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平成 21 年度監事監査実施計画に従って、平成 21 年度上期業務の進捗状況、予算執行
状況及び下期の見通しに関する監査及び監事監査規程第 4 条(1)、(5)、(8)、(9)、(10)、そ
の他に係わる監査を実施したので、監事監査規程第 13 条第 1 項に基づき、その結果及び
意見を下記のとおり報告します。
監事

白尾隆行
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平成 21 年度 10 月定期監査報告

1． 監査の種類
2． 監査の実施日

定期監査（平成 21 年 10 月）
平成 21 年 10 月 19 日、21 日

3． 監査対象
「平成 21 年度上期業務の進捗状況、予算執行状況及び下期の見通し及び監事監査規程第
4 条(1)、(5)、(8)、(9)、(10)、その他」
4． 監査対象部門
企画部、総務部、情報業務室、基盤技術センター、重粒子医科学センター、分子イメ
ージング研究センター、放射線防護研究センター、緊急被ばく医療研究センター、監査室
及び倫理・コンプライアンス統括室
5． 監査立会者職位氏名
（１）企画部

取越企画部長、白川企画課長（人材育成・交流課長兼務）、伊藤専門職、

好永専門職、中総括係長、椎野評価・調査係長、大平外部資金係長
（２）総務部

伊藤総務部長、松本総務課長、大友人事課長、木曽経理課長、遠藤契約

課長、黒澤経理課長代理、小畑総務係長、小島契約係長、松下係員
（３）情報業務室

石田情報業務室長、竹下情報システム開発課長

（４）基盤技術センター

日下部基盤技術センター長、松下基盤技術副センター長、今

関研究基盤部長、小原安全・施設部長、桜井安全計画課長、西川実験動物開発・
管理課長、宮後安全管理課長、内堀放射線計測技術開発室長、石川施設課長代理、
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前田放射線発生装置管理係長、及川技術員、松柴係員、植松係員
（５）重粒子医科学センター 鎌田重粒子医科学センター長、野田物理工学部長、川村
事務課長、三井会計係長
（６）分子イメージング研究センター

菅野分子イメージング研究センター長、笠井専

門職、石井係員
（７）放射線防護研究センター

酒井放射線防護研究センター長、笠井運営企画室長

（８）緊急被ばく医療研究センター

明石緊急被ばく医療研究センター長、上田運営・

研究推進室長、田茂山調査役
（９）倫理・コンプライアンス統括室
（10）監査室

佐藤倫理・コンプライアンス統括室長

鈴木監査室長、広岡調査役

6． 監査結果
上記日程による監査及びその後の追加調査を踏まえて評価したところ、平成 21 年度
の上期業務の進捗状況、予算執行状況に関しては、一部のセンターを除き全般的には計
画通りに進展しており 1 、また下期についても、それぞれが的確な見通しを持って業務
を行う予定であると認められる。個々の業務に関して改善、検討の必要性、あるいは可
能性がある問題については、監査意見として下記に述べる。
7． 監査意見
（1）企画部関係
① 契約済繰越案件と繰越予定総額の適時な把握と有効な対応並びに自己収入（病院収入）
を巡る課題への対応
翌平成 22 年度に納入が予定されている締結済の契約、いわゆる契約済繰越となる高額の
案件は、監査時点で 8 件あり、その繰越予定総額は、約 673 百万円となっている 2 。研究所
が採用している費用進行基準型では、この額は平成 21 年度の財務諸表の整理において運営
費交付金の未使用分（運営費交付金債務）として勘定されることから、この額を未使用と
したままとするか否かが、最終的には当期総利益の額に影響を与えることとなる。その影
響度は年度によって異なるが、平成 20 年度はその運営費交付基金債務の約 21％に及んでい
ることから、決して小さくはなく、年度内に活用を図るか否かは重要な経営判断であるべ
きと考える 3 。なお、額の多寡はあるにせよ、契約済繰越案件とその額が適時に把握できる
1

