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石川県では、安全で良質な

地域医療の確保を目指して、

医師・看護師の確保対策や、

医療提供体制の充実、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。また、災害に強

いまちづくりのため、災害に

備えた医療提供体制も強化し

ていくこととしています。

平成２４年度当初予算及び

平成２３年度 3 月補正予算

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

災害に備えた医療提供体制の強化

高齢化によるがんや循環器疾患などの重症の患者の増加や、がん診療や循
環器診療などにおける医療技術の飛躍的な進歩など、高度専門医療に対す
る更なる需要の高まりに対応するため、人材の確保・養成や最新の医療機器
の整備など高度専門医療の提供体制を強化する。

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。 離職後すぐに働く予定のない看護職員を登録し、病院の勤務環境等に関す

る最新の情報を提供するとともに、セミナーや技術研修等を通じて早期復
帰につなげる。

地域における優秀な医療人材の確保・養成を図るため、高度医療の実践的
なトレーニングができる最新のシミュレーション機器を備え、県内すべての
医師等が生涯にわたり研鑽を積むことができる共同利用型の研修施設を平
成２５年春の開所に向け整備する。

金沢大学医学類特別枠入学者への貸与（新規枠１０人）
金沢大学医学類特別枠入学者に対する地域医療実習・進路相談の実施

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に対する支援

リハビリテーションセンター・「ほっとあんしんの家」の
整備拡充に向けた検討

がん診療連携拠点病院、がん診療連携協力病院に対する
支援など

へき地医療研修センター、電子カルテ、MRI

若手医師の先進的な医療機関への派遣研修に対する支援、
脳卒中の専門的な診療を提供する医療連携拠点病院に対する支援、
三次医療機関への最新医療機器等の整備支援（5ヵ所）など

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

新たな地域医療再生計画に基づき、高度専門医療の
機能強化を実施するための基金への追加造成

マルチスライスCT、血管造影装置、MRI、電子カルテなど
（14ヵ所）

自家発電設備、応急用医療資機材、衛星携帯電話など

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

看護師の早期復職に向けた未就業看護師への情報提供など

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）

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

県ゆかりの著名医師の協力による能登北部地域の
医療機関との情報交換など

地域医療支援医師修学資金の貸与

助産師主体で行う妊婦健診・分娩の普及に向けた
研修会の開催

女性医師支援センターの運営

医学研修のためのシミュレーションセンターの
建設・機器整備に対する支援
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南加賀地域救急医療センター（仮称）の
整備支援（H24年１１月開所）

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

リハビリテーション医療の
機能の強化

がん対策推進計画に基づく
がん医療の充実

医療施設の施設・設備整備支援
（3ヵ所）

新たな地域医療再生計画に
基づく高度専門医療の強化

看護師等修学資金の貸与による
県内勤務看護師の確保

地域医療再生臨時特例基金の
積み立て

医療施設の機器整備等への
支援

医療施設の耐震改修への支援
（6ヵ所）

災害拠点病院等の設備・装備の
充実

認定看護師の資格取得及び
専門的看護実践力研修に対する支援

医療計画の改定

基本設計

看護師の多様な勤務形態の
導入促進

ナース情報ステーションの設置

地域医療再生計画に基づく
寄附講座の設置

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

医師や臨床研修医の確保に対する支援

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

退職医師・UIターン医師等の確保

特定診療科（小児科・産科・麻酔科・
外科）の医師確保

産科医師の負担軽減

女性医師の仕事と子育ての両立支援

金大病院CPDセンター（仮称）の
整備支援（H25年春開所）
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安全で良質な地域医療の
安定的な確保

災害に強いまちづくり

平成２４年度当初予算

平成２3年度3月補正予算



新しい
石川県地域医療再生計画

■三次救急等医療機能の強化
　・ 集中治療室の整備　

■周産期医療機能の強化【従来の再生基金による対応】
　・ ＮＩＣＵ（３０床）の確保（出生１万対３０床） 等

■がん、循環器、脳卒中、糖尿病などの診療機能の強化
　・ 手術支援ロボットの整備　等

■認知症診療機能等の強化 
　・ 認知症患者に対するアウトリーチ 等

■高度専門医療を担う人材の養成
　・ 放射線治療・がん薬物療法等の
　  最新の高度専門医療を身につけた人材の養成

■災害拠点病院等に自家発電装置、ＤＭＡＴ資機材、
　通信手段等を整備し、災害医療機能を強化

全県からの患者に対応するための
高度専門医療機能の確保

【
概
要
】

・高齢化により、がんや循環器疾患などの患者が増加傾向にあり、がん診療や循環器診療などの医療技術
が飛躍的に進歩する中で、高度専門医療に対する需要が高まっており、三次医療機関（金沢大学附属
病院、金沢医科大学病院、県立中央病院、国立病院機構金沢医療センター、県立高松病院等）の高
度専門医療の提供体制を強化する必要がある。

