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第 4 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 9 月 20 日（火） 午後 6 時 10 分から午後 7 時 50 分 

 

開 催 場 所： 香取市役所 5 階 大会議室 

 

出 席 者： ＜委員＞ 

岡本美孝委員長、浅野尚副委員長、礒和博委員、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、下川裕之委員、髙岡正人委員 

 

＜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、石井良典委員 

 

議 題：（１）第 3 回委員会議事録について 

（２）議論のまとめ（案）について 

 

配 布 資 料： 資料１：第 3 回香取地域医療の在り方に係る調査・検討委員会議事録 

資料２：香取地域医療の在り方に係る調査・検討委員会 議論のまとめ(案) 

資料３：病院の再編・ネットワーク化、新病院の整備・誘致の事例紹介②（前

回のつづき） 

 

議 事 内 容： 

1 開会 

 

2 議事  

議題（１）第 3 回委員会議事録について 

資料 1「第 3 回香取地域医療の在り方に係る調査・検討委員会議事録」について、事務局

より説明。 

【企画政策課】 

まず、既に公表している第 2 回委員会の議事録について、5 ページ市民意識調査の結果に

おけるシステム環境研究所の発言内容を一部修正する。修正した議事録は差し替えて改め

てホームぺージで公開させていただく。 
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本日配付している第 3 回委員会の議事録は各委員に事前配付したものから、10 ページ及

び 11 ページの岡本委員長の発言を一部変更している。また、本日の委員会前に浅野副委員

長より第 3 回委員会の議事録について修正を頂いている。浅野副委員長による修正内容は、

本日提示している議事録には反映されていない。 

 

【岡本委員長】 

 その他、第 3 回委員会議事録に意見・質問があれば伺いたい。 

 

【企画政策課】 

 その他指摘がないため、後日、浅野副委員長の指摘箇所を修正した議事録を香取市ホー

ムページにて公開する。 

 

議題（２）議論のまとめ（案）について 

資料 2「香取地域医療の在り方に係る調査・検討委員会 議論のまとめ（案）」（以下「報

告書」という。）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】 

 本日の委員会にて配付している報告書について、事前に各委員に配付したものから 1 ペ

ージ目を以下の通り修正している。 

 文章の内容に、「本報告書は香取市が中心となって作成する。」という意味の記載があ

るが、本報告書は本委員会をもって作成されるものであるため、これを留意し文章を修正

している。 

事前に報告書に対して各委員から頂いた意見を踏まえ、以下の通り修正している。 

＜2.香取地域医療の課題と対策＞ 

（１） 救急医療提供体制の強化 

【対策】② 

表記を「後期研修プログラム」から「専門医研修プログラム」に変更している。 

（２） 小児・産婦人科の充実 

 変更なし。 

（３） 入院・外来診療体制の強化 

【課題】 

誤字を修正している。 

【対策】⑤ 

香取地域医療を充実していくにあたり、地域医療連携推進法人制度の調査・研究を行う

ことを対策として追加している。 

（４） 在宅医療提供体制の整備 
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 変更なし。 

（５） 医師不足への対応 

【対策】① 

表記を「後期研修プログラム」から「専門医研修プログラム」に変更している。 

 

＜3．地域医療体制の充実に向けた課題と対策（まとめ）＞ 

【香取地域が連携して対応すべきこと】 

香取地域医療を充実していくにあたり、地域医療連携推進法人制度の調査・研究を行う

ことを対策として追加している。 

 

＜4．地域医療体制の抜本的改革の方向性＞ 

（１） 病院の再整備（建て替え）による機能の充実 

5 行目文章の変更を施している。 

（２） 病院の統廃合による再編・ネットワーク化 

地域医療連携推進法人制度の調査・研究が必要であることの文言を追加している。 

（３） 新病院の整備もしくは誘致 

 現在、県立佐原病院が標榜している診療科は維持すべきであるといった文言を追加して

いる。 

 

＜5．さいごに＞ 

文章構成を以下の通り修正している。 

県立佐原病院の再整備が重要であるという意見が挙がっている一方で、その実現の困難

さについて言及し、その他の抜本的な改革の検討の必要性を謳っている。いずれにせよ、

香取地域医療提供体制の充実を図るには、今後、香取市と千葉県が協力して新たな枠組み

を作ることが必要であると結んでいる。 

 

