
第７次沖縄県医療計画の進捗評価

沖縄県保健医療部医療政策課
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第7次沖縄県医療計画の進捗評価
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１ 趣旨

第７次沖縄県医療計画の着実かつ効果的な推進を図るため、毎年度、医療
計画第8章「計画の進行管理」に定める方針に沿って、施策の進捗評価を行
い、その結果を踏まえより効果的な施策へと見直しを行うなど政策循環の強
化を図る。
２ 評価の実施体制

毎年度、計画の進捗評価を実施し、それらを関係者間で共有し、連携を図
り取り組みの推進につなげていく。

⑴ 毎年度、担当課において計画に定めた指標データを把握し進捗評価を
実施

⑵ 県医療提供体制協議会の部会で意見聴取
がん対策については、令和４年度にがん対策推進計画の中間評価と
あわせて実施予定。

⑶ 地区医療提供体制協議会及び県医療提供体制協議会で意見聴取
⑷ ⑵、⑶での意見を踏まえ、施策をより効果的な施策へと改善
⑸ 評価の結果及びそれらを踏まえた取り組み方針については県ホーム

ページで公表
３ 評価の視点

⑴ 医療計画に定める施策の実施状況
⑵ 実施した施策による目指す姿の達成への効果、貢献度
⑶ 施策評価を踏まえたより効果的な施策への改善策



医療提供体制を協議するための会議体

［既設］ 医療提供体制協議会 → 地域医療構想、医療計画等を協議［既設］ 医療提供体制協議会 → 地域医療構想、医療計画等を協議

脳卒中対策部会脳卒中対策部会 心疾患対策部会心疾患対策部会

糖尿病対策部会糖尿病対策部会

精神疾患対策部会精神疾患対策部会

救急医療部会救急医療部会
小児医療部会小児医療部会

災害医療部会災害医療部会

へき地医療部会へき地医療部会

在宅医療部会在宅医療部会

北部地区医療提供体制協議会

八重山地区医療提供体制協議会

中部地区医療提供体制協議会

宮古地区医療提供体制協議会

南部地区医療提供体制協議会

地区医療提供体制協議会

※ がん対策、周産期医療は既設の会議体を活用

県医療提供体制協議会【平成31年4月～】県医療提供体制協議会【平成31年4月～】

代
表
者
等
の
出
席
を
求
め
、
意
見
等
を
聴
取

部会長等は県医療提供体制協議会に出席し、意見
等を述べることができる

県循環器病対策推進協議会【令和3年2月～】県循環器病対策推進協議会【令和3年2月～】

部会長は県循環器病対策推進協議会の構成員を
兼ねる
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部会構成員一覧
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＊色つけ、太枠の構成員が部会長または議事進行役

