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 平成 27 年度 第３回横浜市がん対策推進計画策定検討部会 議事録 

日  時 平成 27 年 11 月 11 日（水）19 時から 21 時まで 

開催場所 関内新井ビルディング４階 横浜市医療局会議室 

出席者 赤池 信、市川 靖史、太田 恵蔵、緒方 真子、杉浦 由美子、永田 博司、 

堀元 隆司、物部 博文【五十音順、敬称略】 

欠席者 山形 光正、山邊 鉄也 

開催形態 公開（傍聴者１人） 

議  題 １ 議事 

(1) 各委員からの提案事項 

(2) 検討事項 

横浜市がん対策推進計画（仮称）案について 

ア 第４章 具体的な取組 ４相談支援・情報提供 

イ 第４章 具体的な取組 ５がんと共に生きる 

ウ 第４章 具体的な取組 ６がん登録・がん研究 

(3) その他 

決定事項 ・今回の議論を事務局でまとめ、計画案としてフィードバックする。 

議  事 

 

 

１ 議事 

(1)各委員からの提案事項 

○物部委員 では資料の27ページからご参照ください。 

 第二期がん対策推進基本計画を受けて、平成25年に日本学校保健会では、がんに

関する検討会を設置して、がん教育に関する内容を検討しています。今回提出させ

ていただきました資料は、その検討を受けて、平成26年から文部科学省が「「がん教

育」の在り方に関する検討会」を開き、平成27年３月に出された報告書です。国と

しては、26、27、28と検討会を開きながら、既にモデル事業を全国の各小・中・高

で実施しておりまして、横浜でも11月25日に瀬谷中学校で、中学生を対象にがん教

育の授業を実際に行います。 

 その３月に出た報告書の内容に関してですが、まず30ページをご参照ください。

（２）がん教育の目標です。がん教育の目標に関しては、がんについて正しく理解

することができるようにするということと、健康と命の大切さについて主体的に考

えることができるようにするということを目的にしながら、その下、がん教育の具

体的な内容、アから次のページ、さらに32ページのケまであります。アがんとは、

イがんの種類とその経過、ウ我が国のがんの状況、エがんの予防、オがんの早期発

見・がん検診、カがんの治療法、キがん治療における緩和ケア、クがん患者の生活

の質、ケがん患者への理解と共生という内容になっています。 

 ４ページの一番下の段、「②発達の段階を踏まえた指導」というところを見ていた

だきますと、「がんに関する科学的根拠に基づいた理解については、中学校・高等学
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校において取り扱うことが望ましいと考えられる。その際、保健体育で疾病の予防

が位置付いている中学校３年生や高等学校１年生を対象にまとめて時間を配置した

り、全ての学年で時間を確保したりするなどの工夫を行うよう配慮する。」というよ

うに、ある程度学年等も想定されています。 

 33ページの３、今後の検討課題としては、29年度以降全国展開することを目指し

ているという話で、恐らくこのあたりに学習指導要領をどうするか検討していく話

になると思います。それまでに、教育委員会と医療系のセクションが連携をとりな

がら、バックアップするとか、情報交換をする、というようなことを進めていく必

要があるのではないかということが書いてあります。 

 ちなみに、現行の学習指導要領ですが、実際にはこういう形で小・中・高とある

のですけれども、その抜粋が35、36、37ページで、がんに関わるところをこの報告

書の中に抜き出してあります。このあたりを中心にさらに検討を加えて、がんを盛

り込んだ形に変わっていくのではないかということが想定されますが、それが恐ら

く29年度以降になっていくと思いますので、その動向を見ながら体制を整えていた

だけると非常に助かると思います。 

 以上です。 

○赤池部会長 ありがとうございました。今のご説明を踏まえていろいろご意見が

あろうかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 これを読ませていただくと、ほとんどできていると感じますが。この中に、がん

教育は特別に扱うものではなく、ほかの疾病との関係をとりながら、というように

書いてあります。確かにそのとおりで、がんだけを教育すればいいということでは

ないのは明らかです。ここには「緩和ケア」という言葉が入っていますが、横浜市

では「緩和医療」という言い方でやっていただけるのではないかと思っています。

どうでしょうか。 

○緒方委員 この教育というのはどういう枠組みで授業の中でやるとか、特別に時

間を設けて一斉に子供たちを集めてやるとか、いろいろあると思うのですが、どう

いう形態で実施する予定なのでしょうか。 

○物部委員 内容にもよると思うのですが、学習指導要領に盛り込まれると沖縄か

ら北海道まで全国同じ内容をやらなければいけないことは決まってきます。がんに

関する正しい知識について、予防や検診に関しては、恐らく保健体育の中で一斉に

行うという話になると思います。あと、恐らく共生教育とか、がん体験者の方の話

を聞く、ということが保健体育に盛り込まれるか、もしくは特別活動という形で学

校に応じて位置づけられるのではないかと思いますが、そのあたりも今、検討途中

というか、予防・検診については保健の学習の方で引き取っていくのではないかと

思います。 

○緒方委員 特別の授業となりますと、学校側の理解が重要になると思います。今、

中学３年生というと、盛りだくさんで、必要性はわかっていても受け入れがたいと

か、難しいという現状があるようです。その辺も先生方とか、教育委員会とか、そ



 

3 

ういうところとうまく話を進めていかないと、なかなか実現が難しいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○物部委員 そうですね。ありがとうございます。 

