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表１ がんの医療体制構築に係る現状把握のための指標  

表２ 脳卒中の医療体制構築に係る現状把握のための指標  

表３ 心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制構築に係る現状把握のための指標  

表４ 糖尿病の医療体制構築に係る現状把握のための指標  

表５ 精神疾患の現状（１５疾患等）  

表６ 救急医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標  

表７ 災害時における医療体制構築に係る現状把握のための指標  

表８ へき地の医療体制構築に係る現状把握のための指標  

表９ 周産期医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標  

表 10 小児医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標  

表 11 在宅医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標  

 

委員名簿  

改定の経緯  
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富山県医療審議会委員名簿 

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

青山 圭一 魚津市医師会長   

石田 陽一 富山県公的病院長協議会長 
 

板倉 均 北日本新聞社代表取締役社長   

大井 きよみ 富山県看護協会長   

大野 英茂 富山県保険者協議会長   

奥寺 敬 富山大学医学部教授   

小原 留美 富山県訪問看護ステーション連絡協議会長 
2017.6.21まで 

前田 八千代 

加藤 まゆみ 富山県社会福祉協議会評議員   

金森 勝雄 富山県町村会長   

木戸 日出喜 富山県精神科病院協会長   

齋藤 滋 富山大学附属病院長   

辻  政光 富山県労働者福祉事業協会理事長 
2017.11.7まで 

尾谷 康弘 

戸川 治朗 富山県消防長会長   

夏野 修 富山県市長会代表   

西尾 公秀 富山県薬剤師会長   

藤井 久丈 全日本病院協会富山県支部長   

藤井 正則 砺波医師会長 
2017.6.28まで 

金井 正信 

藤田 一 高岡市医師会長   

馬瀬 大助 富山県医師会長   

山口 敏彦 富山県弁護士会長   

山﨑 安仁 富山県歯科医師会長   

山本 暁子 富山県消費生活研究グループ連絡協議会長 
 

吉山 泉 富山市医師会長 
2017.6.30まで 

島田 一彦 

和田 麗子 富山県母親クラブ連合会長   

相田 芳郎 ＹＫＫ健康保険組合常務理事 専門委員（地域医療構想） 

笠島 學 富山県介護老人保健施設協会会長 専門委員（地域医療構想） 

松井 泰治 協会けんぽ富山支部長 専門委員（地域医療構想） 

 （計 27名（専門委員含む）） 
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富山県医療対策協議会委員名簿 