1 県医師会 理事 玉城　研太朗
県医師会
（東部クリニック）

理事 比嘉　靖
県医師会
（比嘉ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ）

監事 比嘉　耕一
県医師会
（砂川内科ｸﾘﾆｯｸ）

理事 砂川　博司

2

（一社）沖縄県医
療ソーシャルワー
カー協会

理事 大久保　礼子 那覇市立病院 副院長 豊見山　直樹 琉球大学病院
第三内科
特命教授

岩淵　成志 田仲医院 院長 田仲　秀明

3
（一社）沖縄県がん
患者会連合会

副会長 田仲　康榮 沖縄赤十字病院
脳神経外
科部長

饒波　正博 友愛医療センター 院長 新崎　修 うえず内科ｸﾘﾆｯｸ 院長 上江洌　良尚

4

都道府県がん診療
連携拠点病院（琉
球大学病院）

がんセ
ンター長

増田　昌人 宜野湾記念病院 医師 岩田　剛 沖縄赤十字病院
循環器内
科第一部
長

砂川　長彦 屋宜内科医院 院長 屋宜　宣治

5 那覇市保健所 所長 仲宗根　正 伊佐内科クリニック 院長 伊佐　勝憲 県立中部病院
循環器内
科部長

和氣　稔 翔南病院 院長 仲地　健

6

琉球大学大学院医
学研究科　衛生
学・公衆衛生学講
座

教授 中村　幸志 大浜第一病院 MSW 當銘　由香 大浜第一病院 院長 大城　康一 豊見城中央病院
糖尿病・生
活習慣病ｾﾝ
ﾀｰ長

比嘉　盛丈

7 沖縄県保健医療部
医療技監
兼保健衛
生統括監

糸数　公 那覇市立病院 看護師 高野　理映 琉球大学病院
第二外科
教授

古川　浩二郎 大浜第一病院
糖尿病セン
ター長

髙橋　隆

8 琉球大学病院
第三内科
講師・医
局長

崎間　洋邦 県病院事業局
医療企画
監

中矢代　真美
合同会社　ヘルス
サポートラボ

井上　優子

9

県立南部医療セン
ター・こども医療セ
ンター

脳神経外
科部長

長嶺　知明 琉球大学病院
第三内科
助教

當間　裕一郎
全国健康保険協
会沖縄県支部

保健ｸﾞﾙｰﾌﾟ
長

平良　司

10 琉球大学病院 看護師 阿嘉　直美
国民健康保険団
体連合会

課長
補佐

新里　成美

がん 脳卒中 心疾患 糖尿病



部会構成員一覧
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1 県立精和病院 院長 親富祖　勝己 県医師会 常任理事 田名　毅 沖縄県医師会 常任理事 田名　毅 県医師会 副会長 宮里　達也

2 県精神科病院協会 理事 新垣　元 県立中部病院
救急科部
長

豊里　尚己 沖縄赤十字病院 救急部長 佐々木　秀章
へき地医療支援機
構

専任担当官 崎原　永作

3
県精神保健福祉士
協会

理事 高石　大
沖縄県立南部医療
センター・こども医
療センター

西田　武司 県立中部病院
救急科部
長

豊里　尚己 病院事業局 医療企画監 中矢代　真美

4
日本精神科看護協
会沖縄県支部

支部長 喜納　徳男 浦添総合病院
救命救急
ｾﾝﾀｰ長

米盛　輝武
県立南部医療セン
ター・こども医療セ
ンター

救急科医
長

土屋　洋之 県立宮古病院 副院長 岸本　信三

5
沖縄県精神科診療
所協会

会長 山本　和儀 沖縄赤十字病院 救急部長 佐々木　秀章 浦添総合病院
救命救急
センター
長

米盛　輝武 浦添総合病院
救急救命セ
ンター長

米盛　輝武

6
沖縄県立総合精神
保健福祉センター

所長 宮川　治 琉球大学病院 救急部長 梅村　武寛 もとぶ野毛病院 院長 出口　宝
地域医療支援ｾﾝ
ﾀｰ

副ｾﾝﾀｰ長 川妻　由和

7 琉球大学病院
救急部
副部長

寺田　泰蔵 県立中部病院 産科医師 大畑　尚子 県歯科医師会 副会長 屋嘉　智彦

8 那覇市消防局 救急課長 知念　鉄雄 琉球大学病院
小児科医
師

兼次　拓也
県離島振興協議
会

北大東村長 宮城　光正

9 保健所長会
保健所長
会長

山川　宗貞

10 那覇市消防局 救急課長 知念　鉄雄

精神疾患 救急医療 災害医療 へき地医療



部会構成員一覧
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1 県医師会 会長 安里　哲好 沖縄県小児科医会 会長 浜端　宏英 県医師会 理事 涌波　淳子

2 県産婦人科医会 会長 佐久本　哲郎 沖縄県病院事業局 医療企画監 中矢代　真美
まちなと内科在宅ｸﾘ
ﾆｯｸ

院長 大濱　篤

3 県小児科医会 会長 浜端　宏英 那覇市立病院
小児科総括
科部長

伊波　徹
おもろまちﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝ
ﾀｰ

循環器
内科部長

嘉数　朗

4 県小児保健協会 会長 宮城　雅也
県立南部医療セン
ター・こども医療セン
ター

母子センター
長

福里　吉充 琉大病院地域医療部 講師 武村　克哉

5 県立中部病院 副院長 橋口　幹夫 琉球大学大学院 教授 中西　浩一 県歯科医師会
専務
理事

渡慶次　彰

6
県立南部医療ｾﾝﾀｰ・
こども医療ｾﾝﾀｰ

院長 和氣　亨 沖縄県看護協会 看護師 志茂　ふじみ 県薬剤師会 理事 盛本　直也

7 那覇市立病院 院長 外間　浩 沖縄県薬剤師会 薬剤師 石田　浩 県看護協会 常任理事 與儀　とも子

8 沖縄赤十字病院 院長 大嶺　靖
県介護支援専門員協
会

会長 髙良　清健

9 県立八重山病院 院長 篠崎　裕子
県有料老人ﾎｰﾑ・高
齢者住宅協議会

代表 與那嶺　康

10 琉大大学院 教授 中西　浩一

11 琉大医学部 教授 青木　陽一

12 県助産師会 会長 桑江　喜代子

13 県看護協会 副会長 知念　望

14 県保健所長会
南部保健所
長

宮里　義久

15
NPOこども医療支援
わらびの会

副理事長 真栄城　守信

16 県消防長会 会長 島袋　弘樹

17 那覇市保健所
地域保健課
長

前里　万里子

18 沖縄県保健医療部 部長 大城　玲子

在宅医療周産期医療 小児医療

【沖縄県周産期保健医療協議会】



施策評価サイクル
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2017年度（H29） 2018年度（H30） 2019年度（R1） 2020年度（R２） 2021年度（R３） 2022年度（R４） 2023年度（R５）

