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　2022年9月17日（土）午後に開催しました第3回”難病克服支援
WEBセミナー”は、脳卒中や筋萎縮性側索硬化症（ALS）の数々の
画期的な治療法の開発を行ってこられた阿部康二氏（国立精神・神
経医療研究センター病院⾧）に「神経難病の新しい治療」について、
また数々の映画作品を世に発表し、映画祭の企画や映画製作を目
指す人材の育成にも幅広く御活躍の西尾孔志氏（おおさか映画学
校代表）には「映画は難病をどう描いてきたか？」についてご講演を
いただきました。
　阿部氏は、運動神経の細胞死を抑制する世界初の神経栄養因子を髄腔内に持続注入する療法やALSの進行を抑制する
治療薬を考案されました。これらは進行遅延が主で進行停止や治療には至らず今後の課題、と講演されました。
　西尾氏は、数々の難病や障害を描いた映画はいろいろな切り口で社会へ訴求し見る人に感動を与えてきた、と述べられ、
MBT映画祭が難病をはじめ病気の理解を深め、患者や関係者を励ます事に役に立つ、と講演されました。

MBT 難病克服キャンペーン

１）協賛企業の募集　～社会貢献を一緒に推進しませんか～

　MBT(Medicine-Based Town：医学を基礎とするまちづくり)コンソーシアムは、奈良県立医科大学と連携し、医学を通して社
会貢献活動を推進する一般社団法人です。
希少な疾患ゆえに社会から孤立しがちな難病患者の苦境を多くの人に理解いただき、難病研究者や治療に携わる人々を支援
する「MBT難病克服キャンペーン」を推進しています。その主な取り組みは、
　　１）独自のアイデアをもって協賛していただける企業の募集
　　２）難病に対する理解を深めていただくためのMBT-WEBセミナーの実施
　　３）難病に立ち向かう人々を勇気づけ応援するMBT映画祭の開催
　　４）難病克服支援のためのMBTコンソーシアムへのご寄附の受付
の４本柱で進めています。

　本キャンペーンの最大の狙いは、希少な疾患ゆえに社会から孤立しがちな難病患者の苦境を多くの人に理解いただく事
です。そのため連携して活動をいただく協賛企業を募っています。事務局は貴社独自の実行しやすい協賛方法を相談させて
いただきます。「難病克服キャンペーン」への協賛や参加の事例は以下の通りです。

【協賛企業：３６社（2023 年 2 月 1 日時点）】
近畿日本鉄道㈱　日本生命保険 ( 相 )　大樹生命保険㈱　㈱三井住友銀行　㈱南都銀行　奈良中央信用金庫　
城南信用金庫　損害保険ジャパン㈱　吉本興業㈱　クオール㈱　㈱三笠　マクセル㈱　レック㈱　( 一財 ) 弘済会　
UHA 味覚糖㈱　大和リゾート㈱ THE KASHIHARA　㈱ Bonrich　㈱アイ・オー・データ機器　明晃化成工業㈱　
オーブ・テック㈱　カルテック㈱　オーニット㈱　ナノソリューション㈱　㈱奈良ホテル　シンクス㈱　
㈱インデックスコンサルティング　㈱ Yu Vision　( 公財 ) 奈良先端科学技術大学院大学支援財団　やまと真空工業㈱　
岡村印刷工業㈱　㈱ CTI グランドプラニング　avatarin ㈱　関西文化学術研究都市センター㈱　㈱フジタ　
MBT リンク㈱　　㈱ MBT ジョブレオーネ　
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２）難病克服支援WEBセミナー
○第３回難病克服支援WEBセミナー

協賛方法

・パッケージにロゴマークのシールを貼付又は印刷して商品を販売
  加えてMBTコンソーシアムのQRコードも追加して協賛内容を紹介
・チラシ、パンフレットにロゴマークや二次元コードを印刷して協賛内容を紹介
・自社ホームページでMBT難病克服キャンペーンの協賛内容を紹介
・種々のイベント実施時の案内（広告、チラシ、ポスター等）で協賛内容を紹介
・新聞、WEBメディア、SNS、などを活用して協賛内容を紹介
・キャンペーンに協賛してMBTコンソーシアムへの寄付金で支援
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○第４回難病克服支援WEBセミナー（2023年３月1１日（土）15：00～16:30）予告

