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地域医療構想の策定経過 
○ 長野県医療審議会 

開催日 主な会議内容 

①平成 27年６月 11日 地域医療構想策定委員会の設置について 

②平成 27年 10月 16日 長野県地域医療構想の策定について（諮問） 

③平成 29年２月 10日 長野県地域医療構想について（答申） 

○ 長野県医療審議会地域医療構想策定委員会 

開催日 主な検討内容 

①平成 27年 10月 16日 委員長選出、長野県の人口推移と医療提供体制の現状把握 

②平成 28年３月 25日 構想区域間の患者流出入の調整の考え方を検討 

③平成 28年６月９日 地域医療構想調整会議からのヒアリング、構想骨子案検討 

④平成 28年９月２日 地域医療構想素案検討、将来の医療提供体制を実現するための施策検討 

⑤平成 28年 11月４日 地域医療構想案検討 

⑥平成 29年２月 10日 地域医療構想案決定 

○ 地域医療構想調整会議 

医療圏（構想区域） 開催日等 主な検討内容 

 ①平成 28年２月 26日  

佐久 ②平成 28年５月 12日 （各調整会議共通） 

 ③平成 28年 10月６日  

 ①平成 28年２月 10日 ①第１回調整会議 

上小 ②平成 28年５月 31日  ・会長選出 

 ③平成 28年 10月 11日 ・医療提供体制の課題 

 ①平成 28年２月２日 ・地域医療構想の策定に向けた今後の取組の方向性の 

諏訪 ②平成 28年５月 17日 検討 

 ③平成 28年 10月 24日   

 ①平成 28年３月７日 ②第２回調整会議 

上伊那 ②平成 28年５月 23日 ・策定委員会へ提出する意見案検討 

 ③平成 28年９月 23日   

 ①平成 28年２月 17日  ③第３回調整会議 

飯伊 ②平成 28年５月 20日 ・地域医療構想素案に対する意見 

 ③平成 28年 10月６日  

 ①平成 28年３月３日  

木曽 ②平成 28年５月 12日  

 ③平成 28年 10月６日  

 ①平成 28年２月１日  

松本 
②平成 28年５月 16日  

③平成 28年 10月 24日  

 病院・有床診療所部会を４回開催 

 ①平成 28年２月 18日  

大北 ②平成 28年５月 23日  

 ③平成 28年 10月 17日  

 ①平成 28年２月 16日  

長野 ②平成 28年５月 17日  

 ③平成 28年 10月 14日  

 ①平成 28年２月２日  

北信 ②平成 28年５月 19日  

 ③平成 28年 10月 19日  
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○ 県民等からの意見募集 

区 分 期 間 意見提出状況 

パブリックコメント 平成 28年 12月 14日 

～平成 29年１月 12日 

９者から 25件の意見 

医療法に基づく市町村、関係団体からの意見聴取 13 団体から 24件の意見 

 

○ 調 査 

調査名 調査時期 調査内容 

地域医療構想の策定に向けた医療機

関の実態調査 

 

 

平成 27年 12月 

医療圏を越えた患者流出入に影響を与える医療機

関の取組、病棟の建替え予定等 

在宅医療提供状況等に関する調査 
病院、診療所、訪問看護ステーションの在宅医療

等の提供状況 

療養病床入院患者実態調査 
療養病床入院患者の医療区分や退院の可能性等の

実態 

 

 

 

 



