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［ 午後 1時 開会 ］ 

 

●司会 皆さまお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。定刻となりましたので、

ただいまから、八戸市国民健康保険運営協議会を開会いたします。本日の出席委員は１４名でございま

す。欠席委員は、公益代表の佐藤委員、被用者保険等保険者代表の大浦委員、被保険者代表の元木委員、

木村委員の４名でございます。 

本日は、委員の過半数が出席しており、且つ、各代表委員が１名以上出席しておりますので、八戸市

国民健康保険運営協議会規則第３条の規定により、会議が成立いたしますことをご報告申し上げます。 

ここで、会議資料の確認をさせていただきます。まず、本日の次第と資料１、資料２、９ページ、１

３ページとページ数が下に記載されている棒グラフが記載している資料、そして、事前送付させていた

だいておりました、第２期特定健康診査等実施計画(案)です。資料をお持ちでない方はいらっしゃらな

いでしょうか？ 

恐れ入りますが、ここで、みなさまに資料差替えをお願いいたします。第２期特定健康診査等実施計

画（案）の９ページと13ページ中に受診率の推移を掲載しておりますが、つい先日、平成２３年度の全

国の速報値が公表されましたので、資料のほうに追加いたしました。そのページについて、配布済みの

資料と差し替えをお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、平成24年度版「国民健康保険図鑑」と「八戸市の国保と年金について」お配りしておりま

す。どうぞ、お持ち帰りいただき、ご覧くださいますようお願いいたします。 

 それでは、坂本会長、ご挨拶と議事の進行につきまして、どうぞよろしくお願いします。  

●会長 皆さま、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。国民健康保険の運協の会議

でございますが、只今、平成 25 年３月ということで、年度最後の会議になるかと思います。４月からは、

新たに平成 25 年度の体制でいくわけであります。今日は、事務局から説明があると思いますが、「第二

期の特定健康審査等の実施計画の案」及び、「平成 25年度の制度改正について」が議題でございます。 

国民健康保険は皆保険制度の根幹をなしているところでございまして、被用者保険以外の日本国民全員

が入っている受け皿でありますので、ここをきちっとして行かなければならないだろうと、国においても、

もっともっと積極的に財政支援等をやっていただきたい。という事を常々考えておりますが、八戸市とし

てはどうするか、保険者としてきちんとした対応をとっていきたい。そのための運協の会議でございます

ので、今日も有意義に議論、提案を申し上げたいと思います。では、次第に従って進めてまいりたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

●会長 最初に、会議録署名委員を選出したいと思います。選出については、会長である、私に御一任を

いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか？ 

（意義なし） 

それでは、熊谷委員と佐々木委員にお願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

●両委員  はい 

●会長 それでは、議事に入ります（１）「第２期特定健康診査等実施計画（案）について」ですが、事

務局から説明をお願いいたします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

次長。 
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●次長 それでは、八戸市国民健康保険第２期特定健康診査等実施計画（案）についてご説明いたします