医療
計画

そ
の
他
計
画

施
策
評
価
の
サ
イ
ク
ル

2018年度
実施施策

2019年度
実施施策

2020年度
実施施策

2021年度
実施施策

2022年度
実施施策

2023 年度
実施施策

第7次計画策定

進捗評価 進捗評価 進捗評価 進捗評価 進捗評価

2018～2020年度 （H30～R2年度）
（３年間）実施施策

中間評価

2018年度～2023 年度
（６年間）実施施策

最終評価

第７次沖縄県医療計画期間

第８次計画策定

第６期沖縄県高齢

者保健福祉計画

第７期
沖縄県高齢者保健福祉計画（2018～2020年度）

第８期
沖縄県高齢者保健福祉計画（2021～2023年度）

第４期沖縄県障害

福祉計画

第５期
沖縄県障害福祉計画 （2018～2020年度）

第６期
沖縄県障害福祉計画 （2021～2023年度）

中間見直し

進捗評価



第７次沖縄県医療計画策定の考え方

１ 将来目指す姿を目標として設定し、その実現に必要な施策を体系的に整理

２ 各指標の数値を把握し、毎年度、進捗評価を実施

３ 評価結果を踏まえ、効果的な施策へ改善するなど、政策循環を強化

施策・指標体系イメージ図

分野アウトカム中間アウトカム個別施策

死亡率
の減少

発症予防

早期発見

治療成績
の向上

・保健指導
・生活習慣の改善
・高血圧の治療

・特定健診の受診
・早期受診の勧奨

・急性期医療提供体制
の確保

・専門医の養成、確保
・リハビリの充実

目指す姿

指
標

指
標

指
標

指
標

指
標

指
標

指
標
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第７次沖縄県医療計画指標の進捗状況
１ 疾病・事業別指標の進捗状況

全指標241 → 改善123（51%）、横ばい35（15%）、後退64（27%)、捕捉不可15（6%)、未実施4(2%)
２ 指標種類別の進捗状況

将来目指す姿、最終アウトカム指標31 → 改善15(48%)、横ばい0(0%)、後退10(32%)、捕捉不可5(16%)、
未実施1(3%)

9

＊捕捉不可 ３年または５年周期調査のため数値の更新がないもの、統計調査項目の変更や診療報酬改正などにより数値が把握できないもの。

＊未実施 計画に位置づけた取組を実施できなかったもの。

１ 疾病・事業別指標の進捗状況

２ 指標種類別の進捗状況

注：パーセントは四捨五入の関係で合計が100%とならない場合がある

脳卒中 21 7 (33%) 5 (24%) 6 (29%) 3 (14%) 0 (0%)

心筋梗塞等の心血管疾患 18 6 (33%) 3 (17%) 7 (39%) 1 (6%) 1 (6%)

糖尿病 25 15 (60%) 2 (8%) 8 (32%) 0 (0%) 0 (0%)

精神疾患 20 14 (70%) 2 (10%) 4 (20%) 0 (0%) 0 (0%)

小 計 84 42 (50%) 12 (14%) 25 (30%) 4 (5%) 1 (1%)

救急医療 18 7 (39%) 5 (28%) 3 (17%) 2 (11%) 1 (6%)

災害医療 22 8 (36%) 4 (18%) 9 (41%) 1 (5%) 0 (0%)

へき地医療 23 14 (61%) 2 (9%) 7 (30%) 0 (0%) 0 (0%)

周産期医療 47 28 (60%) 8 (17%) 7 (15%) 4 (9%) 0 (0%)

小児医療 16 5 (31%) 2 (13%) 6 (38%) 1 (6%) 2 (13%)

小 計 126 62 (49%) 21 (17%) 32 (25%) 8 (6%) 3 (2%)

在宅 在宅医療 31 19 (61%) 2 (6%) 7 (23%) 3 (10%) 0 (0%)

241 123 (51%) 35 (15%) 64 (27%) 15 (6%) 4 (2%)