・全県的に救急患者（特に高齢者）が増加しており、各地域において、二次救急医療を完結させる体制
を確保するとともに、地域連携の調整役としての役割が期待されている連携医療機関のリハビリや地域連
携機能を強化し、地域包括ケアシステムを構築することが求められている。

・特に、南加賀医療圏では、圏外へ搬送される救急患者が増加しており、二次救急医療体制の強化が求
められている。

・また、各地域の救急医療の拠点的な病院の機能を強化し、脳卒中や急性心筋梗塞などの救急患者の
受入体制を強化する必要がある。

現状・課題
［ 三次医療圏 ］

［ 二次医療圏 ］

災害に備えた災害医療体制の確保

金沢大学附属病院

金沢医科大学病院

石川県立中央病院

金沢医療センター

石川県立高松病院

各地域（能登、南加賀）において
重篤な救急患者を受け入れる体制の確保

加賀市民病院と山中温泉医療センターの
統合再編

二次救急医療体制の確保

地　域

がん診療・緩和ケアの提供体制の確保

地域包括ケアシステムの構築

■二次救急医療機能の強化
　・ 増加する救急患者（特に肺炎、骨折、脳梗塞など高齢
　　の救急患者）の受入体制を強化

■がん診療機能の強化
　・ 増加するがん患者の受入体制の強化
　  （内視鏡治療、放射線治療、緩和ケアなど）

■亜急性病床・回復期リハ病棟の整備など、リハビリ機能等の強化
　
■電子カルテの導入などＩＴ化による地域連携機能の強化
　・ 急性期治療を終えた患者に対して、リハビリ医療や
　  退院調整等を行い、在宅復帰を支援する体制を強化

■救急医療の拠点機能
　（脳卒中や急性心筋梗塞などの受入）の強化
　　（能登）救命救急センター

　　 （南加賀）南加賀地域救急医療センター（仮）
　　【従来の再生基金により整備を計画】

■マンパワーの集約化等による
　二次救急医療機能の強化

■リハビリ機能等の強化と
　周辺の医療機関・介護施設等との連携による
　地域包括ケアシステムの構築

■在宅療養を支えるチームづくり
　　【従来の再生基金による対応】
　
　　・ 診療所（医科、歯科）、訪問看護ステーショ
　　  ン、介護施設等によるネットワークづくり
　　  （認知症、がん・緩和ケアなど）
　　　　・ 在宅歯科診療を推進するための支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

■糖尿病等の生活習慣病の予防・治療、
　脳卒中・急性心筋梗塞等の再発予防

計画の期間

計画の趣旨

基金の規模

対象医療圏

平成２１〜２５年度

従来の地域医療再生計画 新しい地域医療再生計画

平成２３〜２５年度

各医療圏２５億円（計５０億円） ４２億円

能登北部医療圏／南加賀医療圏 県全体（三次医療圏）

地域医療に課題を抱える二次医療圏を２ヶ所選定し、
医師・看護師確保対策や救急医療対策等を実施 県全体（三次医療圏）を対象に、高度専門医療機能を強化

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶



公立宇出津総合病院公立穴水総合病院

精神科医による外来

精神科医による外来

精神科医による外来

能登における認知症診療の強化

精神科クリニックとの連携

珠洲市総合病院

公立宇出津総合病院公立穴水総合病院

公立穴水総合病院公立能登総合病院
七尾松原病院

市立輪島病院

※ 診療支援
入院が必要な
患者の受入

　「この事業は、現実的には能登北部地域に精神科医が常勤してい
ないのを少しでも改善しようということでスタートしていますが、背景に
は能登地域の少子高齢化、それも今から 20 年後には奥能登の人口
が半減するとされるなど、深刻な人口減少問題があります。人口減少
は日本全体の問題ですが、能登の過疎地で起こっている問題は全国
を先取りしています」
　金沢大学附属病院神経科精神科の三邉義雄教授は、開口一番、
能登地区の医師不足と過疎化による人口減少との相関について問題
を投げかけます。この指摘にもあるように、現在、能登北部地区では、
穴水町のクリニックに精神科医が唯一常駐しているのを除けば、他の
市町に精神科の常勤医師は不在となっています。精神病棟がある病
院も、能登地域全体では公立能登総合病院と七尾松原病院のわず
か二か所。そのため、能登北部地域においては、つぎのような問題
が顕在化してきています。