平成 21 年 11 月 1 日現在、89 の配算体中、執行率が 50％以上は 60 件（67％）。同 50％以下は 29 件（平
均執行率 35％で、それ以下は 11 件（約 12％）で、最低は 0％（1 件））。平成 21 年 9 月末現在の主な年度
目標に対する達成状況は、特許出願数 19 件（40 件以上）、国内共同研究数 98 件（100 件以上）、プレス発
表 9 件（10 件以上）、外国人受入 175 名（300 名以上）（何れも括弧内は目標）となっている。
2 予定価格 16 百万円以上の重粒子関連契約案件で、起票済 3 件、起票予定 5 件となっている。
3 平成 20 年度は、13 億円の運営費交付金債務が繰り越されたが、この額を運営費交付金、病院収入等の
按分比率のベースから除くこととなるので、結果として約 21％相当分（265 百万円）が積立金に算入され
ることとなった。
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ことがこの判断の前提であり、有効な対応ができるようシステムを整える必要がある。ま
た、繰越になることが当初より可能性が高く予想されていたのか、あるいは諸準備の遅れ
の結果繰越となったのか、など経緯も十分押さえつつ、このシステムが確立されることが
望ましい。
繰越される運営費交付金の翌年度における処理に係わる問題については、独立行政法人
会計基準に照らして合理的に対応可能であれば、独立行政法人評価委員会等へ適切に説明
しつつ、可能な限り早期に実施されることが期待される。
平成 22 年度は、今期中期目標期間の最終年度である。契約済繰越相当額の年度内活用を
図り、あるいは平成 22 年度末までの 18 ヶ月程度の期間を前提に、費用進行基準型独法と
して効果的な資金の活用を図ることが期待される。
なお、病院収入を巡る長期的な枠組としては、今中期目標の達成を念頭に置き 4 、各セン
ターの研究開発成果と病院収入との関係付けに挑戦し、使途を明確にした財務処理を可能
とする方法を来期を目指して検討していくことが望ましい。同じ診療報酬体系の中で収益
を上げる医療機関として、運営費交付金と病院収入による業務を明確に説明していく状況
にあると考える 5 。
②

病院収入のより的確な把握と効果的な活用

病院収入及び追加必要経費については、毎年度 11 月頃から見通しを定めつつ調整を行っ
ている。本年度は、重粒子治療エリアの工事もあり、昨年度に比べて若干の治療可能期間
の短縮が見込まれているが、着実な効率化の進展もあり、予想収入は例年通りとされてい
る。このことは今後の病院の運営自体が一定の安定状態に達しつつあることも意味してお
り、ガン患者の重粒子線治療に対する期待の動向、治療対象部位数の変化、ＨＩＭＡＣの
運転状況、更には研究所の任務、保険収載の動向とも連動してくるが、年度末までに半年
程度しかない時期に新たな収入増見込みを元に、資源の所内再配分を行うのではなく、年
度当初から自己収入分全体を算定して、有効、かつ、計画的に活用していくことが重要と
考える。
③

アクションプラン・再発防止策への取組
アクションプランは、業務改善委員会を中心に鋭意実行されていると考えるが、既に 9

月定期監査報告でも述べたとおり、再発防止策の実行と輻輳するところもあり、何れも司
令塔を明確にして進めるべきである。特にアクションプランの実行に関しては、フェニッ
クス 2009 として重点課題毎に実行体制が組まれているが、活発な活動を維持していく必要
4

今中期目標において「重粒子医科学センター病院について、その業務と密接な関係を有する研究開発等
を含めた業務について、特性を踏まえた財務上の適切な整理を行いつつ、病院運営の効率化を図る」とさ
れている。
5 行政刷新会議は、独立行政法人の抜本的見直しのため、
「社会経済情勢の変化に即応したバランスシー
ト・キャッシュフローの最適なマネージメント」が視点の一つとしている。
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がある。しかし、アクションプラン、再発防止策何れについても、最終的には来年度中な
どを目処に一応完了させ、恒常的な活動とそれを担う常設組織を明示して、区切りを設け
ることが重要である。なお、区切りを設けるためにも、重点課題の中でも、意志決定プロ
セスの見直しなどは時間が掛かる課題でもあり、早急に見通しを付けるべきである。
（2）総務部関係
①