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

青山 圭一 魚津市医師会長   

石田 陽一 富山市立富山市民病院長   

泉 良平 富山県医師会副会長   

伊東 正太郎 市立砺波総合病院長   

大井 きよみ 富山県看護協会長   

小原 留美 富山県訪問看護ステーション連絡協議会長 
2017.6.21まで 

前田 八千代 

加藤 まゆみ 富山県社会福祉協議会評議員   

金森 勝雄 富山県町村会長   

北川 清秀 厚生連高岡病院長   

齋藤 滋 富山大学附属病院長   

清水 康一 富山県立中央病院長   

竹田 慎一 黒部市民病院長   

谷野 亮一郎 日本精神科病院協会富山県支部長   

戸川 治朗 富山県消防長会長   

夏野 修 富山県市長会代表   

西尾 公秀 富山県薬剤師会長   

橋本 二美男 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター院長   

藤井 久丈 全日本病院協会富山県支部長   

藤井 正則 砺波医師会長 
2017.6.28まで 

金井 正信 

藤田 一 高岡市医師会長   

馬瀬 大助 富山県医師会長   

三浦 正義 国立病院機構富山病院長   

山﨑 安仁 富山県歯科医師会長   

吉山 泉 富山市医師会長 
2017.6.30まで 

島田 一彦 

和田 麗子 富山県母親クラブ連合会長   

（計 25名） 
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新川地域医療推進対策協議会委員名簿 

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

青山 圭一 魚津市医師会長  

青山 芳枝 魚津市連合婦人会長  

上田 百合子 入善訪問看護ステーション管理者  

梅津 将敬 入善町副町長  

大崎 雅子 あんどの里施設長  

加藤 好進 朝日町身体障害者協会長  

葛野 洋一 にいかわ認知症疾患医療センター長  

木谷 隆一 富山労災病院長  

清田 築 富山県歯科医師会理事  

沓掛 隆義 富山県薬剤師会副会長  

澤木 勝 魚津老人保健施設長  

四十万 隆一 魚津市副市長  

竹島 健潤 下新川郡歯科医師会長  

竹田 慎一 黒部市民病院長  

谷口 優 新川地域消防組合消防本部消防長  

徳重 美登恵 富山労災病院看護部長  

能澤 雄二 黒部市副市長  

畠山 規明 富山県薬剤師会魚津支部長  

東山 考一 あさひ総合病院長  

平野 八州男 富山県医師会理事  

藤岡 照裕 新川地域在宅医療療養連携協議会会長  

藤森 正記 下新川郡医師会長  

宮﨑 美智子 魚津市介護保険サービス事業者連絡協議会ケアマネ部会長  

山崎 富士夫 朝日町副町長  

蓬澤 正二 朝日町社会福祉協議会長  

（計 25 名） 
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新川地域医療構想調整会議委員名簿 

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

相田 芳郎 ＹＫＫ健康保険組合常務理事  

青山 圭一 魚津市医師会長  

梅津 将敬 入善町副町長  

大崎 雅子 あんどの里施設長  

木谷 隆一 富山労災病院長  

清田 築 富山県歯科医師会理事  

沓掛 隆義 富山県薬剤師会副会長  

窪田 昌之 魚津市民生部市民課長  

四十万 隆一 魚津市副市長  

竹島 健潤 下新川郡歯科医師会長  

竹田 慎一 黒部市民病院長  

田中 佳子 富山県看護協会黒部・魚津支部代表 
2017.10.3まで 

炭田 恵 

野口 陽子 入善町母子保健推進員連絡協議会長  

能澤 雄二 黒部市副市長  

畠山 規明 富山県薬剤師会魚津支部長  

東山 考一 あさひ総合病院長  

深川 差雅香 全日本病院協会富山県支部  

藤森 正記 下新川郡医師会長  

牧野 和子 くろべ女性団体連絡協議会長  

村田 治彦 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合事務局長  

矢田 厚子 魚津市民生部社会福祉課長  

山崎 富士夫 朝日町副町長  

山本 広道 全国健康保険協会富山支部企画総務部長  

蓬澤 正二 朝日町社会福祉協議会長  

（計 24人） 
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富山地域医療推進対策協議会委員名簿 

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

朝倉 正 立山町副町長  

石川 忠志 滑川市副市長  

石田 陽一 富山市民病院長  

今本 雅祥 富山市副市長  

岡田 芳美 富山赤十字病院看護部長  

小竹 敏弘 上市町副町長（2018.1.1～） 
2017.10.15まで 

中川 行孝 

北  恵子 富山市介護支援専門員協会副会長  

熊木 健雄 中新川郡医師会長  

小坂 孝浩 富山県東部消防組合消防課長  

佐々木 正 老人保健施設なごみ苑施設長  

清水 康一 富山県立中央病院長  

杉本 英知子 滑川市ヘルスボランティア協議会長  

戸島 雅宏 かみいち総合病院長  

長崎 由子 訪問看護ステーション連絡協議会理事  

島  信博 富山市歯科医師会副会長 
2017.6.21まで 

永森  司 

萩原 勉 舟橋村社会福祉協議会会長  

長谷川 徹 富山県医師会常任理事  

藤井 久丈 全日本病院協会富山県支部長  

増田 晶彦 富山市薬剤師会長  

松本 洋子 滑川市介護支援専門員協会副会長  

毛利 英満 滑川市医師会長  

森  幸子 富山市老人クラブ連合会副会長 
2017.10.5まで 

加藤 美智子 

山田 雅敏 富山県歯科医師会常務理事  

吉本 博昭 富山県精神病院協会・精神科医会副会長  

吉山 泉 富山市医師会長 
2017.6.30まで 

島田 一彦 

（計 25 名） 
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富山地域医療構想調整会議委員名簿 

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

秋山 眞 流杉病院長   

朝倉 正 立山町副町長  

石川 忠志 滑川市副市長  

石田 陽一 富山市民病院長  

井上 博 富山県済生会富山病院長 
 

今本 雅祥 富山市副市長  

岡田 芳美 富山赤十字病院看護部長  

小竹 敏弘 上市町副町長（2018.1.1～） 
2017.10.15まで 

中川 行孝 

笠間 信行 国保連富山・滑川・中新川支部長 
 

北 恵子 富山市介護支援専門員協会副会長  

熊木 健雄 中新川郡医師会長  

齋藤 滋 富山大学附属病院長  

佐々木 正 老人保健施設なごみ苑施設長  

清水 康一 富山県立中央病院長 
 

杉本 英知子 滑川市ヘルスボランティア協議会長  

戸島 雅宏 かみいち総合病院長  

島  信博 富山市歯科医師会副会長 2017.6.21まで 
永森  司 

南里 泰弘 厚生連滑川病院長  

萩原 勉 舟橋村社会福祉協議会会長  

長谷川 徹 富山県医師会常任理事  

早川 和夫 TISインテックグループ健康保険組合常務理事  

平岩 善雄 富山赤十字病院長  

藤井 久丈 全日本病院協会富山県支部長  

古越 邦男 舟橋村副村長  

増田 晶彦 富山市薬剤師会長  

毛利 英満 滑川市医師会長  

森  幸子 富山市老人クラブ連合会副会長 
2017.10.5まで 

加藤 美智子 

山本 広道 全国健康保険協会富山支部企画総務部長  

吉山 泉 富山市医師会長 
2017.6.30まで 

島田 一彦 

（計 29人） 

 

 



334 

 

