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医療を受けることができる地
域社会づくりを目指して、医
療技術者の確保と資質の向
上や地域の医療提供体制の
充 実と連 携 の 強 化、また、
医療と福祉の連携推進など、
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。
さらに、防災対策の充実強
化も進めます。
平成 25 年度当初予算で実
施が決まった主な事業を紹介
します。

安全で良質な医療を受けることができる地域社会づくり

石川県では、安全で良質な

平成２5 年度当初予算
医師技術者の確保と資質の向上
緊急医師確保
修学資金貸与事業費

108,000 千円

金沢大学医学類特別枠入学者への貸与（新規枠１０人）
石川の地域医療
人材養成支援事業費

13,000 千円

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
寄附講座設置費

180,000 千円

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）
地域医療ネットワーク構築
推進費補助金

15,000 千円

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
高度専門医療
人材養成支援事業費

41,000 千円

若手医師の先進的な医療機関への派遣研修等に対する支援
ふるさと石川の医療を守る
人材ネットワーク推進の事業費

1,500 千円

女性医師就業継続支援事業費

4,000 千円

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

女性医師支援センターの運営
地域医療支援医師
修学資金貸与事業費

12,100 千円

地域医療支援医師修学資金の貸与
院内助産システム普及事業費

1,801 千円

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
新 院内助産・助産外来設備整備支援費

28,300 千円

産科医師の負担のため、助産師主体で行う妊婦健診・分娩体
制を導入する病院の設備整備等に対する支援
健診機器等 金沢医療センター、金沢社会保険病院（金沢市）
ほか 8 ヵ所
看護師等修学資金貸与事業費
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

81,732 千円

新

能登北部若手看護師等
定着促進事業費

高度専門医療機能強化
整備事業費

2,250 千円

若手看護師の希望に即した分野別研修の実施、新人指導マニュ
アル作成
新 認定看護師養成コース創設事業費

三次医療機関への最新医療機器等の整備支援
放射線画像情報管理機器等（金沢大学附属病院）、MRI（金
沢医科大学病院）、外来診察施設改修（高松病院）

18,000 千円

地域連携機能強化
整備事業費補助金

県立看護大学における看護キャリア支援センター（仮称）の開
設準備（H26 開設）
認定看護師育成支援事業費補助金

新

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
新 看護師等養成所実践力向上教材等
整備費

48,500 千円

12,224 千円

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
ナース情報ステーション事業費

10,000 千円

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
緊急雇用創出事業費
（看護職員の再就業支援）

41,722 千円

未就業看護師に対する最新医療技術等についての研修の実施
（40 人）

地域の医療提供体制の充実と連携強化
新

能登北部地域等救急搬送
強化事業費

新

救急搬送に防災ヘリを積極的に活用するための仕組みづくり
新

能登地域救急医療強化研修事業費
補助金

2,400

千円

救急病院医師の外傷診療専門研修受講支援
南加賀救急医療体制強化事業費
補助金

石川県リハビリテーションセンター
機能強化事業費

163,000 千円

南加賀地域の救急病院への医療機器の整備支援
MRI（能美市立病院）、マルチスライス CT（森田病院（小松
市））、血管造影装置（やわたメディカルセンター（小松市））

120,000 千円

リハビリテーションセンターに最新の医療機器等を導入するほか、
「ほっとあんしんの家」の設備を充実
新

リハビリテーション技術
支援ネットワーク構築事業費

3,000 千円

地域でのリハビリテーション提供体制強化のため、リハビリテー
ション関係機関による合同事例検討会や補装具適合等のスキ
ルアップ研修の開催
在宅医療連携システム推進費
補助金