1 者応札問題への着実な対応

平成 21 年 7 月末、研究所は「一者応札・一者応募に係る改善方策について」を公表し、
1 者応札問題への対応を的確に行うこととしている 6 。監事としては、同年 8 月 27 日運営連
絡会議終了後、他の独立行政法人における改善方策も整理して紹介しつつ、今後この方策
に係わる関心事項を提示したところである 7 。
研究所の改善方策の中で「公告期間の十分な確保」「仕様書のホームページへの掲載」に
ついては、既に実行に移されているが 8 、他の改善方策については、円滑な実施を進め、順
次検証を行っていく必要がある。特に、平成 22 年度の年間契約は、平成 21 年度以前に既
に複数年契約に移行されたものを除いて、170 件程度の件数が予想されており、これらに対
する的確な対応が重要となる。一般的には、年間契約における 1 者応札率は、他の契約の
その率より高い傾向にあり、年間契約に対する的確な対応が今後の研究所の努力の成果を
左右すると言っても過言ではない。
通常であれば、平成 22 年度の年間契約の準備は年末頃から具体化し、年明けから 2 月頃
までに掛けて入札公告に順次付されていくこととなる。上記改善方策にも示されている「履
行期間・発注時期の改善」「仕様書における応募要件、業務内容等の具体化・明確化」を具
体的に実行していくためにも、1 者応札を改善するという観点から、これらの年間契約に係
わる仕様書を徹底的に見直し、早期に入札に付する必要がある。応札する事業者の立場か
ら見れば、仕様書が具体的に提示される前であっても、将来の「調達情報」あるいは「発
注予定情報」を早めにHP上で公表していくことが肝腎である。年間契約への早期の対応な
どを始めとする入札予定案件の仕様書見直しは、一定のチームを構成して組織的に主導す
る体制を構築することも一案であり、1 者応札問題を計画的に解決していくことが重要であ
る9。
1 者応札に関連して実施されている事業者へのアンケートは 10 、その分析を通じて研究開
発、あるいは放射線、原子力の分野に固有の問題が浮き彫りにされることも期待される。
6

平成 21 年 7 月 29 日ホームページで公表。
文部科学省関係旧科学技術庁所管関係機関（8 法人）及び経済産業省所管産業技術総合研究所の改善方
策について主な事項毎の比較を行い、主たる相違、特徴を見いだし、放医研として今後必要と考えられる
方策を示唆し、監事としての当面の関心事項を提示したものである。
8 平成 21 年 5 月 1 日より公告期間は原則 20 日間とし、仕様書は PDF 版をホームページに添付。
9 会計検査院法第 30 条の 3 の規定に基づく報告書「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関す
る会計検査の結果について」（平成 21 年 9 月、会計検査院）の事例を少なくとも参考。
10 平成 21 年 1 月～6 月までの契約案件に係わる事業者に対して実施し、取り纏め中。
7

5

これらの分析結果も含め、より一層明確な説明を国民にしていけるよう努力していくべき
である。なお、過去の応札事業者へのアンケートに加え、入札が行われた契約案件につい
て入札直後に個別の事情を点検、調査していくことも、より臨場感のある情報が得られ、
具体的な対応に生かしていけるものと考える。
②

