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 では薬剤管理官、お願いいたします。 

  

 はい。ご指摘ありがとうございます。 

 12 月 11 日の外来医療の「その３」の際にですね、 

 幸野委員ご指摘のとおり分割調剤についてご議論をいただきました。 

 

 

 

 その際に、事務局からご提案させていただきましたのは、 

 今回はその議論の整理の 15 ページに記載しております 

 分割調剤を実施した際のですね、 

 薬局から処方医に、その患者の服薬状況とか残薬、 

 あるいは副作用の状況についてフィードバックすることについてですね、 

 その服薬情報等提供料について、 

 現行でありますと、 

 薬学管理料が例えば３回で分割すると、それぞれ３分の１という形になっておりますけども、 

 実際はその薬剤服用歴管理指導料と異なりまして、 

 処方箋に紐付いていない、この服薬情報等提供料、 

 こちらについても３分の１になっているということからですね、 

 そこの点数をしっかり見直すことによって、 
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 その、しっかりとフィードバックをするということを、 

 重要であるということに鑑みてですね、 

 そこのところの見直しを提案させていただいたということでございます。 

 

 あわせて、確かに幸野委員ご指摘のとおり、 

 医師が分割指示に係る処方箋を交付した場合のですね、 

 一定規模以下の病院や診療所について、 

 分割調剤の処方箋を発行した場合の評価を検討してはどうかということも検討、 

 ご提案させていただきましたけれども、 

 

 その際、やはり２号（診療）側の委員の先生方からは、 

 長期処方、この前提とした形でのですね、 

 こういったインセンティブというのは適切ではない、 

 といったご意見があったというところでございます。 

 

 私どもとしては、その分割調剤に基づいてですね、 

 しっかりと薬局側で、そのフィードバックを、 

 しっかりとした形で、 

 まず、処方医のほうに行うということは分割調剤について、しっかりと取り組んでいくと、 

 進めていくということでは重要だと思っておりますし、 

 また、幸野委員からもご指摘ございましたとおり、 

 その普及啓発という意味ではですね、 

 例えば、そのお薬手帳にそういった項目についても記載してはどうか 

といったようなご議論もございました、ご意見もございましたので、 

 

 そういうことも含めてですね、 

 分割調剤について、 

 しっかりと周知を図っていくということをやりたいというように考えております。 

  

 で、まずはその薬局のほうでですね、 

 しっかりと分割調剤でそのフィードバックとかを 

 ちゃんとやれるんだというような体制を整えるということから始めたいということでございます。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 
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 いや、12 月 11 日に私は反対しなかったのは、 

 これ、セットで行われるからっていうふうなもので理解しておりましたので 

特に反対しなかったんですが、 

 このセットである、ほかの部分が抜けて、この服薬情報提供料のみで、 

 とてもこれ、分割調剤が推進するとは思えないんで、 

 これはもう改悪になるというふうに思ってます。 

 

 

 

 ですから、これのみ実施するということであれば、この案には反対させていただきます。 

 これはセットでやらないと意味がないと思いますんで、 

 これだけやるんであれば全く意味がなくて、 

患者の負担が増えるだけになると思いますんで、 

 こういう提案に対しては、もう明らかに反対させていただきます。 

 

 

 では薬剤管理官、お願いいたします。 

 

 はい。ここの場で議論を、ご議論をいただきたいと思いますけれども、 

 私どもとしては、分割調剤を進めるにあたってですね、 

 薬局からしっかりと、その患者さんの服薬状況、それから残薬の状況、副作用の発現状況とかを、 
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 しっかりとフィードバックしていただくということがですね、 

 まずはその分割調剤を適切な形で進めていくことの１つの重要な要素だと考えておりますので、 

 そういう意味で提案させていただきましたし、  

 また提案した際にですね、 

 その医師側のインセンティブとセットで、という形で提案したということではなくて、 

 もちろん項目としては挙げておりますけれども、 

 先に、こちらの服薬情報等提供料の論点について挙げさせていただいているということは、あの、 

 補足説明させていただきます。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 いや、あの、分割調剤を普及させるためには、 

