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石川県地域医療支援センター 広報誌

I s h i k a w a

つながる医療へ。

私たち ICCは、
地域医療の高度情報化と
ネットワークづくりに
全力を注ぎます。

本　社■〒920-0398 金沢市無量寺町ハ6番地1
　　　　 TEL.（076）268-8311（大代表）

支　社■東京・名古屋
支　店■大阪
営業所■富山・福井



石川県では、安全で良質な地
域医療の確保を目指して、「地
域医療再生計画」に基づく医
師・看護師の確保対策や、救
急・周産期医療の連携強化、
県立中央病院の建て替えに向
けた取り組みなど地域医療の
さらなる充実を図っていくことと
しています。
23年度当初予算で実施が決
まった主な事業を紹介します。

医師不足地域における医師確保対策の推進

医療提供体制の充実

県立中央病院の建て替え

看護師の確保対策と資質向上

質の高い医療の提供

国の緊急医師確保対策等に基づき、金沢大学医薬保健学域医学類特別
枠１０人（新規５人は基金）の入学者に修学資金を貸与することにより、地域
医療を担う医師の育成及び確保を図る。

南加賀地域の救急医療体制を強化するため、地域の中核病院である小松市
民病院における「南加賀地域救急医療センター（仮称）」の整備等を支援する。

能登中部地域の中核病院等の専門医のスマートフォンへCT画像等を伝送
するシステムの整備を支援し、能登北部地域における脳卒中患者の転院搬
送・治療の円滑化を図る。

救急医に特化した研修プログラムを策定し、救急医の養成を促進する。

患者の紹介や逆紹介を円滑に行うとともに、大学等からの派遣医師の診療を
支援するため、医療機関における診療情報の共有化の調査・検討を進める。

糖尿病診療体制を強化するため、研修会の開催など地域連携クリティカルパ
スの普及・改良に対する支援を行う。

県医師会が中心となって行う関係事業者の個別の連携に係る取り組みを
支援する。

医療監視に従事する職員の資質向上と平時の医療施設の院内感染予防対
策への支援並びに緊急時に専門科の協力を得られる体制の構築を図る。

能登北部地域の公立病院に研修センターや高度医療機器を整備する。

大規模地震等の災害時に重要な役割を果たす災害拠点病院等の医療機関
の耐震整備を行うために設置した医療施設耐震改修等促進臨時特例基金に
基づく事業の実施。

がん医療提供体制の充実を図るため、がん診療連携拠点病院、がん診療
連携協力病院に対する支援を実施する。

早期診断、質の高い医療の提供を図るため、細胞検査従事者、マンモグラフィ
読影医の資質向上研修を実施する。

県内の病院等で業務に従事する看護師等の確保及び質の向上を図る。

専門・認定看護師を活用した専門的技術の高い研修を実施し、看護専門
職としてのキャリアアップを支援し、離職防止を図る。

結婚や出産・育児等の理由で辞職を余儀なくされる看護職員が、個々のラ
イフステージに対応し働き続けられるために、就労環境の整備に必要な多
様な勤務形態の導入や就労環境の改善に取り組む病院にアドバイザーを派
遣し、医療機関における人材の確保及び定着を図る。

看護職員の確保が困難な能登北部・南加賀における看護師の確保を目的と
して、これらの地域から県内看護師養成所施設への進学を促進するため、
高校や中学を訪問して、現役の看護師が看護の魅力を伝える。

看護教員の養成に携わる者に必要な知識、技術を習得させ、もって看護
教育の内容の充実を図るため、看護教員養成講習会を実施する。

女性医師の仕事と子育ての両立を支援するため、石川県女性医師支援セ
ンターを運営するとともに、女性医師支援コーディネーターを配置し、相談・
助言等支援を図る。

特定診療科（小児科・産科・麻酔科・外科）の医師を確保するため、修学資
金を貸与する。

「ふるさと石川の医療を守る集い in 能登」を開催し、「ふるさと石川の医療
大使」をはじめ首都圏ネットワーク関係者、県内医療関係者等が能登北部
地域に参集し、現地の医療機関を視察するとともに情報交換・交流を図る。