資料の方でご説明させていただきますので、「資料１」をご覧願います。 

計画策定の趣旨でございますが、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、糖尿病等の生活習慣

病の発症と重症化を予防し、将来的な医療費の適正化を図ることを目的に、平成20年度より医療保険者に

義務づけられました、40歳から74歳までの被保険者を対象としたメタボリックシンドローム（内臓脂肪症

候群）に着目した健康診査及び保健指導を実施するにあたっての基本的事項を定めるものでございます。 

当市では、法に基づき、平成20年3月に「特定健康診査等実施計画」を策定し、特定健康診査等を実施

してまいりましたが、平成24年度で計画期間が終了となることから、これまでの実施状況を踏まえ、当該

事業のさらなる推進を図るため、第２期計画を策定するものでございます。 

この計画は5年を1期として策定することになっておりますので、第２期の計画期間は、平成25年度から

平成29年度までの5年間となります。 

次に、実施計画の骨子でございますが、国から提供されました「特定健康診査等実施計画策定の手引

き」を参考としておりまして、第1期の基本的考え方を維持する内容となっております。 

まず、第１章の計画の趣旨については、先ほどご説明いたしましたとおりでございます、 

第２章の現状と課題でございますが、平成24年3月31日現在の当市の人口は、約23万9,600人となってお

ります。高齢化率（65歳以上人口／全人口）では、全国や青森県よりは低い状況にありますが、平成21年

度は22.2％、22年度は22.7％と年々増加し続けております。 

特定健診の対象となる40歳から74歳の国保被保険者数は、約4万9,600人で、40歳以上の人口（約11万6

千人）の42.7％を占めています。 

 診療受診率、一人当たりの医療費の状況をみますと、ともに、50歳代から増加しており、疾病分類別で 

みますと、循環器系の疾患が、受診率、一人当たりの医療費ともに、50歳代以降急激に増加しております。 

特定健康診査等の実施状況でございますが、第1期においては、最終年度となる24年度の特定健康診査

の目標実施率を、65％としておりますが、23年度の実施率は29.9％でありまして、目標の約半分の状況と

なっております。 

 また、特定保健指導は、最終年度の目標実施率を45.0％としておりますが、23年度の実施率は30.8％と 

なっております。 

 特定健康診査、特定保健指導ともに、実施率は男性より女性が高く、また年代が高くなるにつれて高く 

なっておりますが、対照的に、メタボリックシンドローム該当者・予備軍や特定保健指導該当者の割合は、 

女性より男性の方が高くなっております。 

特定保健指導の終了者では、腹囲や体重が減少したとか、生活習慣病が改善したなどの成果があげられ

ておりますので、特定保健指導が生活習慣病予防対策への一つの契機となっていることが推測されます。 

以上の現状から、生活習慣病の発症が増加する年代以前からの健診受診の定着、生活習慣病の予防の取

組み強化と日常生活における生活習慣の改善、特定保健指導への健診受診日当日の初回面接の積極的実施、

特定保健指導利用者を最終評価までつなげるための方策等が課題となっております。 

第３章は、特定健康診査等の実施でございますが、まず、第２期の達成目標として、特定健康診査実施

率、特定保健指導実施率ともに、最終年度：29年度の全国目標を達成するために、国が保険者種別ごとに

定めた市町村国保の目標数値60％をそのまま当市の目標として設定するものでございまして、平成25年度

から平成29年度までの各年度の目標数値は表のとおりとなっております。 
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次に対象者数等の見込みでございますが、特定健康診査対象者は、平成25年4月1日時点の40歳から74歳

