
圏域ごとの特徴

人口：101,369人（1市1町7村）
医療施設数：病院10件、診療所6件
10万人対病床数：1582床
圏域の面積が1番広い
医療従事者不足により周産期等にお
いて流出が多い

北部医療圏

中部医療圏

人口：487,719人（3市3町5村）
医療施設数：病院29件、診療所25件
10万人対病床数：880床
人口当たりの病床数が県内で最も少
ない
一般病床の稼働率が高い：90.3％

人口：721,945人（5市5町6村）
医療施設数：病院48件、診療所54件
10万人対病床数：1,027床
医療機関が集積しており、他圏域か
らの患者の流入がある。
一般病床の稼働率が高い：87.3％

南部医療圏

宮古医療圏

人口：53,036人（1市1村）
医療施設数：病院4件、診療所9件
10万人対病床数：1542床
現状と将来推計の比較で病床の差が
大きい
在宅支援診療所が県内で最も多い。
（対人口比）

八重山医療圏

人口：52,518人（1市2町）
医療施設数：病院3件、診療所8件
10万人対病床数：950床
多くの有人離島を抱える
圏域の基幹である県立八重山病院が
建て替えを計画

中南部における
10万人対病床数：９６６床
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地区 北部 中部 南部 宮古 八重山

⑴救急医療

・脳卒中、心筋梗塞、周産期関連疾病及び外傷
　⇒概ね圏域内で完結できている。
　　 将来にわたり維持、継続をめざす。そのためには以下の産科、
脳外科の課題解決が重要。

－ －

○心筋梗塞、外傷（股関節大腿骨近位骨折、頭蓋内損傷）

　概ね対応できており将来にわたり完結できる体制の
維持、継続を目指す。
　心臓外科手術については流出を容認

○心筋梗塞
　基本的に対応出来ている。圏域外への流出は高度な検査・
治療を要する患者であるため、現在の流出数を容認する。

⑵産科
県立北部病院での周産期医療提供体制の構築を目指す。
　⇒2013年度において医療従事者不足により流出していた患者数分
の病床を北部圏域へ戻す。

－ － －
　基本的に対応できている。圏域外への流出は八重山病院で
対応できないケース（25週未満、大量出血のおそれ等）のみ
であるため、現在の流出数を容認する。

⑶脳卒中
2025年時点で県立北部病院において医療需要に対応した医療提供
体制の構築を目指す。

－ －
概ね対応できており、将来にわたり完結できる体制の
維持、継続を目指す

八重山病院に脳外科医が不在のための流出。医師を確保し
全て自己完結できる体制を目指す。

⑷がん － －

⑸回復期
他圏域へ流出が生じているが、医療機関に対する患者の評価、家族
の居住地等の関係、急性期の治療を他圏域で受けたことに伴った流
出のため現状の流出数を容認する。

－ －
流出している全てについて自己完結を目指す。
(リハビリテーション、地域包括ケア病棟機能）

－

⑹慢性期
他圏域へ流出が生じているが、医療機関に対する患者の評価、家族
の居住地等の関係、急性期の治療を他圏域で受けたことに伴った流
出のため現状の流出数を容認する。

－ －
流出している全てについて自己完結を目指す。

(長期療養機能）
－

①医療需要に対応した回復期病床の整備、質の向上

②病病、病診、介護施設との連携における課題の把握

③特定の病院に人材・設備等を集中させ効率化を図る。

　

①NICU（新生児集中治療管理室）の整備 ①病床機能転換に対する支援（回復期）

②助産師外来の整備 ②病床機能の整備に関する支援（緩和ケア病棟等）

○急性期病院の再編・統合に向けた検討の再開

・北部圏域の医療提供体制を確立するためには、医師数の増員と
　安定的確保が必要であり、そのためには病院統合により病床規模
　を拡大し医療機能を高めた基幹的な病院が求められる。
・地域医療構想で目指す医療提供体制の実現に向け、平成26年度
　に出された「北部地域における医療提供体制の確保に関する研究
　会報告書」に基づき、県立北部病院、北部地区医師会病院及び北
　部地区医師会附属病院の再編・統合の検討を早急に開始すべき
　である。