UIターン希望医師に対し、県内就業に向けた働きかけを実施。

特別枠の入学者を中心に、将来の地域医療を担う医師の養成とその県内
定着を図っていくための方策について、金沢大学に寄附講座を設置し、研
究を行う。

金沢大学及び金沢医科大学において、能登北部地域を中心として、地域
医療のあり方をテーマに、現地での診療支援を兼ねた実地研究を伴う寄附
講座を設置する。

主に能登地域の診療連携体制の確保を図るため、金沢大学附属病院が実
施する診療支援を兼ねた実地研究や、地域連携クリティカルパスの普及・改
良に対して支援する。

臨床研修医の確保を図るため、県内の全ての臨床研修医が診療の実技を
実践感覚で修練できる医学研修シミュレーションセンターの整備を促進する。

「総合診療等に携わる指導医による研究会（仮称）」を設置し、指導体制の
強化を目指した実践的な研究を行うことにより、若手の勤務医に対する指
導体制の強化及び総合医を目指す後期研修医の招聘を図る。

金沢大学医学類特別枠入学者への貸与（新規枠１０人）

南加賀地域救急医療センター（仮称）の整備支援（実施設計）、
医療機器整備に対する支援（血管造影装置、マルチスライスCT）

スマートフォンを活用した
脳卒中診療ネットワークの構築支援

医療連携の強化に向けた画像・検査結果等の
診療情報の共有化の検討

各医療機関の連携による
地域連携クリティカルパスの普及等に対する支援

医師や薬剤師等が連携した
モデルチームの立ち上げ等に対する支援

院内感染対策の外部評価の実施、院内感染対策講習会の開催など

へき地医療研修センター・電子カルテ、
脳血管造影装置、マルチスライスCT

能登北部公立４病院に就業を希望する
看護学生への貸与（新規枠２０人）など

認定看護師の資格取得への支援

県内病院におけるモデル事業の実施、アドバイザーの派遣など

能登北部地域での医療機関との情報交換・交流

地元出身医師や医学生の情報収集、
UIターン希望医師と病院とのマッチング

地域医療教育学講座の設置（金沢大学　１講座）

脳卒中医療、認知症医療、小児医療の
診療支援を兼ねた実地研究の実施

基本構想の策定に対する支援

若手医師の能力向上研修、
教育・指導体制強化のための研究を支援

能登北部地域を中心とした診療支援を兼ねた実地研究の
実施など（金沢大学　５講座、金沢医科大学　１講座）
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緊急医師確保修学資金の貸与に
よる県内勤務医師の養成支援

南加賀地域における
救急医療体制の強化

能登地域における救急医療連携
体制の充実・強化

診療情報の共有化に関する調査・検討

南加賀地域における
糖尿病診療ネットワークの強化

在宅医療連携体制の強化

医療施設における
院内感染対策への支援

医療施設の施設・設備整備支援
（3カ所）

医療施設の耐震改修への支援
（4カ所）

がん診療連携の体制整備

がん医療の精度向上

救急医を養成するための
研修プログラムの策定（中央病院）

女性医師支援センターの運営

地域医療支援医師修学資金の貸与

看護師等修学資金の貸与による
県内勤務看護師の確保

認定看護師等を活用した専門的
看護実践力研修に対する支援

看護職員の多様な勤務形態の
導入促進

看護の魅力を伝える
出前講座の実施

看護教員養成講習会の実施

県ゆかりの著名医師の協力によ
る県内勤務医師確保の取り組み

地域医療人材バンクの充実

地域医療を担う医師養成に
向けた教育・指導体制の研究

地域医療ネットワーク構築に
向けた研究等に対する支援

医学研修シミュレーション
センターの整備促進

能登北部地域における
総合診療の指導体制の強化

地域医療再生計画に基づく
寄附講座の設置

【基金の設置】

【計画を策定する医療圏】

【基金の規模】

【計画期間】

国は、地域医療再生計画の内容を認
定し、計画の実行に必要な費用を「地
域医療再生臨時特例交付金」として県
に交付。県は交付金を財源とし、基
金を設置。

「能登北部医療圏」及び
「南加賀医療圏」

５０億円　２医療圏×２５億円

平成２１年度→平成２５年度（５年間）

・人口あたりの医師数が少ない。
  医師数が減少傾向にある。
・南加賀医療圏では、救急病院が減少
  （１２か所［H15］→８か所［H21］）し、
　医療圏外への搬送が増加するなど、
  救急医療体制に課題を抱えている。

