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今日の内容（1）
～医療費と国・地方財政の関係～

（1）はじめに

（2）都道府県の総合的なガバナンスの強化

（3）地域医療構想の実情

（4）国民健康保険の都道府県化の実情

（5）おわりに



御伝えしたいこと
医療行政の都道府県化に向けた制度改正が進んだが、

国と都道府県の間で認識ギャップが見られる
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➢社会保障制度改革のうち、医療・介護制度における自治体の役割は
大きい。中でも、医療行政については「都道府県の総合的なガバナ
ンスの強化」に繋がる制度改革が進んでいる。

➢では、都道府県は制度改革に向けて、どのようなスタンスで臨んだ
のか。国との間にギャップが生まれていないか。

➢都道府県が策定した地域医療構想（～2017年3月）、国民健康保険
運営方針（～2018年3月）の文言を精査し、都道府県のスタンスを
考察する。

➢地域医療構想については、過剰な病床の適正化を重視する国と、切
れ目のない提供体制構築を重視する都道府県の間に、優先順位を巡
る認識ギャップが存在する可能性を指摘。

➢国保の都道府県化については、法定外繰入の削減や提供体制改革と
のリンクについて、都道府県が消極的だった可能性を指摘。

➢都道府県の総合的なガバナンス強化に向けた論点、課題も指摘。



医療費を抑制した場合の効果
医療費を抑制すると、国・自治体ともに財政健全化に繋がる。

ただ、サービスのアクセスや質とのバランスも必要。
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医療費効率化が国・地方財政の改善に繋がる経路

出典：演者作成。右の図は2015年版国民医療費を基に作成

国民医療費の推移と内訳

➢ 既存の研究では「医療費
の都道府県別格差は病床
数や医師数で説明が付
く」とする結果が多い。

➢ このため、都道府県主体
で過剰な病床の適正化を
通じて医療費を効率化で
きれば、26％を占める国
庫負担の抑制が可能。

➢ さらに、13％の地方負担
を抑制できれば、地方財
政計画の圧縮、地方交付
税の抑制を通じて国庫負
担の抑制が可能に。

➢ ただ、医療・介護は財源
問題だけでなく、サービ
スのアクセスや質とのバ
ランスを意識する必要性。



地域ごとに制度改革を進める必要性
2025年までの人口動向や病床数の余剰or不足予想に地域差が大きく、

全国一律の対応だけでは限界。都道府県ごとの対応が必要。
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2025年時点の都道府県別の人口と高齢化率の増減 2025年時点で見た都道府県別の必要病床の余剰or不足

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を基に作成 出典：各都道府県の地域医療構想を基に作成

➢ 団塊の世代が75歳以上となる2025年時点で、人口増減率、高齢化のスピードに関して都道府県別
のバラツキが大きい。具体的には、東京都や沖縄県では人口が増加するが、他の道府県では人口減
少が進展。65歳以上人口は全ての都道府県で増加するが、伸び率に違いがみられる。

➢ 2025年時点の「必要病床数」の余剰or不足を見ると、人口減少を踏まえて全国的には余剰となるが、
高齢化が進む三大都市圏と沖縄県では不足するという予想。

➔診療報酬など全国一律の制度改正だけでは限界があり、地域の実情に応じた対応が必要に。約30年
前から論じられている地方分権改革の趣旨が問われている。



今日の内容（2）
～都道府県の総合的なガバナンス強化～

（1）はじめに

（2）都道府県の総合的なガバナンス
の強化

（3）地域医療構想の実情

（4）国民健康保険の都道府県化の実情

（5）おわりに



出典：厚生労働省資料を基に作成

「惑星直列」の制度改正
2018年度には医療・介護に関する制度改正がなされた。

特に医療行政に関する都道府県の役割を拡大する改革が進められた。
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出典：2017年10月25日財政制度等審議会資料を基に作成

都道府県の総合的なガバナンスの強化
2018年度制度改正では「医療計画＋地域医療構想」

「国保都道府県化」「医療費適正化計画」が3点セットとして重視。
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骨太方針2017の表記

➢ 公平な負担の観点を
踏まえた効果的なイ
ンセンティブを導入
しつつ、「見える
化」に基づく国によ
る効果的な支援等を
行うことによって、
都道府県の総合的な
ガバナンスを強化し、
医療費・介護費の高
齢化を上回る伸びを
抑制しつつ、国民の
ニーズに適合した効
果的なサービスを効
率的に提供する。