 いかに医療機関が分割調剤の処方箋を出すかということにかかってると思うんですが、 

 この服薬情報提供料を評価することによって分割調剤の処方箋が本当に増えると、 

本気でお思いですか？ 

 

 

 では薬剤管理官、お願いいたします。 

 

 あの、増える云々というよりもですね、 

 まずは薬局側がしっかりとフィードバックをできる、ちゃんと患者さんの状態を確認してですね、 

 フィードバックをするという実績をですね、つくっていかないと、 

 逆に処方医の先生方から、その分割指示をして、 

 薬局にこう、任せるというような形にもならないのではないか、 

というふうには思っておりますので、 

 そういう意味では、その、薬局側でしっかりと対応していくということは重要だと思っております。 

  

 

 よろしゅうございますか。ほかいかがでございましょう。 

 では間宮委員、お願いいたします。 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

104 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 はい。明細書の件ですけど、５ページですね。 

 

 

 

 これ、ちょっと確認なんですが、 

 こういう書きぶりをしてますけど、 

 実質、明細書の発行を完全義務化っていう理解でよろしいでしょうか？ 

 

  

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 「完全義務化」という言葉が、何を、ちょっと、あれですが、 

 そこに書いてありますように、 

 これまで、要するに自己負担のない患者に関して、 

 そこは、求められた場合だけという、求められた場合にも、 

 という話をして、ありました。 

 これを、そうではなく、 

 自己負担のない患者に関しても発行するという方向性で前回議論があったかと思います。 

 

 これ、あの、すいません、これ、ちょっともう１回確認したいんですけども、 

 「自己負担がない患者」と、 

 「全額公費負担の患者」っていうのの違いって何でしたっけ？ 

  

 これ、「（全額公費負担の患者を）除く」ってなってるんですけど。  
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 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 えーとですね、この、あの、自己負担はない患者というのは、 

 自己負担について、例えば市町村ですとか、そういうところから、 

 要するに、例えば小児の場合の自己負担については、 

 市町村等がみているような場合に関しては、自己負担がない場合があります。 

 

 例えば、全額公費の患者という話になってきますと、 

 これは例えば、もっと、制度として、全額公費と、いわゆる、 

 というような場合がございます。 

 その、制度としての違いがございますので、 

 そういう場合を除くという形になっております。  

 

 

 では間宮委員、お願いいたします。 

 

 制度の違いですけど、医療証が出ている分と、なんだろう、 

 もともと、その、いわゆる生活保護の方とか、 

 そういう方はまあ、全額公費負担ということなのかもしれませんけども、 

 その、分かれてこう、制度がそれぞれ分かれてる場合もあると思うんですけど、 

 それはどういう整理になってるんですかね。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 すみません。これ、保険者負担の関係でございますので、 

 そこについては、改めてまた、ご説明させていただきたいと思います。 
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 ほかいかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。 

 では次に、Ⅲの「医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進」、 

 それに加えまして、 

 ローマ数字のⅣの「効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上」 

 について議論してまいりたいと思います。 

 

 

 

 

 

 資料の 17 ページから最後まででございます。 

 この点、何かご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 この議論の整理の中に、 

 今まで議論した「使用ガイド付医薬品集」を特定機能病院から始める 

という文言が入ってないんですが、 

 これについては今回見送るということですか？ 
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 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。あの、これ、12 月に、あの、これまで３回議論していただきました。 

 さらに 12 月にもご議論させていただきました。 

 その際に、特定機能病院においてのガイド付き医薬品集の提案をさせていただきましたが、 

 その際については、その議論の内容については、その、 

 １号（支払）側（の吉森俊和委員・全国健康保険協会理事）からは、時期、もう少し、 

 それを作成するにあたっての必要な要件だとか、そういうようなものも含めて、 

 しっかり基礎的なことを固めた上で実施するべきであって、 

 時期尚早であるというようなご意見を頂きました。 

 

 
 

 また、２号（診療）側からも同様に、これについてはしっかり慎重にするべきである、 

 等々のご意見を頂いたということでございまして、 

 今回の改定において、これに関しては、 

 その提案については合意をいただけなかったものというふうに考えておりまして、 

 今回の、この意見の整理の中からは外れております。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 
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 はい。26 ページの（５）のとこなんですが、 