8,400 千円

医師や薬剤師等が連携したモデルチームに対する支援
新 しっかり服薬推進事業費

1,089 千円

かかりつけ薬局の周知、薬剤の一包化の推進、しっかり服薬ア
イディアの募集・周知など
新 認知症地域支援体制推進事業費

1,000 千円

555,628 千円

医療・福祉の連携推進

看護師等養成所の実習教材整備への支援
実習教材 こまつ看護学校（小松市）、七尾看護専門学校（七
尾市） ほか 10 ヵ所
多様な勤務形態導入促進事業費

いしかわ診療情報
共有ネットワーク整備事業費

電子カルテの患者情報を他の病院や診療所と共有する
診療情報共有システムの整備支援

8,718 千円

専門的看護実践力研修事業補助金

305,250 千円

地域の病院における高度医療機器の整備支援
マルチスライス CT 等（恵寿総合病院（七尾市））、電子カルテ
（金沢赤十字病院（金沢市）） ほか 2 ヵ所

13,500 千円

認定看護師の資格取得への支援

330,000 千円

4,500 千円

認知症患者の早期発見・早期治療、医療と介護の連携強化の
ため、かかりつけ医・介護支援専門員への研修を実施するほか、
自宅等での生活ができるよう医療・介護サービス従事者の連携
モデル事業を実施
新 精神障害者地域生活支援事業費

