
 

東都医健発第１９７８号  

（地区第７８５号）  

平成２４年１０月２９日  

 

 

地 区 医 師 会 長 殿 

 

               東 京 都 医 師 会 長 

野  中     博  

 

 

「巡回診療の医療法上の取扱いについて」及び「医療機関外の場所で行う  

健康診断の取扱いについて」の改正について  

 

 標記の件につきまして、東京都福祉保健局及び日本医師会より別添のとおり

通知がありましたのでお知らせいたします。  

 巡回診療につきましては、これまでも国からの通知「巡回診療の医療法上の

取扱いについて」（昭和３７年６月２０日付医発第５５４号）により、地方公共

団体、公的医療機関の開設者及び公益法人等（医療法人も含む。）が無医地区に

おける医療の確保等を目的として巡回診療を行う場合は、診療所の開設手続に

該当するところですが、その手続を簡素化して実施しているところです。  

今回の改正により、公的医療機関の開設者等以外の実施主体であっても、通

常の診療に支障が生じない場合には、公的医療機関の開設者等と同様に手続を

簡素化して差し支えないという考えにより、実施主体に関わらず国通知の対象

となることが明確化されました。  

これまで、医療法人だけ認められていた巡回診療が、医療法人でない民間医

療機関の実施も可能となったものであり、具体的には、都内では、産業医等が

会社に出向いてインフルエンザ予防接種を行う事例が考えられます。 

また、従来より巡回診療を実施する場合は、所管の保健所への連絡及び事業

計画書（別添）の提出が必要となっています。  

 つきましては、貴会におかれましても本件についてご承知おきいただくとと

もに、巡回診療として診療所以外で医療提供を行う場合には、改めて医療安全

の確保について徹底をいただくよう貴会管下会員へのご周知をお願い申し上げ

ます。特に予防接種を実施する場合は、副反応発生時の対応などについての十

分なご配慮をお願いいたします。  

 なお、本件につきましては、東京都より各区保健衛生主管部長並びに東京都

保健所に通知されておりますことを申し添えます。  

 

 

東京都医師会 

                      保健医療課生涯保健係 

TEL 03-5283-6750（直通）  

                      FAX 03-3292-7097 

 



24福保医安第782号

平成24年10月25日
杜団法人東京都医師会

　会　長　　野　中　　博殿

「巡回診療の医療法上の敢扱い」及び「医療機関外の場所で行う健康診断の

取扱いについて」の改正について

　目頃より、都の医療安全対策に御理解と御協カを賜り、厚く御礼申し上げます回

　標記の件について、別添写しのとおり厚生労働省医政局長から通知がありましたので、

お知らせいたします。

　巡回診療については、これまでも国からの通知「巡回診療の医療法上の取扱い」（昭和

37年6月20目付医発第554号）により、地方公共団体、公的医療機関の開設者及び

公益法人等（医療法人も含む回）が無医地区における医療の確保等を目的として巡回診療

を行う場合は、診療所の開設手続に該当するところですが、その手続を簡素化して実施し

ているところです。

　今回の改正により、公的医療機関の開設者等以外の実施主体であっても、通常の診療に

支障が生じない場合には、公的医療機関の開設者等と同様に手絵を簡素化して差し支えな

い｝いう考えにより、実施主体に関わらず国通知の対象となることが明確化されました。

　つきましては、管下地区医師会等への周知をお願いするとともに、巡回診療として診療

所以外で医療提供を行う場合には、改めて医療安全の確保について徹底をいただくようお

願いします。特に予防接種を実施する場合は、副反応発生時の対応などについての十分な

御配慮をお願いします。

　なお、巡回診療を実施する場合は、所管の保健所への連絡及び事業計画書の提出が必要

となりますので、重ねてお願い申し上げます日



目医発第664号（地Iエ30）

平成一24年ユ0月5日

都道府県医師会長殿

「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」及び「医療機関外の

場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正にっいて

　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて今般、厚生労働省医政局長より各都道府県知事宛に標記の通失口が発出される

とともに、本会に対してもその了知、周知方依頼がありました。

　巡回診療につきましては・旧厚生省通知r巡回診療の医療法よの敢り披いにっい

て」（昭和37年6月20目付医発第554’号）により、地方公共団体、公的医療機

関の開設者及び公益法人等（医療法人も含む。）が無医地区における医療の確保等を

目的として特に必要な巡回診療を行う場合に、診療所の開設に該当する手続が簡素

化されております。’