個々の契約の合規性等
独立行政法人整理合理化計画において、監事は「入札・契約の状況（中略）について厳

格にチェックする」とし 11 、特にその後、「個々の契約の合規性等に係わる監事等のチェッ
クプロセスのフォロー」が政策評価・独立行政法人評価委員会の関心事項として示されて
いるところである 12 。更に平成 20 年度業務実績評価における留意点として「監事による個々
の契約の合規性等に係わるチェックプロセス（中略）を把握した上で、（中略）中立性・公
平性の観点から監事等によるチェックプロセスの評価を行（後略）」うこととされた 13 。こ
の要請を厳密に受け取れば、実際の監事の権限との関係は不分明ではあるが、1 者応札問題
を含め入札・契約の適正性に関して「個々の契約の合規性等」を「チェック」するプロセ
スが今後とも重要な評価対象となると考える。
このような理解から、平成 21 年度の中盤以降、研究所が締結する契約であって、監事監
査規程に従って監事に回付されるもののうち 14 、1 者応札となったものについてはその理由
を説明することを研究所に課しており、研究所として十分検証した上で当該契約を締結す
ることを期待している 15 。現在までのところ監事としては、1 者応札に至った理由が国民に
納得できるように説明されているとは考えられない。また大型の装置、システムに係わる
契約の場合、各部分に係わる受注可能な事業者の技術的能力、各部分の分担状況など全体
像が示されていない。
従って、仕様書の内容、形式から応札者の技術的能力に至るまで個々の契約に係わる専
門性の高い判断は、特段の制度を持って臨むことが順当である。1 者応札を含め個々の契約
に係わるその合規性等については、監事が関与する以前に、研究所自体の仕組み、プロセ
スを経て、研究開発固有の技術的情報、応札者の技術的能力などに係わる専門的判断 16 につ
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独立行政法人整理合理化計画（平成 19 年
「入札・契約の適正化に係わる評価における関心事項」
（平成 20 年 9 月 5 日、政策評価・独立行政法人
評価委員会独立行政法人評価分科会随意契約等評価臨時検討チーム）
13 「平成 20 年度業務実績評価における留意点」
（平成 21 年 3 月 31 日、文部科学省大臣官房政策課評価
室）1．3）⑦（エ）参照。
14 監事回付される契約文書は、役員（理事以上）の決裁するものであり、具体的には 1000 万円以上の予
定契約額のものである。1 者応札の統計のベースとなっている契約文書は 1000 万円以下のものもあり、統
計的に 1 者応札を減らしていく方策を取っていくためには、より広い範囲の契約案件に対する対応を取る
必要があることは言うまでもない。
15 1 者応札となった契約案件毎に契約課長が理由、
背景等を契約文書に添付して監事に回付するシステム。
16 第三者ではないが、独立行政法人物質・材料研究開発機構は、
「適切な仕様書作成に当たり一定金額以
上の案件については、機構内に事前に仕様書を審査するアドバイザーを置き、仕様の設定を研究に真に必
要な最小限度の内容のものに留め、過度に詳細な条件を付加して応札者を制限することがないよう審査体
制の整備を進めて」行くとしている（「1 者応札・1 者応募」に係る改善方策について 平成 21 年 7 月）。
12

6

いても完了していることが必須である。監事としては、かかる仕組み、プロセスが設定さ
れ、その適正な完了を確認することが合理的である。このため、かかる専門性も踏まえた
判断を第三者的な場において適切に行う新しい仕組み、プロセスを検討する必要があると
考える 17 。
なお、何れの仕組み、プロセスを設定するにせよ、研究開発固有の特殊な事情があるの
であれば、研究開発以外の通常の物品・サービスの調達については、手続き、内容におい
て極力問題を払拭した上で、その特殊な 1 者応札など入札・契約の事情について国民に説
明して行かなければ理解は得られないと考える。また、研究開発法人として独自の契約方
法があれば、より広く議論した上で、国民の理解を得られるものとして確立していくこと
も重要である 18 。
③

契約内容と業務の適正化

契約の適正化については、上記の通り 1 者応札問題への対応が重要な課題であるが、一
方で契約の内容と業務の実態について平素から入念に見直して行くことも重要である。こ
れら 1 者応札以外の契約関係の問題への対応も緊要な課題であり、例えば、請負契約とし
ての形式条件が実態においてきちっと担保されていることを確認し、必要ならば改善を図
っていくことは喫緊の課題である。
④

研修の体系的推進とフォローアップ

研修については階層別研修体系を持って着実に推進しているが、一般職員研修は、職員
数に比べて参加実績数が必ずしも十分とは言えず 19 、一般職員を対象とする場合は、前回の
参加状況の精査に基づく次回の参加奨励策などの検討が必要である。また、他機関、特に
民間企業との合同研修など外部との交流を直接行える、自己参画型の研修も視野に入れ充
実を図ることを検討すべきである。なお、事務系職員がもっと他機関を頻繁に往訪して直
接情報収集などを行う機会を増やし、経営関係情報の交換を行う場を設定すべきである。
このような機会は相互研鑽の場として貴重となるはずである。
⑤

会計システムの改善における留意

会計システムの更新に当たっては職員の声も聞いて効率性、利便性を高める努力がなさ
れているが、一層入念に声を拾っていく必要がある。また、更新時のデータ管理、引き継
ぎに十分注意するべきである。このシステムにおいてはファイル添付が可能となるよう設

17

政府は「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）により、
各独立行政法人に契約監視委員会を設置することを要請した。
18 宇宙航空研究開発機構が実施している「随意契約事前確認公募」の制度について広く議論されてはいな
いが、同機構としての一つに工夫が見られる。
19 平成 21 年 10 月 16 日実施のメンタルヘルス（一般職員対象）参加者 42 名。
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計されることとなっているが、その実効性を確認して進め、また、契約状況等の諸調査へ
の対応に当たって、迅速、かつ、効果的に処理できるよう任意のデータの抽出機能を職員
が自由にできることが望ましい 20 。
⑥