1,400 千円

精神障害者の退院後支援と治療中断者への支援のため、医療・
福祉サービス従事者の連携による地域での患者支援モデル事
業を実施

平成２5 年度当初予算

疾病別対策の充実
新

がん患者安心生活サポートハウス
設置事業費

医療保険制度等の推進

13,917 千円

後期高齢者医療制度安定費

2,856,638 千円

がん患者の生活を重視した相談支援体制を構築するため、が
ん回復者による患者サロンの運営、悩み相談の実施など

財政安定化基金の積立、低所得者に対する保険料の軽減など

がん診療連携拠点病院機能強化
事業費

後期高齢者医療支援事業交付金

29,600 千円

388,204 千円

地域における質の高いがん医療の提供体制を確立するための
地域がん診療連携拠点病院の運営支援

財政安定化基金の活用による保険料の抑制

がん診療連携協力病院体制整備
事業費

東日本大震災を踏まえた防災対策の充実強化

8,000 千円

拠点病院がない能登地区におけるがん医療提供体制の整備・
充実を図る協力病院の体制整備への支援

社会福祉施設耐震改修等
臨時特例事業費

耐震改修 三陽ホーム（金沢市）
消防設備 ホームすぎな（津幡町）、グループホーム桜（輪島市）
ほか 16 ヵ所

2,500 千円

がん・歯科医療連携推進事業費

がん患者に対する口腔ケア体制の整備に向けた協議会の設置、
研修会の実施など
脳卒中診療連携拠点病院支援
事業費補助金

医療施設耐震改修等
促進臨時特例事業費

3,500 千円

県立病院の診療機能の充実
新 県立中央病院整備費

428,500 千円

実施設計
新 医療器械購入費

400,000 千円

最新鋭の手術支援機器の導入（中央病院）
外来診察室増築等整備費

120,000 千円

精神科救急外来、認知症外来診察室増設など（高松病院）
給食業務委託費
給食業務の民間委託拡大（高松病院）

災害拠点病院等
装備充実促進事業費

10,000 千円

糖尿病の合併症・重症化予防のため、かかりつけ医と専門医療
機関の患者紹介ルールの策定・運営支援など

81,976 千円

735,732 千円

耐震改修 恵寿総合病院（七尾市）、金沢赤十字病院（金沢
市）、公立羽咋病院

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
いしかわ糖尿病重症化
新
予防ネットワーク事業費

102,027 千円

80,029 千円

DMAT（災害時に派遣する医療チーム）用車両、応急用医療
資機材、衛星携帯電話などの設備
福祉施設防災計画作成指針等
改定費

4,000 千円

新 医療救護対応マニュアル等改定費

1,200 千円

新

地域防災計画（原子力防災計画編）の改定を踏まえた福祉施設
の防災計画作成指針及び災害時要援護者二次避難支援の手
引きの改定

地域防災計画（原子力防災計画編）の改定を踏まえた被ばく医
療に関するマニュアルの改定
原子力防災緊急時医療施設整備事
業費

39,356 千円

医療機関における放射能測定機器等の整備
原子力防災緊急時医療措置研修事
業費

10,962 千円

医療従事者に対する研修、安定ヨウ素剤の
備蓄・配付方法に関する検討など

新石川県立中央病院の
基本設計まとまる。
石川県立中央病院は、昭和 51 年に現在
地に移転して以来 30 年以上が経過し、全
国で 2 番目に古い県立病院となっています。
建て替えにあたっては、今後の医療の進
歩に的確に対応し、常にその時々の最新の
高度専門医療を県民に幅広く提供するとと
もに、病院内の動線をしっかりチェックし、
機能的で、安全、快適な、実用性を重視し
た施設としたいと考えています。
新病院は、現病院を運営しながら建て替
えを行うため、敷地北側の駐車場スペース
に建設する予定で、その規模は、総病床
数 630 床、延べ床面積は現在の1.2 倍の約

・建物は、10階建て
（1～4階は診療部門、5～10階までは病棟部門）
・患者が温かみを感じるとともに、緊張を和らげる色であり、また、県庁舎に使用した色に近く、周辺の街並みとも調和
62,000㎡。病院本棟は10 階建てとし、また、 するアースカラーを基調

建物は温かみが感じられ、周辺の街並みとも調和するようアースカラーを基調としています。
外観上の特徴となる5階から10 階の病棟の形状は、看護動線が短く、またすべての病室が見渡せるよう、病棟の中心に
スタッフステーションを配置し、それを取り囲むように病室を配置するため、ツインクロス型とします。また、病室は 4 床
室と個室を基本としています。
病院本棟の屋上にはヘリポートを設置し、直通エレベータにより、患者を救命救急センターや手術部門などへ迅速に搬
送することとしています。

主な特長
●出産前から胎児の状況を適切に把握するとともに、緊
急手術後の新生児に迅速に対応するなど、産科医師と
小児科医師の連携を強化するため、全国で初めて総合

査室と診察室をまとめて配置した女性専用外来エリアを
設置します。
●入院部門については、入院患者に快適な療養環境を提

周産期母子医療センターを手術室や小児科病棟と同一

供するため、すべてのベッドサイドに十分な採光がとれ

フロアに配置します。

る窓を設けた個室的4 床室を整備します。これにより、

●外来部門においては、女性特有の病気の患者が一連の
検査から診察までを、プライバシーに配慮した環境で、

一般病棟において、個室と合わせすべてのベッドサイド
に窓を設置します。

安心して、効率よく受診できるよう、全国で初めて検

平成 25 年度は、実施設計に取り組み、その後の工事施工を経て、4〜5 年後の開院を予定しています。

金沢大学附属病院外来棟 4階に

金大病院 CPDセンター
4 月27日オープン！

金大病院 CPDセンターは、職業人としてのスキ
ルアップや専門能力を向上させるためのシミュ
レーション、生涯教育を目的とした施設です。

在宅医療連携拠点事業
石川県内2病院の取り組みを追う
国が進める在宅医療連携拠点事業。住民が安心して在宅医療を受けられるように、
現在医療と福祉のコラボレーションなどが全国各地で進められ、着々と成果を挙げてきている。
石川県では、在宅医療連携拠点に公立つるぎ病院と金沢赤十字病院の２つの病院が選ばれ、
この 1 年間、多職種連携などさまざまな課題と向き合い、
置かれた地域の実情に合わせ、独自の取り組みを行ってきた。
そこから見えてきたものとは何だろうか。各病院のお二人に話を聞いてみた。