①医療法に基づく方法で病床数を推計すべきである。
②救急医療を持続可能な体制で充実させる必要がある。
　・急性期（高度急性期含む）病床を増やす
　・救急医療に関わる医療スタッフの確保。小児救急電話相談の時間延長
③周産期医療・新生児医療を持続可能な体制で充実させる必要がある。
　・総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰ（県立中部病院）の施設・人材を充実させる
　・病床を増やす。医療スタッフの確保
④発達障害に関する診療を行う医療機関の確保、専門性の向上
⑤いわゆる後方ベッド（回復期・慢性期）を増やす
⑥慢性期医療
　・今後の在宅医療の進展を見ながら検討していく必要
　・慢性期病棟の減少は適切でない。
　・急性期を経て助かった患者の居場所として慢性期病床の増床が必要
　・病床機能選択の自由度を高めその見直しも可能としその際の助成継続
　・沖縄病院（神経難病）と琉球病院（重症心身障害）は広域的なもので
　　 あるので増床を認めて欲しい。
⑦人材育成（特に離島医療従事者）
　・効果的な臨床研修には一定以上の症例数が必要
　・臨床研修病院・研修プログラムの充実が必要
　・指導力のある指導医が必要
　・臨床研修後の県内定着にはポジションと待遇改善が必要
　・看護職の育成と確保対策

○病床推計にあたっては、国稼働率で設定し、そこを最大値として幅を持
たせた記載とする。
【意見要約】
○病床機能の分化・連携推進
　・回復期の病床を単に増やすのではなく質を高める必要がある。
　・病床を増やすにはそこに投入される医療者の人材育成が重要。
○慢性期の地域移行に関すること
　・療養病床の削減には受け皿の整備、在宅医療、地域包括ケアシステ
　　ムの整備が必要。
　・慢性期病床の増床充実を図り、重度寝たきり患者の急性増悪の多く
　　をそこで診られるようにする。
　・在宅医を増やすには在宅支援診療所、在宅支援病院等の指定基準
　　の緩和、診療報酬等の問題解決が必要。
　・長期の在宅生活において廃用症候群が進行した患者の入院に追わ
　　れ救急病院は疲弊している。
○その他
　・本県の国保税負担率は全国平均より高く、国保の被保険者にこれ
　　以上の税負担を求めることは困難。
　　今般の病床見直しにあたっては、特に今後の高齢者医療のあり方
　　についても並行した整理が必要。
　・地域医療構想は地域包括ケアシステムの構築は両輪の関係なので
　　県庁内で連携していただきたい
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各地区地域医療構想検討会議の意見　一覧表

