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第 1 回香取地域医療の在り方に係る調査・検討委員会議事録 

 

開 催 日 時： 平成２８年６月６日（月） 午後６時から午後８時１５分 

 

開 催 場 所： 香取市役所５階 大会議室 

 

出 席 者： ＜委員＞ 

岡本美孝委員、浅野尚委員、磯和博委員、今泉善一委員、小林進委員、 

寺本修委員、秋元富夫委員、関謙次郎委員、小出和子委員、菅谷長藏委員、

圓藤弘典委員、石井良典委員、下川裕之委員、 

 

＜事務局＞ 

総務企画部企画政策課、福祉健康部健康づくり課 

       株式会社システム環境研究所 

 

欠 席 者： 杉﨑優子委員、髙岡正人委員 

 

議 題： （１）香取地域医療の在り方に係る調査・検討委員会設置要綱について 

（２）委員長及び副委員長の選出について 

（３）調査・検討委員会の今後の進め方について 

（４）地域医療の現状について 

（５）市民アンケート調査について 

 

配 布 資 料： 資料１：香取地域医療の在り方に係る調査・検討委員会設置要綱 

資料２：工程表 

資料３：医療行政の動向 

資料４：香取市隣接市町村の医療機関概要 

資料５：人口推計調査 

資料６：患者推計調査（外来） 

資料７：患者推計調査（入院） 

資料８：香取海匝保健医療圏内の在宅医療実施医療機関 

資料９：高齢者福祉施設リスト・マップ 

資料 10：厚生労働省ＤＰＣ評価分科会の公表データを使用した調査 

別紙：まとめ（資料３から資料１０） 

資料 11：市民意識調査ご協力のお願い（案） 

 

資料１ 
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議 事 内 容： 

１ 開会 

 

２ 委嘱状交付 

 

３ 市長挨拶 

香取地域医療の在り方に係る調査・検討委員会の開催にあたり、一言ご挨拶申し上げま

す。まず始めに、委員の皆様方におかれましては、委員の就任を快くお引き受けいただく

とともに、ご多用中にかかわらず、ご参集をいただき厚く御礼申し上げます。 

さて、現在、香取地域の地域医療につきましては、ご承知のとおり、周産期医療や小児

に係る入院、夜間の救急外来などに対応できる施設がなく、安心して医療サービスが受け

られない状況となっております。 

また、昨年 5 月に実施いたしました市民意識調査において、地域医療体制の充実を求め

る意見が最も多く、香取市の喫緊の課題であることを改めて認識をしたところでございま

す。 

このような状況の中、市民の皆様が安心してこの医療サービスを受けられるようにする

ためには、県立佐原病院の充実が必要不可欠であり、長年にわたり千葉県に要望してきた

ところでございますが、状況の改善は難しくなっております。 

合併直後の 10 年前に、県立病院の医療の充実を図るために、県へお伺いし、それ以来 11

年にわたりまして、この交渉を続けてまいりました。当初は県立佐原病院で行っていまし

た小児科、分娩業務等を再開していただきたいとのことから始まり、市が 86%の経営権を

持っています小見川総合病院との兼ね合い、これらのことを県にお願いしてきたところで

あります。2 年目に入りまして、県の病院関係者より、「私的な考えではあるけれども、県

立病院と小見川総合病院を統合して、これを県と市で経営をしてはいかがでしょうか。」と

のアドバイスをいただきました。その時に 400 床が 1 つのラインであろうというお話もい

ただきました。したがいまして、その時から県に、「400 床の病院を香取市内の中央部に建

て、そして県と香取市で応分の割合を決めて、これを経営してまいりましょう。」というよ

うなことを申し上げてきました。そのような中、県や小見川総合病院、また市の関係者の

方々等と話し合いを続けてきたところであります。そして、7 年前に、千葉県保健医療計画

が出されたわけでありまが、この中に県立病院が担うべき役割というものが記載されてご

ざいます。内容としましては、「一方、二次保健医療圏で完結する一般病院については、全

県的見地からの対応ではなく、地域の実情を踏まえた医療提供体制を整備していく必要が

あることから、地域の民間病院や市町村等が担うことが重要です。」と、このように記され

ております。この当時より、県には「この一文を排除してほしい。そして、永年にわたっ

て県が県立佐原病院を堅持していただきたい。また、さらに推進していただきたい。」と話

をしてまいりました。そして、県の歴代の福祉部長さんとも色々とお話しをさせていただ
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きました。県、また北総地域、強いては香取市の将来の医療のために、これまで 10 年を越