銀行健全性管理の的確性の向上

平成 20 年度から一定額の現金を定期預金で預け運用している。これは平成 19 年度の独
立行政法人評価委員会放医研作業部会における審議も踏まえて対応されたところであり、
その額は平成 21 年 10 月 1 日現在で 1670 百万円となっている。所与の定期預金の利息で
判断した場合、4.5 百万円程度の利息収入となる。これらを運用している銀行の健全性につ
いては、一定期間毎に銀行から公表される自己資本比率、格付け機関が随時に行う格付け
の情報を元に判断することとされている。一定額の現金を定期預金で確保し利息収入を得
ることが持つ経営上の重要性の判断は別として、健全性指標の内容、その入手時期の的確
性などについては、専門性の高い支援を得るよう配慮していく必要がある。
（3）各センター関係
①

センター長調整費の位置付けの明確化

センター長調整費は、平成 13 年度の第一期中期目標期間の当初から配算されており、そ
の額は、センターによって差違はあるが、第一期の期間中一貫して増額されてきた 21 。平成
18 年度の第二期中期目標期間の冒頭からは 10 百万円で推移し、平成 21 年度は 8 百万円と
なっている。その活用状況は、旅費等突発的な費用を中心に支出されているのが現状と言
える。センター長調整費に係わる基本方針は定められていない。各センターの自由裁量に
委ねること自体がセンター長調整費の目的であるとする考えも理解できるが、この経費が
本来の目的を持って使われていくためには、具体的な使途において各センターの運営に係
わる姿勢が見えることが望ましいと考える。
②

那珂湊支所廃止作業の円滑な推進
平成 22 年度末を目指して廃止作業が進められている那珂湊支所については、現状におい

て複数の部署が関係している 22 。財産の処分、放射性物質の使用の停止など具体的な作業に
関して手戻りにならないよう関係部署の協力、関係当局との調整、作業計画の確立等を通
じて着実な推進を図る必要がある。
研究者の引っ越しなど平成 21 年度末に至る時期に那珂湊支所における活動が著しく変化
することが予想される。施設の運営、機器の保守等に関する契約書・仕様書の内容を注意
20

次期会計システムは、平成 21 年度内の業者決定、平成 22 年度の準備期間を経て、平成 23 年 4 月に稼
働予定。
21 例えば、重粒子医科学センターは平成 13 年度 20 百万円から平成 14 年度 40 百万円を経て平成 18 年度
36 百万円とし、緊急被ばく医療研究センターは同じく 5 百万円、10 百万円、18 百万円と推移している。
22 放射線防護研究センター那珂湊支所長は、基盤技術研究センター長が兼務。
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深くチェックし実態の変化に合わせて行き遺漏のないよう措置する必要がある。
③

エネルギー特別会計委託事業「三次被ばく医療体制整備調査」のあり方の見直し

緊急被ばく医療研究センターは、緊急被ばく医療に関する受託事業を実施しており、そ
の主たる受託事業内容は、緊急被ばく医療体制構築の現状調査、ブロック 23 の三次被ばく医
療機関間の連携等となっている。この事業においては、各地域の被ばく医療関係者、自治
体関係者、搬送関係者、自衛隊関係者も参加し、それぞれの地域における被ばく患者の研
究所への搬送等の体制確立に係わる活動が行われている 24 。
本件受託事業は、国の防災計画において研究所が「被ばく患者の搬送、受け入れに必要
なネットワークを整備する」となっており 25 、中期目標においても「全国的な緊急被ばく医
療の体制整備のため、（中略）放射線・原子力安全行政に協力・支援する」となっているこ
とに基づいていると考えられる。具体的には、本件の委託契約は、「緊急被ばく医療体制構
築の現状調査」において「西日本ブロックから放医研への患者搬送も含めた全国規模の搬
送体制構築等の問題点の抽出、問題解決や今後の体制作りの検討を行う」とされ、「ブロッ
クの三次被ばく医療機関間の連携」においては「西日本ブロックから放医研までの患者搬
送・受け入れ等について、検討（年 1 回）を行い、検討結果は地域の緊急被ばく医療関係
機関との連携に反映させる」とされている 26 。このような受託事業の成果の一つが「（被ば
く患者の）搬送フロー図」の作成である。各地域の様々な事情を踏まえ、個別具体的な地
域の機関の協力体制を構築して、緊急被ばく患者が発生する場所から研究所までの様々な
搬送ルート、搬送実施者を同定し、フロー図として作成することであり、緊急被ばく医療
研究センターの多大な努力の成果と言える。
一方、残念なことに、この体制（フロー図）については、各自治体が策定する地域防災
計画上の位置付けが不明確と言われる。またこのフロー図に基づく患者搬送訓練の実施も
今後の課題である。そのこともあって、具体的な搬送機材、人員の動員において関係者の
理解の不一致、最終的な命令系統の不確立が原因となって実現性、実効性が見えていない
とされる。その結果、最終的に機能するかどうか、という基本的な問題が研究所の責任と
されかねない懸念がある。研究所は、個別法第 14 条第 6 号において「（前略）関係行政機
関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、放射線による人体の障害の予防、
診断及び治療を行うこと」とされており、研究所が被ばく患者の診断、治療を行うことは
当然としても、当該患者の搬送体制の整備そのもの、あるいはその実効性の確保までも組

