きました。そこで、委員会として下記
ける自立
（自律）支援が、小児期と成人期の
成人医療施設、自治体、難病診療連携拠点、小児医療施設など地域の実情に応じて設置し、
２支援事業により円滑になされていないこと
都道府県の移行医療支援センター事業において、成人先天性心疾患修練施設（総合・連
2）役割：移行医療センターの設置場所、コーデイネーターの配置、移行医療センターの業
の資料を作成しましたので、総合修練施設
移行医療コーデイネーターを配置
指導責任者が連携修練施設担当者と連携の
も指摘されています。
携）との連携に関するモデル案
務内容と連携体制の構築を行う
2）連携体制案：
上、行政との話し合う際の資料として、ご活
１）移行医療支援センター設置とコーデイネーター配置案：
小児慢性自立支援員、難病診療コーデイネーター、ソーシャルワーカーを含む相談業務・
用願えればと思います。
これまでの移行医療支援体制としては、
成人医療施設、自治体、難病診療連携拠点、小児医療施設など地域の実情に応じて
２医療側の自助努力、病院間連携さらには学
都道府県の移行医療支援センター事業において、成人先天性心疾患修練施設（総合・連
自立支援・福祉支援・就労支援などの地域の既存の支援ネットワークとの連携体制を構築
設置し、移行医療コーデイネーターを配置ご留意頂きたい点は、移行医療支援事業
3）モデル業務内容案：
会の修練施設認定へと進歩してきました。
携）との連携に関するモデル案
は、循環器疾患のみならず、多様な専門領域
しかし、
小児慢性
A.都道府県の保健行政上は、
窓口実務：相談業務、自立・移行・福祉・就労等の支援業務
２）連携体制案：
１）移行医療支援センター設置とコーデイネーター配置案：
の中でも診療移行が対象となっている点で
特定疾病、
成人等の難病と異なり、
認知度が
B.小児慢性自立支援員、
地
域の診療マップの作成
難病診療コーデイネーター、ソーシャルワーカーを含む相談
成人医療施設、自治体、難病診療連携拠点、小児医療施設など地域の実情に応じて
す。実際の事業形態は、地域の専門領域、診
低く、未整備である事が指摘されています。
C. 情報公開：ホームページを作成し、移行医療のツールと地域の診療マップの公開、ウェ
設置し、移行医療コーデイネーターを配置

総合修練施設指導責任者が、連携修練施設担当者と協力して、都道府県の難病・小慢関連の
療・専門医制度普及委員会が成人先天性心疾患専門医修練施設の取り組み案として纏めたものです。

ブ相談事業、講習会開催

２）連携体制案：
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小児慢性自立支援員、難病診療コーデイネーター、
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■長野県の移行医療に対する取り組み

長野県では主に長野県立こども病院が中心となり移行支援医療の取り組みが進められてきており、
主に①医療、②教育、③福祉、④就労に関する支援の取り組みがなされている。医療については、
小児科→循環器内科への管理移行が双方向性の移行外来をベースに進められており、循環器内科
（大学病院）→循環器内科（関連病院）への移行もスタートしている。教育については、患者の自
立教育と病児支援事業の取り組みがなされている。特に自立支援については疾患の説明ができるよ
うになることを目標に医師・看護師による指導が小児期より開始されている。就労支援として、ハ
ローワークと連携し就労準備勉強会を実施し、社会人としての心構え、面接の準備、就労に関する
注意点を確認する作業などが行われている。一部では地元企業・患者が連携して就労コンソーシア
ム設立活動が行われている。これらの活動は現在医療従事者や患者などの自助努力により行われて
きたものであり、今後移行医療協議会の設置に際しては、それぞれの分野で行政と連携して事業を
進めていくことを考えている。
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■静岡県の移行医療に対する取り組み

2019 年度より県健康福祉部とこども病院で移行医療協議会と移行医療センターの設置を検討。総
合修練施設である聖隷浜松病院・県立総合病院と連携修練施設の県立こども病院が中心となり、県
内約 10 施設が参加する静岡県 ACHD 研究会が設立された。また、癌医療推進協議会内に小児・
AYA 世代部会が設置された。2020 年 2 月に県立病院機構内の県立総合病院（ACHD 総合修練施
設）に移行期医療部（成人先天性心疾患科、小児・AYA 世代腫瘍科、移行医療支援室を含む）とこ
ども病院（ACHD 連携修練施設）に移行期医療支援センターを設置。同年 4 月、こども病院が県か
ら「静岡県移行期医療支援センター」を受託し、県・移行医療協議会を含む移行期医療体制整備の
提案・推進役となる。同年 6 月移行医療コーデイネーターを選定。今週秋〜冬 に県・移行医療協
議会を開催予定。
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■都道府県の移行医療支援センターHP 作成の取り組み
■都道府県の移行医療支援センター HP 作成の取り組み

神奈川県：難病相談・支援センターに併設する形で移行期医療支援センターを設置し HP を

作成。疾患別、および市区町村別に受け入れ可能機関を検索可能。
神奈川県：難病相談・支援センターに併設する形で移行期医療支援センターを設置し
HP を作成。
HP
https://www.kanagawa-nanbyo.com/
疾患別、および市区町村別に受け入れ可能機関を検索可能。
H P https://www.kanagawa-nanbyo.com/

大阪府：大阪母子医療センターに設置された移行期医療支援センターで HP 作成。移行期医
大阪府：大阪母子医療センターに設置された移行期医療支援センターで
HP 作成。移行期医療の解
療の解説、各施設における移行支援の概要を記載。今後、神奈川のような施設検索機能を付
説、各施設における移行支援の概要を記載。今後、神奈川のような施設検索機能を付加予定。
加予定。
H
HPP https://ikoukishien.com/
https://ikoukishien.com/

埼玉県：埼玉県立小児医療センターに設置された移行期医療支援センターについて
HP で情報公
埼玉県：埼玉県立小児医療センターに設置された移行期医療支援センターについて
HP で
開。センターへの「相談依頼シート」あり。

情報公開。センターへの「相談依頼シート」あり。

H P h ttps://www.pref.saitama.lg.jp/scm-c/annai/tikirenkeisodansiencentersabsite/

HP

ikoukicenter.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/scmc/annai/tikirenkeisodansiencentersabsite/ikoukicenter.html

千葉県：千葉大学に設置された移行期医療支援センターに関して HP で情報公開。行政の立場から
移行期医療支援センターを千葉大に設置した経緯について、医師から移行期医療支援センターの役

千葉県：千葉大学に設置された移行期医療支援センターに関して HP で情報公開。行政の

割について解説あり。

立場から移行期医療支援センターを千葉大に設置した経緯について、医師から移行期医療
H P https://www.ho.chiba-u.ac.jp/section/ikoki/index.html

支援センターの役割について解説あり。
HP

https://www.ho.chiba-u.ac.jp/section/ikoki/index.html
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2020 年 7 月
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