までの被保険者数見込み数を平成25年度の対象者数とし、平成26年度以降は、前年度の対象者数に平成20

年度から23年度における年間平均保険者数の平均成長率を乗じて算出しております。また、その数値に受

診率を乗じて受診者数を算出しております。 

特定保健指導対象者は、各年度の特定健康診査受診者数に、平成20年度から平成23年度の動機付け支援

及び積極的支援の対象者率の平均を乗じて算出しておりまして、それぞれ、各年度の人数は、表のとおり

となっております。 

次に、特定健康診査、特定保健指導の内容でございますが、ともに、第１期と同様の内容でございます。

引き続き、国が示す項目に当市独自で項目を追加した健診項目となっております。また、被保険者の自己

負担はございません。 

第４章の記録の適正管理は、特定健康診査等の記録の管理・保存方法及び個人情報の保護について定め

るものです。 

第５章の関連施策との連携は、生活習慣病の予防のための普及・啓発、がん検診との連携、保健推進員

活動との連携に加え、関係団体等との連携・協働により、当該事業の一層の推進を図るものです。 

第６章の実施計画の進行管理は、計画の公表・周知及び評価・見直しについて定めるものです。概要で

ございますが、以上で、説明を終わります。  

●会長 ただいまの説明をいただきましたが、委員の皆様からのご意見、ご質問ありましたら、いただきたいと思いま

す、何かございませんでしょうか。 

（はいと呼ぶ声あり） 

委員。 

●委員  この案のお話を今いただきましたけれども、第２期の案でありまして、第１期が今年の３月 31

日終わるわけで、まだデータがないと思いますが、これは、高齢者の医療に関する法律で、法律に対する、

計画案でその結果がでるわけですけれども、計画の目標が 60％、65％に対して、30％くらい。 

結果が目標に達してないような場合、ペナルティとかはあるのですか？ 

（はいと呼ぶ声あり） 

参事。 

●参事 ペナルティにつきましては、後期高齢者医療を支えるために、保険者がお金を出す「高齢者支援

金」というものがあるのですが、目標に満たないものについては、その支援金を加算します。目標以上に

なったところは、減算しますという方向が最初、示されていました。しかし、八戸市（国保）に限らず全

国的に特定健診受診率は 32％ほどですし、特定保健指導はもっと低い率でありますので、国では平成 24

年度に加算減算についての基本的方法を示しまして、ペナルティは、特定保健指導のほうをやっていない

保険者にはペナルティを課すというような内容であります。ですから、八戸市（国保）の場合は 

特定保健指導を実施しておりますので、そのペナルティは今のところ受けない予定です。 

●委員 この法律は、医療費の適正化というより医療費抑制を図ることが狙いの法律でありまして、県単

位で全国一律を比較して、一番高い県にはペナルティを課すというような法律。それが県単位ではなくて、

例えば青森県内の市町村を比べて、そういうペナルティがあるかなというような思いがしましたので、お

伺いさせていただきました。 

●会長 ありがとうございました。では次に、「（２）平成25年度制度改正について」事務局からお願
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いいたします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

次長。 

●次長  それでは、「平成 25年度の制度改正について」、ご説明いたします。 

「資料２」をご覧ください。「１ 70～74歳の窓口負担を 1割に軽減する措置の継続」についてです

が、70～74歳までの窓口負担は、現役並み所得者を除き、法律では平成 20年４月から２割となる予定と

しておりました。しかし、国の軽減特例措置が実施され、これまで５年間、１割に凍結されております。 

平成 25年３月 31日でこの特定期間が切れるわけですが、このたび国のほうで、「70歳代前半の被保険

者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」が再度改正されまして、１割の凍結措置を平成 25年

度においても引き続き実施されることになりました。 

これによりまして、70～74歳の現役並み所得者を除いた方は、窓口負担が１割のまま継続することに

なります。 

 続いて「２ 地方税法の改正」についてですが、国のほうでは今、地方税法の改正ということで、国会

に提出されておりまして、現在審議中ということでありますが、年度内に法案が成立する予定で進んでお

ります。それでは、内容につきまして、ご説明させていただきます。 

 １点目、「国民健康保険税軽減制度に係る特例」で、これは国民健康保険税の軽減を受けている世帯に

ついて、その軽減対象基準額を算定する際に世帯内の後期高齢者医療制度該当者の人数も含める特例措置

が、平成 20年度から 24年度までの５年間だったものを、期限を区切らない恒久措置と変更するものです。 

 ２点目は、「国民健康保険税の平等割額に係る配慮」で、これは国保加入世帯のうち、被保険者が後期

高齢者医療制度に該当・加入したことにより、国保加入者が１人となった特定世帯について、これまで５

年間平等割額を２分の１減額する措置だったものを、さらにその後３年間４分の１減額する措置を講ずる

というものです。 

 いずれも、地方税法改正法案が国会において可決された後、速やかに「八戸市国民健康保険税条例」改

正の手続きを行う予定としております。今の予定でいきますと６月の議会にあげるものと予定しておりま

す。以上でございます。 

●会長 只今次長より「制度改正について」説明がありましたが、何かご質問等ありますでしょうか？よ

ろしいでしょうか？ 

（はいの声） 

では了承いただいたものとして、この議題については終了いたします。 

では次に、（３）その他について 事務局からお願いいたします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 参事。 