（委員数21名） （五十音順、敬称略）

氏　　　名 役　　　職　　　等 備　　考

相　澤　孝　夫 長野県病院協議会長  H27.10～H28.3

伊　澤　　　敏 佐久総合病院統括院長

井　上　憲　昭 長野県病院協議会長  H28.6～

上　原　　　明 長野県保険者協議会副会長

牛　越　　　徹 長野県市長会 社会環境部会長（大町市長）

大　澤　麻　美 全国心臓病の子どもを守る会　長野県支部長

大　渕　律　子 佐久大学看護学部教授  H27.10～H28.3

奥　野　ひろみ 信州大学医学部教授

春　日　司　郎 長野県歯科医師会長

唐　木　一　直 長野県町村会 社会環境部会長（南箕輪村長）  H28.3～

久　保　惠　嗣 長野県立病院機構理事長

高　坂　宗　昭 長野県町村会 社会環境部会長（飯島町長）  H27.10～H28.3

関　　　隆　教 長野県医師会長  委員長

園　原　規　子 長野県栄養士会長

竹　重　王　仁 医療法人公生会　竹重病院理事長  専門委員

竹　前　紀　樹 長野市民病院名誉院長

日　野　寛　明 長野県薬剤師会長

細　谷　たき子 佐久大学看護学部教授  H28.6～

保　谷　ハルエ ほやっこサロン　アドバイザー

本　郷　一　博 信州大学医学部附属病院長  委員長代理

宮　坂　圭　一 医療法人清風会　宮坂医院理事長  専門委員

三　輪　百合子 長野県看護協会長

山　田　一　尋 松本歯科大学教授

吉　岡　二　郎 長野赤十字病院長

（地域医療構想策定委員会設置期間：平成27年10月16日から平成29年３月31日まで）

長野県医療審議会　地域医療構想策定委員会　委員名簿

 65



○佐久医療圏地域医療構想調整会議（36名） （順不同、敬称略）

役　職 備　考

坂口 宇多彦 小諸北佐久医師会長 会長

多田　 博行 佐久医師会長

山口　 康弘 北佐久歯科医師会副会長

甘利　 光治 佐久歯科医師会副会長

樽澤　 清子 小諸北佐久薬剤師会長

花岡　 幹郎 佐久薬剤師会長

中山 まゆみ 長野県看護協会佐久支部長 H28.2～H28.6

細萱　 信予 長野県看護協会佐久支部長 H28.8～

有馬　 邦正 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院長

髙木　 桂三 医療法人山月会小諸病院長

黒栁　 隆之 長野県厚生農業協同組合連合会小諸厚生総合病院長

伊澤　　 敏 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院統括院長

渡辺　　 仁 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター院長

田村　 泰夫 川西赤十字病院長

金澤　 秀典 医療法人三世会金澤病院長

黒澤　 一也 社会医療法人恵仁会くろさわ病院長

雨宮　 雷太 医療法人雨宮病院長

村島 隆太郎 佐久市立国保浅間総合病院事業管理者

山口　　 博 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院小海分院長

小林　 正明 佐久穂町立千曲病院長 H28.2～H28.3

植竹　 智義 佐久穂町立千曲病院長 H28.5～

牧山　 尚也 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院長

小塚　　 裕 医療法人社団御代田中央記念病院長

五十川 光信 全国健康保険協会長野支部企画総務部長 H28.2～H28.12

川村　 英紀 佐久地区賛助会長

依田　 秀幸 小諸市健康づくり課長

工藤　 絹子 佐久市健康づくり推進課長 H28.2～H28.3

佐々木 和弘 佐久市健康づくり推進課長 H28.5～

中島　 行男 小海町町民課長

岡部　 豊一 佐久穂町健康福祉課長

新海　　 貴 川上村保健福祉課長

津金　 昇三 南牧村住民課長 H28.2～H28.3

高見澤 澄一 南牧村住民課長 H28.5～

柳澤　　 猛 南相木村住民課長

倉根　 弘文 北相木村住民福祉課長

原　 富士子 軽井沢町保健福祉課長

古畑　 洋子 御代田町健康福祉課長

青井　 義和 立科町町民課長 H28.2～H28.3

齊藤　 明美 立科町町民課長 H28.5～

林　　 忠幸 佐久広域連合消防本部消防長 H28.2～H28.3

小平　　 学 佐久広域連合消防本部消防長 H28.5～

和田　　 徹 佐久地方事務所地域政策課長

（任期：平成28年２月26日から２年間）

地域医療構想調整会議　委員名簿

氏　名
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○上小医療圏地域医療構想調整会議（24名） （順不同、敬称略）

役　職 備　考

森　　 寛夫 上田市医師会長 会長

佐藤　 和英 上田市医師会副会長

丸山　 和敏 小県医師会長

関　　 勇治 上田小県歯科医師会長

飯島　 康典 上田薬剤師会長

尾美　 友子 長野県看護協会上田支部長 H28.2～H28.6

三井 美千代 長野県看護協会上田支部長 H28.8～

安藤　 豪隆 安藤病院長

田幸　 健司 長野県厚生農業協同組合連合会鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院長

森　　 哲夫 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター院長 H28.2～H28.3

吉澤　　 要 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター院長 H28.5～

遠藤　 謙二 千曲荘病院長

勝山　　 努 丸子中央病院長

泉　　 從道 長野県厚生農業協同組合連合会鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院長

廣瀬　　 健 上田市立産婦人科病院長 H28.2～H28.3

村田　 昌功 上田市立産婦人科病院長 H28.5～

結城　　 敬 東御市民病院長

三澤　 弘道 国民健康保険依田窪病院長

池田　 正憲 池田クリニック院長

岸　　 秀幸 岸医院長

五十川 光信 全国健康保険協会長野支部企画総務部長 H28.2～H28.12

宮本　 智夫 上田市自治会連合会長

柳原　　 渉 上田市健康推進課長 H28.2～H28.3

石井　 正俊 上田市健康推進課長 H28.5～

吉澤　 健二 東御市健康保健課長

小林　 文江 長和町町民福祉課長 H28.2～H28.3

山浦　 純一 長和町こども・健康推進課長 H28.5～

花見　 陽一 青木村住民福祉課長

中部　 通男 上田地域広域連合事務局長

（任期：平成28年２月10日から２年間）

氏　名
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○諏訪医療圏地域医療構想調整会議（20名） （順不同、敬称略）