えて、話し合いをしてきたところでございますが、ご存知のとおり、何ら進展がないわけ

であります。香取市といたしましては、県立佐原病院の充実、整備が十分に進まない場合

には、佐原駅北口の県有地、これを市で取得いたしまして、県立佐原病院に代わる 400 床

クラスの民間の総合病院の誘致や整備を図りたいと、このように考えているところでござ

います。 

これまでの間、県立病院の院長さんからも色々なお話しも頂戴してきたところでありま

すが、10 年かけてできなかったこの問題を、次の 10 年まで引っ張っていくことはできませ

ん。2 年前に県の方から、県立病院を小見川総合病院と統合してこれを行うと、約 10 年以

上かかるとのお話しをいただきました。5 年前のあの大きな災害を見て、あの大きな揺れを

見て、私は「小見川総合病院は 10 年待てない、単独でこれを建て直そう。」と、このよう

に決めたわけであります。2 年前に皆様方のお話をいただきながら、今まさに進み、来年か

らは建設が始まろとしております。このようになった現状で、この県立病院の将来をみた

ときに、「県立病院なのだから県が経営をすれば良いではないか、県にまかせておくべきだ」

「いや、公営の病院をこれからも堅持すべきだ」など色々なご意見はあろうかと思います。

しかしながら、この 10 年間の経験の中で、難しい部分があったのも確かでございます。県

と話をした中で、県も大変に厳しい、このように判断したところでありますので、市もで

きる限りお手伝いをしながら、私たちの地域の医療を守ってまいりたい、このように判断

をしたところでございます。どうか、委員の皆様方には、この地域医療の現状と課題をご

理解いただいたうえで、様々な角度からのご議論、ご審議をお願いいたしまして、香取地

域医療の充実のために必要な取り組みや方向性の取りまとめを賜りたいと存じます。検討

委員会から頂戴いたしました報告書は、最大限に尊重いたしまして、今後の基本構想や計

画の策定に反映させていただきたいと存じますので、何卒皆様のお力添えを賜りたく、重

ねてお願いを申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。 

 

（市長途中退席） 

 

４ 委員及び事務局職員紹介 

 下記委員の紹介及び委員の自己紹介を行った。 

(1) 岡本委員（千葉大学大学院医学研究院 耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学 教授、千葉大学

医学部附属病院 副病院長） 

(2) 浅野委員（香取郡市医師会 会長） 

(3) 礒委員（香取匝瑳歯科医師会 会長） 

(4) 今泉委員（香取郡市薬剤師会 会長） 

(5) 小林委員（千葉県立佐原病院 病院長） 

(6) 寺本委員（国保小見川総合病院 病院長） 
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(7) 秋元委員（医療法人社団明芳会 佐原中央病院 病院長） 

(8) 関委員（香取市自治会連合会 会長） 

(9) 小出委員（香取郡市ケアマネージャー連絡会 代表） 

(10) 菅谷委員（社会福祉法人 香取市社会福祉協議会 会長） 

(11) 圓藤委員（千葉県保育協議会 香取支会 支会長） 

(12) 石井委員（佐原商工会議所 会頭） 

(13) 下川委員（香取市福祉健康部長） 

(14) 杉﨑委員（香取市母子福祉協力員協議会 会長） 欠席 

(15) 髙岡委員（香取市商工会 会長） 欠席 

 

委員の紹介後、事務局職員の紹介を行った。 

 

５ 議事  

議題（１）香取地域医療の在り方に係る調査・検討委員会設置要綱について 

資料１「香取地域医療の在り方に係る調査・検討委員会設置要綱」について、事務局よ

り説明。 

【企画政策課】 

 第１条 

香取地域の医療体制の充実に向けた取り組み及び方向性を定めるに当たり、地域医療関

係者、地域住民等の意見や考えを反映させるため、香取地域医療の在り方に係る調査・検

討委員会を設置するものである。 

第２条 

本委員会は１５人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱または任命する。先程、委嘱

状または辞令を市長から交付させていただいた。委員の任期は、調査・検討報告書が完成

するまでの期間とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

第３条 

委員長及び副委員長については、委員の互選により定める。 

第４条 

検討委員会の会議についての規定として、第 2 項では、「会議は、委員の半数以上が出

席しなければ開くことができない。」としている。また、第 3 項において、会議は原則公

開としている。ただし、非公開とすることが適当であると認められる案件については、議

長が会議に諮って非公開とすることができる。本日の会議については、第４条第３項の規

定により、公開としている。 

第５条は検討委員会の庶務、第６条はその他事項を記載している。 
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議題（２）委員長及び副委員長の選出について 