④急性期から回復期、慢性期、在宅への患者の流れを把握し必要病床を
　 推計する必要がある

構
想
全
般
に
対
す
る
意
見

①高齢者の医療依存度が高い状況もあるため、医療の利用について、医
療関係者への教育及び県民への普及啓発

地
域
医
療
構
想
実
現
に
向
け
た
具
体
的
取
組

ⅴ県民へ
の普及啓
発、情報
提供

ⅳ人材確
保・育成

①在宅医療及び地域包括ケアシステムの構築に関する市町村と
　 北部地区医師会の情報交換の場の設定

ⅰ 病床機
能の分
化、連携
を推進す
ること

ⅲ適切な
地域完結
型医療

-

－ －

手術療法 放射線療法 化学療法

北部医療圏で自己
完結すべき機能

大腸、肺、乳房、胃、前
立腺、肝及び肝内胆
管、子宮、皮膚

－

大腸、肺、乳房、胃、前
立腺、肝及び肝内胆
管、子宮、皮膚、膵臓、
胆嚢及び胆管、血液

沖縄県内で集約化
を促進させるべき
機能

上記以外の全てのがん 全てのがん 上記以外の全てのがん

手術療法 化学療法

宮古医療圏で自己
完結することが望
ましい機能

大腸、肺、乳房、胃、前
立腺

大腸、肺、乳房、胃、前立
腺、肝、子宮、膵臓、皮膚

圏域を越えて提供
されることが認めら
れる機能

上記以外の全てのがん 上記以外の全てのがん

【北部医療圏の取組】

①臨床研修事業、医師派遣、定着促進

②北部地域の安全・安心な定住条件整備事業

③退院支援に係る医療機関と介護サービスとの連携・調整を担う

人材の確保

【全県的な取組】

①県内各臨床研修システムの連携・充実による医師の確保と

定着の促進（県立病院群、RyuMIC及び群星沖縄）

②医師確保に係る全病院・診療所の情報共有体制の構築

③修学資金支援による人材確保（特に薬剤師）

①医師のポジション（定数）確保

②臨床研修の充実

③パラメディカルスタッフの確保・育成

・圏域内看護学校の定数増と助成

・ワークライフバランスを重視した労働環境整備

・臨床工学士養成校、理学療法士、作業療法士、聴覚訓練士、介護

福祉士養成校への助成

・既存校を利用したリフレッシュ研修（休職者、産休・育休後の者、休

業者の掘り起こし）

・既存校を利用したスキルアップ（特定介護士養成等）

・ﾊﾟﾗﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌの研修（実習）を主に引き受ける医療機関設立

①県立看護学校の設置や既存看護学校の定員を県の助成で増やす。

②在宅医療の強化、生活習慣病予防、外来看護の質の向上と専門外

来の設置

③365日24時間対応の機能強化型訪問看護ステーションの設置

④医療・介護連携のための在宅看護センター（仮称）の設置、コーディ

ネーターを配置しての相談、支援

⑤高度な看護実践能力のある認定看護師、専門看護師、特定行為研

修等の実施

⑥医療機関と訪問看護ステーションの交流研修の実施

①管内急性期病院（県立北部病院、北部地区医師会病院及び北部

地区医師会附属病院）の連携強化

②県立北部病院、北部地区医師会病院及び北部地区医師会病院

附属病院の再編・統合に向けた検討の再開

③地域包括ケア病棟の整備

④重症心身障害児施設におけるNICU後方支援ベッド設置の検討

a)救急医療

①まずは病床を増やす

②救急病院と回復期病床・慢性期病床を有する病院間連絡会議

③小児救急電話相談の相談時間の拡大

b)周産期医療・新生児体制

①総合周産期母子医療センター（県立中部病院）の施設、人材の充実

c)急性期・回復期ベッドの確保：病院増設？病床転換？新病院？

①2016年度から段階的に早急に増床を行う。

①医療関係者と地域包括ケアシステム関係者による会議体の設置

②地域医療構想と地域包括ケアシステム構築のロードマップ等による

市町村への説明

③急性期医療、在宅医療、介護が一体となった循環型・連携型システム

の構築

④地域包括ケアシステムに関わる管理栄養士リーダー育成

①医療機関等連絡会議の設置

②おきなわ津梁ネットワークの活用

③地域連携クリティカルパスの活用

④がん診療連携支援病院としての取組

①地域の医療・介護の資源の把握

②在宅医療・介護連携のための事業者への相談支援

（コーディネーター配置等による相談窓口の設置）、

多職種研修会の開催

③市村を中心とした地域包括ケアシステムの構築