公立つるぎ病院
スタッフに聞く

Q この地域での多職種連携の現状について
お教えください。

A

現在、多職種連携の動きとしては、この拠点事業が始まって２
つの「サービス連携会議」を行っています。ひとつは白山ろく
地区を対象とした「白山ろくサービス連携会議」です。平成8年から
行政に所属する保健師や居宅介護支援事業所のケアマネジャー、訪
問看護師、吉野谷診療所の医師、看護師、医療事務員などの関係者
が集い、白山ろくの高齢者が安心して生活できるように連携する目的
で行われていた会議がありました。この拠点事業を契機に、その実
績を継承したのが今の「白山ろくサービス連携会議」であり、現在は
白山ろくの他の医療関係者、訪問リハビリ職員、調剤薬局の薬剤師
の方なども加わり、さらに行政（白山市高齢者支援センター）も参加
して2ヵ月に1度行われており、参加人数は20名ほどです。もうひと
つの「鶴来地区サービス連携会議」は、何も無いところからのスター
トでした。医師および歯科医師、薬剤師、ケアマネジャー、訪問看護師、
訪問リハビリ職員、MSW、そして行政の方々が集い、2ヵ月に1度、
40名ほどが参加して行われております。白山ろくのほうは、無医地区、
準無医地区（合計3地区）を抱えておりますので、巡回診療を当院
でも行ってきましたが、協働しないとやっていけない地域です。
これまでバリアフリー化、栄養士、薬剤師との連携、在宅での看
取りなどの問題がありましたが、この事業によって解決への糸口は見
えてきました。特に白山ろく地区では災害時でも診療所の機能ができ
るように、また、人工呼吸器などの医療機器が停電で止まらないよう
に発電機を用意しました。予算、人手がついて具体的なことができ
たのも、この事業の成果です。診療所、介護施設、行政、医師会等
と連携し「点から点」を「面」へと広げる働きを行ってきました。

守り続けていく義務は病院としてあるわけです。
情報の共有に関してですが「在宅連携医療機関カンファレンス」
では情報を開示し、
「診療情報サマリー」で各施設がファイルを持っ
て情報を共有しています。これからはIT 化の検討をしていきたいで
す。現在はドクターとナースがオンラインで繋がっていますが、これ
を介護の領域にまで広げていくには、課題が残っています。また、ど
の情報を、どこまで誰に開示するかにも課題はあります。
効率的な医療提供のために多職種連携でできることとは何で
Q しょうか。

A

最終的には、白山市を対象とする包括的な会議の設置ですが、
これは各関係機関に現在お願いをしている段階です。当院に
※
があります。院内調整、
は、昨年4 月から開設した「在宅医療連携課」
医療福祉相談支援、拠点事業の事務局が中心ですが、ホットライン
の設置をもって、患者さんの受け入れを円滑にし、ワンストップでの
動きを可能にしております。更に「在宅医療支援病床」を設置をする
予定です。これはかかりつけ医の判断を優先し、患者さんを受け入
れるのが理想です。看取り、急変期、レスパイト、検査とさまざまな
ニーズに対応できるよう調整中です。住み慣れた地域で暮らし続け
ていくためには、独居や高齢者世帯など、家族の支援が困難な場合
にも対応できるよう、近隣住民、ボランティア、民生委員など地域の
力が必要となります。そのためにも、地域住民の啓発にも取り組みた
いと思っております。

在宅医療従事者のための負担軽減についてはどのようなこと
Q を行っておられますか？

A

「機能強化型の在宅療養支援診療所・支援病院 連携型」の届
出で24時間の医療体制を整えることにより、診療所の医師な
どにはゆとりが生まれ、
「安心して外へ出て行くことができるように
なった」との声も聞かれます。しかし、当院の医師や看護師の負担は
増えたのも事実です。今までの当直の医師とは別の医師も待機するこ
とになり、看護師も連絡網で誰かが待機しなくてはならない状況です。
しかし、情報として、この体制のことは患者さんに伝えてあるので、