　第４回は、「患者さんとくすりをつなぐ」と題して医療現場で難病に立ち向かう三澤園子氏に、「あきらめない
『強い心』をもつために」と題して競泳の池江璃花子選手の母である池江美由紀氏に、ご講演をいただきます。

企業と大学の活動の共通点

　1月14日に有楽町マリオン（朝日ホール）でMBT映画祭を行いました。

NHKニュース（全国放送）でも取り上げられ、難病克服支援が一歩前進したと思います。

　多くの会員企業様に支えられて映画祭を成功裡に終えることができましたが、城南信用金庫（以下、城南信金）

の理事⾧川本様には大きなご支援をいただきました。川本様の「新春対談」を拝見しますと、「城南信金とよい仕

事おこしフェア実行委員会」（この組合せをAとします）、「奈良医大とMBTコンソーシアム」（この組合せをBとしま

す）の関係がよく似ていると思いました。活動内容も地域社会の活性化、コロナ対策については、Aは金融面、Bは

医療面、Aのリモート商談会はBのリモート感染症指導、Aの支店の余剰スペースの利用についてはBのクオール

薬局様のスペースでの広報など、多くの点で社会貢献についての共通点を感じました。

MBTコンソーシアム理事⾧　細井裕司

「患者さんとくすりをつなぐ」

三澤　園子
 （千葉大学脳神経内科准教授）

第１部

「あきらめない
　　『強い心』をもつために」　　

池江　美由紀
（幼児教育代表・講師、東京経営
短期大学こども教育学科特別講師、
競泳・池江璃花子選手の母）

第２部

３）クラウドファンディング

　2022年10月14日～12月25日の期間にREADYFORのサ
イトにおいて、「奈良医大と共に【難病克服キャンペーン】に
取り組みませんか？」と銘打ち、クラウドファンディングを実
施しました。
　一昨年より奈良医大とMBTコンソーシアムは、「難病克服
キャンペーン」の一環で難病克服支援MBT映画祭を開催し、
”みんなで守るいのち”をテーマとした短編映画を全国から
募集し、その上映、審査、表彰を行う取り組みを進めていま
す。この取り組みは、
❶難病に立ち向かう患者、関係者を勇気づけ応援すると共
に、一般の方へ難病理解の輪を効率的に拡大する
❷優れたクリエーターの支援
を目的としており、そのためには多くのお客様のご来場が必須であると考え「入場無料」にしています。映画祭には多くの費
用が必要なため、２０２２年１０月１４日～１２月２５日の期間でクラウドファンディングを実施し、５９人の皆様から６８９，０００円の
寄付が集まりました。今後も難病理解の輪を全国に広げる努力を惜しまず続けて参ります。ご協力ありがとうございました。

○「難病克服キャンペーン」の賛同を一般の方々に呼びかけ寄付を募りました

申込先：
https://00m.in/xy9G0
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○２０２２年１０月１日（土）「MBTうめきた映画劇場」開催