●参事  それでは、その他といたしまして、まず一点目として「東日本大震災被災者に係る医療費の一

部負担免除取り扱い期間の延長について」ご報告いたします。 

東日本大震災被災者のうち、福島原子力関係避難者につきましては、平成25年2月13日付けの厚生労働

省通知により、免除期間が1年延長となり、平成26年2月28日までとなりました。 

福島原発関係以外の被災地域については、当市国保では、平成25年3月31日まで免除期間としておりま

すが、4月以降の取扱いについては、現在検討中でございます。同じ医療制度である75歳以上を対象とし
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た後期高齢者医療制度では、青森県後期高齢者医療広域連合において、免除延長を決定しておりますので、

国保としても、足並みを揃える必要があるのではないかと思っておりますが、他市町村の状況を調査した

上で、延長するかどうか判断したいと考えております。 

私からは以上でございますが、この後、「ジェネリック医薬品利用差額通知」と「元気応援！お得―ポ

ン事業」について、担当からご報告させていただきます。 

●主幹  ジェネリック医薬品の利用差額通知について、ご報告いたします。 

この事業は、医療費の削減を目指し、今年度初めて実施した事業でありますが、平成24年度は９月と１月に実

施いたしました。１回目については、前回の運協において、既にご報告させていただいているところです。２回目

は、１月28日に2,296件送付いたしました。 

発送の対象者は、前回同様、八戸市国民健康保険加入者の35歳以上 で、生活習慣病や慢性疾患等に用い

る薬剤を使用している、一月あたり１４日(回)以上の投与を受けている、切り替えた場合の差額が200円以上の全

てに該当する方でございます。 

２回目の発送後の問合せ等につきましては、１回目よりも多い、10数件ありまして、「この通知はいったい何なの

か」という単純な内容の問合せとともに、「前回、通知をもらったので、医師に相談したところ、ジェネリックを扱って

いないから、ジェネリックにしたいのなら、別な病院へ行きなさいと言われ、とてもいやな思いをした。ジェネリック

医薬品を普及させるのではあれば、医師、薬剤師等と連携して、もっと積極的にすすめるべき」という、お叱りの意

見が多数寄せられました。 

様々な種類の医薬品があり、様々な考えがある中で、問題は、当市だけで解決できる容易なものではありませ

んが、このようなご意見をいただいていることを、県や国に伝えていきたいと考えております。 

次に、元気を応援する企業との健診受診率向上＆健康運動・心と体のリフレッシュ推進事業「元気 

応援！お得―ポン事業」についてご報告させて頂きます。 

今年度、健診受診の促進を図り、心身の健康維持活動との出会いを提供するきっかけを作る目的で、４

事業者と協働でモデル事業として実施しました、「元気を応援する企業との「健診受診率向上＆健康運

動・心と体のリフレッシュ推進」元気応援！お得―ポン事業」ですが、平成 25 年度も引き続き、本事業

として実施する予定でおります。 

既にご存じと思いますが、簡単に概要をご説明いたします。「元気応援！お得―ポン事業」とは、八戸

市国保特定健診又は国保人間ドックを受診された方に、スポーツクラブや入浴施設等の、心身の健康を応

援する市内施設の優待クーポンを差し上げて、心身の健康維持活動との出会いを提供するきっかけを作る

というものです。 

２月に平成 25 年度の協働事業者を募集し、選考した結果、今年度協働した「フィットネスクラブウイ

ング八戸」さん、ヨガなどの運動教室やカルチャースクールを主催している「はちえきキャンバス in 八

日町」さん、入浴施設のあるグランドサンピア八戸さん、八戸シーガルビューホテル花と月の渚さんの４

事業者のみなさんに、ゆりの木ボウルさん、マンタ健康クラブさんの新規２事業者を加えた、６事業者の

みなさんが協働事業者となりました。 

今後の予定としましては、来週３月 25 日に八戸市を含めた７者で協定締結式を行い、PR として、マス

コミに取り上げてもらいたいと考えており、その他、ポスター、ちらし等を有効に活用し、各協働事業者

のみなさんとともに、周知していきたいと考えております。 

来年度は、更に市民全体が特定健診に対し関心をもってくれるよう、期待をしているところです。 
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●会長 只今、それぞれ、ご報告いただきました。何かご質問などございませんでしょうか？ 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 委員。 