○堀元委員 11月25日の瀬谷中学校の、モデル校での具体的な内容について、もし

おわかりでしたら、どういう内容でどういう方がそこに参加されているのでしょう

か。 

○物部委員 詳しくは指導案をまだ見ていないのでわかりませんが、恐らく中学校

の保健の授業で、食事と健康、運動と健康、休養と健康、調和のとれた生活という

のをやった後に授業を行うと聞いています。 

○教育委員会事務局健康教育課 授業の扱いは特別活動です。保健学習を行ったう

えでの特別活動という報告を受けています。 

○堀元委員 医療職のどなたかがそこに参加されたりするのですか。医師の方とか。 

○教育委員会事務局健康教育課 授業者は学校の教員です。 

○堀元委員 わかりました。 

○物部委員 去年まで神奈川県がん教育協議会の中川恵一先生が関わられて、神奈

川県ではモデル事業をやられていました。そこから今度は、医療従事者から学校の

教員が主体的に授業を行うという段階になり、今回の授業は保健体育の教員がやり

ましょうという話になっているのだと思います。ですので、神奈川県は、教材の資

料などをホームページに掲載していると思います。 

○教育委員会事務局健康教育課 はい。資料の配付と指導者講習会が開催されて、

それを受けた教員たちが授業に臨むような形になっています。 

○緒方委員 私も実は中川先生と一緒に授業をお手伝いさせていただいたのです

が、県の方では子供たちの家族、お父さんとかお母さんなどにも影響を及ぼせない

か、ということを期待しています。例えばお父さん、お母さんがたばこを吸ってい

る、ものすごくお酒を飲んでいる、暴飲暴食をしている、そういう親にまで子供た

ちが影響を及ぼすということも期待したプロジェクトになっていました。そのあた

りはどうなのでしょうか。 

○物部委員 ありがとうございます。私ども教育関係者としては、まず子供たちに

はやはり子供たちのための力をつけてもらいたいと思っています。ただ、子供たち

はすごくパワーを持っているので、ご家庭でいろいろな活動を広げていくというこ

とはよく聞いております。 

○赤池部会長 特別活動は、単位の中に入っているのではなく、単位外に時間をと

ってやるということなのですか。 

○物部委員 特別活動の指導要領があって、学校の実情に応じてとか、クラスの実

情に応じて組むことになっているので、恐らく今はパイロットスタディーというか、

特別活動の時間を使って、保健学習をした後にプラスでがんの授業をやるというよ

うな形で取り組まれているのだと思います。 

○赤池部会長 ちなみにどのぐらいの授業時間なのでしょうか。 
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○物部委員 授業は、最初、生活習慣などの保健の授業を、何回かやってから特別

活動を１時間とすると、生活習慣に関わることを４時間ぐらいやった後に特別活動

の１時間を加えてという流れになります。 

○赤池部会長 そうですか。緒方委員、それで十分のようでしたか。 

○緒方委員 子供さんたちはすごく反応してくれました。インパクトがありました。

事前のアンケートでがんに対してどういう意識を持っているかを聞き、授業を受け

た直後と、数か月か半年後にもう一度アンケートをしています。もちろん直後より

も薄れてはいるのですが、結構ちゃんと伝わっているなという印象を持ちました。 

○赤池部会長 そうですか。それはいいですね。ほかに何かありますか。 

○市川委員 きっと、すごく元気で頑張っていらっしゃる方がいる、というお話も

たくさんされるのですよね。というのは、中学生ぐらいですと、お母さんが乳がん

だというお子さんもいらっしゃると思うのです。今、ちょうど乳がんで治療してい

る方もいらっしゃれば、もしかしたら亡くなられた方もいらしたりということがあ

ると思うので、特別にそういう子供たちはきっとそういうことについて非常に感受

性が強いというか、自分のことについても非常に心配をしていたり、あるいはほか

の人たちに対して何か責任を押しつけようとしたり、という気持ちもなくはないと

思いますので、何かもう少しうまく緩和できるようにしてあげたらいいような気が

します。 

○物部委員 そのあたりがすごく、現場が進めるに当たって苦慮しているところで

す。教員は、今は保護者の職業もプライバシーの問題で知らない状態ですから、保

護者の方がどういう病気かということは知らない状態で進めていきますので、その

あたりの配慮について、この報告書に書いてはあるのですが、実際進めていく上で

の難しさ、というのを現場の先生からお聞きしております。もしそういうことで個

別に配慮が必要になった時は、養護教諭が対応することになると思うのですが、そ

の養護教諭を医療現場の方などがどのように支えていっていただけるか、というの

が非常に重要な話になると思います。そこはやはり教育委員会と医療側がタッグを

組んでやっていかないと、なかなか難しい問題かと思います。 

○赤池部会長 ただ、これは私個人の意見ですが、その配慮に余り気を使い過ぎる

と、伝わるものも伝わらないというところがあるかもしれません。辛さとか、悲惨

という言葉は変かもしれませんが、そういうことだけが伝わってしまわないかと思

います。もっと普通に学問的に知識としてということと、実際にそういう境遇、環

境になった時の思いというようことは、また別の教育ではないかと思うのです。そ

れを一括してしまいますと、なかなか難しいかと思います。教育する側の人が変な

ところで萎縮することもあると思うのですが、その辺は実際どうなのですか。 

○緒方委員 県の方で授業のお手伝いさせていただきましたが、萎縮しているとい

う感じはありませんが、すごく気を使っていらっしゃいました。例えば授業が始ま

る時に、「辛い人が出てくるかもしれない」「おうちの人でがんになっている人もい

るかもしれない」、そういう人は遠慮なくこの場から出ていっていいのですよ、とお
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っしゃっています。私が関わった時にはそういうことは起こらなかったのですが、

聞いた話では、辛いと言って出ていった子供さんもいたという話は聞いています。

でも全体的には、萎縮してはいなかったと思います。 

○物部委員 そのあたりは、学習指導要領が改訂されて、そこに文言として載って

いくことによって教員は後押しされると思うのですが、まだその移行期という状況

です。平成29年度以降を目指して、いろいろ試行錯誤しているところです。方向性

はある程度決まっていて取り組みをされているので、徐々に確定していくのだと思

います。ＨＩＶが授業に入った時も、やはり最初にまずいろいろ試行錯誤があって、

だんだん落ちついていくということもありましたので、同じように最初は試行錯誤

でやっていくしかないと思います。 

○赤池部会長 なるほど。そうすると私は性急なのかもしれませんね。 

 ほかにはいかがでしょうか。一つ、34ページの研修というところに、管理職を含

む教職員に対する研修と、２番目の、医療関係者やがん経験者、外部講師に対する

研修、その一段下の「特に」のところに、だれがどのように実施するのか難しいと

書いてあるのですが、この部分はどうなのでしょうか。医療関係者やがん経験者と

いえども、確かにある程度研修といいますか、どういう方向でどういう教育、どう

いう話をするのか、ということをきちんと認識しておいていただかないといけない

と思います。 

○赤池部会長 物部委員からのご提案の内容に関する質疑は以上でよろしいでしょ

うか。では、事務局にお預けしたいと思います。よろしくお願いします。 

－異議なし－ 

 

（２）検討事項 

   横浜市がん対策推進計画（仮称）案について 

 