４）MBT映画祭

「みんなで守るいのち」

MBTうめきた映画劇場 スナップ写真

関係者の記念写真 協賛企業展示：やまと真空工業㈱ 協賛企業展示：㈱ｱｲ・ｵ ・ーﾃﾞｰﾀ機器

協賛企業展示：カルテック㈱協賛企業展示：㈱Bonrich キッチンカーにも来てもらいました

高層ビル群の夜景を背景にした会場風景

細井理事⾧ 重松英樹氏

開会の辞

閉会

奈良県立医科大学理事⾧・学⾧　細井裕司

特別賞　　「それでも、洗う」　　 代表者：寺谷千穂

優秀賞　　「 文字盤の先に」　 代表者：木寺智裕

特別賞　　「パンにジャムをぬること」　代表者：大塚菜々穂

最優秀賞　「バリアフルライフ」　　 代表者：山村もみ夫。

奈良県立医科大学
学生有志「豊かに生きるマニュアル」

奈良県立医科大学整形外科講師：重松英樹　　　　
特別講演   「困った腰痛　その原因とセルフチェック」

　奈良医大とMBTコンソーシアムが主催し読売新聞社の協力で10
月1日(土)の夕方から星空の下、うめきた2期開発区域に隣接する屋
外の芝生広場「うめきた外庭SQUARE」にて、「MBTうめきた映画劇
場」と銘打ち、第一回MBT映画祭受賞作品上映と特別講演（右下表）
を行いました。
会場には100人を超える観覧者が参加、いつもと違う雰囲気の映画観
覧会場で、難病をはじめとするいのちの大切さを一緒に考えるひと時
となりました。
会場内にはキャンペーン協賛企業（やまと真空工業㈱、㈱Bonrich、㈱
アイ・オー・データ機器、カルテック㈱）4社が展示ブースを構え、協賛
をPRしました。また観覧者には、奈良医大・MBTコンソーシアムと会
員企業が共同開発したコロナ禍に有用な“濃い柿渋のど飴（UHA味
覚糖㈱）”、“銅合金蒸着マスク（やまと真空工業㈱）”の2商品を無償配
布しました。
　大阪梅田での開催であり、近郊の各地域から参加した人も多かっ
たことから、冒頭の開会挨拶で細井裕司理事⾧は、奈良医大がMBT
活動を始めた背景や現在の活動を紹介、加えて医学知識を基にした
産業創生や社会貢献活動を実施するMBTの意義と重要性を説かれ
ました。
　特別講演では医大が実施の映画劇場にふさわしいテーマとして、
奈良医大整形外科講師の重松英樹氏が、生涯羅患率84％で国民病
ともいわれ参加者にも身近な腰痛を取り上げて「困った腰痛、その原
因とセルフチェック」と題して特別講演を行いました。その中で、急性
や慢性腰痛のセルフチェックの方法と原因の紹介、更には癌、感染、
骨折でも腰痛になることも紹介し、参加者の注意を喚起しました。



MBT consortium Vol.12　|4

○２０２３年１月１４日（土）　有楽町朝日ホールにて”第２回MBT映画祭”を開催
　希少な疾患ゆえに社会から孤立しがちな難病患者の苦境を多くの人にご理解いただく啓発活動の一環で２０２１年から始め
たMBT映画祭は第２回を迎え、奈良を飛び出して東京の有楽町朝日ホールにて開催いたしました。
応募作品は３８本、その中から選ばれた７本の入賞作品を大画面で上映し厳正なる審査の結果、下記の４作品が各賞を受賞さ
れました。最終審査は映画監督の篠原哲雄氏、としおかたかお氏、西尾孔志氏、難病患者代表の織田友理子氏、奈良医大から
は難病診療拠点病院委員⾧の杉江和馬脳神経内科教授、医療安全推進室の辰巳満俊病院教授、橋口智子看護部⾧が、それ
ぞれの専門の視点から審査にあたって頂きました。
同時に、１０月１４日～１２月２５日までREADYFORサイトにて実施されたクラウドファンディング（2ページ参照）に寄付され、会場
にお越しになられた方々の投票で「クラウドファンディング観客賞」も選ばれました。
また今回は特別講演として、障害を持つ医療的ケア児のご子息の育児奮闘記を中心に野田聖子衆議院議員に特別講演をして
いただきました。

最優秀賞「レミングたち」
角　洋介監督

優秀賞「ぼくときみの小さな勇気」
相馬雄太監督

特別賞「夏の夜の花」
高橋伸彰監督

特別賞＆ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ観客賞
「私じゃない私に」きょうだい児のものがたり

谺嚆矢（こだまこうし）監督

妹が事故に遭い、翔は急ぎ故郷へと帰る。 足
が動かなくなった妹はそれでも夢を諦めず懸
命に生きようとしていた。

真田信二は吃音に悩む小学５年生。内気な性格
で友達もいなかったが、転校生椿啓介と出会い
仲良くなる。実は啓介にもある秘密があり・・・。

きょうだい児のものがたり。この女の子の立場だっ
たら? 自分が親の立場だったら?どう感じますか？

大阪で生活する中華系の母子。４歳になるヤンヤンは
、父と数ヶ月前から会っていない。ある日、彼は父が描
いた花火の絵を見つける。母は、花火を見に行く約束
をするも、日々の忙しさから忘れてしまう。