　１） 精神科医が常勤していないため、専門的な医療を受ける機会
　　  が 限られる
　２） 高齢化により、病院に行けない患者が発生している
　３） 認知症に対する本人や家族の理解不足から受診が遅れる傾向
　　  がある
　４） 能登中部の専門医療機関に重症患者が集中するため、機能強
　　  化が求められている

　こうしたことから軽度、中度の認知症患者などに対応できる診療ネッ
トワークの構築が緊急の課題となり、県と金沢大学附属病院、公立
能登総合病院、七尾松原病院が中心となって、平成２２年度から「認

知症診療ネットワーク推進事業」がスタートしました。
事業の目的は、
　・ 地域住民に対する講演会等の開催により早期受診を奨励すること
　・ 患者の症状に応じて医療機関の役割分担を進め、能登地域にお
　　いて医療資源を有効に活用した認知症医療体制を構築すること
　・ 能登中部の専門医療機関の機能強化を通じて、能登北部地域
　　を支援すること 
にあります。

　認知症診療ネットワークは、金沢大学附属病院神経科精神科と公
立能登総合病院、七尾松原病院、穴水の精神科クリニックとの協力、
連携のもと、医師派遣による診療支援と能登地域認知症診療ネット
ワーク推進連絡協議会が行う事業により進められています。
　診療支援については、金沢大学附属病院から公立能登総合病院
への医師派遣を増強し能登中部の診療体制を強化するとともに、公
立能登総合病院から能登北部の公立病院へ診療支援を行います。
内訳は、輪島病院へ週 2 回、同じく珠洲病院へ週 2 回、宇出津病
院へ週 1 回となっており、それぞれ精神科医が赴き、現地で診療に
あたるとともに、県内の認知症診療の医療連携の在り方を研究します。
入院が必要な重症患者の受け入れ先については、公立能登総合病
院と七尾松原病院が連携して対応することで、能登地域での適切な
医療体制を整えています。
　協議会では認知症に関する出張講座などの定期的な開催、ケアマ
ネジャーや介護士、地域住民を対象とした講演会や研修会の実施、
イベントや研修会への認知症診断パネル機器の貸し出しなどの活動、
アンケートによる実態調査なども活発に行われています。

認知症診療ネットワークを構築

石川県内では、能登北部エリアを中心に精神科の常勤医が少なく、
認知症など高齢者への治療が手薄になっています。
こうした背景から、県と金沢大学附属病院などが中心となって
認知症ネットワークを構築、
認知症の予防と早期発見に乗り出しています。
発案者の一人、金沢大学附属病院神経科精神科の三邉義雄教授に聞きました。

事業の効果としては、
　・ 医師派遣により能登北部 4 病院と能登総合病院の医療機能や連
　　携体制を強化　
　・ 講演会や出前講座を通した住民に対する予防・早期治療の重要
　　性啓発による早期受診の推進
　・ 研修会を通してかかりつけ医、行政機関、福祉施設のネットワー
　　クを構築し、軽症患者を地域や福祉施設で受け入れるなど地域
　　のサポート体制を強化
などが進んでおり、軽症患者については能登北部のかかりつけ医や
介護サービスで受け入れ、重症患者は能登中部の専門医療機関で
治療するといった役割分担が進み、医療資源を有効に活用した認知
症医療体制の構築が進んでいます。

　国の医療計画では、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の四
大疾病に加えて、新たに精神疾患が追加され五大疾病とし、職場の
うつ病や、高齢化による認知症のなどの具体的な対策にあたることを
推進しています。こうした動きを受けて今後、各都道府県では中核病
院を中心に医療連携体制を構築し、地域医療の効率化をはかるとと
もに、精神科などの治療対策を本格化させることが予想されています。
三邉教授は今後の医療連携について次のような必要性を強調します。
　「能登の過疎地では老老介護や、高齢者の子息で親の面倒を見よ
うにも日々の仕事や育児を抱えて介護負担になっているケースはたくさ
んあります。家族の疲弊を少しでも緩和するためにも精神科医療が早
期に介入して、早期発見、早期治療を支援していくことが急務だと考
えます。既に、厚生労働省の支援を受け、統合失調症の再発防止対
策として訪問看護に携帯電話を使ったサイパーズ・イタレプスというシス

七尾の２病院が入院、診療支援

ＩＴを生かした精神科医療

地域医療連携
認知症ネットワーク

医療と介護の連携強化で
能登地域の認知症を予防する。

能登地域認知症診療ネットワーク
推進連絡協議会
顧 問　金沢大学大学院医学研究科精神医学教授   三 邉  義 雄
顧 問　医療法人松原愛育会松原病院理事長   　　松 原  三 郎
会 長　公立能登総合病院精神センター長　　　   平 松 　  茂