○赤池部会長 それではその次に移らせていただきたいと思います。横浜市がん対

策推進計画、仮称ですがこの案について、具体的な取組として、本日は相談支援と

情報提供、がんと共に生きる、がん登録・がんの研究ということについて、検討さ

せていただきたいと思います。 

 

ア 第４章 具体的な取組 ４相談支援と情報提供 

 

○赤池部会長 まずは、相談支援と情報提供ということについて検討を進めたいと

思います。事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

第４章 具体的な取組 ４相談支援・情報提供 について説明【資料２】 
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○赤池部会長 では、この相談支援、情報提供についてのご意見をいただきたいと

思います。両方、どちらについて発言なさっても結構です。いかがでしょうか。 

 この「市立図書館では、医療・健康情報コーナーを設け」となっているのですが、

がん診療連携拠点病院等では情報コーナーを設けていますが、なかなかきれいにそ

ろわないのですよね。いろいろな機器やコンピューター、書籍などが十分にそろっ

ているとは思えないのですが、そういうところに対して何か支援などはいかがでし

ょうか。それはまた偏りがありますでしょうか。 

○杉浦課長 がん診療連携拠点病院の情報発信機能の中に、書籍、チラシ、リーフ

レット等の発信の部分がございます。特に患者さんが一番利用しやすい１階部分に

情報コーナーをつくるというのはなかなか難しいのですけれども、各病院でそれぞ

れ工夫をしていただきまして、がんだけではなく、病気にまつわるいろいろな書籍

や国立がん研究センターが作成しているがん種ごとのリーフレット等を配架したり

お配りしたりしているケースはございます。ただ、部会長がおっしゃったように、

コンピューターがそこにあるかということにつきましては、コンピューターの管理

の問題等、難しい問題がございますので、ないところもございます。 

○緒方委員 実はコスモスでも小さな図書館みたいなことをしていて、貸し出しを

していたのです。主に患者さんが「この本を読んですごくよかったので置いてくだ

さい」とか、直接送ってくる本などいろいろな本があるのですが、私たちは医療者

ではないので、果たしてこれが私たちがん患者にとって正しい情報なのか、よくわ

からなくなってしまったので、置いてもいい本、置いてはいけない本という仕分け

をがん相談支援室にお願いしていました。でも結局は、がんにかかったことにより、

どう闘ったかとか、家族の経験談などの本は置こうということにして、医療に関す

る本はコスモスでは置かないようにしようと決めたのです。本の仕分けをどなたが

するのかは、とても難しいことだと思います。その図書館の人がするのでしょうか。 

○杉浦課長 図書館でどういう種類の本をその情報コーナーに置くかというのです

か。それはちょっとわからないですね。 

○修理医務監 だれかチェックしているか、ということですよね。 

○緒方委員 はい。チェックが必要なのではないか、ということです。 

○市川委員 図書館の方はすごく苦労されています。図書館の機能から考えると、

この本は読んではいけないとか、この本は読んではいいですということを、しては

いけないところが図書館なのです。図書館は別に病人が来るわけではないので、中

学生も小学生も高校生も来ますし、病気の人も来るのですが、多くの人たちに非常

にたくさんの情報がいろいろな形で提供できるという、すごくいいところなのです。

正しいとか、正しくないとか、確かにいろいろな本があって難しいと思いますが、

ぜひ読みなさいということではないけれども、こういう本がありますという形で提

供をしていると思います。 

○永田委員 けいゆう病院の中に患者図書室があるのですが、これをバックアップ

してくれているのは「ＮＰＯ医療の質に関する研究会」という組織なのです。非常



 

7 

に好意的で、最初に図書室をつくるときにスペースを提供すると、そのノウハウと

デザインと、基本的な書籍を全部寄附してくれるのです。条件としては、病院がそ

こに専属の司書を置くことということで、その後は当院の司書と医者と相談して本

を寄附していくという感じになります。患者さんは無料で入って、コピーもできま

す。インターネットも使えます。市民にも開放しています。コピーはできませんが、

中に入って勉強するのはいいですよということでやっていますけれども、ほとんど

は患者さんですね。入院している患者さんは一生懸命勉強しに来ますから。そうい

う施設が幾つか県内にもあると思いますし、ある意味理想的な形ではあるのですが、

患者さんではない、全然違う方ががんの勉強をしに来る、あるいはほかの施設の方

がここに勉強に来るということでは利用されていません。それほどの周知はされて

いないということです。公的なものでそういうのがあってもいいのかなという気は

いたします。 

○堀元委員 私は９年ぐらい前に静岡がんセンターで拝見したのですが、静岡がん

センターには患者さん向けの情報コーナーがあって、本もインターネットもあって、

患者さんに情報を提供しているということで、かなり活用されているようでした。

そういった意味では、横浜市内で拠点の病院での情報発信というのは必要かと思い

ます。私は図書館に医療情報コーナーがあるというのを実は知らなかったのですが、

図書館にもそういうものがあるということであれば、そういったことをやはり市民

の方にも周知していくことが大事だと思います。情報発信では、先ほどリーフレッ

トの話があったのですが、横浜の各がん診療連携拠点病院等の中である程度統一と

いうか、横浜の中で拠点病院の先生方が連携してつくられると、市民の方にどこで

も配れるのではないかと思います。 

○杉浦委員 さいたま医療センターでは病院の中に情報センターがあって、司書さ

んが何名かいらして、コンピューターも本もあって、患者さんも看護学生もだれで

も利用できるというところがあり、そこで学習もできれば資料提供もあるというの

を見てきたのですが、そこまでいかないにしても、やはり情報提供は必要かと思い

ます。本はどこでも売っているので、あえて図書館で仕分けしなくても、患者さん

が自分で選ぶというような形でもいいのかと思います。けいゆう病院のような図書

室というのもいいのかなと思います。横浜市立大学附属病院ではスペースがなくて、

ただ置いてあるだけで、その場で勉強するというのはなかなかできないのですが、

学生が使う情報センターや職員用の図書室の活用など、開放できる形があってもい

いのかなと思います。 

○永田委員 職員はもうネットですね。本を読むというよりもそういう方向に移行

してきて、逆にそのスペースを患者さんに使うという方がいいのかもしれません。 

○市川委員 やはり図書館の役割は病院とは全く違うと思うのです。病気の方では

なくて、例えば予防のことですとか、あるいはもしかすると、この日に検診をやっ

ていますよとか、今は大腸がんの検診デーで便潜血の検診を受けましょう、という

ようなことが載っているようなものをたくさん置いてくださるとか、そういうのが
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重要なのだろうなという気がします。図書館のほかにも、若い人が集まるところが