 これは改定の基本方針に沿った対応をまとめられてるということなんですけど。 

 

 

 

 例えば 26 ページの（５）の①②の所は、これは 

改定の基本方針で言えば、何を求めてるかというと、 

 「医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方を推進」 

 ということを受けての表記だと思うんですが。 

 

 

（基本方針Ｐ７より抜粋） 

 

 書かれてる内容は、まさにこれは後発医薬品の推進策になってるんですが、 

 これ、求めてるものと答えてるもの、齟齬がありませんか？  

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 
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 はい、そこに挙げております後発品体制の推進の、促進という、 

 後発医薬品の使用推進、促進という話と、 

 それからバイオ後続品の使用促進という話がございますが、 

 基本方針の中には、 

 医学的妥当性と、それから経済性等の観点からの、 

 処方の促進ということでございまして、 

  

 基本的には、後発医薬品の使用、それからバイオ後続品の使用については、 

 医学的妥当性、それから経済性も含めた形での 

 処方の推進の、その１つであるというふうに考えておるということでございます。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 いや、先ほどの話になるんですけど、 

 医療保険部会とか医療部会が求めてる、これ、 

 この基本方針というのはこういったことじゃなくて、 

 まさに処方の適正の在り方ということについて検討するということを求められてて、 

 まあ、これも高齢者医療連携課長（ママ）に伺いたいんですが、 

 医療部会、医療保険部会は、この答えが後発医薬品の推進ということになってるんですが、 

 これ、ちょっと、あの、答えとして違うんじゃないでしょうか？ 

 

 

 では、お願いいたします。 

 

 医療介護連携政策課長です。 

 あの、幸野委員の件につきまして、 

 今、私のほうだけで、その、有権的にこう、答えることはできませんけれども、 
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 いずれにしても中医協、 

 医療保険部会で定まった診療報酬の改定の基本方針で、 

 その基本方針に従って、 

 中医協のほうでまとめ、これからまとめられようとしている内容、 

 それらについて、また医療保険部会などのほうに、当然、 

 回答するということになりますので、 

 その中での議論になってくるんだろうと思っております。 

 

 

 

 いずれにしても私どもとしましては、 

 今、この、われわれ事務局から提案させていただいてます、 

 この項目については、診療報酬改定の基本方針に沿って、 

 その内容についてご説明を申し上げてるということでございます。 

 

 

 では幸野委員、どうぞ。  

 

 

 はい。まあ、ある意味、私は今回の改定で、 

この「使用ガイド付き医薬品集」を特定機能病院に入れていくっていうのは、 

 本当に、今回の改定のポイントだと思ってたんですが、 

 この、触れられないのは非常に残念で、 

 これ、15 日も議論するっていうことであれば、 
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 もう一度、この医療保険部会、それから医療部会が求めてるものと、 

 中医協が議論した内容が合致してるのかっていうことを確認していただいてですね、 

 再度、議論していただきたいと思います。 

 

 

 

 確かに、各側からさまざまな意見が出されたんですが、 

 方向性については、「これはやっていくべき」ということはお互い異論はなかったはずだと思います。 

 

 で、特定機能病院からまず限定して始めるということについては非常に重要なことで、 

 これ、もう世界中においてはもう当たり前のように行われてることで、 

 日本だけ、こんな遅れをとってるのに、 

 まださらに、これが始められないのかっていうことについては非常に残念なことで、 

 まずはＤＰＣ制度が入った時のように、 

 特定機能病院から先鞭をつけていくということをぜひ今回やらないと、また２年遅れるわけです。 

  

 ですから、これについてはなんらかの形でぜひ入れていただきたいということ。 

 で、医療保険部会、医療部会もこれ、求めてるんであれば、 

 もう一度これ、考え直していただきたい。 

 15 日にもう１回、この議論をするんであれば、 

 なんとか、今回の改定において、これを対応するということについてですね、 

 議論いただきたいというふうに思います。 

 

 これ、本当にこれが削られると、 

 今回の改定は何だったのかということになろうかと思いますんで、 

 ぜひ再考をお願いしたいと思います。 

 その上で、パブコメに入っていただきたいというふうに思います。 
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 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 先ほど幸野委員から「使用ガイド付き医薬品集」について、 

