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 平成 27 年度 第４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 24 日（火）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、緒方 真子、杉浦 由美子、堀元 隆司、物部 博文、 

山形 光正、山邊 鉄也【五十音順、敬称略】 

欠席者 太田 恵蔵、永田 博司 

開催形態 公開（傍聴者１人） 

議  題 １ 議事 

(1) 検討事項 

横浜市がん対策推進計画（仮称）案について 

(2) その他 

決定事項 ・本日の検討により、素案を確定する。 

・事務局との調整による微修正については、部会長に一任する。 

議  事 

 

 

１ 議事 

(1) 横浜市がん対策推進計画（仮称）案について 

 

○赤池部会長 では、議事に入りたいと思います。本日の検討事項は１つです。「横

浜市がん対策推進計画（仮称）案について」、素案をまとめるということになってお

りますので、よろしくお願いいたします。今までは、第３章の具体的な取組につい

て検討してきたところですが、今回は、第１章、第２章、第４章について検討を加

えていきたいと思いますので、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局）横浜市がん対策推進計画（仮称）（素案）（「横浜市がん対策の今後の進め

方」第１章、第２章、第４章）について説明【資料１】 

 

○赤池部会長 第１章、第２章、第４章についてご意見をいただきたいと思います。 

 まず、名称について「計画」ではなく、「今後の進め方」という表現になったとい

う説明がございましたが、基本的には「よこはま保健医療プラン」の中に含まれて

いくことと、平成30年に新しいものが出るということで、もともとそこまでの間の

考え方を、ということでありました。平成30年になった時に、またそこで必要な事

項を検討したいということで、最初にお話を進めさせていただいたわけですが、こ

の点の表現と「趣旨」「位置づけ」「目指す方向性」、まず第１章のところはいかがで

しょうか。 

特にご意見はないようですので、よろしいですか。 

－異議なし－ 

 

 第２章の部分はいかがでしょうか。「基本的な考え方及び目指す姿」ということで、
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１「基本的な考え方」、２「目指す姿」という記載がございます。この全ての市民、

事業者、行政は、この表現で全て含まれているのでしょうか。全ての市民と言うこ

とでよろしいでしょうか。いかがでしょうか。２の「目指す姿」の「がんによる死

亡者の減少」というところですが、確か、死亡率の減少のパーセンテージが国のプ

ランに書かれているのでしたよね。 

○杉浦課長 はい。国の計画によりますと、「10年間で年齢調整死亡率を２割下げる」

となっております。ただ、今回の「進め方」は３年計画という形でございまして、

平成30年が間近に迫っておりますので、具体的に何パーセントから何パーセントへ

という指標がとりづらい状況でございますので、表現といたしましては「減少」と

いう目標の掲げ方にさせていただきました。 

○赤池部会長 その辺は前回も前々回も出たように思います。「目指す姿」の（２）

「全てのがん患者が尊厳を持った生き方を選択できる社会の構築」というところも

特に、何か表現上も、こうして欲しいということがありましたらと思いますが、よ

ろしいですか。 

－異議なし－ 

では、異議なしということで、了承ということにさせていただきます。 

 

 第４章、46ページですが、「がん対策の推進に向けた役割と評価」というところが

ございます。１から６までで、役割が５つ、６番目が把握と評価ということになっ

ています。いかがでしょうか。 

特にご意見がないようですので、この辺はよろしいですね。 

－異議なし－ 

ありがとうございます。 

 そうすると、第１、２、４章については、ほぼこのような形にさせていただくと

いうことになります。では、次に移らせていただいてよろしいでしょうか。 

－異議なし－ 

 

 次は、第３章です。今まで２回にわたって検討を進めていただいた部分でして、

それぞれ皆さんのご意見をもとに修正案が出されております。その辺を確認しなが

ら進めたいと思います。まず、１「がんの予防」、２「がんの早期発見」について、

説明をどうぞよろしくお願いします。 

 

（事務局）横浜市がん対策推進計画（仮称）（素案）（「横浜市がん対策の今後の進め

方」第３章１がんの予防）について説明【資料１】 

 

○赤池部会長 まず１「がんの予防」についていかがでしょうか。（１）（２）（３）

という３つです。（１）生活習慣の改善を通じたがん予防のところは重複していた文

章等を削除して、すっきりとまとめたということになります。【課題】のところにゴ
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シックで書かれた部分を追記し、変更しているということです。 