事

業

合 計

改善 横ばい 後退 捕捉不可 未実施分 野 指標数

疾

病

最終アウトカム 31 15 (48%) 0 (0%) 10 (32%) 5 (16%) 1 (3%)

中間アウトカム 84 43 (51%) 9 (11%) 25 (30%) 6 (7%) 1 (1%)

個別施策 126 65 (52%) 26 (21%) 29 (23%) 4 (3%) 2 (2%)

合  計 241 123 (51%) 35 (15%) 64 (27%) 15 (6%) 4 (2%)

後退 捕捉不可 未実施
分 野 指標数

改善 横ばい



分野アウトカム（目指す姿）の指標の進捗状況

分野 目指す姿
個別施策

評価

疾

病

脳卒中
⑴ 脳血管疾患の発症数が減少している
⑵ 脳血管疾患の死亡率が低下している
⑶ 脳血管疾患患者が在宅復帰できている

1 0 4 3 13 4 遅れ

心疾患

⑴ 虚血性心疾患患者の発症数が減少している
⑵ 虚血性心疾患患者の死亡率が低下している
⑶ 虚血性心疾患患者が在宅等での生活に復帰できている
⑷ 心不全による死亡数及び再入院患者数が減少している

4 1 5 2 8 3 遅れ

糖尿病 糖尿病の重症化が予防できている
1 1 11 6 13 8

順調

精神
⑴ 精神病床における退院率が上昇している
⑵ 精神病床からの退院後の再入院率が減少している
⑶ 精神病床における入院患者数が減少している

3 1 4 3 13 10 遅れ

小 計
9 3 24 14 47 25

＊評価
分野アウトカムの改善割合 順調：80%以上、概ね順調：60%～80%未満、やや遅れ：40%～60%未満、遅れ：40%未満

＊指標の数は、捕捉不可の数を除く

(0%) (75%) (31%)

(25%) (40%) (38%)

分野
アウトカム

うち
改善

うち
改善

うち
改善

中間
アウトカム

(100%) (55%) (62%)

(33%) (75%) (77%)

(53%)(58%)(33%)
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分野アウトカム（目指す姿）の指標の進捗状況

分野 目指す姿
個別施策

評価

事

業

救急 救命できる傷病者を社会復帰させている 1 1 ５ １ 11 5 順調

災害 災害時に適切な医療を提供できる 1 0 6 1 14 7 遅れ

へき地
住み慣れた地域で暮らし続けるために必要な継続的な医療サポートを
受けることができている

3 3 6 4 14 7 順調

周産期

⑴ 継続的に新生児死亡率、周産期死亡率、妊産婦死亡率の原因を明
らかにし、有効な対策による全国並みの安全性の維持、さらなる
改善を図る

⑵ 周産期医療において人材・施設・設備が持続的に安全に提供でき
る体制が構築されている

⑶ 周産期母子医療センターに入院中から、在宅移行に向けて必要な
医療、福祉、保健への速やかな連携が可能な支援体制が構築され
ている

⑷ 乳児の状態に応じた療育、療養環境が整備されている

6 4 20 13 17 11 概ね順調

小児
⑴ 乳児死亡率、幼児死亡数、小児死亡数の減少
⑵ 在宅医療を受ける小児患者のＱＯＬの向上

2 1 6 2 7 2 やや遅れ

小 計
13 9 43 21 63 32

在宅
住み慣れた自宅や施設等で療養したいと望む患者が在宅医療を受けて
自分らしい生活を送ることができる

4 3 13 8 11 8 概ね順調

合 計 26 15 80 43 121 65

(100%) (67%)

(17%)

(20%)

(50%)

(50%) (33%) (29%)

分野
アウトカム

うち
改善

うち
改善

うち
改善

中間
アウトカム

(69%) (49%) (51%)

(75%) (62%) (73%)

(54%)(54%)(58%)

(100%) (45%)

(0%)

(50%)
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脳卒中対策分野の評価及び今後の取組方針

取組の評価（Do） 指標の進捗評価（Check） 今後の取組方針（Act）

救急搬送時の病院前脳卒中評
価スケールは18消防機関のう
ち、16消防機関で導入されて
おり、導入していない消防機
関に依頼する必要がある。

宮古圏域では、回復期リハビ
リテーション機能が不足して
いるが、県立宮古病院にて一
部病床を回復期病床に転換す
る計画が示されている。

分野（最終）アウトカムの指
標である在宅等生活の場に復
帰出来た患者の割合は基準年
より悪化している。

中間アウトカムのFIM利得数
及びおきなわ津梁ネットワー
ク脳卒中登録件数は改善して
いる。

国立循環器病研究センターと
の協働事業等により、県民へ
の予防及び正しい知識の普及
啓発を実施する。

遠隔での診断補助及び搬送の
実施体制の構築については、
関係者間での協議を継続し、
遠隔診断補助を行うために必
要となる画像伝送ツール等の
検討を行う。

八重山圏域の「おきなわ脳卒
中地域連携パス」の導入につ
いては引き続き協力を依頼し
ていく。

[部会の主な意見]