昨年の財政審で示された都道府県の総合的なガバナンスのイメージ

出典：2017年6月9日、骨太方針都道府県は今後、
「医師確保計画」を策定する必要性



今日の内容（3）
～地域医療構想の実情～

（1）はじめに

（2）都道府県の総合的なガバナンスの強化

（3）地域医療構想の実情

（4）国民健康保険の都道府県化の実情

（5）おわりに



地域医療構想の推進
2025年時点の病床数の需給ギャップを明らかにし、都道府県が

医師会などと協議しつつ提供体制改革を進めることが想定されている。

出典左：厚生労働省資料などを基に作成
出典右：各都道府県の地域医療構想を基に作成
右の表注1：▲は不足を意味する。
右の表注2：「現状」は地域医療構想に盛り込まれた数字をベー
スとしており、2014年度と2015年度の双方が含まれる。
右の表注3：秋田など13県は未報告などの「その他」を計上し
ておらず、表の数字にも含まれていない。

➢都道府県が2017年3月までに策定した「地域医療構想」では、高度急性期、急性期、回復期、
慢性期の各病床機能について、厚生労働省令で定める数式に基づいて2025年の病床数を推計。
その上で、各医療機関が報告する現在のデータを比較することで、将来の需給ギャップを示し
た。その際、341構想区域ごとに推計と比較を実施。

➢構想策定後は「地域医療構想調整会議」を中心に医師会、医療機関関係者などと協議し、合意
形成に力点を置きつつ施策を推進。

地域医療構想策定までの流れ 地域医療構想に盛り込まれた病床数
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目的が混在する地域医療構想
地域医療構想の政府文書や当局の説明を見ると、

「過剰な病床の適正化」「提供体制構築」という2つの目的が混在している。
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過剰な病床の適正化の目的 提供体制構築の目的



目的が混在する地域医療構想（参考）
当初は過剰な病床の適正化（特に急性期）の政策としてスタートしたが、

政策形成プロセスで変化？
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過剰な病床の適正化の目的 提供体制構築の目的

➢ 国際標準から見て過剰な病床の思い切った適正化
と疾病構造や医療・介護ニーズの変化に対応した
病院・病床の機能分化の徹底と集約化。

➢ 専門的医療提供を行う中核的病院（特に急性期病
院）を中心とした人員配置の思い切った拡充・機
器装備の充実。

出典：2008年9月、社会保障国民会議中間報告

➢ 急性期病床の位置付けを明確化し、医療資源の集
中投入による機能強化を図るなど、病院・病床の
機能分化・強化を推進する。

➢ 病診連携、医療・介護連携等により必要なサービ
スを確保しつつ、一般病棟における長期入院の適
正化を推進する。

出典：2012年1月、社会保障・税一体改革素案

➢ 急性期から亜急性期、回復期等まで、患者が状態
に見合った病床でその状態にふさわしい医療を受
けることができるよう、急性期医療を中心に人
的・物的資源を集中投入し、入院期間を減らして
早期の家庭復帰・社会復帰を実現するとともに、
受け皿となる地域の病床や在宅医療・在宅介護を
充実させていく必要がある。

出典：2013年8月、社会保障制度改革国民会議報告書

➢ （注：2008年6月の社会保障国民会議報告書
で）急性期に医療資源を集中投入する方針が
示され、これにNoと言いました。急性期だけ
でなく慢性期・在宅まで切れ目なく（注：提
供することが）大事であって優劣はないと一
貫して主張した。

➢ 次に、2011年11月に厚生労働省は「急性期病
床群」（仮称）の認定制度を提案されました。
これに対し、認定される施設とされない施設
では診療報酬で大きな差がつき、特に地方で
は急性期医療が提供できなくなると反対した
のです。

➢ そこで日本医師会は対案を出しました。まず
は地域医療の実情を自主的に報告してもらい、
（注：地域の関係者が）検討・分析する。そ
のうえで、皆が相談して地域の実情に応じた
医療のビジョンを地域ごとに策定することに
決着し、今に至っています。