●委員 ジェネリック医薬品についてですけれども、わが国では、「ジェネリック」と「後発医薬品」と

いうのが、混同して使っておりまして、皆さんご存知の方、多いかと思いますけれども、ジェネリックと

いうのは、本来、例えば日本で発売して作った薬とまったく同じ成分が入っているのが、ジェネリック。

主成分のほかに、例えば私、眼科ですから、目薬の事を話しますと、主成分の眼圧を下げるという薬のほ

かに、ペーハーを調整する、それから安定性、防腐剤、粘調性とか７種類くらいの添加物が入っています。

その主成分と同じ７種類の添加物が入っているものをジェネリックといいます。日本で言っているジェネ

リックというのは、その添加物が何でもいい。ですから本来の主成分は同じであるけれども、添加剤の一

剤、二剤が違ったものは、後発医薬品という。でも日本では、それをすべてジェネリックという。アメリ

カのジェネリックは、全部本物のジェネリックで、日本のジェネリックといっているのは、すべて後発医

薬品でありまして、本来の薬とは違う成分が入っている。ただ、主成分が同じで、緑内症に使う眼圧を下

げる目薬は、後発医薬品の場合は、あまり効かない薬があります。ですから、お医者さんによっては、ジ

ェネリックを出さないという方もいまして、ＴＶの宣伝で、有名な方が、後発品をジェネリックと称して

言っている訳で、それで、「ジェネリック＝先発品と同じ」というように捉えられがちですが、後発医薬

品を使う人は、本来は違うという事を理解していただいた上で使う傾向であればいいのですけれど･･･  

ところが、国は医療費を防ぐためにすべてジェネリック、ジェネリックというふうに話していますので、

それにのるのも、公式で言うのもあれですけども、いかがなものか。という気も、私個人はしております。

アメリカのジェネリックが本物のジェネリックで、日本のジェネリックは後発医薬品という、まったく別

なものというふうに理解して接した方がよろしいかと思いますのでよろしくお願いします。 

●会長 なかなかそのような詳しい内容というのは聞くことがないですからね。 

●次長 たしかに主成分を除く添加物については異なるものを使っているというものがほとんどだと聞い

ておりました。ただ、ジェネリックと後発医薬品という言葉がはっきりとした定義で違うものだというの

は、勉強不足ではじめて認識しました。 

●委員 先発医薬品の場合は、かならず臨床試験をして、効くかどうか、副作用はどうかと調べるのです

けども、後発品はそれをやらなくても良いというふうになっています。ですから、別なものが入ったのが

どの程度効果があるかっていう実証はされていない。ですから、まったく違うものと考えた方が･･･その

ために、安く設定されて、また余計な事を言うと、ＴＰＰに加入することになりますと、アメリカのジェ

ネリックは高いのです。ですから、アメリカの薬が入ってくると日本の薬は上がります。 

●会長 今日は、いろいろ教えて下さいましてありがとうございました。 

●次長 国のほうで推進するときの考え方、言い方は、主成分は同じなのだから、効果的にはある程度あ

るはずだ。ということで、主成分は同じで効果も同じという表現をしているわけです。ただ、ジェネリッ

ク医薬品の紹介通知をするときに相談したところ、医師の方々にも意見がありまして、やはり添加物が違

うことによって効果に違いはあるし、全く同じだというような表現は納得いかないと言われたことがあり

ます。希望カードを送るときの説明書に手を加えたことが実際にありました。ただ、中身の詳細は知りま

せんでしたので、これから更に勉強していきたいと思います。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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●会長 委員。 