医療計画に精神疾患を追加
がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病の５疾病に
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5大疾病の患者数の推移
（出典） 厚生労働省：患者調査 精神疾患

糖尿病

がん

脳血管疾患

虚血性心疾患

精神疾患の患者数は 323 万人（平成 20 年の調査）で、これまで 4 大疾
病といわれている患者数よりも多くなってる。背景には、職場におけるう
つ病の増加や、高齢化による認知症患者の増加などがある。厚労省は
省令を改正し、2013 年度以降の医療計画に記載すべき疾患に『精神疾
患』を追加することになった。

テムを始めましたが、今後は、地元の訪問看護ステーションとも連携
してＩＴを使った診療体制の在り方も検討していきたいと思っています」
　日本各地で起こっている精神科医療の問題に先駆けた県の認知症
ネットワーク事業。全国のモデルケースとして今後の取り組みが期待
されるところです。



洞庭賢一氏
石川県医師会理事

近藤邦夫氏
石川県医師会理事

　石川県の在宅医療推進事業報告会は３月１３日、県医師会館で開
かれ、４つのモデルチームが平成２３年度に実施した取り組みや課題、
今後の方針について発表しました。参加した関係者約１１０人は、そ
れぞれの地域の特性を踏まえた活動報告に耳を傾け、よりよい在宅医
療の実現に向けて議論し、考えを深めました。
　県医師会の近藤邦夫理事が「在宅医療が重視される中、患者さ
んやご家族が安心して在宅医療を選択できるような受け皿作りに向け
て、皆さんの力をお借りしたい」と開会挨拶し、平成２３年度の推進
事業について、協議会や研修会の開催状況などを報告しました。
　続いて、県医師会の洞庭賢一理事が司会を務め、４チームが１年
間の活動を報告。口腔ケアや介助術、救命救急の研修会や症例検
討のグループワーク、他職種との連携の工夫など、地域の実情を考慮
して実施した成果と、そこから見えた問題点などを発表しました。

在宅医療推進事業報告会 平成２４年 3月13日（火）
石川県医師会館 4階 研修室

　金沢南在宅医療推進会議の西村元一代表は、「医療・介護関係者
らの『顔の見える関係』を構築するとともに住民や利用者との情報交換
も行い、地域一体となった在宅医療を考えたい」と述べました。金沢
元町在宅医療を考える会の西村逸平氏は、がん患者を在宅で見送っ
た経験から「心の負担は大きく、医療・介護従事者が支え合うネット
ワークの必要性を痛感した」と会場に訴えかけました。
　さらに、在宅医療におけるＩＴ連携に関し、ファイル共有ソフトの使
用状況や、市立函館病院で導入されているシステム視察についてなど
も発表されました。
　また、県健康福祉部地域医療推進室の木村慎吾担当課長が、県
の事業や国の動向について説明しました。

モデルチームが取り組みや課題を発表

発表者（発表順）

在宅医療活動報告
●金沢元町在宅医療を考える会
　西村逸平氏 
　（もりやま越野医院介護支援専門員）

●金沢駅西在宅療養を考える会
　古屋久美子氏 
　（訪問看護ステーションよつ葉金沢所長）

●金沢南在宅医療推進会議
　西村元一氏 
　（金沢赤十字病院副院長）

●あじさい会
　松栄拡美氏 
　（中能登訪問看護ステーション管理者）

ＩＴ連携について
石川美香氏

（金沢総合健康センター訪問看護ステーション管理者）

洞庭賢一氏 
（洞庭医院・県医師会理事）

在宅医療連携体制推進事業
モデルチームの紹介

あじさい会　
代表：安田 紀久雄（安田医院）
対象地域：七尾市、中能登町
連携機関： 安田医院、公立能登総合病院、恵寿総合病

院、なかお内科医院、かじ内科クリニック、
藤田医院、グループホーム一青の家、グルー
プホームしあわせの家、なごみの里鹿島、
中能登訪問看護ステーション、鹿寿苑、中
能登町社会福祉協議会、中能登町地域包括
支援センター

金沢南在宅医療推進会議　
代表：西村 元一（金沢赤十字病院）
対象地域：金沢市南部地区、野々市市（一部）
連携機関： 金沢赤十字病院、北陸病院、大場医院、福

島医院、喜多内科医院、てまり薬局、野々
市市地域包括センター、綿谷歯科医院、あ
んじん金沢、ケアパック石川、訪問看護ス
テーション泉野、地域包括 “いずみの ”、ポー
レポーレ四十万　他