高岡地域医療推進対策協議会委員名簿 

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

井川 晃彦 富山県医師会常任理事  

泉 洋 射水市副市長  

尾崎 憲子 高岡市社会福祉協議会長  

北川 清秀 厚生連高岡病院長  

木田 和典 射水市医師会長  

木戸 日出喜 富山県介護老人保健施設協議会副会長  

京紺 外志美 富山県身体障害者福祉協会理事  

後藤 健 高岡市歯科医師会長  

澤崎 茂 高岡市消防本部消防長  

下崎 ふみ子 富山県済生会高岡病院看護部長  

鈴木 博幸 富山県薬剤師会氷見支部長  

髙木 義則 氷見市医師会長  

遠山 一喜 高岡市民病院長  

長濱 敏 富山県老人福祉施設協議会副会長  

縄井 一美 富山県ホームヘルパー協議会理事  

藤田 一 高岡市医師会長  

前辻 秋男 氷見市副市長  

村田 芳朗 高岡市副市長  

茂古沼 江里 富山県介護支援専門員協会副会長  

安田 篤 富山県歯科医師会監事  

山崎 禎直 富山県薬剤師会射水支部長  

山本 一郎 富山県薬剤師会高岡支部長  

六瀬 栄巳子 高岡市地域活動クラブ連絡協議会長  

（計 23 名） 
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高岡地域医療構想調整会議委員名簿 

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

井川 晃彦 富山県医師会常任理事  

泉 洋  射水市副市長  

尾崎 憲子 高岡市社会福祉協議会長  

笠島 學 全日本病院協会富山県支部副支部長  

木田 和典 射水市医師会長  

北川 清秀 厚生連高岡病院長  

木戸 日出喜 富山県介護老人保健施設協議会副会長  

京紺 外志美 富山県身体障害者福祉協会理事  

後藤 健 高岡市歯科医師会長  

齋藤 人志 金沢医科大学氷見市民病院長  

柴 三知夫 三協・立山健康保険組合常務理事 
2017.10.5まで 

野村 雅孝 

柴野 泰彦 高岡市保険年金課長  

島多 勝夫 射水市民病院長  

下崎 ふみ子 富山県看護協会高岡・氷見支部担当理事  

鈴木 博幸 富山県薬剤師会氷見支部長  

髙木 義則 氷見市医師会長  

高嶋 修太郎 JCHO高岡ふしき病院長  

遠山 一喜 高岡市民病院長  

中村 万理 中村記念病院院長補佐  

野田 八嗣 富山県済生会高岡病院長  

藤田 一 高岡市医師会長  

前辻 秋男 氷見市副市長  

真鍋 恭弘 真生会富山病院長  

村田 芳朗 高岡市副市長 
 

安田 篤 富山県歯科医師会監事  

山崎 禎直 富山県薬剤師会射水支部長  

山本 一郎 富山県薬剤師会高岡支部長  

山本 広道 全国健康保険協会富山支部企画総務部長 
 

六瀬 栄巳子 高岡市地域活動クラブ連絡協議会長  

（計 29名） 
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砺波地域医療推進対策協議会委員名簿 

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

伊東 正太郎 市立砺波総合病院長  

井上 徹 小矢部市医師会長  

大浦 千歌 小矢部市医師会訪問看護ステーション代表  

尾栢 光江 砺波市連合婦人会長  

河合 晃充 富山県医師会理事  

北川 武史 南砺市歯科医師会長 
 

工藤 義明 南砺市副市長  

齊藤 一夫 砺波市副市長  

坂本 宏 独立行政法人国立病院機構北陸病院長  

清水 淳三 公立学校共済組合北陸中央病院長  

清水 幸裕 南砺市民病院長  

髙田 伊智子 砺波地方居宅介護支援事業者連絡協議会長 
2017.6.30まで 

竹内 嘉伸 

髙橋 卓朗 医療法人社団寿山会理事長  

田川 浩 富山県薬剤師会全砺波支部長  

竹澤 和美 南砺市民病院看護部長  

竹田 達文 小矢部市副市長 
2017.6.30まで 

高畠 進一 

中谷 博之 砺波地域消防組合消防長  

日光 久悦 小矢部市社会福祉協議会長  

藤井 正則 砺波医師会長 
2017.6.28まで 