出典：『病院』2015年8月号、日本医師会の中川俊男副会長の対談コメント



➢ 地域医療構想には「過剰な病床の適正化による医
療費の効率化」「切れ目のない提供体制構築」と
いう2つの目的が混在していると考え、2つの目的
に沿って制度化の背景やプロセス、国の動向など
を分析。

➢ さらに、地域医療構想の本体や各都道府県のウエ
ブサイトを通じて、病床数、構想で用いられた文
言、検討の場に加わった関係者の顔触れ、策定プ
ロセスなどをデータベース化し、2つの目的で整理。

地域医療構想の分析手法
「過剰な病床の適正化」「切れ目のない提供体制構築」という
2つの軸で地域医療構想の文言、策定プロセスなどを精査
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地域医療構想の実情①
2025年の必要病床数について、

地域医療構想で「削減目標ではない」と明記した都道府県は過半数に上る。

➢ 過剰な病床の適正化に向けた
都道府県のスタンスを把握す
るため、地域医療構想に盛り
込まれた文言のうち、2025
年の必要病床数に対するコ
ミットメントを調査。

➢ その結果、29道府県が「強
制的に削減するものではな
い」といった形で、必要病床
数を削減目標ではないことを
明示していた。

➢ 日本医師会が都道府県に対
し、「必要病床は削減目標
ではない」と明記するよう
要請していたことが影響？

出典：各都道府県の地域医療構想を基に作成
注：「強制的に削減するものではない」「機械的に当てはめない」
といった表現を特記しているケースを「あり」と見なし、地域医療
構想の一般的な説明として「自主的な判断」と書いている場合は
「あり」にカウントしていない。

必要病床数が削減目標ではないことを明記したかどうか
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地域医療構想の実情②
国保の都道府県化、医療費適正化計画に言及した都道府県は少数派。

3点セットのリンクは奈良県だけ。

➢ 地域医療構想の文言を精査したところ、地域医療構想、国保の都道府県化、
医療費適正化の「3点セット」を明確にリンクさせたのは奈良県だけだっ
た。

➢ 地域医療構想を医療費に絡めて説明すると、地元医師会が反発する可能性
があるので、それを避けた可能性？

➔「ガバナンス」強化を促す国との間に認識ギャップか？

出典：各都道府県の地域医療構想を基に作成
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出典：各都道府県の地域医療構想を基に作成

国保都道府県化への言及があるか 医療費適正化計画への言及があるか



出典：青森県資料を基に作成

地域医療構想の実情③
青森県は地域医療構想の策定に際して、県主導で病床の役割分担を明記。

当初は「先進事例」とされたが、横展開は困難？
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➢ 県主導で病床の役割分担を
明記した青森県について、
厚生労働省は「先進事例」
に挙げた。例えば、津軽構
想区域では国立病院と市立
病院の統合を規定。市長選
で争点になったが、県の案
で推進する方向に。

➢ しかし、自治体病院が4分1
を占める地域特性が影響し
ており、民間病院が多い他
の地域での横展開は困難？

➢ むしろ、人口動態の変化を
踏まえた2025年の将来像
を示しつつ、各地域で合意
形成を図ることが必要。



地域医療構想の実情④
多くの都道府県は医師会関係者をトップに据え、地域医療構想を策定

していた。病床適正化よりも提供体制構築を重視した可能性？

出典：各都道府県の地域医療構想、ウエブサイトを基に集計・作成
注1：構想やウエブサイトの検証を通じて、①「検討の場」を設定、
②委員名簿など構成メンバーを検証、③地元医師会関係者が検討の
場のトップに就いているかどうか検証――という手法を取った。こ
のうち、①については、都道府県全域をカバーする専門的な検討組
織（例：専門部会）を医療審議会の下に置いている場合、これを検
討の場と見なし、その開催頻度が少ない場合、構想区域単位の会議
を検討の場と位置付けた。
注2：区域単位の会議が「検討の場」の場合、一部区域で医師会関
係者がトップを務めている県は「医師会関係者がトップ」に含めた。
注3：不明は構想、ウエブサイト、議事録などを通じても判明しな
かったケース。
注4：ウエブサイトは2017年3月31日現在。
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➢ 地域医療構想の策定に際して、
都道府県がどこまで地元医師会
と協力したかを把握するため、
策定プロセスを精査。