●委員 今のような問題はですね、薬にしても医療にしても、提供する側と受ける側とは、こんなに開き

があるんですね。受ける側は解らないわけですよね。我々は。薬の成分にしてもね。何にしても。ですか

らそこは、厚労省の政策を推進している国の方が、責任を持ってやってもらわないと。我々は、国がだし

た方針を信じてやるしかない。だからもし、それが間違っているのであれば、間違っているとはっきり専

門家の方がやるという義務があると思う。私は、その中でどうしたら良いのか解らない。国は使いなさい。

でも効かないよと。県の部長さんも歴代ドクターですから。その辺のところは、ドクター同士でちゃんと

話あってほしいですね。厚労省のそういった役の局長さんもドクターですよね。ドクターじゃなきゃ解ら

ない。地方の局長も皆、ドクターですよ。皆、ドクターの集まり。そしてこうしなさいと言っている。否、

そうじゃない。あぁじゃない。それは、私は非常に不信感をトータルでは与える。という気がします。 

 我々は、知っているけど受ける方は解らない。 

●会長 最終的に医療側の判断でジェネリックの薬じゃだめだということだと使えないですよね。それは、

認めているでしょう。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

委員。 

●委員 製薬会社そのものか、どこが一番利益を被るような製品であるのですか？ちなみに、その製薬会

社というのは、とにかく大同組んで大同組んで、合併されていますよね。一番はそこにあるのでないです

か。いろんな、製薬会社との利益の度合というか、いろんな、しがらみがあるから、結果的にこうなるの

ではないですか？ 

●委員 私の理解している範囲では、厚労省の役人もジェネリックというのは、こういうものだと理解し

ていて、ところが、財務省の方から医療費削減を求められている。そうすると、いろいろ厚労省で手だて

を考えても、財務省から一方的に押し付けられて、中々自分の思う通りにいかない。というのは、一番上

のおおもとの事のような話は聞いています。 

●委員 わからない。今の考え方はやっぱりおかしいと思いますよ。財務省のどうのこうのというのは議

論としてはおそらくないと思いますね。医療費の問題は国の財政をかなり圧迫していますから、大問題で

すよ。しかし、それとジェネリックを兼ね合わせるというのはおそらくないと思いますよ。 

●委員 医療費削減というのが、主な目標ですから。ですから受診を控える。それから、いろいろな健診

をやりなさいというような、病気になる前に、疾病にお金がかからないように健診の段階でブロックしな

さい。すべて、医療費抑制というのが、根本的にあるような政策が最近多いように私は理解しました。 

●委員 ドイツなんかは明確に法律に医療費抑制法という名称。今、名前は変えてきていますけど。私も、

ドイツに行った時は、医療費抑制法という法律でしたよ。「この病気にはこれだけのお金これを超えては

ならん。この枠内でやりなさい。」という風な。これはドイツに不評だったようです。でも今変えたから

ね。基本的な流れはそうなっている。 

●委員 最初にお話させていただいた、高齢者に関わる法律ですけども、あれは、全国４７都道府県の医

療費のランク付をして、今、高いのは、北海道と福岡県なのだそうですけども、ここに対して、医療費を

下げるような仕事をしなさい。もし、それでやって下がらなければ、ペナルティを課しますよ。というよ

うな法律。つまり、もう何が何でも医療費を削減しろ。というふうな、方針の法律が時限単位で出てくる。

それが多くて、それを廃案にするというような話もあったんですけれども、そのお話合いもないままに、
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この、政権交代があって、この法律が生き残った。というふうに私はきいています。あと、それ以上のこ