タイトル

JR有楽町駅前でもチラシを配布 城南信用金庫様は５２名でご参加

細井理事⾧による開会の辞 審査委員の皆様 野田聖子衆議院議員による特別講演

審査委員の監督と入賞監督による
トークセッション

クラウドファンディング観客賞：
吉田ゆかり氏（谺嚆矢監督の代理）

特別賞：高橋伸彰監督（左）、
吉田ゆかり様（谺嚆矢監督の代理）（右）

優秀賞：相馬雄太監督 最優秀賞：角洋介監督 入賞：工藤智之監督（左）、
森野くるみ監督（中）、小野光洋監督（右）

テーマ：”みんなで守るいのち”
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１．ベンチャー企業伴走支援とMBTベンチャー企業誕生

２．MBTロゴマーク許諾と表示商品
MBTロゴマーク付

商品化企業名 MBTロゴマーク表示事例

株式会社三笠
”にぎるくん”　

日常生活をしながら手指機能強化サポート！

2023年春発売予定

　2022年も奈良医大発ベンチャー2社が設立されました。6月にモルミル株式会社、10月に株式会社MBTジョブレオーネです。

株式会社MBTジョブレオーネ：2022年10月17日設立
【代表】　人事課：岡山弘美係⾧
奈良医大の業務で培った障害者雇用に関わる
種々の取り組みやノウハウを活かして、今後広
く企業や様々な組織の障害者雇用について、
　①コンサルテーション
　②助言、実地指導
　③後援
などを行う会社です。

モルミル株式会社：2022年6月21日設立
【代表】　未来基礎医学：森英一朗准教授
”モルミル”とは、分子(molecule)を見る(miru)とい
う意味をもつ造語を社名にしたものです。
原子レベルで分子の動きを捉える事による治療薬
の開発や、ALS(筋委縮性側索硬化症)などの難病
の治療法を開発し、日本から世界に創薬の新たな
可能性を提示し、アカデミアの研究成果の実装を目
指す会社です。

No 起業日 社名 創業時代表者
１ 2018.10.01 MBTリンク株式会社 梅田智広（MBT研究所研究教授）
２ 2021.07.01 MBT微生物研究所株式会社 矢野寿一（微生物感染症学講座教授）
３ 2021.10.08 MBT感染対策支援コンサルティング株式会社 笠原敬　（感染症センター教授）
４ 2022.01.04 株式会社MBT保険医療衛生研究開発機構 今村知明（公衆衛生学講座教授）
5 2022.06.21 モルミル株式会社 森英一朗（未来基礎医学准教授）
6 2022.10.17 株式会社MBTジョブレオーネ 岡山弘美（人事課係⾧）

角洋介監督
相馬雄太監督

吉田ゆかり氏
（谺嚆矢監督の代理）

高橋伸彰監督 篠原哲雄監督
細井裕司理事⾧

織田友理子審査委員
としおかたかお監督

西尾孔志監督

川口昌彦運営委員⾧

橋口智子審査委員

森野くるみ監督

小野光洋監督 工藤智之監督
杉江和馬審査委員

辰巳満俊審査委員

受賞者を囲んで記念撮影

許諾テーマ「手指機能強化手袋」

手の甲側
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3-2．通信部会活動報告

　在宅遠隔医療部会の“在宅看護分科会”は、2022年8月24日、在宅医療ケアの第一線で活躍の3人の講師をお招きし、講
演と鼎談を通して、在宅医療ケア現場の現状と課題、将来展望を聴く催しを、奈良医大看護学科の教室で実施し、その模様
はWEBでも発信を行いました。
基調講演の在宅ケア移行支援研究所の宇都宮宏子氏は、看護者には患者の意志を尊重、入院看護から在宅移行にむけた
地域包括システム視点での接し方が重要、と強調されました。
　宇陀地域医療・介護連携ネットワーク運営協議会代表理事の加藤久和氏は、医
療情報と介護情報を一元化した双方向性システムを2019年から本格運用を行い
、86施設で7000人を超す地域住民参加の宇陀けあネットの効果と課題を紹介さ
れました。
　秋津鴻池病院看護部⾧の野村佳香氏は、情報共有iPadを活用した訪問介護支
援システム紹介と地域の思いに応えるためのお断りゼロ、お待たせゼロの取り組
みを紹介されました。
　鼎談では、地域病院の電子カルテや外来患者の看護師記録も情報共有できる
宇陀けあネットの様な情報共有ツールの重要性を認識し、住民にプラスとなるコ
ストパーフォマンスにすぐれた運用が論じられました。

