
第３章 医療圏と基準病床数





１ 医療圏

第１ 設定の趣旨

全ての県民が住み慣れた地域で安心して生活していくためには、必要な時に適切な医療

サービスを受けられる体制が確保される必要があります。

医療サービスには、県民の日常生活に密接に関わる頻度の高いものから、高度・特殊な

医療まで様々な段階があります。医療サービスを県民に適正かつ効率的に提供していくため

には、医療機能に応じた医療機関の適正な配置を図るとともに、医療機関が機能を分担し

相互に連携していくことが必要です。

本計画では、地理的条件や、交通事情等の社会的条件などを考慮して、限られた医療

資源を有効に活用し、機能の分担と医療連携を推進するうえでの地域単位として、また、身

近で頻度の高い医療の提供の単位として、一次、二次、三次の医療圏をそれぞれ設定し、

包括的な医療サービスを提供するための体制整備を目指します。

なお、医療圏の設定は、医療サービスの提供体制を考慮していく上での地域単位であっ

て、県民の受療行動やサービスの提供者である医療機関の活動等を制約するものではあり

ません。

第２ 医療圏の区分及び設定

１ 医療圏の区分

地理的条件や生活行動圏域等に配慮しながら、機能に応じた医療圏を下記のとおり設

定します。

⑴ 一次医療圏

地域住民の日常的な疾病や外傷等の診断、治療及び疾病の予防、健康管理など、

身近で頻度の高い医療サービスやかかりつけ医によるプライマリケアの推進を図る地域的単

位であり、市町村を単位とします。

⑵ 二次医療圏

高度、特殊な医療サービスを除く、一般の医療需要に対応するとともに、病院及び診

療所の病床整備など、入院医療の確保を図るために設定する地域的単位であり、５つ

の広域行政圏を単位とします。
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⑶ 三次医療圏

一次及び二次の医療体制との連携のもとに、特殊な診断や治療を要する高度で専

門的な医療サービスを提供する地域的単位であり、沖縄県全域を区域として設定しま

す。

表１ 医療圏の区分

表２ 二次医療圏

※人口：平成27年国勢調査

※面積：国土地理院「全国都道府県別面積調」（平成26年10月1日現在）

区分 機能 単位地域

一次医療圏
　県民の健康管理や一般的な疾病への対応など、県民
の日常生活に密着した医療サービスが行われる区域

市町村

二次医療圏
（医療法第30条の４第２項

第12号の区域）

　一体の区域として病院における入院に係る高度、特殊
な医療を除いた一般的な入院や、治療及びリハビリテー
ションに至るまでの包括的な医療サービスが行われる区域

広域行政圏

三次医療圏
（医療法第30条の４第２項

第13号の区域）

　専門性の高い、高度、特殊な医療サービスが行われる
区域

県全域

構想区域名 構成市町村 人口 面積
人口密度
（人/㎢）

北部
名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町
伊江村 伊平屋村 伊是名村 （1市1町7村）

100,316人 705.4㎢ 142.2

中部
宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金
武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村
（3市3町5村）

495,105人 368.1㎢ 1,345.1

南部

那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町
与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村
渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬
町（5市5町6村）

717,170人 388.8㎢ 1,844.7

宮古 宮古島市 多良間村（1市1村） 51,963人 226.2㎢ 229.8

八重山 石垣市 竹富町 与那国町（1市2町） 53,098人 592.6㎢ 89.6

沖縄県 11市11町19村 1,417,652人 2,281.0㎢ 621.5
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２ 医療圏設定の考え方

都道府県は、医療計画の中で、病院及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位と

して区分する医療圏を定めることとされていますが、特に、二次医療圏の設定に当たっては、

厚生労働省の医療計画作成指針において、人口規模が20万人未満であり、かつ、二次医

療圏内の病院の流入入院患者割合が20％未満、流出入院患者の割合が20％以上であ

る場合、設定の見直しについて検討することとされています。

医療圏ごとの入院患者の流出入の状況をみると、この基準に照らした場合、本県の既設

の二次医療圏では北部医療圏と八重山医療圏が設定見直しの検討対象となりますが、次

の理由により、本計画においては見直しは行わないこととし、従来の計画と同様の区分で設

定します。

⑴ 北部医療圏については、沖縄本島の面積の約半分を占めており、面積が広く過疎

地域を多く抱える圏域の特徴を考慮すると、二次医療圏の見直しにより中部圏域と

統合を行うことは、医療の偏在が助長されるおそれがあること。

⑵ 八重山医療圏は八重山諸島の離島で構成する圏域であり、八重山圏域の住民に

対し必要な医療サービスを地域で提供する体制を確保することが重要であることから、

他の圏域との統合は、実態とかけ離れ現実的ではないため。

表３ 入院患者の流出入割合

※地域医療構想策定支援ツール

３ 医療の需給状況の改善

医療計画作成指針では、見直しの対象に該当する二次医療圏の設定を変更しない場

合には、医療の需給状況の改善に向けた具体的な検討を行うこととされています。

見直しの対象に該当した２つの二次医療圏における医療提供体制については、次の改善

策を中心とした取り組みにより、充実、強化を図ります。

⑴北部医療圏

北部及び離島地域緊急医師確保対策基金事業を活用した施策を展開するととも

に、医師の安定的な確保を図り、良質かつ効率的で地域完結型の医療提供体制を

医療圏 流入 流出

北部 8.8% 20.8%

中部 15.5% 16.4%

南部 13.0% 8.1%

宮古 0.0% 19.0%

八重山 0.0% 22.0%
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構築するため、県立北部病院と北部地区医師会病院（同附属病院を含む。）を統合

し、北部圏域に新たな基幹病院を整備するための作業に取り組みます。

⑵八重山医療圏

平成30年度の供用開始に向けて、地域の中核病院である県立八重山病院が新築

移転に取り組んでおり、新病院の完成後は、設備整備等の充実が図られ、医師の確

保や診療体制の強化により、地域医療の充実が見込まれます。
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２ 基準病床

第１ 算定の趣旨

基準病床数は、適正な病床配置を促進し、各地域における医療提供体制の確保と医

療水準の向上を図ることを目的に、医療法第30条の４第２項第14号の規定に基づき定める

ものです。療養病床及び一般病床の基準病床数は、療養病床と一般病床を合わせて二次

医療圏ごとに定め、精神病床、結核病床及び感染症病床の基準病床数は、県全域で定

めます。

本計画で定める基準病床数より既存病床数が上まわる場合は、原則、病院の開設、増

床及び病床種別の変更が制限されるとともに、開設の中止、増床数の削減等の知事の勧

告の対象となります。

１ 基準病床数

本計画における基準病床数は、次のとおりです。

表４ 二次医療圏における療養病床数及び一般病床数

表５ 県全域を対象とする精神病床数、感染症病床数及び結核病床数

※既存病床数は平成30年３月１日現在

参考

一般病床数 療養病床数 Ｂ－Ａ

北　部 621 1,063 567 496 442

中　部 3,512 3,886 2,473 1,413 374

南　部 6,077 6,635 5,023 1,612 558

宮　古 429 599 373 226 170

八重山 392 453 365 88 61

合　計 11,031 12,636 8,801 3,835 1,605

既存病床数
Ｂ

基準病床数
Ａ

二次医療圏

参考

Ｂ－Ａ

精神病床 5,178 5,377 199

感染症病床 26 24 △ 2

結核病床 32 62 30

病床種別
基準病床数

Ａ
既存病床数

Ｂ
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図１　二次医療圏

宮古医療圏

八重山医療圏
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北部医療圏

中部医療圏

南部医療圏
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