金沢駅西在宅療養を考える会　
代表：洞庭 賢一（県医師会）
対象地域：金沢駅西地区
連携機関： 若狭 豊（わかさ内科クリニック）、黒瀬亮太

（金沢ホームケアクリニック）、竹田康男（竹
田内科クリニック）、村本弘昭（金沢社会保
険病院）、斉藤典才（城北病院）、菊地 勤（金
沢西病院）、古屋久美子（訪問看護ステー
ションよつ葉金沢）、岡田 謙（米澤病院）

金沢元町在宅医療を考える会　
代表：近藤 邦夫（県医師会）
対象地域：金沢元町地区
連携機関： 岡田博司（岡田内科クリニック）、越野慶隆

（もりやま越野医院）、駒井清暢（医王病院）、芝 延行（芝
クリニック太陽丘）
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ドクター同士の連携

職種・グループを
超えた連携

かかりつけ医

在宅患者

通所介護

訪問介護 訪問看護

かかりつけ医

在宅患者

通所介護

訪問介護 訪問看護

かかりつけ医

在宅患者

通所介護

ケアマネジャー ケアマネジャー

ケアマネジャー

訪問介護 訪問看護

1人の患者を診る
グループとしての連携

モデルチームによる在宅医療 （イメージ）
・ 医師と関係職種同士がチームとして連携することにより、患者の状況を共有できる
・ かかりつけ医同士が連携することで、医師の負担が軽減する （不在時の対応等）
・ 関係職種同士が連携することにより、新規で患者を診る際にスムーズな連携が行える

「顔の見える関係」を築き
在宅医療推進へ
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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 5 日、金沢市の
ホテル金沢で、医学生や関係者ら約 200 人が参加して開かれた。
　集いは石川県内で学ぶ医学生や臨床研修医が、石川で医師として
のキャリアを積み、末永く活躍できる環境づくりを地域一丸となって
バックアップするため開催している。４回目の今年は、初参加となっ
た金沢赤十字病院をはじめ県内13の臨床研修病院が一堂に会し、研

修プログラムや指導体制、病院の特徴を紹介した。
　冒頭、木下公司石川県健康福祉部長が壇上に立ち、「医師不足が叫ばれる中、石川県内
では2年連続90人台の臨床医を確保するなど、関係者の努力に感謝している。県としても
金大病院ＣＰＤセンター(仮称)の整備や研修会の開催など、引き続き研修環境の充実に
取り組んでいきたい」と谷本正憲知事のメッセージを代読した。

石川の病院で臨床研修を！
合同説明会で医学生らにアピール

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24年 ２月5日（日） ホテル金沢

石川県女性医師支援センター

女性医師の生き方セミナー
平成23年11月19日（土）13：00〜15：00
金沢大学附属病院　宝ホール

● 育児でブランクがあるので現場に復帰したいが不安

● 院内保育所のある病院を教えてほしい

● 復帰する前に研修を受けたい

石川で頑張る女性医師を応援します

相談事業

復職研修事業

セミナーの開催

各種調査等の実施 女性医師支援に必要な調査を随時行っています

様々なご相談をお受けしています

◀ 女性医師の支援活動を紹介するパンフレット

出産や育児のために離職し、現場復帰に不安を抱える女性医師のために、
復職研修を行っています

県内の病院と合同で、女性医師支援のための各種セミナーを開催しています

経験豊かな４人の『女性医師支援コーディネーター』や、県内１２病
院に配置した『女性医師メンター』( 助言者) が、相談をお受けす
ることも可能です。

先輩女医の今日までの道のりやファミリーサポート（育児援助）
利用経験談、女医である妻を支えている男性医師からのお話、
先輩女医の方々や女性医師メンターとのグループディスカッション
など、有意義な情報交換が行われました。

石川県女性医師支援センターでは
女性医師の皆さんの就業継続のための支援を行っています。
女性医師の皆さんが働きやすい職場づくりを進めることにより、

キャリア形成を図ります。

お問い合わせ先
石川県女性医師支援センター事務局
〒920-8660  金沢市鞍月東 2丁目 48番地 （石川県医師会内）

TEL.076-239-3800　FAX.076-239-3810
Email: ishikai-soumu@ishikawa.med.or.jp

辻川 弘子 氏
（石川県医師会）

赤澤 純代 氏
（金沢医科大学病院）

魚谷 知佳 氏
（石川県医師会）

森下 英理子 氏
（金沢大学附属病院）

［ 女性医師支援コーディネーターのご紹介 ］