選定理由

地 域 医 療 再 生 計 画

安
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県立中央病院の建て替えに向け、基本構想
を策定するとともに、建設地に係る各種調
査を実施する。

28,300基本構想の策定・建設地調査



脳神経外科医による診療支援

脳卒中遠隔画像伝送システム

＜参考＞ 
脳卒中患者の救急搬送件数（H21）
・ 能登北部4病院への救急搬送　　156件
・ うち、七尾市2病院等へ転院搬送　37件

地域連携パスの普及

専門的な治療を
　　  要する患者

救急患者の
　 円滑な受入

住み慣れた
　 地域・在宅へ

地域医療連携
脳卒中診療ネットワーク

全国に先駆けて
「脳卒中遠隔画像伝送システム」で
全県的なパスの浸透をめざす。

石川県内の医療機関では、平成21年4月から
「脳卒中地域連携パス」を運用しています。
脳卒中を発症した患者に、地域の医療機関が連携して
診療やリハビリを行う診療計画のことですが、
運用から丸2年が経過して少しずつ浸透しています。
現在の状況と今後の課題について、連携パスを発案、構築した
濵田潤一郎金沢大学附属病院脳神経外科教授に聞きました。

　脳卒中連携パスは、厚生労働省が実施、運用をすすめる地域連
携クリティカルパスのひとつで「がん」「心筋梗塞」「糖尿病」を含めた
4疾患について、取り組みを推進しています。
　地域連携パスとは、地域の急性期病院と回復期リハビリテーション
病院、かかりつけ医が連携して、発症した時期から治療、リハビリな
どの一連の流れを書面などに記載して情報を共有化した、一貫した
治療計画のことです。
　①急性期　②回復期・維持期　③かかりつけ医　④行政・保健所
4段階の医療機関等が連携することにより、患者を地域全体で診てい
くシステムを構築し、患者の安心感につなげるとともに、患者の早期
の社会復帰をはかるものです。県内の「脳卒中連携パス」は、詳細な
情報を一元化し「脳卒中のデータベース化」という一歩踏み込んだ内
容が特徴です。
　県下、とくに能登北部地域では脳神経外科医不足などもあって発
症率など詳細な統計把握が難しいのが実態です。このため連携パス
導入を機に、高齢化の進展など未来予測を含めた県下全域の詳細な
データ化が推し進められています。
　県下では脳卒中連携パスを能登地区と加賀地区に分けて運用。県
人口およそ120 万人のうち、金沢を含めた加賀地区全体でおよそ
100 万人、能登地区の医療圏をおよそ20 万人と想定し、前者は金

沢脳神経外科病院、後者は七尾市の恵寿総合病院が中心となって
利用を促進しています。

　石川県は「石川県地域医療支援センター」を通じて「石川脳卒中地
域連携推進協議会」に研究助成を行っています。現在の進行状況は
どうなのか。「石川脳卒中地域連携推進協議会」会長で、脳卒中連
携パスを発案、構築した金沢大学附属病院脳神経外科の濵田潤一
郎教授に聞きました。
　「能登地区は急性期、回復期あたりまで順調に浸透してきているよ
うに感じます。マンパワーについても、平成 22 年度から、能登北部
医療圏の体制強化のために、金沢大学附属病院から、七尾市の恵
寿総合病院、公立能登総合病院に非常勤医師を派遣し、七尾市の
2病院から市立輪島病院に対して、診療支援を行ってもらっています。
平成 23年度は加賀地区でも増員を図り、小松市民病院の脳神経外
科医が 1名増員されます。能登地区は病院数が少ないこともあってス
ムーズな連携が図られており、データベース化も進んでいます。今年
度からは、パス運営の中心が維持期へシフトします。維持期は、かか
りつけ医や施設が中心になりますのでかかわる人数も多く、多職種に
わたります。パスの浸透に向けてさらなる努力が必要になっていくと思