○奈良県防災総合訓練に参加
　2022年度の奈良県防災総合訓練は、10月23日（日）、晴天の
下、橿原市の橿原運動公園で盛大に開催されました。
MBTコンソーシアム通信部会は、奈良医大、奈良先端科学技術
大学院大学の協力を得て、災害時にもスマホの通信を確保す
るため、WiFi基地局を搭載したドローンや光無線とインターネ
ット接続可能な衛星通信回線を利用したシステム（右図）に関
するデモを実施しました。来場者には、災害発生現場の通信遮
断時に提供される無線サービス「00000JAPAN」を擬似的に提
供し、お手持ちのスマホで衛星回線を体験してもらいました。
また、会員企業４社が防災グッズの展示で参加しました。

16ｍ×6ｍの展示ブースを確保

㈱三技協の光通信デモ

先端大のWiFi搭載ドローン

㈱タカゾノの服薬管理装置 セコム㈱の災害リスク情報
サービスシステム

近鉄ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ㈱の
地域BWA通信方式

先端大の自動追尾アンテナ搭載衛星通信車

奈良県の荒井知事や村井副知事らも
立ち寄られました

基調講演
宇都宮宏子氏

宇都宮宏子氏加藤久和氏野村佳香氏

ドローンと通信衛星でインターネット接続回復

３．部会活動

在宅医療ケア現場の現状と将来展望

３-1．在宅医療部会活動報告

小竹久実子教授

進行役
小竹久実子教授



MBT コンソーシアム会員企業本社所在地国内分布
（2023.1.27. 現在：216 社）

2023 年 1 月 27 日現在のものです

　MBT コンソーシアムは、2016 年４月に 57 会員で発足、2017 年～ 2019 年は微増、2020 年にはコロナ禍対策等
の取り組みで一気に会員数を増やし、2022年末現在で216社となりました。そして、会員企業の本社分布も東京68社、
大阪 67 社をはじめ、22 都府県に拡大し全国的な活動になってきております。

奈良県立医科大学と共に、医学を基礎とする安全、安心のまちづくりを通じて、社会に貢献するMBTコンソーシアム会員
216企業・団体（業種別で記載） （２０２3年1月27日現在）

業種別 MBTコンソーシアム会員 企業数

建　設

食　品

繊維・パルプ・紙

化　学

医薬品

鉄鋼・非鉄・金属
機　械

電気機器

医療・精密機器

その他製造

商　業

金融・保険

運輸・倉庫

情報・通信

電力・ガス

サービス

公共・その他
（自治体、大学、病院等）

㈱イムラ、㈱奥村組奈良支店、㈱片山工務店、㈱きんでん奈良支店、㈱グッドライフ、グリーンアーム㈱、㈱崎山組、積水ハウス㈱、
大和ハウス工業㈱、大和リース㈱、㈱内藤建築事務所、 ㈱中尾組、松田電気工業㈱、㈱松田平田設計、㈱ライフアートプランテック
石井物産㈱、江崎グリコ㈱、㈱MID、㈱大阪王将、春日井製菓㈱、カバヤ食品㈱、カンロ㈱、キリン㈱、三和澱粉工業㈱、タヒボジャパン㈱、
UHA味覚糖㈱

㈱イムラ、㈱サンロード、㈱島田、㈱新生、住江織物㈱、㈱高木包装、高橋練染㈱、帝人フロンティア㈱、東洋紡㈱、㈱Bonrich、
㈱三笠、モード・ユーニット工房㈱

旭化成㈱、石原産業㈱、SBカワスミ㈱、積水マテリアルソリューションズ㈱、㈱テクノーブル、ナスクナノテクノロジー㈱、ナノソリューション㈱、
三菱ガス化学トレーディング株式会社、明晃化成工業㈱、山本商事㈱

クオール㈱、㈱グランソール免疫研究所、佐藤薬品工業㈱、塩野義製薬㈱、新大和漢方㈱、積水メディカル㈱、中外製薬㈱、㈱ツムラ、
日本ベーリンガーインゲルハイム㈱、美商堂製薬㈱、丸石製薬㈱、ロート製薬㈱