引き続き、資料 3「病院の再編・ネットワーク化、新病院の整備・誘致の事例紹介②（前

回のつづき）」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】 

前回委員会にて病院の再編・ネットワーク化、新病院の整備・誘致の事例を紹介したが、

さらにその詳細を深掘りして説明する。 

 

１. 指定管理者制度 

指定管理者制度を採った先駆けとして有名なのが横浜市立みなと赤十字病院である。当

院の開院の経緯は以下の通りである。 
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【平成 15 年 6 月】 

 市会常任委員会にて、「横浜市立病院のあり方」について議論され、「横浜市立港湾病

院」について、「公設民営方式（指定管理者制度）」を導入すべきとの答申がまとめられ

た。 

【平成 15 年 7 月】 

 福祉衛生環境保全委員会にて、横浜市立港湾病院の運営を委託する法人は、①神奈川県

内で一般病床 300 床以上の病院を運営する公的医療機関等（6 法人）、②関東圏で一般病床

300 床以上の病院を運営する医学部を持つ学校法人（17 法人）にすべき等の議論が行われ

た。 

【平成 16 年 1 月】 

 企画提案（プロポーザル）方式による委託業者選定において、日本赤十字社と社団法人

全国社会保険協会連合会により提案がなされ、日本赤十字社が選定された。 

【平成 17 年 4 月】 

 「横浜市立みなと赤十字病院」に名称を改め、日本赤十字社の運営により開院した。 

 

備考として、横浜市が日本赤十字社を管理者として指定するにあたり、小児救急医療、

輪番制救急医療、母子二次救急医療、アレルギー疾患医療などの医療を行うといった条件

を設けた。 

 

２. 地方独立行政法人化 

地方独立行政法人化の事例として、地方独立行政法人神奈川県立病院機構が挙げられる。

地方独立行政法人化により採用権が独立行政法人理事長に移り、運営が行いやすくなるの

が利点である。地方独立行政法人は、「公務員型」と「非公務員型」がある。 

 

３. 病院の統廃合 

病院の統廃合の定義は明確に定められていないが、一般企業でいう合併、持株会社、子

会社化、業務提携、資本提携などを指す。病院の統廃合の事例として、地方独立行政法人

山形県・酒田市病院機構が挙げられる。山形県運営の「山形県立日本海病院」と、酒田市

運営の「市立坂田病院」とを経営統合し、平成 20 年 4 月 1 日より両自治体が共同で設立し

た地方独立行政法人「山形県・酒田市病院機構」が、前者を「日本海総合病院」として、

後者を「日本海総合病院酒田医療センター」として運営している。統合前の平成 19 年度は

2 病院合わせて 5 億円近い赤字であった単年度収支が、初年度に 1 億 2,233 万円の黒字に転

換、以後 7 年連続で黒字決算を続けている（河北新報記事より引用）。 

 

４. 新病院誘致 

新病院誘致の事例として葛飾区における新病院誘致が挙げられる。葛飾区では、75 歳以
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上の人口が急激に増加することが予想されており、それに伴いほとんどの疾患で入院・外

来ともに患者数の増加も予想されている。また、高齢者人口の相対的な増加に伴い、救急

医療の対象患者が増えることも見込まれている。これを受け、区内の医療提供体制をより

充実させるべく、旧松上小学校跡地に民設民営の病院を誘致することとなった。平成 25 年

6 月に、参加申込のあった 17 法人の中から、医療法人社団明芳会が最優秀提案者として選

定され、平成 28 年度に新病院開院予定である。 

 

【岡本委員長】 

 報告書の変更点及び抜本的改革の事例の説明がなされたが、意見・質問等あれば伺いた

い。 

 

【寺本委員】 

 報告書の「医師不足への対応における対策」にて、「気管挿管が出来る等の特定看護師」

という文言があるが、本日、小見川総合病院の看護師長に確認したところ、特定看護師で

あっても気管挿管はできないということであったがいかがか。 

 

【システム環境研究所】 

 特定看護師制度は検討段階であり、特定看護師が実施可能とされる診療行為の範囲はま

だ決定されていない。 

 