　本件は、本会からの申し入れにより、同昭和37年通知を改正し、実施主体に関

わらず当該通知の対象となることを明確化するものであります。また、同省通知「医

療機関外の場所で行う健康診断の取扱いにっいて」にっきましても、同様に改正さ

れております。

　っきましては、貴会におかれましても、本件にっいてご了知いただくとともに、

貴会管下関係医療機関への周知方につきご高配賜りますようよろしくお願い申し上

げます。



医政発ユ00ユ第8号

平成24年10一月1目

杜団法人 肩本医師会会長殿

厚生労働省医政局綾煙麟

「巡回診療の医療法上の一取り扱いについて」及び「医療機関外の場所で行

う健・康診断の取扱いについて」の改正について

　標記’にっいて、別添の通り、各都道府県知事あてに通知を発出いたしましたの

で、その内容について御了知いただきますとともに、貴団体会員等に広く周知い

ただきますよう牟願い申し上げます。



医政発ユO01第7号

平成24年10月1目

各都道府県知事　殿

厚生労働省崖政局長

㌔＿山　…一．帥4

「巡回診療の医療法上の取り扱いにっいて」及び「医療機関外の場所で行

う健康診断の取扱いについて」の改正について

　巡回診療にっいては、これまで、公衆又は特牟多数人に対して医療苧行われる

ものであり、原則として診療所の開設に該当するものとして取り，扱っているとこ

ろですが、地方公共団体、公的医療機関の開設者及び公益法人等（医療法人も含

一む回）が無医地区における医療の確保等を口的として特に必要な巡回診療を行う

場合については、その手続を簡素化しているとこ6です。

　これについて、公的医療機関の開設者等以外の実施主体であっても、当該実施

主体の既存の医療機関における通常の診療に支障が生じない場合には、公的医療

機関の開設者等と同様に、手続を簡素化して差し支えないと考えられるため、「巡

回診療の医療法上の取り扱いについて」（昭和台7年6月20目付け医発第554号厚

生省医務局長通知）の一郁を改正し、実施主体に関わらず当該通知の対象となる

ことを明確化するζととしたので通知します。

　また、r医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」（平成7年11月2

9目付け健政発第927号厚生省健康政策局長通知）の一部についても改正し、巡回

診療と同様に、実施主体に関わらず当該通知の対象となることを明確化すること

としたので併せて通知します。

　貴職におかれましては、管下保健所設置市、特別区、関係団体等に対し、改め

て今回通知する巡回診療及び巡回健診の医療法上の取扱いについての周知をお願

いします。



○　巡回診療の医療法上の取り扱いについて（昭和37年6月20目医発第55壬号厚生省医務局長通知〕（抄）

（傍線の音直分は故正部分〕

　いわゆる巡回診療（巡回診療において行われる予防接種も含む。）にっいて

は、その実施の方法に種々の態様のものがみられるが、これらはいずれも一

定地点において公衆又は特定多数人に対して診療が行なわれるものであり、

原貝1」として医療法上は診療所の開設に該当するものと解≦れる。しかしなが

ら、無医地区における医療の確保叉は地域住戻に対して特に必要と一される結

核、成人病等の健康診断の実施等を目的として行なう巡回診療であって、．巡

回診療によらなければ住民の摩療の確保、健康診断の実施等が困難であると

認められるものにづいては、医療法の運用上特別の処置を講じてその実施の

円滑化をはかることが適当であると考えられるので、今後これらの巡回診療

に関しては、左記のと串り取り扱って差し支えないこととし乍ので通知する。

　なお、この取り扱いは、巡回診療が特に必要である場合に認められるもの

であるので・．巡回診療実施計呼＿実施主体の定率又は寄附行為率

て十分確認のうえ適用することとし、これが必要と謁められな≦なった場合

には直ちにこの取り扱いを中止することとされたい。

第一　（略）’