あるとすると駅ですが、例えば横浜市の電車の中にそういうのは張ってあるのです

か。そういうものがたくさん宣伝されると、例えば検診ですとか予防については今

以上にもっとたくさんの人の目に触れるでしょうし、よい効果というのが出てくる

のではないかという気がします。そういう意味では、図書館は若い人たちも集まる

ところで横浜市が持っているところですし、もう一つ、できれば京急だってＪＲだ

っていいと思いますが、横浜市で持っている電車を使うことで、たくさんの方に宣

伝ができるとすごく大きな効果が上がるのではないかという気がします。だから駅

を利用した、例えば便潜血検査の周知をすると、もっと大腸がんの検診を受ける人

は増えるのかもしれませんし、マンモグラフィーの検査の周知もできたらもっとた

くさんの方が乳がん検診を受けてくれる気がします。 

○茂木課長 電車や駅を１か月ほど使って、がん検診とか禁煙とかのＰＲを京浜急

行さんの協力をいただいてやったことがあります。それなりのインパクトはあった

と思います。今は個別通知の方に力を入れていますけれども、そういうことも考え

ていきたいと思います。 

○市川委員 駅というのは、いろいろなことができる場所だろうという気がします。 

○茂木課長 そうですね。 

○赤池部会長 今後の施策の中に、いかに周知するか、広報するかということが書

かれているのですが、そういう中に、今までもやっていらっしゃるということです

から、それをまた発展させたということを考えていただけるとありがたいと思いま

す。図書館でというのは余り考えなかったですね。 

○市川委員 図書館に行かれるといいですよ。図書館の司書さんってすごいなと思

うのは、上手なＰＯＰを書かれるのですよね。その本の紹介文が10行ぐらいで書い

てあるのですが、それを読むとすごく読みたくなるのです。患者さんのこういうこ

とが書いてありますとか。それは行ってみるとすごくいいです。 

○赤池部会長 あと一つは、どこの病院に行っても同じような情報が均一にという

ご意見もありましたけれども、そういうことに対して何か協力していただけるかで

すね。 

○修理医務監 そうですね、拠点病院の先生方に集まっていただける会議を去年か

ら始めたのですけれども、そういった会議で議論していただくというようなことは

考えられるかと思います。 

○赤池部会長 本当に何を置くかは難しいところだと思います。 

 あと、（２）のピアサポート等はどうでしょうか。 

○市川委員 ピアサポートの養成はどこがするのですか。 

○杉浦課長 ＮＰＯ法人が行っています。また、厚生労働省の研究事業で作成され

た、ピアサポーター養成の研修プログラムがあります。あと、県単位ですけれども、

ピアサポーター養成講習会というのを開催している県が幾つかございます。現在は

神奈川県も横浜市も、特に自治体レベルで養成は行っていません。現在、ピアサポ
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ーターによる相談を行っている拠点病院は市内にもあるのですが、その中では特定

のＮＰＯ法人でピアサポーター養成講習会を修了した方が来られているという例が

２病院ほどございます。 

○赤池部会長 現状、ピアサポーターの方の数というのは不足しているのですか。 

○緒方委員 考え方がいろいろあるのですが、私たちは世話人という言い方をして

いるのですが、患者か、家族か、遺族なのですけれども、同じ目線でつらさや痛み

などを分かち合いましょうということを大切にしています。ここにも書いてありま

すように、がん相談支援センターの方で定期的に講習会を開いてもらって、県立が

んセンターの中で講習を受けています。私たちは看護師さんのやっていることに踏

み込んでは絶対いけないし、ソーシャルワーカーさんのやっていることにも踏み込

んではいけない、ということを一番大切にしています。行き過ぎたサポートをしな

いようにということで、いつも勉強しています。一度、国からの要請でがんサロン

の研修会をさせていただいたことはありますけれども、国とか県での研修を受けて

いるわけではありません。次々に世話人さんは入ってきますが、みなさん、がんセ

ンターの中で研修を受けています。 

○赤池部会長 確かに、ピアサポーターの方も立場をきちんと理解するということ

が大切ですね。今、ピアサポーターになろうという人は多いのでしょうか。 

○杉浦課長 正確なニーズと要望というのが把握はできていないのですが、がんの

経験をされた方で、治療がある程度一段落されて、自分の経験を、がんで悩んでい

らっしゃる方のお役に立ちたいという方はいらっしゃいますので、そういう方がピ

アサポーターとして活動される際に、最低限こういうことだけは守ってくださいで

すとか、個人情報のことですとか、あるいは自分の体験を押しつけるのではなくて、

共感という立場でやってくださいですとか、そういうような研修プログラムがあり

ますので、それにのっとった講習が必要ではないかと思っております。 

○緒方委員 私たちは、もう私たちの手に負えないというか、医療的なことだとか、

社会的なことだとか、そういうのはがん相談支援センターにつなぐという、そうい

う役割も担っていると思っているのです。でも、聞くところによると、患者会でそ

ういった医療体制につながっていない患者会もあるように聞いています。そのよう

な患者会は、そういった困り事を抱えてきた人たちに対してどういう対処をしてい

るのか、個人的には少し不安に思います。 

○堀元委員 がん治療のコーディネーターという人たちがいると聞いたのですが、

どのような活動をされているのか。その人たちがどういうふうに、いわばその仕事

によって収入というか、そういうことをやっているのか、ちょっと不明なところも

あるのですが、横浜でもそういった活動をしている方はいらっしゃるのですか。 

○赤池部会長 ピアサポートとは別の話なのですね。私は存じ上げないのですが。 

○緒方委員 私は聞いたことがあります。国の委員をしていた時に、関わられてい

る先生がいらっしゃいました。 

○堀元委員 実際、治療法まで踏み込んだアドバイスをしたりするという方で、ど
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ういう資格なのかというのがちょっとわからないのですが、その話を聞いた時に、