【寺本委員】 

 現在、救命救急士は気管挿管が可能だが、特定看護師はまだ不可能であると思われる。 

また、特定看護師となるのは容易ではなく、当院の看護師でその要件を満たす者はいな

い。 

 

【システム環境研究所】 

 現在、気管挿管が特定看護師の実施可能な医療行為か確認し、誤りであれば文言を修正

する。 

 

【岡本委員長】 

 まだ特定看護師制度自体が開始しているわけではない。報告書では制度の有効活用を検

討する、といった記述であるため対策として残しても良いだろう。気管挿管に関する文言

だけを修正していただきたい。 

 

【岡本委員長】 

 指定管理者制度の事例において、横浜市立みなと赤十字病院が指定管理者制度を採るこ
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とで生じた経営面での問題はあるのか。 

 

【システム環境研究所】 

 開院から現在まで指定管理者制度を継続しているため、大きな問題はないと思われる。 

 

【浅野副委員長】 

 地域医療連携推進法人について説明をさせて頂きたい。 

 平成 26 年 1 月世界経済フォーラムにて安倍首相が、日本にもメイヨー・クリニックのよ

うなホールディングカンパニー型の大規模な医療法人を設置するべきとの発言をされた。

メイヨー・クリニックとは、アメリカ合衆国ミネソタ州ロチェスター市に本部を置く総合

病院である。ロチェスター市は人口 10 万人程の街であるが、当クリニックには年間 130 万

人程の患者が来院し、年商は 1 兆円規模である。 

 安倍首相のご発言の真意を推測すると、大規模医療法人による 1 点集中型の医療を行う

ことで医療の水準を引き上げることや、病院の経営によってまちおこし・地域活性化を図

ることが考えられる。 

世界経済フォーラムから 5 か月後に日本再興戦略として、医療機関相互間の機能分担・

業務連携を推進し、地域医療構想の実現のための一つの選択肢として地域医療連携推進法

人認定制度を創設することが閣議決定された。医療機関は競争ではなく協調を進め、地域

において質が高く効率的な医療提供体制を確保することが厚生労働省の資料から読み取れ

る。 

平成 27 年 2 月、厚生労働省は、複数の医療法人や社会福祉法人などの社員紹介などを通

じ一体的な経営を行う非営利型ホールディングカンパニー型の法人である、地域医療連携

推進法人の設立を決定した（平成 27 年 9 月改正医療法）。最終的に平成 29 年の 9 月まで

にこの法令を施行する予定となっている。医療機関相互間の機能分担・業務連携とは主に

ヒト・モノ・カネについてである。ヒトとは医療者やその教育者、モノとは医療資源の共

有である。例えば MRI の人口当たりの台数を医療先進国の中で比較すると、日本は突出し

て機器台数が多い。この機器台数を減らすことで経営を安定化させるといった考え方であ

る。また、カネとは資金の供給である。また医療サービスの向上も、この制度の目的の一

つである。 

医療連携推進法人は 3 つの経営形態（自治体中心型・中核病院中心型・地域共同設立型）

が想定されている。これらの経営形態を採るメリットは、グループ内での一括採用、人事

交流、患者情報の共有が図りやすいことである。 

仮に平成 29 年 9 月にこの法令が施行され、いくつかの事例が出てくれば、香取地域も少

なからず影響が及ぶのではないだろうか。今後、協力・連携が求められる日本の医療にお

いて、地域医療連携推進法人化を視野に入れるべきだと考える。 
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【岡本委員長】 

 浅野副委員長より、地域医療連携推進法人設立の動きについて説明があった。 

メイヨー・クリニックは、千葉大学よりも大規模な病院及び研究施設であり、この事例

をそのまま日本において実現させるのは現実的ではない様に思われる。地域医療をどのよ

うに経営していくかという点における一つの選択肢として参考にしたい。 

 

【圓藤委員】 

 少子化が進む香取市において、保育園の経営が成り立たなくなり、将来的には保育園を

統廃合する可能性もあることから、医療においても連携強化について検討する必要がある

と考えている。地域医療については、本委員会に千葉県の代表者がいないため、最終的に

は千葉県との話し合いが必要不可欠ではないかと思う。その中で、地域医療連携推進法人

制度が将来検討されていった際に、保育園の統廃合と同様、医療機関を統廃合しなければ

経営が成り立たない時代が訪れるのではないかと考えている。経営形態の異なる佐原中央

病院と県立佐原病院を統合し新病院を運営していく案もあるのではないか。 

香取市長が第１回委員会で語られていたが、今後、香取地域医療が今まで以上に整備さ

れたものとなり利用する人達から信頼され、地域にとって良い医療体制を確保していただ

きたいと思う。 

 