委員会設置要綱第３条第２項の規定により、委員長には岡本美孝委員（千葉大学大学院

医学研究院 耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学 教授、千葉大学医学部附属病院 副病院長）が、

副委員長には、浅野尚委員（香取郡市医師会 会長）が推薦され、決定した。 

 

【委員長挨拶】 

ただいま委員長を仰せつかりました岡本でございます。本日の会議が円滑に進みますよ

うに、委員の先生方にはご協力よろしくお願いいたします。 

 

（以降、岡本委員長による議事進行） 

 

議題（３）調査・検討委員会の今後の進め方について 

香取地域医療の在り方に係る調査・検討委員会の今後の進め方については、まず、資料

に基づく説明の前に、議事録の作成及び公開方法について事務局より説明。協議した後、

議事録の作成に関しては、発言された委員の氏名を表記すること、発言内容については、

「てにをは」の訂正や文章的な整理を事務局において実施し、要約した書き方とすること

で決定した。また、議事録作成後は委員が内容を確認した上で、香取市のホームページ上

に公開することとなった。 

 

 資料２「工程表」について、事務局（システム環境研究所）より説明。 

【システム環境研究所】 

本委員会の最終報告書の策定が 9 月末を予定している。そのため、報告書のたたき台を 8

月に作成したいと考えている。そのためには香取市における医療の現状と課題の整理・解

決策の検討を 7～8 月に行いたい。まず、基礎調査として 5～7 月に市場調査を行い、地域

医療の現状を把握したい。その結果の一部は本日報告する。ヒアリング調査については近

隣の中核病院を予定しており、各病院の課題や香取市への要望をヒアリングしたいと考え

ている。また、市民のアンケート調査も予定しており、市民が感じる課題や要望も取りま

とめたい。病院のヒアリング対象者は、現時点では事務長などを想定しているが、ヒアリ

ングのお願い並びに対象者等案内は別途正式に打診させていただく。 

 

議題（４）地域医療の現状について 

・資料３「医療行政の動向」 

・資料４「香取市隣接市町村の医療機関概要」 

・資料５「人口推計調査」 

・資料６「患者推計調査（外来）」 

・資料７「患者推計調査（入院）」 
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・資料８「香取海匝保健医療圏内の在宅医療実施医療機関」 

・資料９「高齢者福祉施設リスト・マップ」 

・資料１０「厚生労働省ＤＰＣ評価分科会の公表データを使用した調査」 

・別紙 まとめ（資料３から資料１０） 

について、事務局（システム環境研究所）より説明。 

 

【システム環境研究所】 

資料３は、医療行政の動向について調査した資料である。 

「1.保健医療圏の概要」をみると、香取海匝保健医療圏の基準病床数は 2,731 床であるの

に対し、既存病床数は 3,209 床であることから、当医療圏は病床過剰地域であることがわ

かる。つまり、香取地域において全く新しい病院を新設することはできない状態にあるこ

とを意味している。 

「2.千葉県病床機能報告制度の概要」は、平成 32 年時点で、各病院がどのような病床機

能・規模となっているかを自主的に報告した内容を、「千葉県の医療圏ごと」並びに「香

取海匝保健医療圏の病院ごと」に表でまとめた資料である。この報告内容において、香取

海匝保健医療圏の病床規模は、他の医療圏と比較して、特筆すべき特徴はない。また、香

取海匝保健医療圏において高度急性期病床を持つ病院は国保旭中央病院のみで、香取市内

には１施設もない。 

「3.都道府県別医師数」及び「4.都道府県別看護師数」は、各都道府県の医師数及び看護

師数を都道府県人口 10 万人単位に換算した表である。関東圏の県は共通して、医師数、看

護師数ともに全国平均を下回っており、千葉県も例外ではなく、医師・看護師不足が見受

けられる。 

「5.平成 28 年度診療報酬改定のポイント」は、厚生労働省から公表されているポイント

をまとめたものである。これらのポイントは、「地域包括ケアの推進・在宅医療の推進・

医療機能の分化・地域連携の促進」という言葉に集約される。 

 