１ 県民への脳卒中に関する普及啓発については、ラジオを活用するなど公開講座以外の方法
も考えないといけない。

２ t-PAや外科手術、脳血管内手術における遠隔での診断補助について、おきなわ津梁ネット
ワークを急性期の患者の対応で活用出来ないか。

３ 八重山地区での「おきなわ脳卒中地域連携パス」への協力については、データの提供は理
解が得られているので、実行に移していきたい。
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※FIM利得数：日常生活の自立度の
改善度合いを測る指標



心筋梗塞等の心血管疾患分野の評価及び今後の取組方針

取組の評価（Do） 指標の進捗評価（Check） 今後の取組方針（Act）

救急搬送時における12誘導心
電図の伝送の取り組みは、件
数増加すると共に、救急病院
が５施設増加するなど、取り
組みの推進が図られた。
※12誘導心電図では心臓を

12方向から見ることによ
り、モニター心電図では
表示されない不整脈の確
定診断ができる。

心不全管理に関する研修会に
ついては、R２年度から新規
事業を開始し、R3年度中の研
修実施を目指している。

設定した18指標のうち、７指
標(38%)が後退、改善が５指
標（33％）に止まっている。

分野（最終）アウトカムの在
宅等に生活の場に復帰した患
者の割合や心不全患者の死亡
者数は基準年より数値が悪化
した。

心筋梗塞の90分以内冠動脈再
開通率は県全体では改善して
おり、圏域別では南部が
57.5％と最も悪い。

県民に対する急性心筋梗塞の
症状及び対処法に関する普及
啓発に引き続き取り組む。

心不全による再入院率や心筋
梗塞の冠動脈再開通率等の指
標の改善に向けた取組を実施
する。
また、心不全管理に関する研
修会等を実施する（まずは医
師向けに研修を行い、その後
コメディカルへ展開）

DPCからの冠動脈再開通率抽
出について、部会で協議し必
要な取組を検討する。

[部会の主な意見]

１ 特定受診率や冠動脈の再開通率について、医療圏毎のデータがあれば、特定の地域へのプッ
シュ等に繋げられるのではないか。

２ 心不全管理の研修について、医師だけでなくコメディカルも対象にすることを検討して欲し
い。
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糖尿病対策分野の評価及び今後の取組方針

取組の評価（Do） 指標の進捗評価（Check） 今後の取組方針（Act）

特定健診受診率は、市町村国
保で0.1％悪化したが、協会
けんぽで3.3％改善した。
特定保健指導実施率は、市町
村国保で10.8％、協会けんぽ
で12.3％改善した。
日本糖尿病協会認定研修会へ
の参加医療機関数が、42機関
の減少となっている。研修会
が活発な中部地区以外での研
修会を増やす必要がある。

25指標のうち、15指標
(60.0%)で改善しており、概
ね取組が進んでいる。
分野（最終）アウトカムであ
る糖尿病による新規人工透析
患者の発生量は改善している
が、中間アウトカムの血糖値
有所見率、血糖値有所見者の
未受診者、治療中断者割合が
悪化しており、今後、分野ア
ウトカムの悪化が懸念される。

県と国立循環器病研究セン
ターとの協働事業による予防
のための取組を行う。
県医師会の協力のもと、研修
会が活発な中部地区の取組を
他圏域へ広げ、研修会の増加
を図る。

[部会の主な意見]

１ 肥満が改善できないとＨbA1c6.5以上は今後も増えていくと思われるため、沖縄県の国保
は、メタボ対策に集中して取り組んでいく。

２ 健診受診について、どの年代で受診が減って、どの年代で受診が増えたかが分からないと
全体像が理解しにくいので、年代別健診受診率の推移はとても大事な情報だと思う。

３ 沖縄県には、沖縄県日本糖尿病療養指導士会と沖縄県地域糖尿病療養指導士会の２団体が
あるが、この２団体を統合し、沖縄県の糖尿病療養指導士会を作ろうという動きがある。そ
際、宮古・八重山からも役員となり、研修会にも参加してもらうことになっている。
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精神疾患対策分野の評価及び今後の取り組み方針