役　職 備　考

山田　 雄三 岡谷市医師会長

小松　 郁俊 諏訪市医師会長

小口　 晋平 諏訪郡医師会長（長野県包括医療協議会支部諏訪地区協議会長） 会長

大滝　 祐吉 岡谷下諏訪歯科医師会長

藤森　 和良 諏訪薬剤師会長

佐藤　 文子 長野県看護協会諏訪支部長 H28.2～H28.6

森林　 美恵 長野県看護協会諏訪支部長 H28.8～

大和　 眞史 諏訪赤十字病院長

濱口　　 實 諏訪中央病院長

天野　 直二 岡谷市民病院長

井上　 憲昭 長野県厚生農業協同組合連合会富士見高原医療福祉センター富士見高原病院統括院長

稲村 いづみ 諏訪湖畔病院長

岩間　　 智 諏訪共立病院長

岩崎　 眞明 エプソン健康保険組合常務理事

金田　 照俊 茅野市社会福祉協議会長

宮澤　　 順　 岡谷市健康福祉部長

土田　 雅春 諏訪市健康福祉部長 H28.2～H28.10

関　　 隆雄 諏訪市健康福祉部長 H28.12～

小林　 孝司 茅野市健康福祉部長

増澤　 功生 下諏訪町健康福祉課長

金井　　 誠 富士見町住民福祉課長

宮坂　 道彦 原村保健福祉課長

（任期：平成28年２月２日から２年間）

氏　名
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○上伊那医療圏地域医療構想調整会議（27名） （順不同、敬称略）

役　職 備　考

北原　 敏久 上伊那地域包括医療協議会長 会長

前澤　   毅 上伊那地域包括医療協議会地域医療充足委員長

河野　　 宏 上伊那医師会副会長

春日　   貴 上伊那歯科医師会常務理事

有賀　 直実 上伊那薬剤師会副会長

伊藤　　 徹 伊那中央病院事務部長

新村　 義弘 昭和伊南総合病院事務長 H28.3

市瀬　 憲治 昭和伊南総合病院事務長 H28.5～

今福　 孝枝 町立辰野病院事務長

森腰　 孝之 県立こころの医療センター駒ヶ根事務部長

柴　　 英章 田中病院事務長 H28.5～

中村　 杏子 上伊那郡市保健師連絡協議会副会長

増田　 仁美 長野県看護協会伊那支部副支部長 H28.3～H28.6

北沢 つな子 長野県看護協会伊那支部長 H28.8～

鹿野　 恵美 長野県助産師会上伊那地区長

山崎　 恭子 伊那市医療政策審議会委員

廣野　 裕美 駒ヶ根市保健補導員連合会長 H28.3

野村　 貴子 駒ヶ根市保健補導員連合会長 H28.5～

杉村　 桂子 中川村保健補導員連絡協議会副会長

土村 みどり 栄養士会伊那支部長

五味　 一人 チノン健康保険組合常務理事

城取　　 誠 伊那市保健福祉部長

倉田　 俊之 駒ヶ根市民生部長

守屋　 英彦 辰野町保健福祉課長

百瀬 喜美子 箕輪町健康推進課長

宮下　   寛 飯島町健康福祉課長

藤田　 貞文 南箕輪村健康福祉課長

中平　 仁司 中川村保健福祉課長

福澤　   武 宮田村福祉課長 H28.3

田中　 耕民 宮田村福祉課長 H28.5～

西垣　 明子 伊那保健福祉事務所長（上伊那地域包括医療協議会委員） H28.3～H28.9

松岡　 裕之 伊那保健福祉事務所長（上伊那地域包括医療協議会委員） H28.10～

（任期：平成28年３月７日から２年間）

氏　名
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○飯伊医療圏地域医療構想調整会議（18名） （順不同、敬称略）