➢ その際、実質的に議論した「検
討の場」を設定し、そのトップ
が地元医師会の関係者かどうか
を調べた。

➢ その結果、把握できた範囲では
24道県が医師会関係者をトップ
に据えており、地元医師会と協
力しつつ、地域医療構想を策定
していた。

➢ 都道府県は病床適正化よりも提
供体制構築を優先し、地元医師
会との共同歩調を取った可能性。

検討組織のトップが医師会関係者かどうか



地域医療構想の実情⑤
都道府県のスタンスを総合すると、

病床適正化よりも提供体制構築に力点。国との間に認識ギャップか？

➢ 都道府県のスタンスを総合すると、過剰な病床の適正化に
よる医療費の効率化については消極的だった。

➢しかし、地元医師会など関係者と協力・連携しつつ構想を策
定しており、都道府県が切れ目のない提供体制構築を優先し
ている可能性がある。

➔ガバナンス強化を通じて過剰な病床の適正化を図りたい国と
の間に認識ギャップがある？

➢一方、一部の都道府県では独自の行政を構築しようという動
きが出ている。「青森方式」だけでなく、医療機関同士の合
意形成に力点を置く「佐賀方式」、急性期度の低い病棟を可
視化する奈良県や大阪府の試み、在宅医療と急性期を繋ぐ
ネットワークの構築を図る和歌山県など、いくつか先進的な
取り組みが見られる。
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今日の内容（4）
～国保都道府県化の実情～

（1）はじめに

（2）都道府県の総合的なガバナンスの強化

（3）地域医療構想の実情

（4）国民健康保険の都道府県化の
実情

（5）おわりに



曖昧な厚生労働省のパンフレット
「保険料負担の公平な支え合い」「サービスの拡充と保険者機能の強化」

という説明で十分か？

➢国民健康保険制度改革の効果として、厚生労働省は「保険料負担の公
平な支え合い」「サービスの拡充と保険者機能の強化」を挙げている。

➢しかし、公平な支え合いと「見える化」の関係が分かりにくい。

➢サービスの拡充として、同一都道府県内で何度引っ越しても高額療養
費の上限が通算される点を挙げているが、余りにもインパクトが小さ
く、給付効率化の文脈で使われることが多い「保険者機能の強化」と
並べている点も分かりにくい。

出典：厚生労働省資料
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➢（注：1961年に）それまで国保がなかった市町村にも国保を実施し
てもらう改革が行われ、国民皆保険が確立しましたが、約50年ぶりの
抜本的な改革といえます。

➢国保改革の狙いは3つです。1つは「財政基盤の飛躍的な強化」で、毎
年3,400億円の公費を投入します。

➢ 2つめは「保険者の集約」で、財政単位を拡大することです。（略）
医療費の支払の最終責任は都道府県にあるということになります。

➢ 3つめは「リスク構造調整」の導入です。（略）国保の新しい体制下
で保険料については主に2つの要素で決まっていきます。1つは医療費
の水準。医療費の水準といっても中高年の被保険者が多ければ高く
なってしまいますが、年齢補正後の医療費です。もう1つは所得水準
です。年齢補正後の医療費と所得水準に応じた保険料の賦課が実現す
ることになります。

出典：2015年8月11日『社会保険旬報』No.2612による唐澤剛保険局長インタビュー記事

法律成立当初の説明
2015年に法律が成立した当初は

「財政基盤の強化」「保険者の集約」「負担と給付の見える化」を指摘
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都道府県主体の医療行政に
医療提供体制改革と国保改革をリンクさせることで、

医療行政の都道府県化を志向。その動きは10年ほど前から継続

➢地域医療構想の策定等の主体である都道府県が国保の財政運営の責任
となることにより、都道府県が医療保険と医療提供体制の両面をみな
がら、地域の医療の充実を図り、良質な医療が効率的に提供されるよ
うになることが期待される。

➢効率的な医療提供体制への改革を実効あらしめる観点からは、国民健
康保険に係る財政運営の責任を担う主体（保険者）を都道府県とし、
更に地域における医療提供体制に係る責任の主体と国民健康保険の給
付責任の主体を都道府県が一体的に担うことを射程に入れて実務的検
討を進め、都道府県が地域医療の提供水準と標準的な保険料等の住民
負担の在り方を総合的に検討することを可能とする体制を実現すべき
である。