取り組みの評価（Do） 指標の進捗評価（Check） 今後の取り組み方針（Act）

精神保健福祉センターや保健
所における相談件数について
は、約４倍に増加しており、
かかりつけ医等心の健康対応
力向上件研修や認知症サポー
ター養成研修等の受講者数も
着実に増えている。
アルコール専門医療機関の選
定が複数できているが、治療
拠点の整備が未実施となって
いる。
認知症施策は順調に実施でき
ており概ね目標を達成できる
見通しとなっている。

予防、治療のアクセスの確保
において設定した精神疾患外
来患者数は全ての圏域で増加
したものの、分野アウトカム
の改善に寄与していない。
精神保健福祉センターや保健
所における相談件数増加の背
景には、集計方法の変更や来
所相談のみの統計等があった。
認知症疾患医療センターは平
成26年度から新規の選定がで
きていない。
目標値が達成した指標がある。

認知症患者の増加は今後も見
込まれるため、65歳以上の長
期入院患者数減には、外来患
者数の増加を、受療者数にお
ける外来患者の割合に変更す
る。
行政機関における相談件数に
は、来所のほか、電話やメー
ルも計上し、引き続き人材養
成研修や窓口周知を行う。
八重山圏域における認知症疾
患医療センターの選定に取り
組む。
達成済みの指標は目標値を実
績値に改める。

[部会での主なご意見]
1. 精神障害者の場合、治療中断により悪化や再燃が起こるため退院後の治療継続が必要であ

り、地域定着を図るためには、地域移行（退院促進）だけでなく、医療と福祉の連携が求
められる。

2. 65歳以上の長期入院患者数の削減には、認知症施策だけでなく、医療につながっていない
中高年層の慢性患者への取組も必要ではないか。

3. 発達障害は、児童・思春期精神疾患と重なっているので、成人期とどう分けるか工夫が必
要。成人期の発達障害は治療が困難であり、多くの精神科病院で苦慮している。

4. 達成できた目標は、中間見直しでは少なくとも直近値と同じように目標設定する等見直し
た方がいい。
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救急医療分野の評価及び今後の取組方針

取組の評価（Do） 指標の進捗評価（Check） 今後の取組方針（Act）

個別施策の取組みの
「ドクターヘリ、ド
クターカー運用調整
会議の実施」が未実
施であった。

救急病院を新たに１
病院認定し、県内救
急医療体制の確保に
努めた。

救急病院に対して新
たに運営費支援を実
施し、救急医療体制
の強化を図った。

分野（最終）アウトカムの「一般市
民が目撃した心原性心肺機能停止傷
病者の一ヶ月後の生存率及び社会復
帰率」は改善したものの、全体とし
ては改善は7指標（38.9％）に留
まっており、引き続き取組の改善が
必要。

中間アウトカム「重症度・緊急度に
応じた医療が提供可能な体制の整
備」について、次期計画では「救急
病院数」以外の客観的な指標の設定
について検討する。

確認不可となっていた各種指標につ
いて再設定を行い、施策の進捗状況
の適切な把握に努めた。

メディカルコントロール協議会を
活用し、ドクターカー・ドクター
ヘリの活用も含めた病院前救護体
制について、消防と医療機関の連
携を図る。

救急医療機関に対して、引き続き、
ヘリポートを含めた施設、設備及
び運営支援を行うほか、へき地、
災害医療分野と連携し既存のヘリ
ポート設置病院を活用した救急搬
送体制の整備を図る。

終末期患者への対応について、消
防や高齢者施設、救急病院だけで
なく、慢性期病院との連携の在り
方について検討する。

[部会の主な意見]

1 救急医療機関の適正受診について、こども医療でんわ相談事業（＃8000）を継続するととも
に、救急安心相談センター（＃7119）の導入についても引き続き検討して欲しい。

2 救急病院（特に県立病院）のヘリポート整備だけでなく、すでにヘリポートが整備された医療
機関を活用した救急搬送体制について、へき地・災害医療分野と連携し整備する必要がある。

3 ドクターカー及びドクターヘリの運用について、県MC協議会で設置が検討されている病院前
救護体制専門委員会との連携について今度取り組む必要がある。

4 終末期患者対応について、消防や高齢者施設、救急病院だけでなく、慢性期病院との連携が重
要である。
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災害医療分野の評価及び今後の取組方針