 この「よこはま企業健康推進員」というのは、もともとありましたか。 

○横森課長 昨年度３月から「よこはま企業健康推進員」の養成を行っております。

これは横浜独自で行っているものなのですが、注釈２のところにありますように、

自らの健康づくりの実践と従業員の健康づくりを推進する人のことです。企業で健

康づくりを進める人を横浜市として登録し、いろいろな健康情報を企業内で広げて

いただきます。前回は具体的に書き込んでいなかったので、今回入れております。 

○赤池部会長 どのぐらいの進み具合でしょうか。 

○横森課長 ４年間で500名を予定していますが、現在170名弱です。 

○赤池部会長 そんなに多いのですか。 

○横森課長 はい。この方たちががんに関する啓発などを職域内でやっていただき、

情報が拡散されることで職域でのがん予防を進めることができるのではないかと考

えています。 

○赤池部会長 そうすると、養成というのは、この方たちを対象にまた啓発を行う

ことになるわけですね。 

○横森課長 はい。 

○赤池部会長 また、受動喫煙防止の推進ということでは、この「よこはま健康応

援団」というのは、登録制でしょうか。お店などにも書いてありましたか。 

○横森課長 「よこはま健康応援団」というシールをどこか見えるところに貼って

いただきます。こちらは「健康横浜21」を策定した時に始めたもので、今、第２期

なので既に５年以上たっています。注釈に書きましたが、健康的なメニューの提供

や、禁煙しているお店を健康応援団ということで登録し、ホームページ等でもご紹

介したりしております。 

○赤池部会長 なかなか気がつかなかったですけど。 

○横森課長 余り数が多くないのです。例えば店内を禁煙にしているコーヒーチェ

ーン店も禁煙店として、こちらの方に入っていただいています。お店の自主的なと

りくみについても横浜市では健康応援団という形で登録させていただいています。 

○赤池部会長 また、表彰制度も具体的に検討していただけるということです。 

よろしいですか。特にございませんか。 

－異議なし－ 

 

 では、次の「がんの早期発見」のところをお願いいたします。 

 

（事務局）横浜市がん対策推進計画（仮称）（素案）（「横浜市がん対策の今後の進め

方」第３章２がんの早期発見）について説明【資料１】 

 

○赤池部会長 これについてはいかがでしょうか。 

○緒方委員 全体的に言えることなのですが、12ページや14ページの「子宮がん」
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という表現は「子宮頸がん」とした方が良いのではないでしょうか。最初の方に一

部「子宮頸がん」という記載があったのですが、「子宮がん」だけですと誤解を招く

ので、「子宮頸がん」とした方がよろしいと思います。 

○秋元課長 わかりました。どうもありがとうございます。 

○赤池部会長 ほかにはいかがでしょうか。「新たな検診方法の導入」について「体

制の整備を進めます」というのは、胃がんや大腸がんの内視鏡のことを念頭に入れ

ての記載なのでしょうか。 

○秋元課長 はい。 

○赤池部会長 では、ほかにはよろしいですか。 

－異議なし－ 

 

 では、次に進ませていただきます。 

次は、第３章の３「がん医療」、４「相談支援と情報提供」、５「がんと共に生き

る」、６「がん登録・がんの研究」ということについてです。では、説明をよろしく

お願いします。 

 

（事務局）横浜市がん対策推進計画（仮称）（素案）（「横浜市がん対策の今後の進め

方」第３章３がん医療、４相談支援と情報提供、５がんと共に生きる、６がん登録・

がんの研究）について説明【資料１】 

 

○赤池部会長 ３から６までまとめてお話しいただきました。17ページの「がん医

療」からですが、どうでしょうか。お気づきの点からどうぞ。 

 