資料４は、香取市並びに香取市に隣接する市町村（香取郡神崎町、香取郡多古町、旭市、

匝瑳市、香取郡東庄町、銚子市、成田市、茨城県稲敷市、茨城県潮来市、茨城県神栖市）

（以下「対象市町村」という。）の医療機関の概要についての資料であり各県にて公表さ

れている情報を参照している。 

香取市には、6 病院存在しており、千葉県立佐原病院及び小見川総合病院は急性期病院、

佐原中央病院は療養病床の色合いの強いケアミックス病院、栗源病院及び山野病院は療養

病院、本多病院は精神病床を多く保有する病院となっている。 

 

資料５は、対象市町村ごとに人口推計の調査を表化・グラフ化した資料である。成田市

の人口増加を除いて、全ての市町村で人口の減少が推測される。 



7 

 

 

資料６は、対象市町村ごとの外来患者推計の調査を、疾病別に表化・グラフ化した資料

である。全疾病合計の患者推計（3 ページ）をみると、外来患者数は各市町村の人口減少の

影響で、全体的に緩やかな減少傾向にある（成田市は増加傾向にある）ことがわかる。ま

た、各疾病の患者推計（4 ページから 23 ページ）は各々参照頂きたい。 

 

資料７は、対象市町村ごとの入院患者推計の調査を、疾病別に表化・グラフ化した資料

である。全疾病合計の患者推計（3 ページ）をみると、入院患者数は各市町村の高齢化率増

加の影響で、ほぼ横ばいもしくは緩やかな増加傾向にあることがわかる。また、各疾病の

患者推計（4 ページから 23 ページ）は外来患者推計と同様、各々参照頂きたい。 

 

 資料８・９は、香取海匝保健医療圏における「在宅医療を提供している医療機関」及び

「高齢者福祉施設」についてそれぞれまとめた資料である。医療行政にて推進されている

「地域包括ケア・在宅医療・医療機能の分化・地域連携」を図る上で、これらの情報を踏

まえ検討していく必要がある。 

 

 資料 １０は、厚生労働省 DPC 評価分科会の公表データを基に、各 DPC 対象病院の機能

比較をまとめた資料である。香取地域周辺の DPC 対象病院を比較すると、国保旭中央病院・

成田赤十字病院・千葉北総病院・東邦大学医療センター佐倉病院が、急性期医療の中核を

担っていることがわかる。 

 

【小林委員】 

入院患者が増えると推測しているが、急性期患者であるか、慢性期患者であるかで考え

方が異なる。在院日数短縮、在宅医療の推進などの国の動向を考慮した場合、急性期患者

が増加するとは一概に言えないと思われるがいかがか。 

 

【システム環境研究所】 

入院患者の増加の多くは慢性期患者であると推測できる。また、高齢者の増加に伴い、

救急搬送患者も増加していくと思われる。次回の本委員会にて公表を予定している救急搬

送調査の結果において、この根拠を示せると考えている。 

 

【小林委員】 

成田市では、数年後に国際医療福祉大学の医学部を新設し、さらに 600 床規模の附属病

院を整備する予定であり、これは香取海匝保健医療圏の医療動向に大きく影響を受ける。

市場の動向も踏まえて検討していく必要がある。 
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【岡本委員長】 

香取海匝保健医療圏が病床過剰地域であるが、医療機関の機能分化が重要との認識でよ

いか。 

 

【システム環境研究所】 

 その通りである。高度急性期病院を香取市に新設するという考え方だけでなく、香取地

域で必要とされる医療機能を検討し、当医療圏唯一の高度急性期病院である、国保旭中央

病院との連携を強めていくという考え方も重要である。 

 

【浅野副委員長】 

資料３にて、香取海匝保健医療圏の病床数は 478 床の過剰とあるが、これは医療圏単位

で見た結果である。当医療圏内他市の病床数が過剰なために、香取地域も合わせて病床数

が過剰であると判断されている場合、医療圏単位で香取地域の病床数の過不足の判断を下

すことは適当ではない。 

また、同資料にて、当医療圏の病床規模は他医療圏の病床規模と比較し、大きな差異は

ないとの見解であったが、急性期病床が多く、高度急性期病床が極端に少ないと解釈でき

るのではないか。 

 

【システム環境研究所】 

香取地域で見たときの病床数の過不足の判断を、現時点の調査のみで下すことはできな

い。しかし、この判断に対して、当地域に高度急性期病院を新設するのが良いか、国保旭

中央病院との連携を強めていくのが良いかを十分に検討していく必要がある。 

また、単純に病床数を比較した場合には、浅野副委員長が仰る解釈のとおりと考えられ

る。しかし、各医療圏人口 1,000 人当たりの病床数に換算し、他医療圏と比較した場合に

大きな差異はないと捉えている。 

 