金井 正信 

三浦 利則 公立南砺中央病院長  

村澤 啓子 南砺市ヘルスボランティア連絡会長 
2017.4.27まで 

松本 幸恵 

矢島 眞 南砺市医師会長  

山田 隆寛 富山県歯科医師会理事  

（計 23 名） 
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砺波地域医療構想調整会議委員名簿  

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

伊東 正太郎 市立砺波総合病院長  

井上 徹 小矢部市医師会長  

大浦 千歌 小矢部市医師会訪問看護ステーション代表  

尾栢 光江 砺波市連合婦人会長  

北川 武史 南砺市歯科医師会長  

工藤 義明 南砺市副市長  

齊藤 一夫 砺波市副市長  

坂本 宏 独立行政法人国立病院機構北陸病院長  

柴田 純一 小矢部市民生部市民課長  

清水 淳三 公立学校共済組合北陸中央病院長  

清水 幸裕 南砺市民病院長  

髙田 伊智子 砺波地方居宅介護支援事業者連絡協議会長 
2017.6.30まで 

竹内 嘉伸 

髙橋 卓朗 医療法人社団寿山会理事長  

田川 浩 富山県薬剤師会全砺波支部長  

竹澤 和美 南砺市民病院看護部長  

竹田 達文 小矢部市副市長 
2017.6.30まで 
高畠 進一 

西野 一晴 医療法人社団にしの会理事長  

日光 久悦 小矢部市社会福祉協議会長  

早助 美樹 ゴールドウイン健康保険組合常務理事  

藤井 正則 砺波医師会長 
2017.6.28まで 

金井 正信 

三浦 利則 公立南砺中央病院長  

村澤 啓子 南砺市ヘルスボランティア連絡会長 
2017.4.27まで 

松本 幸恵 

矢島 眞 南砺市医師会長  

山本 広道 全国健康保険協会富山支部企画総務部長  

（計 24名） 
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富山県医療計画策定 疾病対策ワーキンググループ委員名簿  

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

井川 晃彦 富山県医師会理事  

伊東 正太郎 市立砺波総合病院長（脳外科）  

大田 聡 富山市民病院腎臓内科部長  

桶家 一恭 厚生連高岡病院内科診療部長兼ＣＣＵ部長  

賀来 文治 富山赤十字病院循環器内科部長  

齋藤 滋 富山大学附属病院長  

清水 康一 富山県立中央病院長  

炭谷 哲二 富山県医師会副会長  

橋本 二美男 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター院長  

堀江 幸男 富山県済生会富山病院副院長 脳神経外科部長  

堀尾 欣三 
富山県理学療法士会長  

（南砺市民病院地域リハビリテーション広域支援センター長） 
 

山田 美穂子 富山赤十字病院看護部看護主任  

吉澤 都 黒部市民病院内科部長  

（計 13名） 
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富山県医療計画策定 救急・災害・へき地ワーキンググループ委員名簿  

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

上野 泰也 富山県消防長会救急部会代表  

奥寺 敬 富山大学医学部教授  

笠巻 祐二 金沢医科大学氷見市民病院総合診療科教授  

清水 幸裕 南砺市民病院長  

田辺 隆一 黒部市民病院地域救命センター所長  

戸島 雅宏 かみいち総合病院長  

林  信宏 日本赤十字社富山県支部事業推進課長  

廣田 幸次郎 市立砺波総合病院副院長集中治療・災害医療部長  

堀地 肇 富山県医師会理事  

松井 恒太郎 富山県立中央病院救命センター科部長  

村上 美也子 富山県医師会副会長  

吉田 昌弘 厚生連高岡病院救命救急センター長  

（計 12名） 
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富山県医療計画策定 精神疾患ワーキンググループ委員名簿  