①専門医師、看護師、薬剤師等の安定的な人材確保

の取組

②研修医や若手医師等を対象とした各種講義や研修

③医師への離島医療のＰＲ

①市民、村民向け医療講座等の開催

②ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等による情報発信（各医療機関による

発信の充実、病床機能報告の公表）

①他圏域へ流出している病床数について、地域完結

で治療できる疾病・疾患や回復期機能の病床は宮

古医療圏に戻すことを要望する。

②国立療養所宮古南静園の病床については地域医

療構想の対象外として取り扱うこと。

③季節の変わり目や感染症の流行等により病床稼

働率の変動がある一方で、他圏域との連携に制

約のある離島医療の特殊事情に鑑み、病床の取

り扱いについて配慮願いたい。

④必要病床数に向けての既存病床数の削減につい

て、2025年以降の必要病床数等の勘案や圏域内

の在宅等の充実度に合わせる形で検討していき、

急激な対応には慎重に検討願いたい。

手術療法 放射線療法 化学療法

八重山医療圏
で自己完結を
目指すがん

大腸、乳房、胃、前
立腺、子宮、皮膚

－

大腸、乳房、胃、前立腺、
子宮、皮膚、肺、肝及び
肝内胆管、膵臓、胆嚢及
び胆管

圏域を越えて提
供されることが
認められる機能

上記以外の全て 全てのがん 上記以外の全てのがん

①地域包括ケア病棟の整備

②地域医療の連携会議

③病診連携の推進

①慢性期から在宅の移行のための受け皿整備

②ケアマネージャーと訪問看護ステーションの連携強化

③訪問看護の人材育成

①在宅における看取りに関する情報提供

②住民への周知（八重山病院で対応可能な医療について）

①八重山圏域出身の医療関係者の育成

②琉球大学医学部離島地域枠の活用促進

③医師派遣制度の活用促進

④助産師の人材育成、人事交流

①八重山病院については今後、新病院ができるため、新病

院移行後の状況を踏まえ、構想の見直しを行って欲しい。

②助産師について、経験年数も踏まえた人事配置を考える

必要がある。

①慢性期医療病床は在宅医療の進み具合によって大きな影響を受ける

ため今後の在宅医療の進展具合を見ながら検討していく必要がある。

②地域包括ケアシステム整備の主体である福祉部門への働きかけ、協

議・調整の場の確保

③医師会内に連絡センターを設ける。

①急性期病院入院時に退院後の医療・介護に係る情報提供の義務付け

②適切な医療機関の利用について啓蒙する

③高齢者医療のあり方について県民を含め各界で議論を進める

④終末期医療や緩和ケアについて県民、行政、医療機関で議論を進める



北部地区地域医療構想検討会議
における検討結果、意見



北部地区地域医療構想検討会議及び北部地区保健医療計画協議会における調

整結果（報告）

１ 圏域内で対応する疾病について

(1) 高度急性期及び急性期

ア 救急医療（脳卒中、心筋梗塞、周産期関連疾病及び外傷）について

救急医療については、現在おおむね圏域内完結できており、将来に渡り維持・継続を目指す。

なお、圏域内完結できる体制の維持・継続にあたっては、特に下記(ｱ)及び(ｲ)の課題の解決が重要

である。

(ｱ) 産科

2025年時点で、県立北部病院において医療需要に対応した周産期医療提供体制の構築を目指す。

また、2013年度において、医療従事者の不足により、他圏域への流出が生じていた患者数分の病

床については、2025年の必要病床として北部圏域内に戻す。

(ｲ) 脳外科

2025年時点で、県立北部病院において医療需要に対応した医療提供体制の構築を目指す。

イ がん医療について

北部医療圏で自己完結すべき機能及び沖縄県内で集約化させるべき機能については、下表のとお

りである。

※手術療法について

・前立腺がん・皮膚がん

前立腺がんは、高齢化に伴い増加が見込まれることから、通院の負担の少ない圏域内での

治療が望まれる。皮膚がんは、医師確保が課題である。

・子宮がん

基本的に北部圏域での自己完結を目指すが、婦人科医療よりも産科医療の体制整備を優先課題

北部医療圏圏域名

手術療法 放射線療法 化学療法

北部医療圏で自

己完結すべき機

能

大腸、肺、乳房、胃、前

立腺、肝及び肝内胆管、

子宮、皮膚

大腸、肺、乳房、胃、前立腺、