役　職 備　考

市瀬　 武彦 飯伊地区包括医療協議会長 会長

古田　 仁志 飯田医師会長

大鹿　 和完 飯田下伊那歯科医師会長

市瀬　 光一 飯田下伊那薬剤師会長 H28.2～H28.6

熊谷　　 均 飯田下伊那薬剤師会長 H28.8～

篠田　　 守 長野県看護協会飯田支部（飯田病院看護部長）

金子　 源吾 飯田市立病院長

原　　 重樹 飯田病院長

牛山　 雅夫 健和会病院長

原　　　 修 輝山会記念病院長

網野　 章由 下伊那赤十字病院長

社浦　 康三 長野県厚生農業協同組合連合会下伊那厚生病院長 H28.2～H28.8

朔　　 哲洋 長野県厚生農業協同組合連合会下伊那厚生病院長 H28.8～

西澤　 良斉 医療法人龍川会西澤病院長

田中　 雅人 県立阿南病院長

瀬口　 達也 瀬口脳神経外科病院長

菅沼　 哲夫 菅沼病院長

有賀　 克明 コーア健康保険組合

森本 サカヱ 飯田市連合婦人会長

松島　 貞治 南信州広域連合環境福祉医療部会長（泰阜村長） H28.2～H28.10

大久保 憲一 南信州広域連合環境福祉医療部会長（根羽村長） H28.10～

（任期：平成28年２月17日から２年間）

氏　名
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○木曽医療圏地域医療構想調整会議（19名） （順不同、敬称略）

役　職 備　考

奥原　　 佐 木曽医師会長 会長

蘆澤　 則文 木曽医師会理事

古谷　 久德 木曽郡歯科医師会長

小林　 泰彦 木曽薬剤師会長

重盛 るり子 長野県看護協会木曽支部長 H28.3～H28.6

小林　 明美 長野県看護協会木曽支部長 H28.10～

井上　　 敦 県立木曽病院長

篠﨑　　 隆 医療法人篠﨑医院理事長

長谷川　 裕 キッセイ健康保険組合常務理事

井口　 利夫 木曽病院・木曽地域の医療を守る会代表

久保田 禎子 木曽保健師会長

羽毛田 盛雄 木曽郡町村社会福祉協議会連絡会長

田上　 正男 上松町長

宮川　 正光 南木曽町長 H28.3～H28.5

向井　 裕明 南木曽町長 H28.5～

原　 久仁男 木曽町長

唐澤　 一寛 木祖村長

瀬戸　　 普 王滝村長

貴舟　　 豊 大桑村長

古幡　 勝彦 木曽広域連合副管理者兼事務局長

楯　　 啓二 木曽広域消防本部消防長 H28.3

湯川　 秀俊 木曽広域消防本部消防長 H28.5～

（任期：平成28年３月３日から２年間）

氏　名
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○松本医療圏地域医療構想調整会議（20名） （順不同、敬称略）

役　職 備　考

杉山　　 敦 松本市医師会長　　　　　　　　 会長　H28.8～

百瀬　 英司 松本市医師会長　　　　　　　　 H28.2～H28.6

髙橋　 千治 安曇野市医師会長　　　　　　　

百瀬　　 篤 塩筑医師会副会長　　　　　　　　　

竹渕　　 哲 松本市歯科医師会長　　　　　　

加藤 祐美子 長野県看護協会松本支部長　　　　 H28.2～H28.6

下村　 陽子 長野県看護協会松本支部長　　　　 H28.8～

加賀美 秀樹 松本薬剤師会長　　　　　　　　

池田　 修一 信州大学医学部長　 H28.2～H28.9

田中　 榮司 信州大学医学部長　 H28.10～

本郷　 一博 信州大学医学部附属病院長　　　　　　　　　　　　

相澤　 孝夫 社会医療法人財団慈泉会相澤病院長　　　

北野　 喜良 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター松本病院長　　　　　　　　

中野　　 武 安曇野赤十字病院長　　　　　　　　　　

高木　 洋行 松本市立病院長

原田　 順和 県立こども病院長　　　　　　　　

中土　 幸男 社会医療法人抱生会丸の内病院長

具志堅　 進 松本協立病院長

上原　　 明 全国健康保険協会長野支部長

小川　 憲一 長野県自動車販売店健康保険組合常務理事

井上 真由巳 松本市健康づくり推進員連合会長

菅谷　　 昭 松本市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中村　 武雄 東筑摩郡村長会長（朝日村長）　　　　　　　　　　　　　　

（任期：平成28年２月１日から２年間）

氏　名
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○大北医療圏地域医療構想調整会議（18名） （順不同、敬称略）