 各号側とも、一致した方向性っていうお話がありましたけども、 

 私の覚えてる範囲では、正直言いまして、 

 これを主張してるのは幸野委員だけであって、 

 （支払側の）吉森委員も慎重にすべきだという発言をされておられましたし、 

 

 ２号（診療）側としては、 

まあ、各病院でですね、独自に取り組むことについては反対はしておりませんけども、 

 これを診療報酬で評価することについては反対をしておりましたので、 

 幸野委員のおっしゃった内容はちょっと違うというふうに思います。 

 

 一致しておりません！  
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 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 いや、２号（診療）側も、 

 あの、有澤委員は賛成されておったかと記憶してるんですが、違いますでしょうか。 

 いろいろ意見はあったと思います。 

 

 

 

 では有澤委員、お願いいたします。 

 

 はい。賛成というよりは、基本的に、その方向性は賛同しましたけども、 

 その、決してそれを作ることだけの評価ではなくてですね、 

 何か、施設基準の中の評価の１つに入れたほうがよいのではないか、 

 という提案はさせていただいてます。 

 

【12月 13日の総会における有澤発言】 
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 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 いや、これは本当に非常に重要な事項で、 

 ２年先延ばしすることはこれ、まかりならんと思いますんで、 

 15 日に再度議論していただきたいというふうに思います。  

  

 

 では吉川専門委員、お願いいたします。 

 

 はい、ありがとうございます。 

ちょっと、（今回は）「書きぶり」ということなので、 

 次回の議論との関係性がちょっと分からなくて、 

 ちょっと変なことを言ってしまうかもしれませんけれども。 

 18 ページに示されております、１つは……。 

 ちょっと２点ほど意見を言わせていただきたいんですけれども。 

 

 

 

 入院早期のせん妄のスクリーニングにつきまして入れていただきました。 

 これに関しまして、 

 せん妄発症後に関しての評価もっていうところもお伝えしてたかと思うんですけども、 

 そこに関してちょっと落ちている、 

 というところについては、どのような形なのかっていうのが１つ目と。 

 

 もう１つがですね、22 ページの（13）の退院直後の小規模多機能（型居宅介護）または 

 看多機（看護小規模多機能型居宅介護）への訪問看護の利用の可能……。 

 利用可能にしていただきたいというところについて、 

 意見を言わせていただいたんですけれども。 
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 今回、訪問診療は要件化するというところになってるんですけれども、 

 訪問看護に関しまして、これ入れていただかないと、 

 病院から帰ってきた患者さんがいちいち、 

 いったん看多機へ、 

 まず家に誰もいないから看多機を利用したいと思ったとしても、 

 １回、訪問……。 

  

 看多機に登録して利用できるような体制を取るにあたって、 

 誰もいない家に１回わざわざ帰って訪問看護を受けてから看多機を利用するっていうような、 

 ちょっと面倒くさい、この、 

 やらなくてもいいようなルートを通らなければいけないような、 

 非常に今、不都合が生じているので、ぜひ、ここを、 

訪問看護も入れていただきたいっていうことをご意見させていただいたんですけど、 

 そこがちょっと抜けていた、抜けて、今回、取り上げられなかった理由っていうのを 

ちょっと教えていただきたいと思います、はい。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。まず、せん妄の関係でございますけれども、 

 せん妄に関しては、その時に、まずはその、 

基本的なせん妄のスクリーニングといったようなところがまず大事であろう 

というふうなご意見があって、 

 それに含めた形で、この整理をさせていただいたという整理でございます。 

 まずは、その、そこの部分をしっかり重視していくということでのご意見だったかと思います。 

 

 また、看多機の関係でございますけども、 

 その際もいろいろご意見ございましたけれども、 
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 まずは訪問診療について認めると、 

 認めていこうということで、その場の議論であったというふうに考えております。 

 

 また、先ほどの幸野委員の関係の、（フォーミュラリーの）議論の関係でございますが、 

 これにつきましては、ちょっと、どのように取り扱うかにつきましては、 

 ちょっと部会長（ママ）と相談をさせていただきたい、というふうに思っております。 

 

 

