米山隆一さん

紺野 先ほど県職員の方と名刺
を交換させていただいたんです
が、「医師・看護職員確保対策課」
という部署があるんですね。
米山 青森や岩手にも、似たよ
うな部署があると思いますよ。
紺野 新潟でも、やはりお医者
さんの数が足りない？
米山 そうですね。人口 万人

２００人で、全国で 番目なん

がだいたい２４４人。新潟県は

あたりの医師の数は、全国平均
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かたよ

るのをご存知ですよね。保険医

米山 保険医登録というのがあ

紺野 人口割？

きではないかと思っています。

そろ医師の配分を人口割にすべ

米山 私の持論としては、そろ

はないのでしょうか？

域偏在を解消する方法というの

紺野 そういうお医者さんの地

新潟大だけ。医大の数が人口に

米山 それで、福岡に決まった

戦していく。

州から北海道まで、地方局を転

サーになりたいという人は、九

ですから、どうしてもアナウン

指すんだけれど、やはり狭き門

（笑）
。最初は東京のキー局を目

ウンサー試験と似ていますね

紺野 なんだかテレビ局のアナ

不足の原因の一つだと思います。 ノースダコダに行き、と。

比例してないというのが、医師

としても、別に不幸じゃない。

行き、テキサスでダメだったら

請してダメだったらテキサスに

任してから準備を進め、新たに

米山 昨年 月、私が知事に就

みを始められたとか……。

紺野 新潟県でも新しい取り組

しては、
医師の確保、
医師の働く

るべきことであって、自治体と

だ、それについては国政で決め

国の財政が破綻しかねない。た

うことになります。そうすると

会全体の医療費を増やしてしま

増は質の低下を招くうえに、社

題ではないんです。安易な定員

タが蓄積されているわけです。

県民の健康に関する膨大なデー

を全部やっていかないといけない 。 が数十万人規模の数をカバーし

環境の整備など、やるべきこと

紺野 それを活用しようという

対して、新潟県では、県立病院

所じゃないでしょうか。それに

米山 ひとつの県に、２、３箇

てそんなにはないですよね。

紺野 他の県では、県立病院っ

います。

院で県内ほぼ全域をカバーして

営する基幹病院を合わせた 病

県が開設し、公設民営方式で運

何人しか登録できませんよ、と。 な幅も広がると思いますし、見

紺野 人口何万人のところには

えないものが見えてくるんじゃ

新潟県の特徴ですが、もうひと

米山 医者が少ないというのも

紺野 健康ビッグデータ？

血圧で、この薬を投与したらこ

です。患者さんがこのぐらいの

ッグデータプロジェクト」です。 米山 医療ってデータ産業なん

増やせばいいという、単純な問

米山 医師不足は、医師の数を

なんですが、 の県立病院と、

持せざるを得なかったのが実情

師不足だから県立病院として維

うのも特徴なんです。結局、医

つ、県立病院が非常に多いとい

米山 そうすると、そこであぶ
に」と動くじゃないですか。ア
メリカでは、制度自体はちょっ
性としてはそういうかたちで動

県立病院が多い︒
その特徴を生かして

ないでしょうか。

ていることになります。そこに
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れた人は「じゃあ、他のところ

10

いています。ニューヨークで申

と違いますけれど、全体の方向

ろいろ経験することで、人間的

紺野 そうなんですよ。お医者

いの規模です。でも、医学部は

その三県を足した７、８割くら

いの大きさがあります。人口も

北陸三県を足したのと同じぐら

すからね。富山、石川、福井の

米山 なにしろ新潟県は広いで

いということですね。

紺野 地域によって偏りが大き

況ですね。

半分ぐらいしかいないという状

１１９人ですから、全国平均の

多 い ん で す が、 魚 沼 に な る と

です。新潟市などは医師の数も

43

登録した人だけが保険診療でき

紺野美沙子さん

るんです。その保険医登録の数

健康な
明日の
ために。

新潟県知事
女優

わけですね。

健やかな未来のために、行政がいま取り組まなければならない課題とは。
シリーズ第４回は新潟県の「ビッグデータプロジェクト」
を紹介する。

スタートしたのが「県民健康ビ

第4 回

を人口割りにすればいいんです。 さまも、僻地から中央まで、い

県民健康ビッグデータは、
新潟県の貴重な資源となる。
13

上：電子情報通信学会フォーラムで県民健康ビッグデータの活用について講演する知事
下：県民の健康を支えるうえで、県立病院の存在は大きい（新潟県立中央病院・上越市）
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けでなく、いろいろな可能性を

で見られるようにすれば、自分

削減することができるし、病院

複診療や重複検査、重複投薬を

ちんと統計分析することで、重

大量にあるわけです。それをき

うなったというようなデータが

する。いままでいろいろなとこ

ている健康診断のデータも統合

さらに全国健康保険協会がやっ

て、来年から各市町村の国保が

アップを望むなら、まずは新潟

紺野 研究者としてのキャリア

ありません。それを活用して研

だけの統一的なデータベースは

ものですし、海外を見てもそれ

ベースというのは他県にはない

す。県民 230 万人のデータ

結局データの集積の分析なんで

米山 医療の研究というのは、

と思います。

れからの産業のインフラになる

タを解析できるシステムが、こ

の国保のデータも全部統合する。 究論文をつくることもできます。 米山 そうです。そして、デー

すべて県の管轄になるので、県

で働こうと。

源なんですね。

紺野 まさにデータは貴重な資

らうということも考えられます。

し、薬の治験などに活用しても

業、ヘルスケアビジネスに開放

ースを匿名化したうえで健康産

できるはずです。
あと、
データベ

広げてくれるというわけですね。 の健康管理にも役立てることが

経営の効率化も図れる。それを
けでも可能性を感じました。今

米山 そうなればいいですよね。 紺野 お話をうかがっているだ

だ、これだけの規模でやるとい

さらに、患者さんは自分自身の

うのは、いまだかってないこと

ろで散発的にやっていたデータ

紺野 でも、県立病院ならそれ
で、そういう意味できわめて野

統合を全県下で統一的にやろう

が可能になると。
心的でかつ先進的な事例になり

もっと幅広くやるべきだという

米山 そうです。県立病院と基
うると思っています。

意見は昔からあるんですが、病

幹病院に統一的な電子カルテを
紺野 そのビッグデータベース

日はどうもありがとうございま

導入して、患者さんのデータを
が出来上がれば、医療費削減だ

Misako Konno

した。

統一のデータベースで管理しよ

昭 和 55 年、NHK 連 続テレ
ビ小説『虹を織る』でヒロイ
ンを演じる。その後、女優と
して活躍するかたわら、平成
10 年には国連開発計画親善
大使に任命され、国際協力の
分野でも活躍している。平成
22 年秋から、
「紺野美沙子の
朗読座」を主宰している。

データをすぐ見ることができま

うというものです。それに加え

紺野美沙子

すし、他の人のデータを平均値

昭和 42 年、
新潟県生まれ。東
京大学医学部卒業後、独立
行政法人放射線医学総合研
究所、ハーバード大学附属マ
サチューセッツ総合病院に勤
務。放射線科医として医療の
現場で働く。医学博士と同時
に弁護士の資格を持つ。平
成 28 年、新潟県知事選に出
馬し初当選。知事に就任した。

院ごとに独自でやっているから、 というわけです。これは目新し

米山隆一
データ統合がなかなか進まない。 いアイデアではありません。た

Ryuichi Yoneyama