【岡本委員長】 

報告書の結論である「５.さいごに」が前回委員会から変更されているがどうだろうか。 

 

【髙岡委員】 

これまでの委員会で香取地域医療の現状や課題が挙がったが、県立佐原病院が地域にと

って重要であることを再認識した。香取市民の半数は、市外の医療機関にかかるものの、

半数は市内の医療機関を頼っている。また、救急医療を市内で対応するには県立佐原病院

はなくてはならないと思っている。民間病院を誘致するとしても、香取地域医療に全て対

応できるわけではなく、県立佐原病院の再整備が必要であることを継続して県に働きかけ

ていく必要があるのではないか。 

 

【岡本委員長】 

 現在、千葉県が地域医療構想にて「地域医療は地域の診療所や民間病院が担う」として

いるところであるが、県立佐原病院の再整備が必要であるとした意見も多く挙がっている。

他に意見があれば伺いたい。 

 

【菅谷委員】 

 今後、本委員会の報告書はどのような取り扱いになるのか。 
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【企画政策課】 

本報告書を基に、要望書を作成し千葉県へ提出する。 

 

【菅谷委員】 

 医師の確保や救急・小児科医療提供体制に係る課題があるが、地域医療の充実の為には

県立佐原病院の継続・再整備を千葉県に要望する必要がある。しかし、10 年経っても進展

がなく、これからも県立病院の再整備の実現が難しいのであれば、新病院の誘致も良いの

ではないか思われる。少しでも良い医療を受けたいというのが市民の願いであるにもかか

わらず、国による医療政策は、どちらかといえば医療費の削減による社会保障費の抑制が

狙いであり、高齢者が増加する中で不安である。香取市としては、安心して医療を受けら

れるための体制・方向性を検討し実現してほしい。そのためには、今までの考え方の延長

では難しいと思っている。 

 

【関委員】 

 報告書案について異議はないが、一点質問したい。香取地域医療は周辺市町村である成

田市、旭市、神栖市、銚子市などの医療の影響を受けるだろう。銚子市に医療関係の大学

及びその附属病院が新設されると聞いたが事実か。 

 

【岡本委員長】 

 来年、成田市に国際医療福祉大学が開校し、4 年後の 600 床の病院開院に向けて学生の募

集が決定したことは正式に発表されている。銚子市で新しい大学附属病院が新設される話

があるとは聞いていない。 

 

【寺本委員長】 

 おそらく看護学部のことではないかと思われる。 

 

【関委員】 

 香取市の周辺市町は医学部・看護学部の新設などが決定しており、香取市の医療体制は

周辺市町に比べ遅れている。地域医療体制の充実に時間的な余裕はなく、早急な対策が必

要である。 

 

【寺本委員】 

 香取市に医療大学を作ることはまず不可能である。 

 

【髙岡委員】 
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 県立佐原病院の再整備が一番現実的な案ではなかろうか。10 年間進展はないと言いつつ

も、可能性が全くないわけではない。継続して千葉県への打診をすべきである。病院を誘

致したとしても、その病院が開院からすぐに県立佐原病院が担ってきた役割をもって運営

するのは困難ではないか。 

 

【小林委員】 

 様々な意見が挙がっているが、県立佐原病院が再整備されることは期待できない。耐震

という観点で病院の建替えを打診しても、地域医療は市町村や民間病院で行うという千葉

県の考えから今以上の充足した医療提供体制の実現は困難である。どうにか現在の医療機

能を維持することが院長である私の使命である。 

 また、医療水準は年々進歩しているが、この水準を数少ない医師数で維持し、全ての疾

病に対応することはまず不可能で、医療安全面からも無理はできない。そのため、医療機

関相互間の連携が重要である。 

将来的に新病院を作るとした場合に、どのような機能を持った病院が良いのか、どうす

れば経営が上手くいくのか検討が必要ではあるが、本報告書については本日配付したもの

で完成として良いと思われる。ただし、医療の現状は常々変わっていく。成田市に新設さ

れる病院を含め、他の医療機関との連携を図れる機能を持った病院でなければ、医療水準

は維持できなくなってしまう。 

 