第二　　（略）

　一　　（略）

（’）　（蕗）

旧

　いわゆる巡回診療（巡回診療において行われる予防接種も含む。）にっいて

は、そあ実施の方法に種汝の態様のものがみ．られるが、これらはいずれも一

定地点において公衆又は特定多数人に対して診療が行なわれるものであり、

原則として医療法上は診療所の開設に該当するものと解される。しかしなが

ら、二無医地区における医療の確保又は地域住民に対して特に必要とされる結

核、戒人病等の健康診断の案施等を目的と．して地幽幾閨
の開設者又は公益法人等（医療法人も含む〕が行なう巡回診療であって　そ

鐘」巡回診療によらなければ住民の医療の癌保、健康診断の実施等が困難であると認められるものにつ

いては、1医療法の運月ヨ上特別の処置を講じてその実施の円滑イ』をはかること

が適当であると考えられるので・今後これらの巡回診療に関しては、左記の

と菊り取り扱つて差し支えないことξしたので通知する。

　なお・この取り扱いは・巡回診琴が矧亨必要である場合に認められるもの

であるので、巡回診療実埆計画及ぴ実施主体の定款又主ま寄附行為等にっい下

十分確認のうえ適用する’こととし、・これが必要と認められなく竣らた場合に．

は直ちにこの取り扱いを中止することとされたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

’第一　（略）

第二　（略）

　一　（略〕

　　（一）・（賂）



（二）この場合医療法施行規貝■」第一条に基つく開設の許可申請又は屈出

　　　にあたっては㌔次のとおりの取り扱いとす亭こと。

　　　ア～ウ　（賂）・

　　　工　敷地及び建物の状況にかえて移動診療施設を手1」用する場合はそ

　　　　の構造設備の概襲を記載させること。

　　　　　なお　これを変更した場合には変更許可又は届出の手続をとら

　　　　せること。

　（三）～（四）　（略）．

　（五）医療法第八条及び医療法施行令第四　第三項の規定に基づく医療

　　　法施行　則第四条第三号の規定に基づく届出ぱ、行わなくて差し支

、由　（略）

　（七）　（略）

二～三　　（略）

（二）この場合医療法施行規貝1」第一条に基づく開設の許可申請にあたっ

　　ては・次のとおりの取り扱ジとすること回

　　ア～ウ　（略）

　　工敷地犀び建物の状況にかえて移動診療施設を利用する場合はそ’

　　　の構造設備の概要を記載させるごと。

　　　　なお、これを変更した場合には変更許可の手続をとらせるとと。

（三）～（四）一（略）

（新誤）

（重）

⑳

（路）

．（略）

1賂）



○　医療機関外の場所で行う健康診断の敢扱いについて（平成7年11月29目健政発第927号厚生省健康攻策局長通知）｛抄）

（傍線の部分は改正部分）

　標記について、疾病予防ぺ成人病の早期発見等に係る国民の関心の高まり

などを背景に、医療機関外の場所で行う一健康診断（以下r巡回健診」という。）

に対する需要が増加しているところであるが、今般国民がより身近に健康診

断を受けることを可能とするため、巡回健診の医療法上の卒扱いを左記のと

おり定めることとしたので通知する。

　なお、宝施主体あ　存の病院又は診療月における通常の診療に支障の生じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1　既存の病院又は診療所の事業として巡回健診を行う場合における医療法