○山形委員 前回私は欠席したので「医療提供体制」のところについてお伺いしま

す。「薬局」という言葉が載っていないのですが、日常の健康管理や健康相談、地域

連携クリティカルパス、在宅緩和医療、それから全体的な地域包括ケアシステムの

中に、これから方向性として薬局は入っていかなければいけない分野なので、「薬局」

という言葉を入れていただけないかと思うのですが、いかがでしょうか。ただ、医

療機関と薬局は別で、薬局は医療機関には入らないので、表現的には少し難しいか

なとは思うのですが。 

○赤池部会長 どうでしょうか。表現を変えて記載をしていくことはできますか。 

○修理医務監 表現を工夫して、「薬局」という言葉を入れさせていただきます。 

○赤池部会長 そうですね。前の方に、禁煙支援薬局というものもあるということ

でしたし、その辺をまだ皆さんあまり知らないので、周知していただければと思い

ます。それでは表現はお任せいたしますので、工夫をよろしくお願いします。ほか

にはどうでしょうか。 

 

○緒方委員 今、「医療提供体制」、「身近の地域の診療所・病院」、小さく括弧して
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（かかりつけ医・歯科医）とありますが、これは小さく括弧をする必要があるでし

ょうか。市民の立場から言うと、かかりつけ医も歯科医も結構重要だと思いますの

で、括弧に入れないで普通の大きさでどうでしょうか。それは診療所に入ってしま

うのでしょうか。 

○赤池部会長 かかりつけ医は必ずしも診療所ではないですよね。 

○緒方委員 そうですね。私も何となく、診療所とかかりつけ医は違うような気が

しているのですけど。 

○赤池部会長 大病院から中小規模の病院まであると、中小規模の病院ではかかり

つけ医的なところが多いですよね。 

○杉浦課長 これは「かかりつけ医・かかりつけ歯科医」という意味での記載です。 

○赤池部会長 「かかりつけ」が両方にかかっているということでしょうか。 

○杉浦課長 はい。 

○修理医務監 かかりつけ医とかかりつけ歯科医がもう少し目立つような記載の方

が良いということですよね。 

○緒方委員 そうです。その方がわかりやすいと思います。 

○修理医務監 では、表現を工夫して修正します。 

○赤池部会長 よろしくお願いします。 

 

○堀元委員 29ページの２つ目の丸のところで、「在宅医療連携のコーディネート」

なのですが、今、横浜市では在宅医療連携拠点事業が始まっていると思いますが、

地域包括支援センターだけだとどうしても医療関係者との連携がとりづらいという

ことで、今、15区に在宅医療連携拠点ができています。そこには多職種の人たちが

集まって、連携を図ろうという取組がされています。「よこはま保健医療プラン」の

時はまだそれがなかったのですが、新たなそういった横浜市の取組ですので、在宅

医療連携拠点のことを追記された方がよろしいかと思います。 

○赤池部会長 いかがですか。 

○古賀係長 28ページの【現状】の上から４つ目に記載をしております。今回、太

字にはなっていなかったのですが、まだ18区全てに設置されてはいないため、【現状】

のところで「設置を進めています」という風に記載をしております。 

○赤池部会長 この程度の表現で良いのですか。 

○堀元委員 今、在宅医療に力をいれているかと思いますので、もう少し積極的に

記載した方が良いと思います。 

○赤池部会長 では、その辺はもう少しアピールしていただくような表現をどうぞ

お願いします。 

○修理医務監 どうもありがとうございます。今、まさに力を入れている部分なの

で、もう少し記載を増やします。 

 

○市川委員 22ページのこの（市内のがんに関する主な先進医療の状況）の表なの
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ですが、その次のページの医療機器に関する表はとてもわかりやすいと思うのです