取組の評価（Do） 指標の進捗評価（Check） 今後の取組方針（Act）

災害発生時に、災害拠点病院
の機能を維持するための水確
保のため、２医療機関に対し
て受水槽などの施設整備へ支
援を行った。
医療資器材、簡易テント及び
発電機整備への支援を行い、
災害時医療提供体制の強化を
図った。
災害時の通信手段確保のため、
DMAT指定病院に配備した、
県総合行政情報通信ネット
ワークの可搬型無線機の保守
点検を行った。

22指標のうち、8指標(36%)
で改善し取組が進んでいるも
のの、新型コロナウイルス感
染症の影響で後退した指標も
みられる。
医療機関における業務継続計
画の策定については、災害拠
点病院以外の医療機関では策
定が進んでなかったが、他の
医療機関でも計画の策定が進
んできている。

那覇市地域災害医療本部へ県
の災害医療コーディネーター
を派遣できるよう、人員の増
加を検討する。
災害拠点病院の災害時の診療
機能維持のため、水の備蓄や
自家発電設備への支援を、引
き続き検討する。
患者搬送体制の確保について
は、県内部のみならず、関係
団体と連携し、搬送計画を策
定していく。
沖縄県災害医療本部用の衛星
通信設備の整備を、引き続き
検討する。

[部会の主な意見]
１ 災害発生時に備え、各災害拠点病院が災害時救命医療に必要な医療機器や備品をどの程度

保有しているのか、県は把握する必要がある。
２ 統括DMATが登録されていない宮古、八重山圏域について整備をすすめるほか、平時から

災害医療コーディネーターの連携が図れるよう、任命者の名簿を全コーディネーターに共有
してほしい。

３ 人工透析患者等の県外搬送計画については、県内部のみならず、他県の各自治体、自衛隊、
透析医会などの関係団体と連携を図り、搬送ルート、搬送手段を含めた検討が必要である。

４ 災害時の通信手段は、DMAT指定病院が整備している衛星電話を県も整備すべきである。
５ 災害時小児周産期リエゾンについて、小児と周産期では役割等が異なるため、別々に考え

るべきではないか。
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へき地医療分野の評価及び今後の取組方針

取組の評価（Do） 指標の進捗評価（Check） 今後の取組方針（Act）

個別施策の取り組みは、全て
実施している。

代診医の年間利用日数は、平
成29年度に目標値の720件を
達成した。

分野（最終）アウトカムは、
医科・歯科診療所の利用率が
改善されるなど、三つの指標
で改善が見られた。

中間アウトカム及び個別施策
の巡回診療の指標は、新型コ
ロナウイルス感染症の蔓延防
止のため、渡航自粛や診療控
え等に伴い、「地区数」「回
数」「患者数」、全ての指標
で後退となった。

地域の医療ニーズに応じた巡
回診療を実施できるよう、専
門医の確保並びに離島診療所
及び市町村との連携を図る。

島外で必要な医療を受けられ
るようにするため、通院に係
る経費について市町村の補助
対象の拡充を図る。

へき地医療拠点病院による離
島医療の支援を強化するため、
へき地医療支援機構の業務に
ついて再構築を図る。

[部会の主な意見]

１ 16県立診療所は、今後も医師確保が難しくなることが予想されるため、医師確保の取組の
指標を追加する必要がある。

２ 地域枠学生のへき地医療に対する意欲向上のために、離島での実習を行う等の取り組みを
強化する必要がある。

３ 県立病院に救急搬送用のヘリポートを設置することはできないか。

４ 島外で必要な治療を受けるための通院に係る経費（交通費、宿泊費）の補助対象を増やす
ことはできないか。
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周産期医療分野の評価及び今後の取組方針

取組の評価（Do） 指標の進捗評価（Check） 今後の取組方針（Act）

県や周産期医療機関等により、
周産期医療分野の取組の推進
が図られた。
周産期医療従事者に対する研
修会開催や周産期リエゾン研
修への派遣等をとおして、人
材育成及び資質向上が図られ
た。
在宅療育・療養環境について
は、保健・医療・福祉・教育
等の連携を図り、引き続き体
制整備を図る必要がある。

設定した4７指標のうち、改
善が28指標（59.6％）横ば
いが８指標(17.0%) 、後退
が７指標(14.9％)となってい
る。
周産期医療については、新生
児死亡率や周産期死亡率が改
善し、周産期病床数はNICU
もGCUも増加した。
療育環境及び療養環境の整備
については、周産期医療保健
行動計画に基づき実施する必
要がある。