東洋アルミニウム㈱、（一社）日本銅センター、丸一鋼管㈱、三菱マテリアル㈱

グローリー㈱、ＫＴＸ㈱、シンクス㈱、㈱タカゾノ、㈱タカトリ、DMG森精機㈱、テクノグローバル㈱、不二精機㈱、
三菱重工パワー環境ソリューション㈱、ユニオンツール㈱
㈱アイ・オー・データ機器、アイワ㈱、inQs㈱、㈱AirLabo、㈱HBコーポレーション、㈱エム・エイチ・シー、オーニット㈱、応用電機㈱、
㈱オーディオテクニカフクイ、㈱カルテック、㈱環境改善計画、㈱コムテック、G-smatt Japan㈱、シャープ㈱、シャープディスプレイテクノロジー㈱、
㈱タムラテコ、㈱ドゥエルアソシエイツ、日本捲線工業㈱、パナソニック㈱、富士通Japan㈱、㈱フジファインズ、マクセル㈱、
㈱村田製作所

岩崎工業㈱、エア・ウォーター㈱、㈱ADI.G、㈱エンプラス研究所、大研医器㈱、キヤノンメディカルシステムズ㈱、㈱ケアコム、セイリン㈱、
セン特殊光源㈱、テルモ㈱、凸版印刷㈱、奈良精工㈱、ニプロ㈱、㈱ビーイージー、フクダ産業㈱、㈱プロルート丸光、丸三製薬バイオテック㈱

あけぼの化成㈱、㈱ウイズユー、㈱エアリッシュ、エクレール㈱、㈱MTG、㈱オーシャン、オーブ・テック㈱、落合ライト化学㈱、
カナサシテクノサービス㈱、グラストップ㈱、㈱くろがね工作所、㈱K&S、ケイミュー㈱、三友商事㈱、㈱J-STYLE、昭和西川㈱、㈱ゼノン、
ダイドレ物流㈲、㈱デルフィーノケア、㈱半導体エネルギー研究所、㈱ピカッシュ、BIN㈱、㈱プチファーマシスト、㈱マンダム、やまと真空工業㈱、
㈱REO研究所、氷川消毒（ラフェスタリンク㈱）、レック㈱

㈱イマナカ、㈱農業総合研究所、㈱Yu Vision

アフラック生命保険㈱、MS&ADインターリスク総研㈱、城南信用金庫、損害保険ジャパン㈱、東京海上日動火災保険㈱奈良支社、
奈良中央信用金庫、㈱南都銀行、日本生命保険(相)、㈱三井住友銀行

近鉄グループホールディングス㈱

アイテック阪急阪神㈱、㈱ＮＴＴデータ経営研究所、近鉄ケーブルネットワーク㈱、コニカミノルタ㈱、㈱三技協、㈱産業経済新聞社、
Takusu㈱、西日本電信電話㈱奈良支店、日新ネットワークス㈱、㈱日本経済新聞社、ピクシーダストテクノロジーズ㈱、㈱プロアシスト、
㈱三菱総合研究所　㈱読売新聞大阪本社

大阪ガス㈱、関西電力㈱、㈱関電エネルギーソリューション、大和ガス㈱、奈良電力㈱

㈱アデランス、㈱アリエル、RFJ㈱、ALSOK昇日セキュリティサービス㈱、㈱インデックスコンサルティング、㈱SRA、（一社）観光品質認証協会、
環境衛生薬品㈱、北関東綜合警備保障㈱、㈱Kirala、㈱グローイング、㈱健康都市デザイン研究所、（一財）弘済会、㈱小山、㈲サンスバル、
サンワテクノス㈱、セコム㈱橿原支社、大和リゾート㈱ THE KASHIHARA、㈱ディー・エヌ・エー、㈱ドクターネット、㈱ドトールコーヒー、
㈱奈良ホテル、㈱日経アドエージェンシー、ニューロンネットワーク㈱、（同）force、㈱ブレス、ヘルスグリッド㈱、明豊ファシリティワークス㈱、
㈱メディカルノート、メディケアリンク㈱、㈱ライフビジネスウェザー、㈱レスコ、ロイヤルコントラクトサービス㈱、㈱ローソン奈良支店、
ワタキューセイモア㈱

（医）梅華会、橿原市、東急㈱東急病院、（一社）奈良経済産業協会、奈良県、（大）奈良県立医科大学、（医）奈良友紘会病院
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https://mbt.or.jp

※入会のご希望やお問い合わせは、下記事務局へ　（年会費：５万円）
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MBT コンソーシアム会員推移
( 年度別累計 )
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