 では吉川専門委員、お願いいたします。 

 

 すみません、その場で、「訪問診療だけを取り上げる」っていうことは 

（議論が）なかったのかなっていうふうにちょっと思ってるのが１点と、 

 

 ちょっとルートが、本当に、あの、これ、利用するのに非常に複雑な、 

 看多機自体がちょっと複雑なつくりになっているので、 

 非常にご理解いただくのが難しいところがあるんですけれども、 

 非常にちょっと利用がしにくくなってしまうというところが、 

 ここをまた、ちょっと、議論の、あの、 

 ところで入れていただきたいなっていうふうに思います、はい。  

 

 

 えっと、医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。ちょっと、ご意見につきましては、 

 実際の、あの、どのような状況かという話も、 

 その場には、基本的には、「そういう仕組み」という話で説明させていただき、 

 実際にまず、これは訪問診療、そして訪問看護、 

 これ、両方ともできていないという状況でございまして、 

 当時、その訪問診療の関係については、 

 まず考える必要があるだろうという話がありました。 

 そのあとの、その、あわせて訪問看護について、ということについては、 

 さらに実際の、今、どのような状況かというところも含めて、 
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 なかなか見えてこない部分がございまして、 

 今回につきましては訪問診療という形で記載をさせていただいてるというところでございます。  

 

  

 

 では……、よろしゅうございますか。では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、まあ、あの、ちょっと納得しないことが多いんで、 

 次回、ちょっと厚労省内で整理していただきたいのは、 

 この改革工程表で求められた中医協の対応と、 

 それから改定の基本方針で求められたものに対して、 

 どのような検討を行って、どのような対応を行ったのかっていうことについては、 

 ちょっと、分かりやすく、お示ししていただきたいというふうに思います。 

 

 それと最後に 28 ページの義肢装具なんですが、これについてはお願いでございます。 

 この義肢装具を患者に提供する場合の採型料・採寸料については、 

 これは算定要件について、もう、ないも同然なんで、 

 医療機関と義肢装具士と保険者がそれぞれバラバラな解釈をしているというのが現状でございます。 

 

 これ、今回、せっかく取り上げていただきましたので、 

 この現状のですね、混乱を解消すべく、 

 医療機関、それから義肢装具士、保険者が全て統一して分かるような、 

 明確な算定要件というのをはっきりと 

 今回、この診療報酬改定において示すようにしていただきたいというふうに思います。 

 これ、お願いでございます。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。あの、改革工程表に対してですね、 

 中医協がどうするのかという話については、この場での議論ではなく、 
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 それは厚生労働省として、全体として考える必要があるということで、 

 それは、ここの場での議論ではなかろう、 

 での話ではないだろうというふうに思っております。 

 

 

 

 ですので、それ、そうではなく、 

 で、あと、基本方針に対しての対応というのは、 

 まさに今日、お示しした議論の整理というのは、 

 これは基本方針で示されたもの、 

 これに対して中医協として、これまで議論してきたものはこうでしたね、 

 ということで、この場で確認をさせていただいておるというところでございます。 

 ですので、まさに、そういう意味では幸野委員の言ったこと、 

 おっしゃられたことに関しては、 

 まさに基本方針に対する対応としてここに載せておりますので、 

 それについてご意見を頂くということになるかと思います。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 いや、改革工程表をもう一度読んでいただければと思うんですけど、 

 生活習慣病治療薬の費用面も含めた適正な処方の在り方について、 
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 2020 年診療報酬改定において必要な見直しを実施と、 

 括弧、厚生労働省というふうに書いてあるわけで、 

 これ、中医協の議論以外の何者でもないですよね。  

 で、これに対してどういう対応したのかっていうことについて、 

 はっきり整理させていただきたいということです。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 それぞれ審議会において役割というのは当然あると思います。 

 

 改革工程表を定めたその委員会だとか、 

 その、政府として定めたというようなものでございますので、 

 厚生労働省全体として、それをしっかり答えをつくっていくっていうことはあると思いますが、 

 まさに中医協の中で、改革工程表に対してどう対応するべきであるのか、 

 というようなことを、この場で議論する題材という意味では、 

 正直申し上げて、それは厚生労働省として、 

 私どもがしっかり考えなくてはいけないことだというふうには受け止めておりますが、 

 中医協でご議論いただくという話では、 

 その、ちゃんと対応してるかどうかということを、確認を、 

 指差し確認をしていただくというようなことが審議会としての役割かどうかっていうのは、 

 ちょっと、 

 ではないんではないかというふうに考えております。また……、 

 というふうに考えております。  

 