能登北部を中心にスムーズな連携

スマートフォンを使った
脳卒中の画像伝送システムが稼働

います」
　同協議会では、新たな試みとして「脳卒中遠隔画像伝送システム」
を構築、平成 23年度中の実現をめざしています。これはスマートフォ
ンを利用した画像伝送システムを活用して、脳卒中患者のスムーズな
転院搬送に結びつける手段として期待されています。　
　仕組みは、常勤の脳神経外科医がいない能登北部医療圏の病院
に脳卒中患者が搬送された場合、CTなどの画像を七尾市の恵寿総
合病院と公立能登総合病院、珠洲市総合病院の脳神経外科医のス
マートフォンに伝送し、転院搬送などの必要性などを相談するもので、

3病院の脳神経外科医は、勤務時間外でも自宅にいながら対応が可
能となります。
　携帯メーカーでは「これまで同一の医療機関での画像伝送はあった
ものの、違う医療機関同士で画像データを伝送できるのは全国初」と
説明しており、一刻を争う脳卒中患者の円滑な転院搬送に結びつけ
る全国初のシステムとして注目されています。

　脳卒中連携パスを浸透させるための環境づくりは着 と々進んでいま
すが、濵田教授は、全県的なスムーズな運用までには「まだまだ時間
がかかる」と指摘します。
　「脳卒中連携パスを浸透させるには、かかわる人たちの “志 ”がな
いとうまくいきません。お互いの利害を超えて意識を共有化していかな
いと、全県的な連携パスにはなかなか広がらないでしょう。かかりつ
け医さんやケアマネジャーさん、さらには地域の保健所さんにも入って
いただいて勉強会から始めています。結局は、地道な活動を積み重
ねていくことで、石川県の脳卒中医療レベルを継続的に高めていくと
いう意識を徹底していくことが一番の近道ではないでしょうか」
　脳卒中連携パスが機能するまでに、一世代 10年はかかるという濵
田教授。しかし「石川モデル」として、その行方は全国から大きな注目
を集めています。

●脳神経外科診療を担うマンパワーの確保

●地域連携パスを活用した地域連携

●脳卒中遠隔画像伝送システム

・市立輪島病院に対する診療支援
　　　　　　　（←七尾市 2 病院←金大）
・小松市民病院の脳神経外科医の増員

・地域連携ネットワーク構築に向けた研究等に
　対する助成により、地域連携パスを活用した
　地域連携システムを構築

・脳卒中遠隔画像伝送システムの活用により、常
勤の脳神経外科医等のいない能登北部の 3 病院
に脳卒中患者が搬送された場合、七尾市 2 病
院等の専門医のスマートフォンに CT 等の画
像を伝送し、転院搬送の必要性を相談し、円
滑な転院搬送に結びつけるシステムを構築

転院搬送の必要性の相談
円滑な転院搬送

【支援を受ける側】 【支援側】

市立輪島病院
公立宇出津総合病院
公立穴水総合病院

公立能登総合病院
恵寿総合病院
珠洲市総合病院

「志」を高くもって地道な活動



地域医療連携
周産期医療ネットワーク

妊娠後期から、出産、新生児早期にいたるまで、産科・小児科医をはじめとする医療スタッフが連携して、
母子の健康を総合的に管理し、治療にあたるのが周産期医療です。
妊婦の救急搬送において受け入れが遅れ、重大な結果を招いた事案が全国的に発生したことを受けて
石川県では、安心して子どもを産み育てることができる環境を充実させるため、
平成２２年度に「周産期医療体制整備計画」を策定するとともに、
ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）の増床や周産期医療情報システムの改善など、周産期医療ネットワークの強化を進めています。

NICUなど
ハイリスク新生児・妊産婦の
受入体制充実

周産期医療情報システムの改善

地域周産期母子医療センターの認定

石川県立中央病院
金沢大学附属病院
金沢医科大学病院
金沢医療センター

合　計

NICU
9床 16床 6床

ー ー

ー

ー

ー

12床6床 3床

6床

21床 28床 9床

12床 16床 6床

7床

ー

ー

ー

12床6床

6床

3床

6床

30床 35床 9床

GCU MFICU NICU GCU MFICU
現状（H22.10） 整備計画

・ ハイリスク新生児・妊産婦の受入を行ってい
る 4 病院に専用のパソコンを配備するなどの
利便性の向上

・ 新たに高度周産期医療機関 3 病院（金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、金沢医療センター）を地
域周産期母子医療センターに認定し、総合周産期母子医療センター（県立中央病院［いしかわ総合母
子医療センター］）との連携を強化