【小林委員】 

浅野副委員長が仰るように、当医療圏で定められている基準病床数は、他市の病院の規

模に影響を受けているのは事実であり、香取地域においても同様に病床過剰であるかは不

明である。しかし、香取市を含む当医療圏が過剰病床とされている以上、香取地域の病床

数を増やすことは困難である。具体的な対応策を検討していく必要性がある。 

 

【寺本委員】 

当医療圏内にある、国保小見川総合病院の許可病床は 170 床だが、実稼働病床数は 150

床程であり、建替え後の新病院は、100 床となる予定である。しかし、医師不足という現状

を踏まえると、100 床でも多いとの意見も挙がっている。将来像に沿った病床数にならざる
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を得ないというのが、国保小見川総合病院の現状である。 

 

【岡本委員長】 

資料４において、医療機関概要にある医師数は、常勤医師という理解でよいか。 

 

【システム環境研究所】 

医療機関概要は「千葉県医療情報提供システム」により、各病院の報告内容を千葉県が

公表しているデータを参照した。医師数が、常勤医師数であるか、非常勤医師数も含んで

いるかは病院ごとの報告により異なると思われる。あくまで参考として御覧いただきたい。 

 

【岡本委員長】 

資料３には、香取海匝医療圏の医師数についての基礎データは記載されていない。医師

数は他の医療圏に比べ少ないか。 

 

【小林委員】 

香取海匝保健医療圏の医師数は、国保旭中央病院の医師数が多いため、人口比に換算し

た場合は多いとされている。しかし現状で、他の病院は医師が不足していると感じている

ようである。 

 

【浅野副委員長】 

各医療圏の医師数において、安房保健医療圏、千葉保健医療圏の次に香取海匝保健医療

圏の医師数が多いとされている。 

 

【菅谷委員】 

現在の病床数は過剰となっているが、高齢化に伴い入院患者が増加していく中でも、病

床数は過剰とされていくのか。 

 

【システム環境研究所】 

千葉県が現時点で報告している内容では、香取海匝保健医療圏は今後も病床過剰地域で

あるとのことである。しかし、入院患者は今後も増加していくため、病床が余る地域では

ないとの理解でいる。 

 

【菅谷委員】 

病床数が過剰になるとは考え難い。というのも、在宅医療や介護を受け入れるにしても、

介護士、看護師、あるいは訪問診療医師が不足しており、国の計画通りに在宅医療の推進

が進まない場合、病院にかかるしかないためである。この課題を解決するためには、在宅
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医療や介護においても十分な医療を受けられる体制を作るべきである。 

 

【浅野副委員長】 

一昨年の初めに、県民の意識調査が実施された。「療養を希望する場所はどこか？」と

いう質問に対して、「在宅を希望する」という回答が、香取海匝保健医療圏では 3 割ほど

であり、他医療圏と比較して最も低い割合であった。反対に、「入院を希望する」という

回答は 5 割ほどであり、医療圏の中で最も高い割合であった。この結果から、香取海匝保

健医療圏内の住民は、病院での医療を期待していることが伺える。今後の本委員会におい

ても、このような住民の意向を踏まえての検討としたい。 

 

【岡本委員長】 

住民の期待に沿って病院の機能を検討していく必要があると考えられるが、この場合、

急性期病床を増やすべきであるという認識でよいか。 

 

【小林委員】 

今後は急性期の定義が狭まり、今まで急性期とされていた患者が慢性期に位置するよう

になると考えられる。急性期患者も増えるとされているが、それ以上に慢性期患者の増加

率が高くなると考えられる。入院患者増加の課題に対して、急性期病床を増やすだけでな

く、地域包括ケア病床を増やしていく等、地域の医療動向に沿った病院にしなければ病院

経営は成り立たなくなる。 

 