 

 では幸野委員、どうぞ。  

 

 

 いや、ですから、あの、 

 例えば生活習慣病管理料の中に、経済面も含めた医薬品の提供とか、 

 あるいは患者への費用の説明とか、そういうものが入ってるんであれば、 

 こういったもので 2020 年の改定で一部対応したということは言えると思うんですが、 
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 なんにもなされないまま中医協で……。 

  

 何も対応してないじゃないですか！ 何を対応したっていうことなんですか。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 何も対応していないということも、 

 私ども、先ほどから説明しておりますように、 

 対応してないという話ではございませんで、 

 基本的には、一般名の処方ですとか、 

 それから、その後発医薬品体制の強化という形で、 

 いわゆる生活習慣病の、いわゆるお薬、これを出した時に、 

 まさに費用面を考えた形で、生活習慣病の治療が進むような形で、 

 全体の、その周りの仕組みを整えておるということでございまして、 

 そういう形で対応しておるということで返事をさせていただいております。 

 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、あんまり今日は、個別なことでの議論ではないっていう話であったので、 

差し控えておりましたけれども、 

 生活習慣病管理料のところにですね、 

 まあ、要件を入れるということは中医協でも議論をさせていただいておるところでございますよね。 

 これまでの議論では、２号（診療）側としては、費用を考慮することは、 

 薬剤の費用を考慮することは必要だけれども、 

 この薬剤をですね、生活習慣病管理料の所で、 

 経済的な負担等に関して、 

 全ての患者さんに説明することは現実的ではないというお話をさせてきましたし、 

 その時にも確か、（支払側の）吉森委員からも経済的な負担感には個人差があるので、 
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 なかなか個別的に対応することは難しいのではないかという意見も頂いておりまして、 

 きちんとここで、中医協で議論させていただいてるはずでございます。 

 

 

 

 その結果として、このような反映がされているので決して何もしてないってことでありませんし、 

 改革工程表の中で求められてることは別に、この生活習慣病管理の中でですね、 

 個別に費用の説明をするということに限定して、別に言ってることではないと思いますので、 

 ちょっとその辺は幸野委員は勘違いされてるんじゃないかなと私は思います。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 じゃあ、逆にお伺いしますが、 

 この工程表の求めに対して 2020 年改定で何が行われたんですか？ 

 

 

 そういったことに関しては、あくまで総会自体の役目だと思っておりますので、 

 厚労省とそれから会長等を中心として、 

 どのような議題を提出してここで議論するかということがあって、 

 提案されてあって、すべきことだというふうに考えております。  
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 では幸野委員、どうぞ。  

 

 

 じゃあ、この答えは、 

中医協で議論したが実現できなかったっていう答えになるっていうことでしょうか？ 

 

 

 少なくとも中医協で・・・、すいません、よろしいですか。 

 ここで議論したことは、 

生活習慣病管理料の中の要件に、 

 この経済的な負担に関してどう説明するか、そのことに関して 

評価すべきかどうかってことに関しては議論したっていうふうに思っております。 

 

 その結果として、正直言って、そこのところで賛成されたのは 

幸野委員の少数派だったというふうに私は思っております。 

 

 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 
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 その点につきましては、 

 私どもとして、その生活習慣病のところの、 

 については、 

 次回整理して、資料として出させていただきたいというふうに思います。 

  

 

 ほか、いかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。 

 では、ほかにご質問等もないようでございますので、 

 本日の意見を踏まえまして、事務局には資料の修正等を検討していただき、 

 次回の総会で修正点等があればそれを確認することとしたいと存じます。 

 

 本日の議題は以上でございます。 

 なお、次回の日程につきましては追って事務局より連絡いたしますので、 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは本日の総会はこれにて閉会といたします。 

 どうもご参集ありがとうございました。 

 

 （散会） 
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