が、これは何かわかりにくいのではないかと思います。神奈川県立がんセンターの

ところでは、先進医療技術名「原発性乳がん」と書いてあって、括弧がしてあるも

のですが、これは何をするのかよくわからないです。適応症も同じものが書いてあ

りますし、全体としてこれは何を表現しようとしているのか、市民の方が読んでも

わからないのかなという気がするのですがいかがでしょうか。 

○赤池部会長 そうですね。 

○杉浦課長 先進医療として届出されている適応症なので、非常に医学的な用語が

入ってわかりにくくなってしまっているところです。実は、「よこはま保健医療プラ

ン」の中にも先進医療が入っているのですが、わかりやすくしてしまうと誤解が生

じてしまうのではないかと、そのままの言葉で記載しています。 

○市川委員 例えば、神奈川県立がんセンターで、最初の先進医療技術名が原発性

乳がん括弧、適応症も原発性乳がん括弧というのは、これは間違いではないのです

か。 

○杉浦課長 申し訳ありません。これは、最初の記載がだぶってしまっています。 

けいゆう病院と聖マリアンナ医科大学横浜市立西部病院の欄に記載がございます、

「術後のホルモン療法及びＳ－１内服投与の併用療法」と同じ記載が入ることにな

りますので、修正いたします。 

○赤池部会長 これは確かに、どんな病気に対する化学療法の先進医療とか、もう

少しわかりやすい方が良いかもしれないですね。言葉が難しいですし、どんな対象

のがんに対してどのような治療をやっているのだろうというのが、イメージできな

いかもしれません。ここは少し表現に工夫がいるかもしれませんね。 

○修理医務監 市民の方が見た時にわかりやすいような、という趣旨ですよね。 

○赤池部会長 そうですね。 

○市川委員 もう一つの表では、ガンマナイフとはどこでやっていて、何をしてい

ますとしてありますので、原発性乳がんの「術後のホルモン両方及びＳ－１内服投

与の併用療法」を左側に記載して、次にどういうもので、どこでやっていますとい

う記載になっていた方が、わかりやすいと思います。 

○修理医務監 そうですね。 

○杉浦課長 列の順番を入れかえるということですね。技術名、適応症、最後が医

療機関名という順番に。 

○赤池部会長 では、見やすい方向でまとめ直していただきましょうか。 

○修理医務監 記載方法を修正して、またご相談します。 

 

○堀元委員 20ページの在宅医療のところですが、病院の方では、栄養管理やリハ

ビリテーションというのが【今後の施策の方向性】の中で一番下のところにあるの

ですが、在宅でもＮＳＴとかリハビリテーションとか、そういったものが求められ

ると思いますので、在宅医療の方にもこれと同じような趣旨の記載が入った方がよ
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ろしいのではないかと思います。 

○赤池部会長 どうでしょうか。その辺に関して何か、皆さんもご意見はおありで

しょうか。 

○杉浦課長 在宅での栄養管理をどうするかがポイントになると思います。 

○赤池部会長 在宅でも訪問リハビリテーションというのがあって、通院できない

人は在宅でＡＤＬを確保するためのことをやってもらうことが必要です。この中に

記載はなかったでしょうか。ないのでしたら必要かと思います。在宅医療に関して

も、同じようなことを何らか記載していただければと思うのですが。 

○修理医務監 では、同じような内容で、在宅医療の部分に追記するという形でよ

ろしいですか。 

○赤池部会長 はい。それでもよろしいか思います。 

○堀元委員 先ほどの在宅医療連携拠点事業に、訪問リハビリテーションの方も参

加されていますので、記載して大丈夫だと思います。 

○赤池部会長 ご検討よろしくお願いします。 

○修理医務監 はい。 

 

○赤池部会長 ほかにはいかがでしょうか。 

○杉浦委員 違うところでも大丈夫ですか。 

○赤池部会長 どうぞ。 

○杉浦委員 33～34ページのところなのですが、高齢者のところで、【現状】は高齢

者とかひとり暮らしとか認知症とかの記載があるのですが、【課題】のところは認知

症に特化しているようなイメージがあるので、高齢者、特にひとり暮らしと記載し

ても良と思うのです。もしくは【現状】のところに「ひとり暮らしや認知症の高齢

者」と書いてあるので、そのまま表現しても良いのかもしれません。 

○杉浦課長 「ひとり暮らしや」が抜けているということですか。認知症以外の部

分も【課題】に入れるべきだと。 

○杉浦委員 はい。テーマが高齢者になっているので。 

○赤池部会長 ですから、丸は別にしてもよろしいかと。もう一つ丸をつけて、ひ

とり暮らしとか、その上の【課題】に書いてある部分の、認知症以外の部分でしょ

うか。 

○修理医務監 では【課題】のところに、それを別出しにして追記いたします。 

 

○赤池部会長 あとはいかがでしょうか。 

○堀元委員 今のところで、高齢者の方への情報提供など、地域とのかかわりで民

生委員の方の記載を入れると、認知症に偏らない記述にもなるのかなと思います。 

○赤池部会長 民生委員の記載はどうなっていますか。 

○杉浦課長 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画という計画が別にあり

まして、そちらの方に記載しています。 
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○赤池部会長 質問なのですが、民生委員の方というのは市の中の全体的な組織と