役　職 備　考

小野 壽太郎 大北医師会長 会長

若林　　 透 大北医師会副会長

横澤　 厚信 大北医師会（前大北医師会長）

平林　 昭光 大北歯科医師会副会長

林　 もと子 大北薬剤師会長

市川　 貴代 長野県看護協会大町支部長　 H28.2～H28.6

酒井　 陽子 長野県看護協会大町支部長　 H28.8～

井上　 善博 市立大町総合病院長

西澤　　 理 長野県厚生農業協同組合連合会北アルプス医療センターあづみ病院統括院長

中井　 和男 小谷村国民健康保険小谷村診療所長

西澤　 頼雄 全国健康保健協会長野支部業務部長 H28.2～H28.6

飯高　 良造 全国健康保健協会長野支部業務部長 H28.7～

牛越　　 徹 大町市長

甕　　 聖章 池田町長 H28.5～

平林　 明人 松川村長

下川　 正剛 白馬村長

松本　 久志 小谷村長

二條　 孝夫 北アルプス広域連合議会議長

宮坂　 佳宏 北アルプス広域連合所長

倉科　 孝志 北アルプス広域消防本部消防長

（任期：平成28年２月18日から２年間）

氏　名
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○長野医療圏地域医療構想調整会議（34名） （順不同、敬称略）

役　職 備　考

宮澤　 政彦 長野市医師会長 会長

飯島　 健司 千曲医師会長

下鳥　 正博 須高医師会長

飯島 富士雄 更級医師会長

長崎　 忠悦 上水内医師会長

北川原　 穰 長野市歯科医師会長

谷　　 憲昭 長野市薬剤師会長

小山　 幹子 長野県看護協会長野支部長 H28.2～H28.6

酒井　 京子 長野県看護協会長野支部長 H28.8～

岡本　 講平 独立行政法人国立病院機構東長野病院長

竹前　 紀樹 長野市民病院長 H28.2～H28.3

池田　 宇一 長野市民病院長 H28.5～

吉岡　 二郎 長野赤十字病院長

秋月　　 章 長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院統括院長

木村　　 薫 長野県厚生農業協同組合連合会篠ノ井総合病院長 H28.2～H28.3

小池　 健一 長野県厚生農業協同組合連合会篠ノ井総合病院長 H28.5～

山本　 博昭 長野医療生活協同組合長野中央病院長

寺田　　 克 県立須坂病院長

石川　 自然 長野寿光会上山田病院長

小林　 淳生 小林病院長

大西　 禎彦 医療法人財団大西会千曲中央病院長

宮尾　 陽一 特定医療法人新生病院長

中島　 英夫 ナカジマ外科病院長

小瀬川 和雄 長野県厚生農業協同組合連合会新町病院長

上原　　 明 全国健康保険協会長野支部長

田々井 芳雄 北野建設健康保険組合常務理事

伊藤　 篤志 長野市民生児童委員協議会長

三井　 澄子 長野県食生活改善推進協議会長野支部長

田中　 幸廣 長野市保健福祉部長　

樽井　 寛美 須坂市健康福祉部長

宮島　 葉子 千曲市健康福祉部長 H28.2～H28.3

宮入　 明美 千曲市健康福祉部長 H28.5～

大井　　 裕 坂城町福祉健康課長

八代　 良一 小布施町健康福祉課長　

善哉　 政雄 高山村村民生活課長

高橋　　 徹 信濃町住民福祉課長

吉澤　 文子 飯綱町保健福祉課長　　 H28.2～H28.3

高橋　 明彦 飯綱町保健福祉課長　　 H28.5～

伊藤　 一芳 小川村住民福祉課長

（任期：平成28年２月16日から２年間）

氏　名
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○北信医療圏地域医療構想調整会議（11名） （順不同、敬称略）

役　職 備　考

丸谷　 和洋 中高医師会長 会長

高橋　 智子 飯水医師会長・佐藤病院長

平井　 和夫 飯水歯科医師会長

山﨑　 正衛 中高薬剤師会長

常田　 徳子 長野県看護協会北信支部長 H28.2～H28.6

川口 惠美子 長野県看護協会北信支部長 H28.8～

古川　 賢一 飯山赤十字病院長

洞　　 和彦 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院長

外川　 善夫 全国健康保険協会長野支部企画総務グループ長 H28.2～H28.3

久保敷　 隆 全国健康保険協会長野支部企画総務グループ長 H28.5～

大口 とし子 野沢温泉村民生児童委員

足立　 正則 飯山市長

池田　　 茂 中野市長

（任期：平成28年２月２日から２年間）

氏　名
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お問い合わせ先 

〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下 692-2 

長野県健康福祉部医療推進課 

TEL 026-235-7131  

FAX 026-223-7106 

E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp 
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