周産期医療については、人材
の確保・育成や病床の充実等
に努める。
療育環境・療養環境について
は、関係機関と連携しながら
市町村における医療的ケア児
の全数把握を支援し、保健・
医療・福祉・教育の連携構築
に努め、在宅移行支援体制の
整備を図る。

[部会の主な意見]

1. 新生児死亡率と周産期死亡率については、基準年より改善されているが、周産期に携わる医
療従事者の献身的な努力によるところも大きく、今後も維持していくためには、県内に定着
する医師をはじめ、看護師、臨床心理士等コメディカルを含めた人材の確保・育成や、病床
の充足の検証等に取り組んでいく必要がある。また、周産期母子医療センターに勤務する関
連診療科の医師（麻酔科、眼科、小児外科）の確保にも取り組む必要がある。

2. 医療的ケア児については、市町村や関係機関と連携しながら、全数把握し支援できるように
取り組んでいく必要がある。

19



小児医療分野の評価及び今後の取組方針

取組の評価（Do） 指標の進捗評価（Check） 今後の取組方針（Act）

小児科医確保のため、修学資
金貸与、専門研修における医
師養成、医師不足医療機関へ
の医師派遣事業を実施した。
小児救急電話相談事業につい
て、相談時間及び電話回線の
拡充を行った結果、相談件数
が増加した。（毎日４時間→
毎日13時間、土日祝日24時
間。1回線→毎日19時～23時
は２回線）
訪問看護事業所に対して小児
在宅医療の研修を開催した。

中間アウトカム一般小児医療
を支える医療体制の充実と療
養・療育支援が可能な体制の
整備について、それぞれ１指
標ずつ改善となった。
中間アウトカムの小児救急医
療体制の整備に係る指標につ
いては、１指標について改善
が見られなかった他、１指標
については、データ基の調査
から対象項目が除外となり、
指標の確認ができなかった。

医師修学資金等貸与事業、県
立病院専攻医養成事業及び医
師派遣推進事業の周知を強化
する。
かかりつけ医の重要性につい
て県民への普及啓発及び医療
機関への理解促進を図るため
研修を実施する。
子ども救急ハンドブック及び
小児救急電話相談事業に関す
る保護者への啓発を行う。
災害時に、小児に係る保健医
療活動の総合調整を円滑に行
えるよう、災害時小児リエゾ
ンを任命できるよう取り組む。

[部会の主な意見]

１ 小児科標榜診療所（開業医）は高齢化が進んでいるため、地域で療養、療育が必要な小児
を含めた小児医療体制の確保のためには、今後、診療所数を維持する取組が必要である。

２ 小児救急医療相談事業（♯8000）は、夜間、休日の受診を控える効果があり、救急医療機
関の負担軽減に寄与していると考えられるので、引き続き実施してほしい。

３ 小児かかりつけ医の届出については、在宅医療の提供及び対象患者に対し24時間往診可能
な体制の確保等が求められており、対応可能な診療所が少ないと考えられる。

４ 療養・療育など医療的ケアが必要な小児において、管理栄養士の役割も大きいため、部会
の構成員に含めることも検討した方がよいのではないか。

20
20



在宅医療分野の評価及び今後の取組方針

取組の評価（Do） 指標の進捗評価（Check） 今後の取組方針（Act）

県や市町村、関係団体による
多職種の連携体制の構築、在
宅医療研修会の実施により、
在宅医療提供体制の構築が進
んだ。
県、市町村及び医師会による
講演会、ラジオ放送、終活セ
ミナーの開催など、県民への
普及啓発が実施された。

設定した31指標のうち、19
指標（61％）で改善しており、
取組が進んでいる。
全国的にも在宅医療の取組が
進んでいるため、提供量等の
全国平均との差は拡大してい
る。
訪問看護利用者数など一部指
標は後退している。

研修会の開催、普及啓発等が
中心であるが、今後、訪問診
療や往診を増やしていくため
の提供体制の整備に取り組む。

⑴代診の体制構築
⑵病院勤務医等に対する、在

宅医療、訪問看護の役割等
の周知

⑶介護施設等に対する在宅医
療研修・訪問看護の役割等
の周知

[部会の主な意見]

１ 訪問診療や往診の実績値が全国より低い状況であり、新型コロナウイルスの第５波におい
ても訪問診療を行う診療所を募ることが厳しい状況であったため、今後、訪問診療を実施す
る診療所を増やしていく取組が必要である。

２ 訪問看護は、病状悪化の早期発見等、訪問診療を実施するにあたり重要なため、医療保険
だけではなく、介護保険対象の患者数についても把握する必要がある。
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