地域の医療・介護・福祉とつるぎ病院を結ぶ多職種連携窓口として新設された
「在宅医療連携課」のスタッフの皆さん

※この記事は、3月21日に取材したものです。平成 25年度より、名称が
「在宅療養支援部在宅医療連携室」に変更になりました。

在宅医療連携拠点事業のイメージ
地域包括支援センター
医療と介護の協働

複合型サービス事業所等
看護・サービス

連携拠点に配置されたケアマネージャーの資格を
持つ看護師とMSW等が地域の医療・介護を横断的
にサポートすることで、病気を持ちながらも住み慣
れた地域で自分らしく過ごすことが可能となる
※復旧・復興分で実施する事業は、災害時に必要な
備品の整備を追加

情報共有・連携

自宅

情報共有・連携
退院

地域の診療所、薬局、
訪問看護ステーション等
保健所

・多職種連携の検討会において抽出され
た課題と解決策
・24時間体制やチーム医療体制の実現方
法や課題
・効率的な医療提供のためのアウトリー
チや活動内容
・連携拠点を担う医療機関の医師の役割
や機能
・ITを利用した多職種間の情報共有のあ
り方等

人材の育成・普及啓発

退院支援のサポート

病院
（急性期、亜急性期、回復期）

事業報告書の作成
事業終了後

在宅医療連携拠点
在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所・訪問看
護ステーション等

・人材育成に関して積極的
な役割を担う
・医療福祉従事者及び住民
に対する普及啓発を行う

24時間連携体制
チーム医療提供

・データ収集・分析を通じて、在宅医療連
携拠点が地域において必要な役割を果
たすための条件を見出していくことにつ
なげる
・好事例の情報を広く関係者に提供し、在
宅医療の取組みの全国的な向上を図る

金沢赤十字病院

西村元一副院長に聞く
在宅医療連携拠点事業における金沢赤十字病院の役割と、取
Q り組まれた内容についてお聞かせください。

A

今回の在宅医療拠点事業に参画する1年ほど前から、県医師
会の要請を受けて、周辺の在宅医療に熱心な開業医の先生方
やその他の職種の方々と、在宅医療拠点事業のモデルとして独自に
動いていました。在宅医療を進めていく上でどんな問題があるか、
課題や改善点は何かなど、多職種の人が集まって研修会やグループ
ワークを開催し、検討していたのです。そこに24 年度の「在宅医
療連携拠点事業」の話がありまして。私たちとしては1年間の下地
があり、ネットワークができてある程度、顔見知りの関係もできて
いたので、そのままこれを地域に広げて行けばいいとの思いから参
画したわけです。事業は、金沢赤十字病院がコーディネーター役と
なり、多職種間の壁やハードルを取り除く役割を担う、グループワー
クや研修会などを開いて新しく顔見知りの関係をつくる、在宅医療
の普及、啓発を図るための地域住民アンケートなどを実施させてい
ただきました。研修会は1年間で 22回、金沢南と野々市市あわせ
た地域内の診療所、歯科医、薬局、介護施設、介護事業所など551
施設のうち、211施設の参加がありました。
実際の成果や問題点などについては、どのようなことがあげ
Q られますか？

どこに置くかもますます重要です。都市部と山間部では当然、在宅
医療のニーズは異なりますし、拠点の仕事も役割も変わってきます。
それを見極めることもポイントだと思います。
今回の活動や成果を今後、どのように生かしていこうとお考
Q えですか？

A

基本的に、事業は継続したいと思っています。研修会や交流会、
市民講座などで在宅医療の普及、啓発を図り、金沢南、野々
市地区のことは金沢赤十字病院に聞けばすべてわかるくらいにはなり
たい。今回、私たちは地域包括支援センターを通してタウンミーティ
ングやグループワークなどを展開してきましたが、在宅医療は制度自
体が難しく、一般への理解を進めていくにはまだクリアすべき問題が
たくさんあります。今後、さらに多職種間での研修や事例研究など
を積み重ねて情報を共有化していく必要があります。今回の活動を
通じて、顔見知りやグループがいくつもできたので、事例を持ち寄っ
て研究会などを実施できればと思っています。わたしたちは、いって
みれば婚活パーティの主催者のような存在。できるだけ多くの人が
顔見知りになり、情報を共有化し、課題や問題を改善できるように
調整したり、交渉する役割を担います。多職種間の壁が取り払われ、
よりレベルの高いやりとりにつなげていければと思っています。