肝及び肝内胆管、子宮、皮膚、

膵臓、胆嚢及び胆管、血液

沖縄県内で集約

化を促進させる

べき機能

上記以外の全てのがん 上記以外の全てのがん全てのがん



とする。

・肝がん・肝及び肝内胆管がん

沖縄県基本方針では、集約化を促進させるべき機能として整理されているが、患者が多く、現

在も手術を行っていることから、上表のとおり整理している。

※放射線療法について

機器の導入及び維持に係る高額な費用負担が課題である。

(2) 回復期

回復期機能の19.3％について、他圏域への流出が生じている。県の基本方針では、「基本的に圏域

で自己完結させる」こととなっているが、他圏域に流出している理由が、医療機関に対する利用者側

の評価や、家族の居住地等の関係のほか、急性期の治療を他圏域で受けたため、回復期も同圏域で治

療を継続する場合が多く見られる。これらの事情も考慮し、現状の他圏域への患者の流出数を容認す

る。

(3) 慢性期

ア 慢性期機能の16.1％について他圏域への流出が生じている。他圏域に流出している理由が、医療

機関に対する利用者側の評価や、家族の居住地等の関係のほか、急性期の治療を他圏域で受けたた

め、慢性期も同圏域で治療を継続する場合が多く見られる。これらの事情も考慮し、現状の他圏域

への患者の流出数を容認（医療機関所在地ベース）とする。

イ 国立療養所沖縄愛楽園の病床については、保健医療政策課と調整し、地域医療構想における

機能別の目標病床数の検討対象外として整理した上で、慢性期機能の必要病床数を検討した。

2 機能別の目標病床数を実現していくために具体的に実施する取組み

(1) 急性期病院の再編・統合に向けた検討の再開について

ア 北部圏域の医療体制を確立するためには、まず高度急性期、急性期医療（以下、急性期とする）

を充実させることが北部地域の住民の定住条件を確保するため最優先課題である。また、回復期、

慢性期の医療体制を構築する上でも、急性期医療の充実は必要不可欠である。

イ 2013年度の北部圏域の急性期医療の分析結果では、まず救急医療は産婦人科を除き圏域内完

結できているとされている。しかし、医療現場には過重な負担がかかっており、脳外科等の少な

い医師で対応している診療科ではとくに過重な負担がかかっており、医療従事者は疲弊している。

ウ また、がん医療では、疾患によっては手術療法等で他圏域に流出しているものがあるが、高齢

化に伴うがん患者の増加、がん医療の均てん化の観点から主要ながん治療は圏域内での治療の完

結を望まれる。



エ 救急医療、がん医療、周産期医療等の体制の整備には医師数の増員と安定的な医師確保が必要

である。そのためには、病院の統合により病床規模を拡大し医療機能を高めた基幹的な病院が求

められる。

オ 地域医療構想で目指す医療提供体制の実現に向け、平成26年度に出された「北部地域におけ

る医療提供体制の確保に関する研究会報告書」に基づき、県立北部病院、北部地区医師会病院お

よび再編・統合の検討を早急に開始すべきである。

(2) 地域医療構想の目的を達成するための必要な基本事項について

Ⅰ 病床の機能の分化、連携を推進すること

現状と課題

●脳外科について、2025年時点で、県立北部病院において医療需要に対応した医療提供体制の構

築が必要となる。

●増大する回復期の医療需要に対応するため、必要な回復期病床の確保を進める必要がある。

●回復期の必要病床数の検討において、回復期機能同士による圏域間流出入の比較だけでは不十分

であり、同じ圏域の「急性期機能」（回復期へ患者を紹介する）、慢性期及び在宅医療の両方の病

床機能の影響についても検討することが必要である。

●今後の回復期機能の病床の確保には、北部地区医師会病院、県立北部病院の急性期機能病床から

の転換による方策と慢性期機能の病院で軽症の急性疾患へ対応する慢性期からの転換による方策

が考えられる。

●県内各周産期センターと重症心身障害児施設との連携体制の構築に取り組む必要がある。

課題を踏まえた実現のための取組

○管内急性期病院（県立北部病院、北部地区医師会病院及び北部地区医師会附属病院）の連携強化

○県立北部病院、北部地区医師会病院及び北部地区医師会附属病院の再編・統合に向けた検討の再

開

○地域包括ケア病棟の整備(県立北部病院、北部地区医師会病院)