➢大きな流れとして供給も保険の費用負担も（注：都道府）県単位に考
えるのが適当。

出典：2016年4月28日、厚生労働省「都道府県国民健康保険運営方針策定要領」

出典：2013年8月6日、社会保障制度改革国民会議報告書

出典： 2008年10月2日記者会見における厚生労働省の江利川毅事務次官の発言
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➢国民健康保険の都道府県化には「負担と給付の明確
化（見える化）」「提供体制改革とのリンク」とい
う2つの目的があると考え、これに沿って制度化の
背景やプロセス、国の動向などを分析。

➢さらに、計画的な赤字処理に向けたスタンス、財政
安定化基金の説明方法、医療計画との関係といった
視点で、国民健康保険運営方針の文言を精査し、都
道府県のスタンスを2つの目的で分析。

➢ ただし、運営方針の文言で判断したため、実態把
握に限界がある。

国保都道府県化の分析手法
「負担と給付の明確化（見える化）」「提供体制改革とのリンク」の2点で、

今年3月までに策定した国保運営方針を分析。
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出典：各都道府県の国民健康保険運営方針を基に作成

➢ 国民健康保険運営方針の策定に向
けて、国の策定要領は「5年以内
の計画を策定、段階的に赤字を削
減、できるかぎり赤字を解消する
よう努める」と例示。

➢ これに対し、29道府県が赤字処
理の年度を明記し、25道府県が5
～6年としていたが、18都府県は
設定していなかった。

➢ 積極的な団体としては、千葉県、
大阪府、奈良県、佐賀県は2017
年度以前の赤字と、2018年度以
降の赤字を区分して処理する方針
を明示。

➢ 和歌山県は10年、千葉県は2年、
奈良県、佐賀県は原則として1年
で処理する方針を設定。
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国保都道府県化の実情①
国保運営方針の文言を精査すると、29道府県が赤字処理の年度を明示。

大半は国に準じた5～6年、積極対応は少数派。



国保都道府県化の実情②
国保運営方針について、財政安定化基金に関する説明文を見ると、

法定外繰入の制限に言及したのは26道府県にとどまった。

出典：各都道府県の国民健康保険運営方針を基に作成
注：「言及あり」には「一般財源からの繰り入れ」といった類
似の表現も含む。

➢ 国の策定要領は財政安定化
基金を説明する際、「法定
外の一般会計繰入を行う必
要がないよう都道府県に財
政安定化基金を設置」と規
定。

➢ だが、各都道府県の運営方
針における記述を見ると、
財政安定化基金の説明に際
し、法定外繰入の制限に言
及したのは26道府県にとど
まった。

➔法定外繰入の削減に消極的だ
った表れか？
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介護保険の財政安定化基金（資料）
介護保険では負担と給付の関係を明確にするため、

損失を穴埋めする法定外繰入を禁止する代わりに財政安定化基金で対応。
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➢ 国保では財源不足が生まれると、市町村が追加的な税金投入（法定
外繰入）で損失を補填しており、負担と給付の関係が不明確に。

➢ 2000年の介護保険導入に際して、「第2の国保」になることを防ぐ
ため、「財政安定化基金」を設置して法定外繰入を制限した。

➔国保でも同様の仕組みができたが……

出典：厚生労働省資料を基に作成



国保都道府県化の実情③
国保の運営方針に関する文言を精査すると、

医療計画や地域医療構想とのリンクを明記したのは36道府県。

出典：各都道府県の国民健康保険運営方針を基に作成

➢ 国の策定要領は「都道府県が
医療保険と医療提供体制の両
面を見ながら、地域の医療の
充実を図り、良質な医療が効
率的に提供されるようになる
ことが期待される」と記述。

➢ これに対し、運営方針で医療
計画に言及したのは36道府県
だった。

➢ 一方、医療費適正化計画との
整合性or医療費適正化策（例
：収納率向上、健診強化）に
ついては、全ての都道府県が
言及。

➢ ➔国は「総合的なガバナンスの強
化」を掲げるが、都道府県とは依
然として温度差？
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3点セットを意識した「奈良方式」
地域医療構想と国保の都道府県化、医療費適正化計画の

「3点セット」を一体で推進。地域別診療報酬制度も視野。
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出典：奈良県資料を基に作成
注：下線部の表記は演者による追加。