とはちょっとよくわかりません。 

●会長 いずれにしても、国が決めて通知がきていますのでね。市としての保険者としては、やっぱり、

それに従わざるをえない。大きな制度の中での、こればっかりではないので、沢山の事がある中の一つの

ジェネリック推進しなさいということだから、これもやってないとまたいろいろ、いろんな風に係わって

きます。特別調整交付金の方にも影響してくるので、やってないということになると･･･。 

●委員 やはり、患者さん目の前にすると、ジェネリックと先発品、どちらのことも一応話してから選ん

でいただいています。ジェネリックとはこういう物だよって、先ほど、熊谷先生がおっしゃたようなこと

を言って、先発はこうだ。それで、効かなくなる場合もあるかもしれないよ。という感じで、今実際にや

っています。 

●委員 薬剤師会の方ではですね、調剤を処方受けて調剤する際に、基本料というかたちで加算、点数を

とらせていただいているのですが、その中に、ジェネリックの変更の希望の有無というのを必ず確認させ

ていただくことに、今は、なっております。ですので、処方箋を受けた状態にして患者様に今ジェネリッ

クというものがあります。変えてくださいという訳ではなくてこういうのがあります。そうなった時に、

当局では、全部が全部変えて良いというふうな、考えではないので、やっぱり、物によっては薬の効き目

の上がり方が違う。結果達するところは同じでも時間が違うという事もありますので、それは、熊谷先生

がおっしゃった目薬や癌用薬とか、結構多いのですが、その中で薬剤師としても、これは、経験上、等々

が認められているというものを、まず、こちらでご説明したうえで、最終的に患者様がお選びいただくと

いう形になるのですが、どうしてもやっぱり、ご高齢の方であれば、「任せるよ。」って言う場合が多い

です。その際は、きちっとこちらの責任の範囲内で、これは入れます。これはちょっと休んでみたらどう

ですか？という形でお話させていただいたうえで、変える、変えないは決められますので、ですので、先

生方診察の時、どうしても、お忙しいと思うので、ジェネリックの事は、薬局・薬剤師、もしくは、病

院・薬剤師が細かに説明していかなければならないなと思っています。青森県の場合ですと、昨年のデー

タですが、40％はいってない。３割くらいだったと思いますが、全国的にはもう２割切っているところも

あるので、青森県の場合は、進んでいる方かなと思っております。 

●会長 30％台？ 

●委員 30％台。今はもうちょっと上がったかもしれません。昨年からちょっと変わったので。今のこの

年度のデータよりは、もうちょっと上がっていると思います。 

●委員 全国でも５番以内ですよ！ 

●会長 いずれにしても、厚生労働省の考え方次第ですから･･･。今日は良い勉強の機会になったと思い

ます。只今、それぞれ説明、報告をいただいたものに対して、他にございませんか？ 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

委員。 

●委員 ５年ごとの平均寿命がまた発表になりまして、全国あちこち行くと必ず酒の席で話題になるわけ

ですよ。青森県ダントツの最下位。最下位は最下位でも、ダントツですね。秋田が 46位で、青森の 47位

の差が 1.8ぐらいかな？！ダントツの最下位なんですよ。短命県。これはやっぱり、様々な文化とか生活

だとか、様々なトータルの結果としての数字だ。という捉え方をしていますから、非常に不名誉な数字で

すよね。ただですね、前回の 2005 年の調査だと、八戸市、特に女性は、全国平均なんです。だいたい。
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男性も良いです。八戸だとか、階上だとか、南部だとかですね、新郷だとか、わりと平均年齢は全国平均

に近い。南部は、全国平均を上回っているはずです。だから、八戸市周辺は良いです。だから、青森県は

悪いっていう。いや、私は八戸だ。八戸はまず全国平均だと。周りに言います。津軽の男性が良くないで

すよ。この辺で、今の 2010 年のデータを教える必要があると思います。八戸はそうじゃないよと。良い

と言っている訳ではないけど、青森県全体が悪い悪いと言っているけれど、八戸市は、違いますと！それ

は、生活とか文化の一つのバロメータですから。2010 年のものが出ているけど、まだ、把握してないで

しょう？1962市区町村全部順位が出るのです。八戸市も 1962分の何位と出ます。前回は 100番位でした

かな？！ 

●次長 出ているかもしれませんが、まだ把握しておりませんでした。 

●委員 確か２位～14 位までは青森市の市町村です。ワースト１は大阪の西成。ワースト２～14 番は、

青森の市町村。全部津軽です。がっくりと悪くなります。私は、八戸は何らかの形で、短命県、短命県と

言われていますから、八戸市はそうじゃないよ。青森県の全体を上げるためには、八戸はもっと良くなら

なきゃならんというふうなスタンスが、必要だと思います。 

●会長 八戸市の食生活を見習ってもらうということですかね？！ 

●委員 まぁそうですね。何となく、短命県というと、肩身は狭いですね。劣悪な環境にいるような感じ

がしてね。 

●会長 それでは、他になければ、これを持ちまして、協議会を終了したいと思います。 

 

［午後１時４８分 閉会］ 