A

一つの成果は、ワークショップや研修を重ねることで、かな
り多職種間で顔見知りの関係が進んだことです。研修会の終
盤では、お互いの事例を相談し合うなど大きな効果がみられました。
実際に感じたのは、介護職の人で医療に対する関心が非常に高いと
いうことです。医療の側から直接、話を聞ける機会が少ないせいか、
糖尿病や人工透析、口腔ケア、リハビリなど基礎的な講座が意外に
人気でした。在宅薬剤師とのかかわり方とか、多職種の人たちがそ
れぞれどんなことに興味を持っているか分かったことも大きな成果
です。金沢南地区の住民調査で、在宅医療と言っても必ずしも在宅
での最期を望んでいない傾向にあることもわかりました。金沢はも
ともと家志向が低く、子どもや家族に迷惑はかけたくないというお
年寄りが少なくありません。そのため、在宅より地域の施設を利用
して自分らしく暮らしたい人も増えています。家だけではなく、地
域で暮らす発想もこれからの在宅医療に必要になると思います。地
域の要望を吸収していくコーディネート役、仕切り役となる拠点を、

都市部ならではの、
「顔の見える関係」と
「情報の集約と開示」の両面で地域連携に取り組
むスタッフの皆さん

石川県における在宅医療連携グループ
９グループ（平成 25年 3月現在）
1
2
3
4
5

金沢市駅西地域

代表：洞庭医院・洞庭院長
金沢市広岡

金沢市元町地域

代表：近藤クリニック・近藤院長
金沢市木越

金沢市南部地域

代表：金沢赤十字病院・西村副院長
金沢市三馬【国拠点事業】

小松市・加賀市地域

代表：やわたメディカルセンター・勝木院長
小松市

6
7
8
9

白山市鶴来白山麓地域

代表：公立つるぎ病院・島田院長
白山市【国拠点事業】

かほく市・津幡町・内灘町地域

代表：おきの内科医院・沖野院長
かほく市

七尾市・中能登町地域

代表：安田医院・安田院長
中能登町

七尾市地域

代表：さはらファミリークリニック・佐原院長
七尾市

能美市地域

代表：きだ整形外科クリニック・木田院長
能美市

在宅医療連携グループ（在宅医療連携拠点）のイメージ
在宅医療連携グループ
当該地域の在宅医療を支える人材が集まって、研修
会の開催等により、在宅医療の充実を目指すグループ

コーディネイト役を
担う人材
（地域リーダー）

訪問看護師

患者

医師
ヘルパー

訪問看護師

ケアマネージャー
急変時の受け入れを行う
医療機関

在宅医療連携チーム
訪問看護師

患者
ケアマネージャー

認知症疾患医療センター・
精神科病院

在宅医療推進事業報告会

患者

ヘルパー

ケアマネージャー
医師（病院）

医師（診療所）

一人の在宅患者を支える医師、歯科医師、薬剤師、看
護師、理学療法士、作業療法士、ケアマネジャー、医
療ソーシャルワーカー等の多職種から構成され、定期
的な事例検討会の開催等により、在宅患者に対する
対応方針を共有しているチーム

平成25年3月27日（水）
石川県医師会館

※標準的な市町の人口
（7〜10万人程度）

医師

※標準的な市町の人口（7〜10万人程度）に1ヶ所程度を目
途に整備
※多職種連携によるチーム医療を進めるため、研修会や事
例検討会などをコーディネートする人材（地域リーダー）
を配置
※当該地域内外の各種機関（認知症疾患医療センタ−や
在宅緩和ケアセンタ−等）と当該地域の関係機関とを結
びつける役割も担う