しての位置づけははっきりと決まっているのですか。 

○横森課長 自治会町内会から推薦をしていただき、厚生労働大臣の委嘱を受けて

活動していただいているのですが、主に高齢者の見守りや認知症の方の徘徊などが

あった時の対応をしていただく場合もあるのですが、医療関係で民生委員さんに直

接的な役割をお願いしているというのはあまりないように思います。むしろ福祉的

な、独居だったり、老人世帯だったり、認知症の方とかというところでは、先ほど

課長から介護保険のお話がありましたが、介護保険計画の中での位置づけはとても

大きな、ソーシャルキャピタルとしての位置づけもありますので、そちらの方での

役割は大きいのですが、医療との連携という部分では、個人情報等、難しい部分も

あるかなと個人的には感じるところはあります。ただ、堀元委員がおっしゃったよ

うに、高齢者への対応については、民生委員さんの話が出てくるとイメージはつき

やすいのかもしれません。 

○赤池部会長 確かに医療とはちょっと違いますね。あとは何かございますか。 

先進医療のところなのですが、研究のところで総合特区の記載が出てくるのです

が、その総合特区の記載は主に横浜市立大学のことを書いてあるように思うのです

が、先進医療全般について、総合特区制度を利用して支援し推進していくというよ

うな記載はしないのでしょうか。 

○杉浦課長 こちらに記載していますのは、ある一定時点で先進医療の届け入れが

認められているもののみです。特区については、もちろん横浜市立大学もございま

すが、経済局が関与しております他の特区を使って、例えば事業者に創薬の交渉を

するみたいなことも含めて、特区の部分では２つ書いてございます。横浜市立大学

の部分と、もう一つ創薬の部分等については、そこも民間企業者に対する特区の活

用部分も入っています。 

○赤池部会長 書いてありますね。 

○杉浦課長 ですので、逆にこの22ページの表の部分は、それは入っておりません。 

○赤池部会長 わかりました。皆様よろしいですか。 

－異議なし－ 

 

そのほかはどうでしょうか。人材育成とか、その辺はいかがですか。もう今までに

皆さん多くのことをおっしゃったので、大体それが反映されたりしているというこ

とで、そういう理解でよろしいでしょうか。では、これについては終了とさせてい

ただいてよろしいでしょうか。 

－異議なし－ 

 

 では、「がん登録・がんの研究」に関しては特に変わりがなかったということで、

追記も特にないということで飛ばしましたが、これもよろしいですか。 

－異議なし－ 
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では、そういうことで、いくつかの意見がまた出たということで、よろしくご検討

のほどお願いします。そうしますと、これで皆様の意見を踏まえて修正案にまた修

正するべきものがあれば事務局にお願いするということでよろしいですね。 

－意義なし－ 

 本日予定していた議題は以上となります。 

 

その他 

 

○赤池部会長 では、５「その他」に入りたいと思います。事務局からご説明をよ

ろしくお願いします。 

 

○杉浦課長 ご検討いただきました素案につきましては、来年１月に市民意見を募

集する予定にしております。市民意見を募集した後、意見に対する修正を検討いた

します。２月には修正案をまとめる予定としております。 

 次回の部会の開催でございますが、第５回目につきましては、２月中旬～下旬ぐ

らいに開催させていただきたいと思っております。 

また、横浜市保健医療協議会でございますが、２月上旬の開催予定となっており、

日程調整が今進行している最中でございます。当日、赤池部会長から本部会での検

討状況につきまして、中間報告という形でご報告いただく予定でございます。 

なお、この素案につきまして、これから横浜市の内部でも検討を行わせていただ

きます。検討の過程の中で修正あるいはもう少し前に進むような形でといった意見

が出る可能性があるのですが、その際は部会長にご相談させていただきたいと思い

ます。皆様には事後報告となりますが、市民意見の募集の前に部分的な修正が起こ

り得る可能性がありますので、その修正につきまして部会長へのご一任をいただけ

ればと思います。ご承認いただけますでしょうか。 

－異議なし－ 

 

○赤池部会長 では、そういうことにさせていただきます。また私も相談等があっ

たときに、わからなければ皆さんにご連絡をとってご意見をいただくことにします

ので、そういうつもりでいますので、よろしくお願いします。 

 