及びこれに基づく法令の適用並びにこれに関する指導監督については、．次の

とおりとすること。

（1）～（3）　〔賂〕

2　（略）

1日

標刮…っいて、疾病予防、成人病の早期発見等に係る国民の関心g高まり

などを鵠に二医療機関外の場所で行う健康診断（以下r巡亭健診」という。）

に対する需要が増加しているところであるが、今般国民がより身近に健康診

断を受けることを可能とするため、屋闘麹巡回隼診の医療法上

の取扱いを左記のとおり・牢めることとしたので通知す乱

　　　　　　　　　　　　　　　　記

1　「巡回診療の医療法上の取り扱いについて　（昭和三十七年六月二十日医

第五五四号厚生省矢務局長通知　により簡便な手続で巡回診’を行うこと

ができる　とLて掲げられている地方公共団体、公的医療機関の開設者、公

益法人等以外の者が　既存の病院又は診療所の事業として巡回健診を行う場

含における摩療法及びこれに基づく法令の適用並びにこれに関する指導監督

については、次のとおりとすること。

　（1）～（昌）　（略）

　2　・（略〕



○巡回診療の医療法上の取り扱いについて

（昭和呂7年6月20目医発第554号厚生省医務局長通知）

　いわゆる巡回診療（巡回診療において行われる予防接種も含む。）にっし一・ては、その実施の方法に種々

の態様のものがみられるが、これらはいずれも一定地点において公衆又は特定多数人に対して診療が行

なわれるものであり、原貝■」として医療法上は診療所の開設に該当するものと解される。しかしながら、

無医地区における医療の確保又は地域住民に対して特に必要とされる結核、成人病等の健康診断の実施

等を目的として行なう巡回診療であつて、巡回診療によらなければ住民の医療の確保、健康診断の実施

等が困難であると認められるものについては、医療法の運用上特別の処置を講じてその実施の円滑化を

はかることが適当であると考えられるので、今後これらの巡回診療に関しては、左記のとおり取り扱つ

て差し支えないこととLたので通知する。

　なお、この取り扱いは、巡回診療が特に必要である場合に認められるものであるので、巡回診療実施

計画、実施主体の定款又は寄附行為及び案施主体の既存の病院又は診療所における通常の診療に支障の

生じないこと等について十分確認のうえ適用することとし、これが必要と認められなくなつた場合には

直ちにこの取り扱いを中止することとされたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

第一　この取り扱いは、次のいずれかに該当する場合にのみ認められるものであること。

　一　巡回診療車又は巡回診療船であつて当該車輌又は船舶内において診療を行なうことができる構造

　　となつているもの（以下r移動診療施設」という。）を利用する場合。

　二　移動診療施設以外の施設を利用して行なわれる巡回診療であつて、定期的に反覆継続（おおむね

　　毎週二回以上とする。〕して行なわれることのないもの又は一定の地点において継続（おおむね三肩

　　以上とす乱）して行なわれることのないもの。

第二　医療法及びこれに基づく法令の適用並びにこれに関する指導監督については次のとおりとするこ

　と。

　一　巡回診療が病院又は診療所の事業として行われるものでない場乱

　（一）　巡回診療の実施主体毎に診療所開設の手続をとるものとすること。

　（二）　この場合医療法施行規則第一条に基づく開設の許可申請又は届出にあたっては、次のとおり

　　　　の取り扱いとすること。

　　　ア　実施主体が当該都道府県内に所在しない場合は、開設者の住所については、実施主体の住所

　　　　に併せて、当該都道府県内の連絡場所を記載させること。

　　　イ　開設の場所に代えて、おおむね三箇月から六箇月までの期間毎に巡回診療を行なう場所並ぴ

　　　　に各場所毎の医師又は歯科医師である実施責任者の氏名及び診療を担当する医師又は歯科医師

　　　　の氏名及び担当診療科目を記した実施計画を提出させること白

　　　　これを変更したときも同様とすること。

　　　ウ　開設の貝的及び維持の方法については診療報酬の徴収方法を併記させること。