※医師一人体制の診療所では、他の医療機関の医師と連
携し、主治医の不在時に他の医師が対応できる体制の
構築が望まれる。
※患者の急変時の受入を行う医療機関やレスパイトを行う
機関などと連携することも望まれる。

在宅医療連携グループ

医師

レスパイトを行う機関
医師（診療所）

ヘルパー

訪問看護師
歯科医師

患者

ヘルパー
薬剤師

在宅医療連携チーム ケアマネージャー

脳卒中・糖尿病などの
専門機関

がん診療連携拠点病院・
在宅緩和ケアセンター

加賀脳卒中地域連携協議会が
公開シンポジウム開催
脳卒中の地域連携について考える
加賀脳卒中地域連携協議会の主催による公開
シンポジウムが、3 月26日に石川県地場産業振興
センターにて行われました。
今回のシンポジウムは「先進地の取り組みから
加賀地域の地域連携を考える」と題され、実際に
視察に訪れた地域の現状から、地域における今
後の取り組みを探ろうというものです。座長は加
賀脳卒中地域連携協議会副会長で金沢医療セン
会長 宗本滋

ター副院長の池田清延先生が務めました。

加賀脳卒中地域連携協議会会長で石川県立中央病院の宗本滋先生が開会の
挨拶をした後、群馬、香川、高知、東京・北多摩南部での取り組みについて、
各地の視察をした関係者からプレゼンテーションが行われました。
地域連携パスの普及の啓発を医療関係者のみならず、一般の住民を対象に
行っている群馬での試みや、IT 化を進めている香川の例などが紹介され、会場
の人たちも熱心に聞き入っていました。
発表の後、発表者と会場を結ぶ質疑応答の場も設けられ、連携パスのIT 化
に関してなど活発な議論が行われました。
最後に加賀脳卒中地域連携協議会副会長でおきの内科医院院長の沖野惣一
先生が閉会の挨拶を行い、
2時間近くにわたったシンポジウムは幕を閉じました。

座長
（副会長）池田清延

濵田潤一郎 石川県脳卒中地域連携推進協議会会長
金沢大学附属病院脳神経外科教授

臨床研修医の地元定着のために

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25年 ２月3日
（日）ホテル金沢

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）は2 月3日、金沢市のホテル金沢で、医学生や関係
者らが多数参加して開かれた。
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。5回目の今年は、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、三宅邦明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、石川県内では過去最高
の113 人の臨床研修医を確保する
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」と挨拶した。

臨床研修医
採用数等の推移

(人)

200
180

マッチング数
採用数
（注）数値にはマッチング対象外と
なっている自治医大卒業生は
含んでいない
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140

定員数
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市立輪島病院における
へき地医療研修センターの
整備について
■ 目的

市立輪島病院では、県内の臨床研修病院から研修医を受け入れ、
地域医療研修を実施しており、研修センターの整備により、研修

医の招聘環境のさらなる充実を図る。
■ 整備内容

病院敷地内に整備する建物内に、医師住宅 6 部屋、研修室、院内
保育所を整備。
院内保育園

■ 総事業費182,700 千円

国補助

： 8,899 千円

県補助
：116,291千円
病院（市）負担 ： 57,510 千円

■ オープン予定日

平成 25 年 4 月1日

研修室

医師住宅

女性医師支援セミナー
金沢大学附属病院
日 時：平成25年2月23日
（土）
14：00～16：00
場 所：金沢大学附属病院 外来診療棟4階 宝ホール
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。

金沢医科大学病院
日 時：平成24年9月29日
（土）
13：30～14：30
場 所：金沢医科大学本部棟4階講堂
医学部３年生が学生を対象に実施したアンケートの調査結果をもと

に、結婚や医師のキャリア等について先輩女性医師やコーディネー
ター・メンターらと意見交換を実施。

石川県地域医療支援センター
金沢市宝町13 - 1 金沢大学附属病院 内

TEL.076 - 265 - 2991