やはり患者さんの相談に関することはある程度公的なところで対応できるような仕

組みづくりというのも必要があるのかなと思うのですが。聞いた話によると、保険

適用外、高度先進医療で使えないものでもお金を払えば重粒子線を使えるとか、そ

ういったアドバイスをしたりとか、そういうことをやったりしているという話も聞

いたりしていますので、そういったところはある程度行政の方でもしっかりと把握

されたほうがいいのかと思うのですが、どうなのでしょう。そういうコーディネー

ターというのは。 

○修理医務監 聞いたことはないですね。 

○杉浦課長 がんのコーディネーターというのは聞いたことがないです。 

○修理医務監 医師がやっているのですか。 

○堀元委員 医師ではないです。 

○修理医務監 横浜での状況を私どもも把握はしていないので、もし何かわかれば

お知らせしたいと思います。 

○緒方委員 私たちが世話人と呼んでいますピアサポーターということと同じこと

だと思いますが、はっきり言ってボランティアです。無償です。それでもやってあ

げようという人たちが世話人を務めています。 

○赤池部会長 先ほどのお話の中で、ピアサポーターの養成という中でＮＰＯ法人

云々というところがありましたが、今この辺のお話を伺っていると、やはりかなり

きちっとした認識を持った人がやらないと、ということになるかと思うのです。そ

ういうことに関して、先ほどお話のあったＮＰＯ法人には別に、市が絡んでいると

かそういうことではないのですよね。 

○杉浦課長 ありません。 

○赤池部会長 ありませんよね。全く全然違う組織ということですね。その辺はど

うなのでしょう。ここでこういうふうに出すとなると、少しは何か携わるといいま

すか、というような方向にはならないですか。 

○杉浦課長 今考えておりますのは、ピアサポーターとして活動するための、一連

のモデル的なプログラムにのっとった形で講習を受けていただいて、修了者の方に

横浜市のほうから修了証をお渡しするというような形ができないか、ということは

考えております。ただ、実際にそのノウハウを含めてどういうところにお願いする

というような形はこれからになります。 

○赤池部会長 横浜市が修了証を出すという方向で考えられているのですね。 

○杉浦課長 そうですね。ほかの都道府県が行っている例もございますので。 

○赤池部会長 わかりました。 

 どうでしょう、ここの部分はこのぐらいでよろしいですか。では、皆さんの意見

をまた反映していただけるようによろしくお願いしたいと思います。次に移らせて

いただきます。 

－異議なし－ 
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イ 第４章 具体的な取組 ５がんと共に生きる 

○赤池部会長 「がんと共に生きる」ということについて、また検討を進めたいと

思います。説明をお願いします。 

（事務局） 

第４章 具体的な取組 ５がんと共に生きる について説明【資料３】 

○赤池部会長 ありがとうございました。この第４章の「がんと共に生きる」とい

う部分についてはいかがでしょうか。ご意見をよろしくお願いします。 

 学校教育に関しては先ほどお話がもう大体出尽くしたかと思いますので、学校以

外のところで、「事業者に対する理解促進を図ります」という辺りはどうですか。病

院で今、就労支援、ハローワーク等で就労支援の活動をやっていただいているので

すが、とてもありがたいと思います。ぜひもっと進めていただきたいのですが、事

業者に対する働きかけというのは、がんになった方を対象に相談を受けるというこ

とではなく、健康な人の集まりに対する働きかけとして、どのようなことを考えて

いらっしゃいますか。 

○杉浦課長 事業者に対する働きかけの部分がまだ弱いと思っております。経済局

とも連携しているのですが、中小企業向けのセミナーがございますので、そのセミ

ナーの中に、社会保険労務士さんの方に講演をしていただきまして、中小企業の方

に、働きながら治療と仕事を両立するにはこういうところがポイントです、という

ようなことを理解していただける場をつくろうと思っております。それ以外の部分

では、企業向けのいろいろな啓発を横浜市から能動的に働きかけられるようなアク

ションを何らかの形で起こしていきたいと考えおります。 

○赤池部会長 そうですね、今の発言にありましたように中小企業向けのセミナー

もそうでしょうし、例えば大企業の何かの講演会とかあれば、そこには結構参加者

が集まりますから、そういうところで教える。がんになった場合はこのような制度

がある、ということを知らせるということをしておけば、その人たちが罹患したと

きに、「ああ、あの話だ」とわかりますよね。自分から行動を起こさないと、なかな

かいろいろな支援も受けられないということが多いですから、その辺を知るという

ことをやっていただければと思います。前回の部会では、企業の表彰についての話

を出したかと思うのですが、そういうことも含めるといいと思います。 

 いかがでしょう、ほかにご意見は何かありますでしょうか。 

○杉浦委員 就労支援もそうですが、企業側にがんの最近の治療方法とか、入院の

状況とかの情を知ってもらうことが大切だと思います。がん、というとすごく重症

で、ずっと働けないのではないか、というような意識があると、実際にがんになっ

た時にやはり就労はもうできないかなと思ってしまうので、今の一般的な治療法は

こうだ、というところを示していくことも必要だと思います。その辺も教育に加え

られるといいのかなと思うのですが、学校以外の場というのはそこになるのかもし

れません。 
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○杉浦課長 ここのところで書かせていただきました学校以外の場というのは、一