　　　工　敷地及び建物の状況にかえて移動診療施設を利用する場合はその構造設備の概要を記載させ

　　　　ること。

　　　　　なお、これを変更した場合には変更許可又は届出の手続をとらせること。



（三）　（二）のイに記した医師又は窟科医師である実施責任者をもつて管理者とみなして差し支え

　　　ないこと。なお、この場合に医療法第一二条第二項の規定に基づく許可は要しないものとして

　　　差し支えないこと。

（四〕　医療法施行令第四条の二第一項及び第二項の規定に基づく届出は、行なわな＜て差し支えな。

　　　いこと。

（五）　医療法第八条及び医療法施行令第四条第三項の規定に基づく医療法施行規則第四条第三号の

　　’規定に基づく届出は、行わなくて差し支えないこと古

（六〕　開設の許可をなすにあたつては、当該巡回診療を行なうためにのみ許可されること及び（二）

　　　のイに記した実施計画が引き続き提出されない場合であつて、正当な休止の理由のない場合に

　　　は、廃止されたものとする旨申請者に承知させること。

（七）　巡回診療を行なうにあたっては、衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、

　　　かつ、清潔を保持するよう留意させること。

二　巡回診療が病院又は診療所の事業として当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行なわれる

　場合

（一）　新たに診療所開設の手続を要しないものとするが、当該病院又は診療所から次に掲げる事項

　　　の提出を求めること。

　　　　これを変更したときも同様とすること

　　ア　当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所あ所在地

　　イ　当該病院又は診療所の名称及び所在地

　　ウ　おおむね三箇月から六箇月までの期間毎に巡回診療を行なう場所並びに各場所毎の医師又は

　　　歯科医師である実施責任者の氏名及び診療を担当する医師又は歯科医師の氏名及び損当診療科

　　　目を記した実施計画

　　工診療を行なおうとする科目

　　オ　巡回診療実施の目的及び維持の方法並びに診療報畝の徴収方法

　　カ　移動診療施設を利用する場合は、その構造設備の概要

　　キ　当該病院叉は診療所の開設者が公益法人等である場合には定款又は寄附行為

〔二）　　（一）のウに記した医師又は童科医師である実施責任者をして当該病院又は診療所の管理者

　　　の指揮監督のもとに医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定に興1つて巡回診療を管

　　　理させること。

（三）　巡回診療の実施に関Lては、医療法施行令第四条又は第四条の二第一項若しくは第二項の規

　　　定に基づく許可又は届出を要しないものとして差L支えないこと。

（四〕　巡回診療を行なうにあたっては衛生上、防火上及び県安上安全と認められる場所を選定し、

　　　かつ、清潔を保持するよう留意きせること。

三　巡回診療が、病院又は診療所の事業として行なわれる場合であつても、当該病院又は診療所が巡

　回診療を行なう都道府県内に所在しない場合

　　一と同様の取り扱いとすること



○医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いにっいて

（平成7年11月29目健政発第927号厚生省健康政策局長通知）

　標記にっいて、疾病予防、成人病の早期発見等に係る国民の関心の高まりなどを背景に、医療機関外

の場所で行う健康診断（以下r巡回健診」という。〕に対する需要が増加しているところであるが、今般

国民が占り身近に健康診断を受けることを可能とするため、巡回健診の医輝法上の取扱いを左記のとお

り定めることとLたので通知する。

　なお、実施主体の既存の病院又は診療所における通常の診療に支障の生じないことについて十会確認

のうえ、この取扱いを適用することとされたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1　既存の病院又は診療所の事業として巡回健診を行う場合における医療法及ぴこれに基づく法令の適