（五十音順） 

氏 名 職 名 備 考 

麻生 光男 富山県心の健康センター所長  

上田 正樹 富山県精神障害者障害福祉サービス事業所連絡協議会長  

葛野 洋一 魚津緑ヶ丘院院長  

木戸 日出喜 富山県精神科医会会長、木戸クリニック院長  

坂本  宏 独立行政法人国立病院機構北陸病院長  

坂本 睦美 富山県市町村保健師研究連絡協議会長  

谷口 理絵 富山県保健師長会長  

谷野 亮一郎 日本精神科病院協会富山県支部長、谷野呉山病院院長  

野村 忠雄 
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター顧 問 
・高次脳機能障害センター長 

 

福井 淳夫 富山県精神保健福祉士協会長  

藤井 勉 富山県精神科医会副会長、富山県立中央病院精神科部長  

宮森 加甫子 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター副院長  

吉田 政人 日本精神科看護協会富山県支部長  

渡辺 多恵 富山県医師会理事、小矢部大家病院理事長・院長  

（計 14名） 
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富山県医療計画（2018（平成30）年３月改定版）改定の経緯 

年 月 日 内容 

2017（平成29）年 富山県医療審議会及び富山県医療対策協議会開催 
５月11日 （医療計画改定の方向性等） 

5月30日、6月1日、
1日、9日 

各地域（砺波、高岡、新川、富山）医療推進対策協議会及び地
域医療構想調整会議開催（医療計画の策定手順等） 

７月18日 がん対策推進協議会開催（現状と課題、医療機関選定基準等） 
７月19日 富山県医療計画策定 救急・災害・へき地ワーキンググループ

開催（医療連携体制、現状と課題等） 
 ７月24日 富山県医療計画策定 疾病対策ワーキンググループ開催 

（脳卒中、心血管疾患、糖尿病の医療連携体制、現状と課題等） 
７月31日 富山県周産期保健医療協議会開催 

（周産期医療、小児医療の連携体制、現状と課題等） 

７月～２月  各地域ワーキンググループ等開催 
県ワーキンググループ委員との協議 

８月21日 富山県医療計画策定 精神疾患ワーキンググループ開催 
（現状と課題、計画骨子案等） 

９月４日 
 

富山県あんしん在宅医療・訪問看護推進会議開催 
（在宅医療の現状と課題、今後の方向性等） 

10月16日、23日、 
27日、31日 

各地域（高岡、砺波、富山、新川）医療推進対策協議会、地域
医療構想調整会議及び医療と介護の体制整備に係る協議の場開
催（進捗状況、今後の推進方策案等） 

10月17日 がん対策推進協議会開催（目標と施策等） 

10月20日 富山県医療計画策定 救急・災害・へき地ワーキンググループ

開催（目標と施策、計画改定素案等） 
10月24日 富山県医療計画策定 疾病対策ワーキンググループ開催 

（脳卒中、心血管疾患、糖尿病の目標と施策、計画改定素案等） 
10月25日 
 

富山県周産期保健医療協議会開催 
（周産期医療、小児医療の計画改定素案等） 

12月12日、14日、 
18日、19日 

各地域（砺波、高岡、新川、富山）医療推進対策協議会、地域
医療構想調整会議及び医療と介護の体制整備に係る協議の場開
催（地域医療計画改定案等） 

12月14日 富山県医療計画策定 精神疾患ワーキンググループ開催 
（計画素案等） 

12月15日 富山県あんしん在宅医療・訪問看護推進会議開催 
（在宅医療の計画改定素案等） 

12月22日 富山県医療審議会、富山県医療審議会地域医療構想部会及び 
富山県医療対策協議会開催（医療計画改定素案等） 

2018（平成30）年 市町村等及び関係団体に対する意見聴取（～３月９日） 
２月16日 県民意見募集手続（パブリックコメント）実施（～３月９日） 

３月23日 改定案を富山県医療審議会へ諮問 

３月28日 
 

富山県医療審議会、富山県医療審議会地域医療構想部会及び富
山県医療対策協議会開催 
（医療計画改定案について答申） 

３月30日 新富山県医療計画（2018（平成30）年３月改定版）を公示 
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