【寺本委員】 

 約 10 年前に、香取地域における医療機関連携のモデルとして、国保旭中央病院を中心と

したサテライト病院を新設するための検討会議に数回出席したことがある。考えは良かっ

たが、実現するには困難が多く、その構想はとん挫した。当時にしろ、今回の香取地域医

療の充実のための検討にしろ、医師不足という問題に行きついてしまう。報告書では医師

不足への対策として 5 つ案が挙がっているが、「②香取市による行政支援」が唯一期待で

きるように思われる。 

 

【小出委員】 

 現状を考えると、まずは県立佐原病院の再整備が重要ではないか。医療機関の正面玄関

には医師の掲示が必ずあるが、国保旭中央病院では研修医が 60 名程おり、人数が大変多い

ことがわかる。国保旭中央病院で研修を終えた医師をどうにか香取市に招聘する手はない

のだろうか。 

 

【小林委員】 

 国保旭中央病院や亀田総合病院などの病院は研修医が大変多いが、研修を終えた医師は

都市部へ行くことが多い。 
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県立佐原病院の将来的な経営形態は現状で定かでないが、国際医療福祉大学は成田市の

中でも香取市に近い方にあるため、将来的に当院が国際医療福祉大学の関連病院として研

修を受入れていく可能性もあるかもしれない。 

 

【今泉委員】 

 香取地域に救急基幹病院はやはり必要であるため、医師不足の対策として、医師が研修

したいと思えるような病院、研修を終えた医師が働いてみたいと思えるような病院に県立

病院を変えていくことが重要である。 

県が単独で再整備することが難しいのであれば、県と香取市が協力して、再整備に向け

ての新しい枠組みを作らなければならないと考える。 

地域医療連携推進法人化に関して、市民意識調査の結果によると、香取地域の高齢者は

１人で通院している方が大変多いため、市民の利便性も考えて、慎重に検討していかなけ

ればならないと思われる。 

 

【礒委員】 

 基本的には県立佐原病院の再整備が最優先ではあると思われるが、様々な課題があると

のことだった。その中でも、医師不足とされているのは絶対的に不足しているのか、若し

くは偏在的に不足しているのかを今一度調査し、香取市に医師が来ないという本当の原因

を把握する必要がある。さらに、これを踏まえ、これまでと違った視点での対策が必要で

ある。仮に、香取市が医師に対して行政支援をするのであれば、多額の支援が必要なので

はないか。 

 近年、歯と全身疾患の関連性が示されてきており、総合病院で口腔ケアを行うと、術後

の経過が良くなることや、入院日数が減ることも事例として挙がっている。このような点

では、県立佐原病院には歯科があるため、今後も維持していくと良いと思われる。 

 やはり県立佐原病院の再整備が重要かつ現実的でないだろうか。 

 

【岡本委員長】 

 10 年ほど前までは医師数過剰が懸念され、国立大学は医学部の学生定員の削減を指示さ

れ実施していた。ところが、研修医が地域病院を回って様々な疾病の経験を積むシステム

の研修医制度が改変したことで、地域で医師が不足する問題が発生した。これを受けて、

国立大学は地域枠として医学部の定員を増員していた。それでも医者の数は間に合ってお

らず、医師の偏在化が深刻である。これから研修医制度を以前のシステムに戻すことはで

きないだろう。医師不足及び医師の偏在化という課題に対しては香取地域のみでなく、よ

り広い枠組みでの検討が必要である。 

 

【秋元委員】 
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 病院の将来の方向性は資料 3 に従って進めていただきたい。 

報告書の内容に異議はない。 

 

【下川部長】 

 「５.さいごに」の書きぶりは、各委員の議論をまとめた上で作成した内容であるとの認

識であり、本委員会で出した結論として相違ない内容であると思われる。 

 

【浅野副委員長】 

 地域医療連携推進法人制度は、県立佐原病院と小見川総合病院の存続を第一優先と考え

た際の一つの選択肢として挙げた案である。省令政令がまだ決まっていないため、今後ど

うなるか分からないが、あくまで一つの選択肢として検討いただきたい。 

 