【圓藤委員】 

小児医療や周産期医療を安心して受けられる病院がないというのが特に懸念される。里

帰り出産が考えられる地域であるにも関わらず、すぐに行くことができる病院で出産でき

ないという現状がある。小児医療についても、医師が常勤していれば、住民の安心感が高

まるだろうと考えられる。 

また、今後増えるとされている入院患者が急性期患者であるか慢性期患者であるかは、

地域の高齢者福祉施設との関係も考慮して判断するべきではないか。東洋経済新報社『都

市データパック』の納税者の所得を他市町村と比較したデータによれば、香取地域は平均

給与所得が低いようだ。また、香取市子ども・子育て会議にて示された内容では、女性の

就労率が高く、共働きが多い傾向にあるようだ。地域住民にとって必要な医療を、病床機

能でのみ必要度を量るのではなく、具体的な地域の問題・方向性を出した上で検討してい

くべきではないか。 

 

議題（５）市民アンケート調査について 

資料１１「市民意識調査ご協力のお願い（案）」について、事務局（システム環境研究



11 

 

所）より説明。 

 

【システム環境研究所】 

アンケートの目的は、香取市民の皆様が現状の医療提供体制に対してどのような評価を

しているか、問題点をどのように認識されているか、将来の要望についての 3 点を把握す

ることとしている。アンケート対象者は 18 歳以上の方から無作為に 4,000 人抽出させてい

ただく。6 月 15 日にはアンケート用紙を配布、7 月 6 日までに回収を予定している。 

 

【浅野副委員長】 

今年 2 月に在宅医療に関する会議があり、そこで提示されたデータが市民の考えの参考

になると思うので申し上げる。当データを見ると、香取地域の医師がいかに努力してこの

地域の医療を支えているかがよくわかる。例えば往診する病院は医療圏の中で一番多い。 

在宅の看取り実施件数も近隣医療圏よりも多い結果となっている。さらに、国保旭中央病

院の影響が大きいことが理由の一つであると思うが、各医療圏の完結率は安房保健医療圏

に次いで香取海匝保健医療圏が 2 位である。自分で自立した生活ができるようにする、地

元で良い医療を受けられるようにするといった方向に取り組んでいければ、市民の皆様も

納得されるのではないかと思う。 

 

【岡本委員長】 

資料１１「市民意識調査ご協力のお願い（案）」については異論がないため、当資料を

もってアンケート調査を進めていくこととする。 

 

議題（６）その他 

小児医療・周産期医療の医師確保における課題について、委員で議論を行った。 

【圓藤委員】 

事情は多々あるかと思うが、なぜ小児科及び産科医師を確保することが困難であるのか、

可能であればお教えいただきたい。 

 

【寺本委員】 

小児科と産科に関しては、いくら人件費をかけても医師が来ないというのが実情である。

大学の医局としても、いくつもの病院に小児科や産科医師を 1 人ずつ配置するよりは、小

児科や産科医師を 1 つの病院に集約していくという方針である。 

 

【小林委員】 

かつては県立佐原病院には産婦人科医も小児科医もいた。そのうち 20 数年佐原病院に勤

続されていた医師がいたが、当時は非常に過酷な生活をされており、1 週間のうちの半数以
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上は病院で寝泊まりし、23 年もの期間で千葉県を出たのは 2 回のみであったと伺っている。

このような背景もあり、少数の医師体制では継続的に勤務してくださる医師を確保するこ

とが極めて難しい。千葉大学小児科の前教授によれば、小児科・産婦人科のみで当直体制

をとるには 8 名以上の医師がいるのが基本とのことである。医師の働き方の観点から考え

るならば、大規模病院に小児科・産婦人科をもち、医師を 8 名体制とするのが理想なのか

もしれない。 

 

【岡本委員長】 

小児科医師数そのものは全国的に増加している。千葉大学の小児科医師数も少しずつ増

加しているが、大学の方針としては、国保旭中央病院に新生児も含めた医療を充実させる

ことと、成田赤十字病院からの医師の派遣や後方支援に注力するのが手一杯ですぐに改善

するのは難しいとのことだった。一方、医師の教育体制が来年から大きく変わる。専門医

となるためには、多くの症例・件数を経験していく必要があり、そのためには指導医が複

数配置されている病院でないと研修ができなくなっている。このため、若い医師を地方で

確保することが益々難しくなるだろう。病院機能を考えるにあたって、医師の教育体制の

観点も無視できない状況になっている。 

 

６ その他  

（１）今後の日程について 

今後の日程について、次のとおり事務局より説明。 

第 2 回 7 月 29 日（金）午後 6 時 

第 3 回 8 月 26 日（金）午後 6 時 

第 4 回  9 月 20 日（火）午後 6 時 

 

（２）委員会謝金について 

委員会謝金について、事務局（システム環境研究所）より説明。 

 

 

７ 閉会  

  

 

以 上 