般的な啓発という形になるのですが、学校教育に対して生涯学習というのが一つあ

ると思います。横浜市立大学ではエクステンション講座という市民向けの講座を行

っていますが、その中の医療分野として、がん種ごとにいろいろな講座が開催され

ていまして、結構盛況だと聞いております。大人のがん教育というのですか、その

ようなものになろうかと思います。 

○赤池部会長 どうですか市川委員、盛況ですか。 

○市川委員 人はたくさん見えていますが、やはりお年寄りが多いです。仕方がな

いですよね、お時間のある方というと。 

○赤池部会長 そうなのですよね。 

○杉浦委員 中高年の方やがんを経験された方が多いです。 

○赤池部会長 やはり、大学にしろ、病院にしろ、こちら側で待っているとそうい

う傾向になってしまうのだと思うのです。ですから、そうではない形をとるには出

ていかないといけないのかと思います。 

○堀元委員 就労支援についても、がんになった時にすぐ情報として渡せるような

ものが必要だと思います。また、先ほど市川委員の発言にありましたように、市営

地下鉄などで定期的に、今は関係ないかもしれないけれども、就労支援とかそうい

ったことも含めて、お父さんが急にがんになっても、そういう時はここに相談して

くださいとか、そういうことを常に情報発信していくということ。それと、せっか

くがんの条例があるのですから、何かそのシンボルマークみたいなものをつくって、

横浜市のがんに関することはこのマークということで、県立がんセンターでも市大

でも、どこに行ってもみんなが同じ対策を横浜市でやっているというような、何か

そういった対外的な広報をやっていくことも必要かと思います。やはり情報はどん

どん発信していかないと、せっかく県立がんセンターや市民病院でやられている就

労支援の取り組みに関しても、多分多くの人が望んでいると思うので、そういった

ニーズがあるはずですから、しっかり情報発信していく必要があると思います。 

○緒方委員 情報についてですが、がんの診療に携わっていらっしゃる医師には届

きやすいと思うのですが、私たちが日ごろ風邪を引いたとか、おなかが痛いとかで

かかる町のお医者さんにも届いてほしいと思います。私たちががんとともに自分ら

しく生きるということは、一人では生きていかれないので、どこかにサポートして

もらう人を探さなくてはいけない。それが実はホームドクターだと思うのです。こ

ういった市の取り組みについても、町の開業医の先生たちにも届いて、私たち患者

と同じ目線で歩いていただけるとありがたいと思います。 

○赤池部会長 それがないとうまくいかないですね。 

○緒方委員 はい。 

○市川委員 【現状】に、２週間に１回治療をすると働ける環境ではないと考える

方が多いという記載がありますが、私たちが診療していて思うのは、小さな会社で

すとか、あるいは技術者の方たちは余り仕事を休む気がないみたいです。例えばコ
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ックさんですとか、警察官の方なども仕事を続けられる方が多いのですが、逆に事

務職といいますか、座ってできるからそんなに大変じゃないだろうなと思うような

人たちが、会社の規程なのかわかりませんが、２週間に１回休むのだったらその間

はずっと休みにしちゃってくださいとかというような形で長く休んで、そのうちに

仕事をやめてしまうという方が結構いらっしゃるような気がします。多分、比較的

大きな会社というのは産業医の方がいらっしゃって、そういう方がある程度社内の

制度に従って、こうなったらこうしましょうと決めているのかと思います。それが

本当に現状に合っているのかどうか、ということは調べておく必要があると思いま

すし、会社の中のことですから難しいかとは思いますが、がんの患者さんが２週間

に１回病院に行かなければならないけれども、それ以外の例えば10日間はちゃんと

働ける、というようなことについても認識してもらえるような、何か交渉できるよ

うな場があるといいと思います。 

○修理医務監 産業医の方と主治医が意見交換する場というのはあまりないのです

か。 

○市川委員 あまりないです。最近、初めてある鉄道会社から、電車の運転士さん

についての相談を受けました。運転士さんというのは、たくさんの人の命を守って

いますから、非常に厳しいレギュレーションの中で、例えばがんになった場合、比

較的早く仕事をやめなければならなくなってしまうことが多いらしいのです。です

が、それだと仕事自体が成り立っていかないので、それがどこまで緩められるのか

ということを産業医の方から相談されたのですが、なるほど、こういう問題がある

のだなと、その時に思いました。多分、会社の中ではいろいろな決まり事があって、

その決まり事に従うと、がんの方がうまく働けなくなってしまうような状況という

のが、今でもあるのではないかという気がするのですが、なかなかそういうことは、

主治医には伝わってこないです。また、個別に相談されても、どうなんでしょうか、

というふうにしか答えられなくなってしまうと思うので、何かそれをもっと大きな

ところで話し合って、じゃあこれならいいですね、というようなことを大まかに決

められると、もっと働き続けるための環境がつくれるのかなという気がします。 

○修理医務監 今後の課題ですが、産業医の方、あるいは学会とか、そういうとこ

ろとのやりとりが必要になってくるのかと思います。どこまで書けるのかというの

はあるのですが、また次回ご相談させていただきたいと思います。 

○永田委員 やはり企業の多くは、疾患に対する考え方が古いと思います。特に慢

性疾患に対しての就労の仕方については、いまだに理解が低いです。基本的に休む

ならしっかり休め、戻ってきたら100％働けと言う。復帰するまではしっかり休ませ

るという考え方でずっと来ていますので、がんとか肝炎とか潰瘍性大腸炎とか、調

子が悪いときはちょっと控えていただいて、その間理解をいただければ、ほかはま

たフルで働けます、という方の調子が悪い時をどう扱うかということに対して、対

応できている組織というのが非常に少ないと思います。企業は、そういうことに対

して非常に厳しいところがあって、結局、調子が悪いことを隠して我慢してフルに
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働いて手遅れになったりする、ということは往々にありますので、そこは大いに今

の考え方を変えるよう指導していくということは、やはり必要だと思います。 

○赤池部会長 今お二人の話から出たことは、これは患者側の活動とか、医療者側

の活動からでは、そうそう動くことではないということですよね。ですから、行政

側のほうが、労働力としてという言い方でも結構ですが、これからの時代の中でど

うやってそういう労働力を確保していくかという視点に立って、行政側からこうい

うことが必要なのだ、と持っていっていただけたら、早く進んでいくのではないか

と思います。 

○永田委員 産業医の制度ができてから、かえって悪くなった感じがします。以前

は、勤め先の健診センターと上司を呼んで話をするというようなこともできたので

すが、産業医制度になってから、個別的な対応はやりにくくなって、紙のやりとり

だけという感じがします。 

○緒方委員 患者会で感じることですが、市民の方にも頑張りが足りないというか、

がんと言われたら、簡単に仕事をやめてしまっているということがあります。だか

ら、やめさせられたという話は本当に聞かないのです。自分からやめている。だけ

ど引きとめてはもらっていない。そこを引きとめてもらえるような、そういう環境

が整うといいと思います。 

 それと、パートタイマーの人はまさに何も守られていなくて、やめさせられたり、

自分からやめて、引きとめられなかったということがあります。正社員だけではな

く、パートタイマーの人もがんになった時に守られるといいと思います。 

○赤池部会長 そうですね。ほかにはご意見はよろしいですか。 

―異議なし－ 

では、ここの項目に関しては以上ということにさせていただきます。 

 

ウ 第４章 具体的な取組 ６がん登録・がんの研究 

 