・ハイリスク新生児・妊産婦の入院情報を
データベース化し、研修会で活用するなど
診療の質の向上を図る

・ NICUについては、30床を整備

＜参考＞ 
 国による整備目標 : 
 出生1万人に対して25〜30床を整備

応需情報システム 入院情報データベース

一般周産期医療機関 等

入院事例の情報入力

患者： 妊産婦・新生児

空床情報 受入可否 手術可否

金沢大学附属病院 金沢医科大学病院 金沢医療センター
石川県立中央病院
いしかわ総合

母子医療センター

閲 

覧

1 周産期救急情報システム(応需情報)

産科入院台帳 新生児科入院台帳

2 周産期台帳システム(入院情報収集分析)

ハイリスク妊産婦・新生児の周産期情報の集約・分析

入
力
・
閲
覧

入
力・閲
覧

入
力・閲

覧

入
力
・
閲
覧

入
力
・
閲
覧

入
力・閲
覧

入
力・閲
覧

入
力
・
閲
覧

石川県立中央病院のNICU▶

石川県周産期医療体制整備計画のポイント
石川県周産期
医療情報
システム



女性医師支援に向けた
取り組み

石川県は、女性医師が出産・育児後も離職することなく、仕事と家庭の両立を図る環境を整えるため
県医師会と連携し、「石川県女性医師支援センター」を中心に、セミナーや復職研修などさまざまな活動を展開しています。
センター開設時（平成21年度）には、21名のメンターを委嘱、
２年目を迎えた平成２２年度は、女性医師支援コーディネーターを新たに配置し、
４名のコーディネーターが病院を訪問し、現場の医師から直接、意見や要望を聞きとるなど、積極的に情報収集を図りました。

石川県女性医師支援センターの主な活動

女性医師支援コーディネーターによる
病院訪問
・ 女性医師が多く勤務している病院を順次訪問し、病院管理者や
　女性医師メンター、女性医師と意見交換

日　程 病　院

2010年 9月29日 金沢大学附属病院 血液・呼吸器内科
金沢医科大学病院
金沢大学附属病院 小児科
芳珠記念病院
公立松任石川中央病院
恵寿総合病院

金沢大学附属病院 皮膚科
“若手医師の集い”

公立能登総合病院

金沢市立病院
金沢医療センター
浅ノ川総合病院
城北病院

2010年10月20日
2010年11月10日
2010年12月  1日
2010年12月  1日
2011年 1月12日

2011年 1月19日
2011年 1月12日

2011年 2月  6日
2011年 2月16日
2011年 2月16日
2011年 3月23日
2011年 3月23日

コーディネーター連絡会

運営委員会

病院 病院 病院 病院 病院

石川県
（委託）

石川県女性医師支援センター （事務局： 県医師会）

女性医師支援
コーディネーター

女性医師支援
コーディネーター

女性医師支援
コーディネーター

女性医師支援
コーディネーター

メンター メンター メンター メンター メンター

県内病院における
女性医師支援の取組状況の調査

女性医師支援セミナーの
開催（H23.2.12）

女性医師メンターによる院内活動

・ 県内医療機関における
　女性医師支援の取組状況について調査

・ 女性医師が多く勤務している病院に配置された女性医師メンターにより、
　座談会の開催や、相談、情報提供などを実施

院内保育所の設置
13医療機関（Ｈ20）▶ 14医療機関（Ｈ22）
病児・病後児保育の実施
4医療機関（Ｈ20）▶ 10医療機関（Ｈ22）
育児短時間勤務の導入
27医療機関（Ｈ20）▶ 37医療機関（Ｈ22）
当直免除等の柔軟な勤務体系の導入
38医療機関（Ｈ20）▶ 45医療機関（Ｈ22）