国保都道府県化の実情④
一部に積極的な動きが見られるが、負担と給付の見える化に消極的。

提供体制改革とのリンクについても忌避と見られる動き。

➢ 一部に積極的な動きが見られるが、ほとんどの都道府県は国
に準拠した赤字処理の方針を提示。

➢ さらに、約半分の都道府県が財政安定化基金の説明に際して、
法定外繰入の制限に言及していなかった。

➔一部に前向きなスタンスがあるが、負担と給付の明確化（見
える化）には消極的。

➢ さらに、提供体制改革とのリンクについても、忌避と見受け
られる傾向が見られた。

➔都道府県としては地域医療構想を進める際、過剰な病床の適
正化よりも、提供体制構築に向けて医師会との関係を意識して
いる可能性。

➔都道府県の総合的なガバナンスの強化を期待する国との間で
認識ギャップがある？
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今日の内容（5）
～今後の都道府県の役割～

（1）はじめに

（2）都道府県の総合的なガバナンスの強化

（3）地域医療構想の実情

（4）国民健康保険の都道府県化の実情

（5）おわりに



関係機関による連携の全体像
提供体制改革と国保運営では都道府県、市町村の連携が必要

サービス提供者、被用者保険との連携も課題に

2018年10月30日財政審資料／p31

地域医療構想

国保の都道府県化

出典：各種資料を基に作成
注：主な動きを図示しており、一部を省略している。



今後の論点、課題①
国と都道府県の間で認識ギャップが生まれている中、

医療行政の都道府県化をどう実効的にするか

1：国と都道府県の認識ギャップ

➢ 国は提供体制改革と保険制度の両面で医療費適正化に向けた「都
道府県の総合的なガバナンスの強化」を進めようとしているが、
都道府県は医師会に配慮しつつ切れ目のない提供体制構築を重視
しており、その間にギャップがあるのではないか。

➢ 国民健康保険制度の「見える化」についても、都道府県は積極的
と言えず、国との間に認識ギャップがあるのではないか。

⚫ 地域医療構想（及び推進方策としての地域医療介護総合確保基金）について、国は過剰な病床の適正化、
都道府県は切れ目のない提供体制構築を重視しており、認識ギャップをどう埋めるか。

⚫ 3点セットを通じて都道府県主体の医療費適正化を図る「奈良方式」が先進事例に位置付けられつつあ
るが、他の都道府県は医師会との関係を気にしており、その横展開はどこまで可能か。

⚫ 国は診療報酬を通じて急性期病床の圧縮を目指そうとしているが、同じ目的を持った医療計画（地域医
療構想を含む）との整合性をどう取るか。

⚫ 医療行政の都道府県化の観点に立ち、都道府県で独自に診療報酬を設定できる「地域別診療報酬制度」
をどう捉えるか。現時点でも制度的には可能だが、運用面の課題は何か。医療機関関係者との合意形成
も含めて、他の地域に拡大することは可能か。医療費の地域差との関係をどう考えるか。

想定される論点
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今後の論点、課題②
都道府県が主体となり、医師会との協議、

市町村との連携などをどう進めるか

2：都道府県と関係者の連携

➢ 都道府県主体の医療行政を進める際、住民を含めた地域内の関係
者とどう連携し、地域内のガバナンスをどう強化するか。

➢ 特に提供体制と保険制度の両面を見ようとすると、給付抑制の議
論を警戒する医師会との緊張関係が避けられなくなるため、どこ
で折り合いを付けるのか。

➢ 提供体制と保険制度で、都道府県と市町村の連携をどう図るか。

⚫ 医療行政を所管する都道府県として、在宅ケアの整備や医療・介護連携を含む切れ目のない提供体制を
構築する上で、介護保険を担う市町村との連携をどう図るか。

⚫ 財政運営に責任を持つ都道府県として、国民健康保険の財政健全化に向けて、法定外繰入の解消や収納
率の向上などについて市町村との連携をどう図るか。

⚫ 提供体制改革（それに見合う負担水準）について、住民への情報共有・情報開示をどう図るか。

⚫ 提供体制改革について、地元医師会との協力関係をどう構築するか。

⚫ 保険制度の運営について、被用者保険との連携をどう図るか。特に協会けんぽを含めて保険者の多くが
都道府県単位となる中、全国単位の健康保険組合や共済組合との関係をどうするか。

想定される論点
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御清聴、有り難うございました。

問い合わせは
mihara@nli-research.co.jp
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