23 西日本（石川県、福井県、京都府、大阪府、岡山県、島根県、愛媛県、佐賀県、長崎県、鹿児島県）
、
東日本（北海道、青森県、宮城県、福島県、新潟県、茨城県、神奈川県、静岡県）のブロックに分けて被
ばく患者搬送フロー図を作成している。
24 平成 21 年度「三次被ばく医療体制整備調査」
（31.5 百万円）
25 防災計画（平成 20 年 2 月、中央防災会議）第 10 編原子力災害対策編 第 1 章第 2 節５（2）②
26 上記委託契約業務計画書 4．
（1）2）
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織上の任務、あるいは責任とされることにはやや行き過ぎがあると考える 27 。
研究所の緊急被ばく医療に係わる防災計画、個別法、中期目標及び委託事業契約におけ
る規定から、研究所が「患者搬送、受入体制の整備」の組織上の任務を負っているように
見えるが、平成 20 年 2 月に総務省から文部科学省に示された勧告において「被ばく患者の
搬送体制について、実行可能な体制が整備されるようより一層の支援を講じる必要がある」
とされたことから見ても、第一義的には文部科学省が責任を持って体制の整備の責任を担
うべきである。事実、地域関係者からは、独立行政法人である研究所が全て自治体や自衛
隊を動員する体制について采配を振うことはできないという理解に立った指摘もある 28 。
上記の状況から見れば、国の事務の一部を独立行政法人が受託し実施することはあるが、
その実施過程、あるいは成果活用において政策的な判断や調整を伴うものまで独立行政法
人に委ねるような形になることは最大限避けなければならない。独立行政法人にはその権
限も能力もない。自治体を含め現場が混乱するだけである。研究所は、被ばく医療の専門
的な立場から必要な医療業務等を実施することに徹するべきであり、
「緊急被ばく医療連携
協議会」29 等においても、あくまでもこの専門機関としての則を越えるべきではない。この
ことを委託する国側も明確に認識し、政策立案・調整機能の責任者として主導性を発揮す
ることが求められる。
（4）その他
監事監査規程第 4 条(1)、(5)、(8)、(9)、(10)、その他に関し、上記に触れた事項のほか特
に意見を述べることはない。
8． その他必要な事項
本報告書については、平成 21 年 11 月 17 日、理事会議終了後、理事長、両理事並びに総
務部長及び企画部長他に説明し、意見交換を行った。
以上の監査結果及びそれに基づく意見については、監事監査規程第 14 条に基づき、検討
又は実施の状況に応じて適宜回答をお願いしたい。

27

防災計画上の規定から来る誤解があるとすれば、「被ばく患者の搬送、受入れに必要なネットワークを
整備する」とされ、このことが「体制の整備」というより行政的な規定と解釈され、委託事業の対象とな
っていることではないか。
28 平成 21 年度緊急被ばく医療連携協議会全体会議（平成 21 年 10 月 13 日開催）
29 本件委託事業の中で設けられた協議体であり、行政的な意義、制度的な位置付けなく、名称、議事の進
め方などがそもそもの混乱の原因となっているとも考えられる。
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