　用並びにこれに関する指導監督については、次のとおりとすること。

　（ユ）　次のアからウまでのいずれをも満たす巡回健診の実施については、新たに診療所開設の手続

　　　　を要しないものとすること。

　　　ア　結核予防法、労働安全衛生法等に基づく健康診断、老人保健法に基づく医療等以外の保健事

　　　　業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等、公共的な性格を有する定型的な

　　　健康診断のみを実施する巡回健診（疾病の治療を前提としたものを除く。）であること。

　　　イ　当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであること。

　　　ウ　次のいずれかに該当するものであること。

　　　（ア〕　巡回健診車又は巡回健診船であって当該車輌又は船舶内において健康診断を行うことが

　　　　　できる構造設備となっているもの（以下r移動健診施設」という。）を利用する場合

　　　（イ）　移動健診施設以外の施設を利用して行われる巡回健診であって、定期的に反覆継続（お

　　　　　おむね週二回以上とする。）して行われることのないもの又は一定の地一点において継続（お

　　　　　おむね三目以上とす私）して行われることのないもの

　（2）　　（1〕による場合、当該病院又は診療所から次に掲げる事項の提出を求めること。これを変

　　　　更したときも同様とすること。

　　　ア　当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所の所在地

　　　イ　当該病院又は診療所の名称及び所在地

　　　ウ　おおむね一か月から三か月までの期間ごとに巡回健診を行う場所皮び各場所さとの医師又は

　　　　歯科医師である実施責任者の氏名を記した実施計画

　　　ユ　健康診断の項目

　オ　実施の目的、方法及び健康診断費用の徴収方法

　カ　移動健診施設を禾11用する場合は、その構造設備の概要

（3）　　（ユ）による場合、次の点に留意して指導監督を行うこと。

　ア　当該病院叉は診療所の管理者の指揮監督の下に（2）ウの医師又は窟科医師である実施責任者

　　に医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定に貝1」って巡回健診を管理させること由

　イ　巡回健診を行うに当たっては、衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、

　　かつ、清潔を保持するよう留意させること。



　　　ウ　医療法人が巡回健診を行う場合にあっては、当該病院又は診療所の事業として行われるもの

　　　　であるため、定款又は寄附行為の変更（漸規事業の迫加は不要であること。

2　巡回健診がユ（1）に該当しない場合には、従来どおり巡回健診の実施場所ごとに診療所開設の手続

をとるものとすること。



橡式ユ

年　　月　　目

保健所長　殿

巡回診療実施計画書

名 称

1開設者
主たる事務

所の所在地

許可を受けた者にあっ

ては都内の連絡場所

名 称
電　話

2 担当病院又は 担当者

診療所
所在 地

3診療科目

4実施目的
1無医地区に対する医療の給付（予防接種を含む。）

2巡回診療によらなけれぱ住民の医療の確保が困難な医療の給付（予防接種を含む。）

5維持の方法並
びに診療報酬の

徴収方法

6実施対象 1学生（園児、児童、 生徒を含む。） 2一般住民

7実施計画
実施場所における

実　施 実施場所の名称 実施責任者氏名
担当医師（衡科医師） 医療従事者 移動診療施設

年月目 及び所在地
対象者数

＊医師又は歯科医師で 氏 名
担当診

職種
人

種別
台

あること。 療科目 数 数
医師｛苗科医圭耐 名

埴雄師 名
X練撮彫車 台

放射練技師 名
その他 台

その他〔　　〕 名 ｛ ）

唾師他科医師〕

番謹師
X練撮影車

倣射撤技師 その他

その他‘　　） （ 〕

医師他科医師〕

湘堕師
x線撮影車

放射鯨技師
その他

その他｛　　） （ 〕

医師噛科睡師〕

証誰師
X繊搬影車

放射親技師 その他

その他＝　　〕 ｛ ）

医師他科唾師〕

看破師
x練掘影車

放射練技師 その他

その他（　　〕 （ 〕

備　考
1 診療所開設の手続きにあたり、本計画書を診療所開設許可申請書に添付する場合は、 申請書と重複す

る項目の記載は不要とする。
2 診療所開設の手続きをとった者以外の者であって、 開設者が公益法人等（医療法人を除く。）である場

合には、 定款又は寄付行為を添付すること。 ただし、初回に提出し、 その後内容に変更のない場合は添

付を省略することができるものとする。

巡回診療実施場所

所管保健所名
保健所



年　　月　　目
保健所長　殿

巡回健診実施計画書

氏名（名称）

1開設者

住　　　所

名　　　称 電　話

2担当病院又は 担当者
診療所

所　在　地

3健康診断の項目 1一般健康診断　　2結核健診 3生活習慣病健診 4歯科健診
5その他（ ）

1感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、労働安全衛生法、そ
の他法令に基づく健康診断

4実施目的
2高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療等以外の保健事業としての健康

診査
3保険者からの委託に基づく健康診断

4公共的な性格を有する定型的な健康診断

5実施対象
1学生（園児、児童、生徒を含む。） 2事業所等従業員 3一般住民
4その他（ 〕

6実施方法

7健康診断費用の
徴収方法

8実施計画

実　施 実施場所の名称 実施場所における
対象者数

医療従薙者
実施賛任者氏名

移動健診施設

年月日 及び所在地
＊医師又は歯科医師であること。 職種 人数 種別 台数

医師噛科医師〕 名

雅髄師 名
X線搬彫車 台

放蛸撤技師 名．
その他 台

その他〔 〕 名 ｛ 〕

医師噛科医師〕

珊破師
X練搬影車

放射練技師
その他

その他｛ 〕 （ 〕

医師他科医師〕

看散師
X練撮彫車

放射紳技師
その他

その他｛ j ‘ 〕

医飾（苗群医師〕

看謹師
X線撮膨車

放射鯨技師
その他

その他（ 〕 く 〕

医飾他科医師）

盾誰師
x線撮影車

放射練技師 その他

その他〔 〕 （ ）

医師噛科医師〕

看融師
X線撮影車

放射線技師
その他

その他｛ 〕 ｛ 〕

巡回健診実施場所

所管保健所名
保健所
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