○赤池部会長 説明をよろしくお願いいたします。 

（事務局） 

第４章 具体的な取組 ５がんと共に生きる について説明【資料３】 

○赤池部会長 ありがとうございました。 

○杉浦課長 事務局のほうから一点、市川委員にご確認をさせていただきたいので

すが、資料の51ページの中段、次世代臨床研究センターの中に、国家戦略特区の規

制緩和を活用した第Ⅰ相試験用の病床20床の整備ということを記載しているのです

が、多分第Ⅰ相試験、健康な方への臨床試験の利用で20床ということを聞いており

まして、この20床の記載について適当かどうか、判断に迷うところがありまして、

ご助言賜ればありがたいと思っています。 

論点は、この規制緩和がおそらく２つの法律に基づく規制緩和だと思いますが、

一つは病床で、20床は健康な第Ⅰ相試験用の患者ということで20床もらえたという
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こと。もう一つは、20床を整備するに当たって、医療法上の施設基準がありますが、

その施設基準を健康な方が使うという形で規制緩和をされている、というところが

あるのではないかと思います。通常、第Ⅰ相試験の場合は健康な人なのですが、こ

の病床では抗がん剤の第Ⅰ相試験は行わないという前提なのかどうか、ちょっとわ

からなかったのですが。 

○市川委員 確認してみます。抗がん剤にも第Ⅰ相試験というのは確かにあります

のですが、この第Ⅰ相試験用病床20床というのはそれに当たるのかどうかについて、

確認をさせてください。 

○杉浦課長 もしかしたら抗がん剤以外にも、例えば腫瘍マーカーですとか、ある

いはがんに関わる検査方法ですとか、そのようなことを健常者に行う第Ⅰ相試験も

ある可能性があるかと思ったのですが。 

○赤池部会長 がんの第Ⅰ相というのは例えば、高血圧などとは違いますよね。第

Ⅰ相の意味合いが。 

○市川委員 違いますね。がんの第Ⅰ相だと、もうほとんど全ての標準的な治療が

終了した方に行われる試験ということになりますので、ちょっと確認をします。 

○赤池部会長 いかがでしょうか。この２つの項目についてのご意見をいただきた

いと思います。どうぞ。 

○永田委員 これは国に言うべきことかもしれませんが、ぜひともこの研究にかか

わる人材の育成というか、そこに対する資本投下というか、そこに重点を置いてい

ただきたいと思います。例えば、がん登録を登録する職種は診療情報管理者ですが、

人材が少ないので苦慮しています。もっと多く育成していただきたいと思いますし、

「統計学専門家、データマネージャー、臨床研究コーディネーター等の専門職を配

置」と書いてありますが、欧米と比べると我が国は半分というレベルではありませ

ん。10分の１ではなくて100分の１のレベルという認識でいていただいた方がいいと

思います。統計学専門家というのは、アメリカでは毎年３千人程度出てくるのです

が、日本ではほとんどいないというぐらい差があるのです。ですから、研究といっ

ても有名な研究者を連れてきて、というのでは決してなくて、ある意味、標準の研

究者がいて、そこにしっかりとした組織があるといいものができてくるという発想

で、これだけ日本は病院と研究所の組織が非常に、能力が低いのではなくて、物す

ごく少ないのです。そこの人材を手厚くして、ほかは節約してもいいのではないか

と考えます。この20年間に圧倒的に臨床研究で日本が遅れているのはそういう人材

の部分なので、ぜひとも、横浜市だけでもしっかりと組織していただきたいと思い

ます。 

○赤池部会長 そうですね。これは横浜市全域に向かってというのもお願いはした

いところですが、できなければ市の直営のところはどんどんそのように、そういう

人材をそろえるとか、そういう姿勢を見せていくということもあると思います。 

○修理医務監 条例の中でがん研究を推進していくという記載をしていく中で、実

際どこまでやるのかという議論もありました。市は横浜市立大学を持っていますの
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で、まずは市大を支援していくというのが最初だろうということで、予算上も、横

浜市立大学のがん研究に対する支援として、統計学の専門家などの人材を配置する

ための支援として年間１億円ぐらい、横浜市から市立大学に支援をしています。が

ん研究についても、５千万円ほど市大に支援する予算をとっています。それを今後、

横浜市全体での研究の支援という話になると、今後の検討課題だと思います。 

○永田委員 どうしても研究支援としいうとハード的な建物とか消耗品とか、そう

いうところに消えていってしまうので。 

○修理医務監 今回の市大の臨床研究に対する支援は、人材配置に対する支援です。 

○永田委員 ぜひともお願いしたいと思います。 

○赤池部会長 大学に注力いただいて、そこでどんどん人材をつくっていただけれ

ば、自然に市の人材は潤いますので、良いことだと思うので、それはぜひ、まずや

れるということであれば大学からやっていただいて、と思います。 

○杉浦課長 先ほどがん登録の人材育成についてご質問があったのですが、がん登

録の人材育成につきましては、神奈川県ががん登録の初期研修という部分を担って

いますので、あえて横浜市としては記載しませんでした。新しい全国がん登録用の

研修も神奈川県が主体となって進める形になると思いますので。 

○赤池部会長 それはそうですね。 

○永田委員 でもこれは結局、各病院の負担になるわけですよね。 

○杉浦課長 国の見方としましては、財源的には措置すると言っておりますが、ど

ういう形でそれが各病院に入ってくるのかというのはまだ見えません。 

○太田委員 今回のがん登録のことなのですが、横浜市医師会で説明しなくてはい

けないのですが。県の方で講習会があるのですが、診療所レベルでの登録の場合、

具体的に何をすればいいのか、研修を受ければいいのでしょうけれども、一般的に

いろいろな診療科目の消化器科や循環器科をやっている医師から結構問い合わせが

あるのですが、診療所が登録する必要性やメリットがよくわからないというので質

問されているのですが、何かこの辺は病院と違って、個人の診療所が登録を行う場

合のメリットなど、何か情報提供いただければと思います。 

○杉浦課長 現在は地域がん登録という制度があります。これは健康増進法に基づ

くがん登録で、これが発展的になったものが全国がん登録でございます。先ほど病

院は義務になりますと申し上げましたけれども、診療所は義務にはなりません。や

りたいと言っているところは手挙げできることになっておりますが、義務化はされ

ません。現在の地域がん登録で申し上げますと、項目は非常にシンプルでございま

して、がん種ですとか、発症日ですとか、がんの進展度ですとか、はがきで提出で

きるような形になっております。新しい全国がん登録になって、項目数が増えます

が、地域がん登録との整合性をとるようにするというようには聞いておりますが、

ホームページに登録する項目などのマニュアルが出ていると思います。国立がん研

究センターのホームページを見ていただきますと、フリーのソフトでダウンロード

できるようになっておりまして、そのソフトをダウンロードして入力していただき
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まして、それを１年間なら１年間登録したものを、またソフトにかけて提出すると