○重症心身障害児施設におけるNICUの後方支援ベッド設置の検討(詳細は別紙１参照）

Ⅱ 慢性期の地域移行を支える体制を構築すること

現状と課題

●増大する在宅の医療需要に対応するため、体制整備に取り組む必要がある。

●地域包括ケアシステムの実現に向けた在宅医療と介護の連携体制の構築に取り組む必要がある。



課題を踏まえた実現のための取組

○在宅医療及び地域包括ケアシステムの構築に関する市町村と北部地区医師会の情報交換の場の設

定

Ⅲ 適切な地域完結型医療を目指すこと

現状と課題

●周産期医療について、2025年時点で、県立北部病院において医療需要に対応した医療提供体制

の構築を目指す。

●救急医療はおおむね圏域内完結できているが、現在の医療提供体制について、将来に渡り維持・

継続を図るための人材確保、体制整備を行うことが重要である。

●県立北部病院における産婦人科医及び産科診療所の後継者を確保に取り組む必要がある。

課題を踏まえた実現のための取組

○NICU（新生児集中治療管理室）の整備（県立北部病院）

○助産師外来の整備（県立北部病院）

Ⅳ Ⅰ～Ⅲの達成に必要な人材確保・育成を行うこと

現状と課題

●医師・看護師・助産師・薬剤師等の医療従事者の安定的な確保に取り組む必要がある。

●地域包括ケアシステムの構築を進めるため、医療と介護の連携・調整を担う人材の確保に取り組

む必要がある。

課題を踏まえた実現のための取組

【北部医療圏の取組み】

○臨床研修事業、医師派遣、定着促進（北部地域及び離島緊急医師確保基金事業）

○北部地域の安全・安心な定住条件整備事業（北部広域市町村圏事務組合）

○退院支援に係る医療機関と介護サービスとの連携・調整を担う人材の確保

【全県の取組み】

○県内各臨床研修システムの連携・充実による医師の確保と定着の促進（県立病院群、RyuMIC及

び群星沖縄）

○医師確保に係る全病院・診療所の情報共有体制の構築

○修学資金支援による人材確保（特に薬剤師）



 

                                     別紙１ 

 

総合・地域周産期センターと重症心身障害児施設の連携 

－地域医療構想「地域医療構想の実現、効率的で質の高い医療提供体制の構築」の施策の

提案－   

  

沖縄県周産期保健医療体制整備計画（平成 23 年 3 月）では下記のように記載されている。 

「県全体として約 20 人の長期入院児がおり、そのうち 7 から 8 割が人工呼吸器管理を行

なっている。一部は超重症児で後方施設への転院が難しい児もいるが、15 床程度の後方支

援施設の定員の増設が求められている。」（下線部は、北部保健所挿入） 

 現状においても、NICU の長期入院児の状況は変わらず（ただし、最近の状況調査必要）、

周産期センターの医療機能を十分に発揮させるための対策が必要である。 

 

 地域医療構想への反映（案） 

地域医療構想の目的を達成するための必要な基本事項のⅠ病床の機能の分化・連携を推進

すること、Ⅱ慢性期の地域移行を支える体制の構築すること の施策体系の一つとして提

案したい。県周産期保健医療計画において協議し、次期の周産期保健医療体制整備計画に

も反映していただきたい。 

 

「Ⅰ 病床の機能の分化、連携を推進すること」の施策：重症心身障害児施設の新たな病

床の整備 

重症心身障害児施設では、後方支援施設の機能として、 

① 急性期治療経過後の療育を行う機能（ポストアキュート） 

② 在宅復帰支援を行う機能 

を有する。 

なお、②の機能は、一旦、重症心身障害児施設に入院し、退院後のかかりつけ医を NICU

で治療を受けた周産期センターとする場合は、周産期センターへ逆紹介し、その後の退院

調整・在宅復帰支援の機能も含む。 

 

（検討事項） 

病床の増床が認められる場合、1 カ所の施設に増床分(仮に 15 床)を割り当てる集約型、

３つの圏域に 5 床ずつ割り当てる分散型が考えられる。利用者の利便性、療育施設の医療

スタッフの配置の関連等から、メリット、デメリットを検討して、いずれの方法が適切か

検討する必要がある。 

また、NICU の後方支援と小児一般病棟の長期入院の後方支援は、それぞれ分けて病床整



 

備の検討が必要である。 

 

「Ⅱ 慢性期の地域移行を支える体制を構築すること」の施策：周産期センターと重症心

身障害児施設の協議の場の設置  

後方支援病床の設置を、上記のいずれのタイプを選択する場合でも、併せて周産期セン

ター及び療育施設の各機関の患者情報の共有並びに病床の調整等を行なう協議の場等の仕

組みを検討する必要である。 

在宅医療体制では、短期入所、レスパイト入院との他の制度によるサービスと統合でき

る仕組みとするための調整も必要である。 

※北部では、自立支援協議会の療育部会の中の分科会で扱っているが、圏域を超えて退院

支援を行うため、ここでいう協議の場は圏域毎ではなく、県全体で１つ設置する必要があ

る。 

 



中部地区地域医療構想検討会議
における検討結果、意見
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地域医療構想中部圏域検討会議の議論の概要 
I. 検討方法 
A. 中部地区保健医療協議会内に急性期部会と慢性期部会を設置して議論 
B. 協議会2回、説明会を含む部会5回を開催 
C. 中部地区の全医療機関に会議参加の案内を送付 
1. 中部地区医師会所属会員施設には中部地区医師会を通して 
2. 中部地区医師会未所属医療機関には保健所から直接連絡 