【小林委員】 

 山形県の事例について、5 億円の赤字の翌年度から 7 年間連続で黒字経営を行っており、

これだけの成功例はないと考えている。この事例に関する具体的な資料を集め、参考にし

ていただければと思う。 

県立佐原病院は県立病院であり、他の千葉県立病院から医師を呼んだとしても交通費程

度しか支給できない一方で、大学病院から医師を呼ぶ場合は幾分か報酬を支給できる状況

である。また、医師は年齢が近ければ給料はほぼ変わらない。経験や技量に応じた給料の

インセンティブを働かせなければ地域の病院を維持するのは困難である。これらを踏まえ、

もう少し経営の自由化が図れれば良いと考えている。 

 

【菅谷委員】 

 県立病院職員は公務員という扱いで給料が勤務年数で一律なのだろうと思われるが、そ

れは独立行政法人でも同様だろうか。 

 

【健康づくり課】 

 公立病院である以上、給与形態は人事院にのっとる必要がある。これを独立行政法人（非

公務員型）とすることで給与形態についてのみならず、入札などの様々な面において自由

化されるだろう。 

 

【寺本委員】 

 小見川総合病院も独立行政法人化する可能性がある。また、現在は経営形態に関して特

殊な形態であり、整形外科医が突出して頑張っていることもあり優遇している状況である。

確かに高待遇とすることで医師は来るかもしれないが、それを病院全体としてやるのは困

難である。独立行政法人化した場合には、経営の自由度を高める必要があると思われる。 
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【菅谷委員】 

 公務員である以上、経営の自由化が困難であるとしているが、財政支援とは具体的にど

ういうものか。また、奨学金制度は医師の確保に効果があると思うが。 

 

【寺本委員】 

 さんむ医療センターの様に、病院独自で奨学金制度を導入している病院もある。現在も

奨学生は何名かおり、地元での就職が期待されている。しかし、新臨床研修制度により、

大学を卒業してすぐに地元で医師として就職することはできない。2 年間の初期研修・3 年

間の後期研修の後に地元で就職するという期間を要する。 

 

【小林委員】 

 県立佐原病院で努めている医師で地元の高校出身者もいる。近年、佐原高校から千葉大

医学部への進学者は増えている。地元出身の学生に対し、大学側が地元での就職を勧める

ような働きがけがあれば良いように思われる。 

 

【菅谷委員】 

 医学部は一般的に学費が高いとされており、優秀であっても医学部への進学をあきらめ

る人もいるのではないだろうか。 

 

【寺本委員】 

 千葉県には地元の医学部への進学を支援する制度はある。 

 

【菅谷委員】 

 香取市においても、市独自の奨学金制度を導入できないか検討して頂きたい。 

 

【小林委員】 

 地元出身者の医療従事者に関する情報・データはないのだろうか。研修期間を終える医

師に対して都市部ではなく地元での就職を勧めることができれば良いと考えている。 

 

【岡本委員長】 

 地方の大学は、学生に対し地元での就職を勧めることもしているだろう。千葉大学でも

企業の就職者募集と同様に説明会に出展し、医師募集をしている。ただし、給料の優遇の

みを前面に出して募集しても優秀な医師は来ない。質の高い研修を行い、医師を育てるこ

とが、地域医療の充実に繋がるのではないか。 

報告書の内容は、香取地域医療の在り方として、県立佐原病院の再整備が優先であるが、
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現状では困難が多く、病院の統廃合や民間病院の誘致も視野に入れて検討するという方向

性で、いずれにせよ千葉県との協力が必要であるといった結論でよろしいか。 

 

 一同異議なしのため、岡本委員長の委員長の任を解く。 

 

3 その他  

（１）今後の日程について 

【企画政策課】 

 本日の委員会議事録は、事務局で整理した後に各委員に送付し異論がなければ市のホー

ムページに公開する。 

報告書は、岡本委員長より市長に報告する予定である。提出日は後日、香取市のホーム

ページにてお知らせする。今後は本報告書により千葉県へ要望を提出し、香取地域医療の

充実を図る。 

 

（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。 

 

4 閉会  

以 上 