いうような仕組みになるのだと思います。 

○永田委員 これも医者とか看護師が片手間で入力するなんてことは全然だめなの

ですよね。今、病院でやっているところは、専門の診療情報管理士がカルテを見て

そこから拾って入力してくれているのです。だから我々は正確なカルテ記載をすれ

ばいいわけです。それを地域でやるとなると、その情報をどこかまとめて持ってき

て、そこから引っ張り出してくれる人がいないと。ですから、いろいろな疾病の登

録なども、今までみたいに個人的に医者が夜中に入力するとか、そういう発想はも

う捨てて、専門家集団を育てて、資料を見てそこから引き出すということにならな

い限り、ちゃんとした統計は出ないとは思います。だから、やるのであればそこの

人材が多く要るのだと思います。 

○赤池部会長 個人の医院で登録される場合には、そんなに件数は多くないのでは

ないでしょうか。件数によっては、ご自分で入力はできるかとは思うのですが。ど

うでしょう。 

○永田委員 でもやはり、そういう発想でやっていると、病院でも、やはり正確な

データというのは出ないのですよね。 

○赤池部会長 基本的にはそうなのですが、個人の開業医のところでそういうデー

タを扱える人をそろえるというわけにはいかないではないでしょうか。そうすると

どうするのかなと思いますよね。 

○杉浦課長 今のがん登録のやり方ですと、その医療機関にがんと確定診断をされ

て初めてかかられた方を登録します。ですので、横浜市立大学の場合は、市大で確

定診断をされた時の登録というのはもちろんのことなのですが、ほかの病院で治療

をされていて、放射線治療だけ横浜市大でされた場合にも登録はします。登録はし

ますが、最終的に全部データが寄せられます。今は名寄せ方式しかないのですが、

全国がん登録制度が始まりますと死亡情報まで全部寄せますので、その段階で１つ

にデータがまとまるという形のことができると思います。 

生存調査につきましても、今までと多分やり方が変わりまして、今は生存確認を

各医療機関でされていらっしゃると思うのですが、今度は死亡届が出ますと、それ

に基づきまして死亡個票という統計資料がつくられますので、その死亡個票を国立

がん研究センターが集めて、そこで生存確認をして、その結果が逆に医療機関の方

に戻ってくるというような流れになります。ですので、確実な生存調査ができるよ

うになると思います。今まで行方不明も結構いましたが、今度は死亡届と同じ形に

なりますので、それを全国レベルで調べるということになります。 

○赤池部会長 医療機関にとって負担なのは確かなのですがしようがないですね。

どういう経路でその補助金が国から順番に回ってくるのか、それがわからないので

すが。いかがでしょうか。登録はこの全国がん登録でとにかくやっていくわけで、

生死確認は国立がん研究センターが一手に引き受けて、そこからデータをもらって

分析できるということにはとにかくなったので、今まで市町村に照会しても拒否さ
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れてしまうという、生死確認の作業に医療機関はかなり労力を使っていたので、そ

ういうことはなくなるということになります。これに関してはよろしいですね。 

 がん研究の方はいかがでしょうか。この臨床研究中核病院、横浜市大、頑張って

ください。これも大変ですよね。ここについてもよろしいですか。 

○市川委員 加えるとすると、これを見ると創薬ですとか、一生懸命頑張って治療

しようという研究も一つ必要なのですが、やはり横浜市大として考えることは、横

浜市の皆さんが幸せに暮らしていくということで、看護という観点から見た研究も

どんどん進めていく必要があるでしょうし、社会学的ながんに関するまちづくりで

すとか、まちづくりも何か横浜市大はやっていますので、そういうものも含めて研

究という、治療そのものとは少し離れるけれども、そういう研究にも力を入れてい

くということがどこかに一行ぐらい入っていると、そこについては頑張りたいと私

たちも思っていますので、それを加えていただけるとありがたいなという気がしま

す。 

一つはやはり看護だと思います。患者さんたちを診るということですね。それと

もう一つは、例えば八景キャンパスのほうに生命倫理の専門家がいます。彼らに例

えばがんの告知のことであるとか、告知後にどのようにフォローアップしていくの

かということを、彼らにも入っていただいて研究をしていくというような体制です

ね、そのようなことをして、それをもっとまちの皆さんに見ていただいて、これで

どうだろうと。それじゃおかしいとかいいとかということを大学が中心になってや

っていくということは、横浜市の皆さんにがんの現状を見ていただくという意味で

も重要なのではないかという気がいたしますが、どこかに記載がありましたか。 

○杉浦課長 51ページの【現状】の上から３つ目のポツのところに記載がございま

す。 

○市川委員 ありがとうございます。 

○杉浦課長 「社会学的研究について取組みを進めています」という書き方と、あ

と、ケアの部分も書かせていただいております。 

○赤池部会長 総合特区制度の活用というのはどうですか。進んでいるようですか。 

○修理医務監 国家戦略特区ですよね。保険外併用療養についてこの前、先進医療

会議で市大が認められましたので、どのぐらい進むかというのはこれからだと思い

ます。国の先進医療会議の中で議論になったのは、横浜市がどのぐらい支援してい

るかというのが結構話題になったので、横浜市としては市大を支援していますとい

うことをお話しして認められましたので、今後も二人三脚ではありませんが、支援

しながら進めていきたいなと思っています。 

○赤池部会長 記載は何か遠慮がちではないですか。この51ページの下のほうに書

いてあるのは。もっと先頭に立って引っ張っていくというところが横浜市の姿勢で

はなかったかなと、これを始められた時に思ったのですが。がんのことだけではな

いのかもしれませんが。 

○修理医務監 そうですね、がんだけの話ではないので、全体に絡んでいる話なの
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で、がんだとこのぐらいの記載なのかなと思っています。 

○赤池部会長 そうですか。もうちょっと何か行数を多く記載してもらいたいとい

う気がいたしますが。というあたりでほかのご意見はよろしいでしょうか。 

－異議なし－ 

ではご意見が出尽くしたということで、本日予定した議題は一応ここまででござい

ます。皆様からまた多くの意見をいただきましてありがとうございました。これで

また事務局の方にご検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

以上で本日の議論は終了しますがよろしいでしょうか。 

－異議なし－ 

 

(3) その他 

（事務局） 

 次回開催時期について、11 月 24 日させていただく。 

 以上 