育児支援サービス活用し、スムーズに職場復帰

　石川県女性医師支援センターのコーディネーターの先生方が当病院に来られ、同僚たちと懇談の場
を設けていただきました。私たちの実情や要望をお話しし、女性同士、いろいろなアドバイスをいただ
いたり、セミナー等の行事や行政のサービスを紹介していただけたのは、貴重な機会であり、「現役ママ」
にはもちろん、これから出産・育児に臨もうとしている若い後輩たちの励みにもつながります。
　私自身、２００８年に三男を出産後、金沢市の育児支援サービスを利用して、三男の一時保育と、
小学校１年生だった長男の一時預かりをお願いした経験があります。職場へ本格復帰する前に、専門
外来で週２回の勤務を始めるのにあたって、半年ほどの間でしたが、家から近い場所で安心して子ど
もを任せられ、自分自身もペースをつかみながら、スムーズに職場へ戻ることができました。２００１年
に長男を、２００２年に次男を出産したころは海外で生活を送っており、単純に比較はできませんが、
今は、「子育てクーポン」といったものや保育制度の拡充など、行政の支援、地域ぐるみの応援体制
の充実には驚き、ありがたいと感じます。
　私の場合は、職場の皆さんの理解があり、身内の助けがあり、幼いながら子どもの協力もあって恵
まれた環境にあると自覚しています。仕事と育児の両立には、少なからず葛藤もありますが、頼れるも
のには上手に頼って、使えるものはどんどん使って、無理せず、医師として、母として、キャリアを積ん
でいけたらと考えています。

金沢大学附属病院小児科　医師　岡島道子さん



　国の緊急医師確保対策等に基づき、平成２１年度
入試から新設、22 年度より更に定員が５人拡充され
た金沢大学特別枠の平成 23 年度の合格者 10 人が、
平成２3 年２月に決定されました。
　県では、特別枠入学者に対して、「緊急医師確保
修学資金貸与制度」による修学資金（年間２４０万円を
６年間貸与）を貸与し、卒業後の地元定着に繋げて
いくこととしています。特別枠合格者の決定に際して、
県では、金沢大学への出願前に志願者の面接を行
い、地域医療に長期間にわたって貢献する志などを
充分に確認し、大学に推薦しています。
　特別枠入学者は、卒業後、金沢大学附属病院で
２年間の臨床研修を行い、その後の７年間、県内の
公立病院等に勤務しながら、地域医療に貢献しつつ
専門医の習得を目指すこととなっています。
　金沢大学では、特別枠入学者を本県の医療をリー
ドしていく指導的人材として養成していく方針であり、
県では、平成２１年度より、特別枠入学者を中心に、
将来の地域医療を担う医師の養成とその県内定着を
図っていくための方策について、金沢大学に寄附講
座を設置し、研究を行っています。

金沢大学特別枠及び自治医科
大学の合格者 13 人と知事が
懇談（平成２3 年３月２４日）

将来のいしかわの地域医療を支える
若者たちを知事が激励！

臨
床
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元
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に

地域医療研修
の推進

●地域医療研修を推進する
　ための研修会の開催

●地域医療研修を勧める
　パンフレットの作成
　（金沢大学地域医療教育学講座）
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　「明日の石川の医療を担う若手医師の集い」は、２月６日、金沢市内のホテルで開
かれ、石川県内１２の臨床研修病院が、医学生ら約1００人に、研修プログラム概要
や病院の特長などを説明した。
　この集いは、臨床研修医の確保と将来の県内での就業を促す目的で開かれており、
今年で３回目となる。開会にあたり、中西吉明副知事は、県内の医師数の現状や県
が取り組む医師確保対策を紹介し、「今後とも、研修体制の充実や勤務環境の改善
に一層力を入れていく。みなさんにはぜひ、石川の医療の一翼を担ってほしい」と期
待を込めた。
　続いて各臨床研修病院によるプレゼンテーションが行われた。学生らは、病院の環
境や施設、研修プログラムなどの説明に熱心に聞き入った。個別相談では、病院ごと
のブースで、指導医や関係者に直接質問し、率直に意見を交わした。
　会場には石川県女性医師支援
センターの相談コーナーや県の
情報コーナーも設けられ、地域
一丸となった研修、就業のバック
アップ体制を未来のドクターにア
ピールした。

臨床研修医確保へ魅力をアピール
医学生らに合同説明会

明日の石川の医療を担う
若手医師の集い
主催： 石川県、石川県臨床研修推進協議会

 平成23年
２月６日（日） 13：00〜