○赤池部会長 あとは何か全体を通してご質問・ご意見がございましたらどうぞ。 

○市川委員 よろしいでしょうか。最終的にこの緩和ケア病棟を平成30年度に245

床にするという目標ですが、これは今だと半分よりちょっと少ないぐらいだと思う

のです。これはどれぐらい実現の見込みがあるのかということと、今後、平成30年

までに横浜市立大学の中に緩和病棟をつくらざるを得ないという状況は来るのかと
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いうことについて教えていただければと思います。 

○赤池部会長 よろしくお願いします。 

○杉浦課長 現在118床でございますが、今年度中におよそ３病院60床増える予定で

ございますので、今年度末には178床になる見込みでございます。それでもまだ60

数床、目標には届かないということでございますが、病床につきましては現在、地

域医療構想の中で病床の動きが、国の考え方もあるのですが、急性期病床ではない

形でという流れもあるものですから、それによって各医療機関がどのような方向性

を持ってくるのかというのはこれからの検討にはなります。ただ、３年間で60床ぐ

らいとなりますと、３施設ぐらい手を挙げていただかないといけないのですが、横

浜市の方でも緩和ケア病床整備につきまして整備費の補助制度を今年からつくりま

したので、補助制度を利用し、なおかつ病床の転換というようなことをお考えにな

る医療機関があれば、場合によっては緩和ケアという形の手挙げも十分起こり得る

かなとは思っています。ただ、状況としては簡単な数字ではないとは認識しており

ます。 

○赤池部会長 この表を見たときに、10万人対で6.6というのが政令指定都市という

ということなのですが、これは現在がこの数字なのですよね。 

○修理医務監 はい。 

○赤池部会長 ですから、また3年後になったらまた平均が上がっているのではない

かなと少し心配ですが。 

○修理医務監 ことし60床できますので、かなり病院の方々にも頑張っていただい

て、今年と同じようなことがもう１回起きればとは思っているのですが、横浜市立

の方で整備していただければ、それはありがたいと思います。 

○赤池部会長 つくるのは、望むところなのですか。 

○市川委員 いや、なかなかそういうものができないものですから、外からの支援

があるとできるのかなと思います。 

○修理医務監 今お話ししましたけど、確かに地域医療構想との兼ね合いもあるの

です。地域医療構想をやりつつ、今の基準病床と、地域医療構想で出てくる病床と

の兼ね合いも、まだ国の方もはっきりと言ってくれないのです。なので、その動き

を見ながらいろいろなところに仕掛けていきたいと思っております。 

○市川委員 ありがとうございました。 

 

○赤池部会長 ほかには何かご意見はございますか。どうぞ。 

○緒方委員 今ここで言うべきことでないかもしれないのですが、横浜市は「がん

撲滅対策推進条例」というのがあるのですよね。委員の皆様にお伺いしたいのです

が、がんを「撲滅」することはできますか。何か他の言葉の方が現実的かなと思い

ます。もちろんもうでき上がった言葉なので簡単に直せないことはわかっているの

ですが、患者として「撲滅」というのはすごいなと感じましたので。 

○修理医務監 この「撲滅」という言葉は条例の検討の時から議論になりました。
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素案をつくって、ヒアリングしている段階から、「そもそも撲滅はあり得ないだろう」

という医療関係者からの意見もありましたし、それから一たんつくった後に、市会

議員中でも議論になりました。「撲滅」はちょっとという意見が多かったのですが、

これはもともと市会議員の中から上がってきた条例でもあって、「がん撲滅横浜市会

議員連盟」という、がんに対する市会議員の集まりがあるのですが、それにもう「撲

滅」という名前がついているのです。その議員の皆様がおつくりになった条例だと

いうことで、「がん撲滅」を残そうということを議会全体で決めた経過がございます。

確かに「撲滅」という言葉についてはいろいろなご意見があるのですが、「撲滅」が

良いとおっしゃる方もかなりの数いらっしゃったということでご理解いただければ

と思います。 

○緒方委員 わかりました。 

○赤池部会長 ほかにございますか。よろしいですか。 

－特になし－ 

閉 会 

 

○赤池部会長 では、本日はこれをもちまして終了とさせていただきます。ありが

とうございました。 

 

 以上 