II. 議論の前提 
A. 住民の医療機関アクセスの自由は現行通り 
B. 医療圏の変更はない 
C. 医療機関所在地ベースで検討 
D. 公的医療機関（県立病院、沖縄病院、琉球病院）の機能に大きな変化はない 

III. 中部医療圏域の現状と将来予測 
A. 2025年1日入院患者数予測（2010年に比べて）によれば、64歳未満の医療需要は
ほぼ現状通りで、それに65歳以上の需要が加わり、全体として約30％増加する 
1. 総数　　：4,053→5,276（+1,223、約30％増） 
2. 15歳未満：  157→   132（     - 25） 
3. 15 -64歳：1,402→1,395（       - 7） 
4. 65歳以上：2,494→3,749（+1,255、約50％増） 

B. 大幅な入院増加が予測される疾患 
1. 循環器系疾患：脳梗塞、心不全 
2. 悪性新生物：肺、胃、大腸 
3. 損傷 
4. 呼吸系疾患 
5. 65歳以上の救急入院試算 
a) 16.4人/毎日（2011）→ 24.1人/毎日（2025） 
b) 492～508人/毎月（2011）→723人～747人/月（2025） 

C. 人口10万対病床数が少なく、病床利用率は全国一高い 
1. 人口10万対一般病床数557は県内で最も少なく、県平均の81％、南部の79％ 
2. 二次医療圏別一般病床利用率は全国一高く90％を超える 
3. 一般病床の平均在院日数は15.4で全国平均より1.4日短い 

D. 医師数と看護師数 
1. 人口10万対病院医師数は144で、全国平均158及び沖縄県平均179より短く、南
部の66％である 

2. 人口10万対看護師数861は全国平均並みだが、中部圏域は本島では最も少ない 
3. 看護職の約30％は2年内に離職している 
4. 看護職の退職理由として「労働条件が合わない」が最も多い 
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5. 県内看護職員養成所卒業後約70％は県内で就労しているが、県外就職数が増え
る傾向にある 

E. 現状では救急医療の受入体制が不十分 
1. 救急病院病床数 /10万人が少ない 
2. 救急病院の病床稼働率100％超えもある 
3. 南部からの救急入院が差引年間800-900件 
4. ハートライフ病院の約40％のみが中部対象 
5. 災害時医療への影響も想定される 
6. 西海岸側に救急対応病院があるとよい 
a) 中部地区南西海岸側に病院建設を構想中 
b) 救急医療は研修医なしでは無理ではないか？ 

F. 周産期医療・新生児体制が不十分 
1. 総合周産期母子医療センターである県立中部病院は圏域をこえて全県的に医療
を提供 

2. 県周産期保健医療体制整備計画が進んでいない 
3. 産科病床はこの数年間110％前後の稼働率、2014年の平均在院日数5.7日 
4. 中部以外の圏域へ医師の派遣・応援もある 
5. 政策的医療として強化する必要がある 

G. 発達障害（自閉スペクトラム症、ADHD等）に関する診療が可能な医療機関が少な
い 

H. 後方ベッド（回復、慢性）が少ない 
I. 救急以外の圏域流出入は患者自身の選択なので強制的には変えられないので追認 
1. がん 
2. 糖尿病　等 

J. 離島僻地・他圏域の医療への応援の現状 
1. 中部病院が圏域内離島診療所を支援 
2. 中部病院から圏域外（北部・宮古・八重山圏域の病院、診療所）へ派遣・応援 
3. 徳洲会病院間の応援 

K. 人材確保と育成の現状 
1. 沖縄県は人口10万人対臨床研修医数が全国1多い 
2. 沖縄県は人口10万人対臨床研修医療機関も多い 
3. 県立中部病院の臨床研修の貢献が大きい 

L. 慢性期医療の現状と課題 
1. 慢性期の病棟は常時92％超えで稼働 
2. 医療区分2、3以上の医療依存度の高い患者を受け入れている→在宅移行が困難 
3. 疾患が多岐にわたるケースは包括医療としての慢性期病棟での対応は経営上困
難 

4. 対応困難ケースの例；認知症＋内科疾患、自殺企図、末期がん、寝たきりの小
児等 

5. 急性期病棟と慢性期病棟は車の両輪である 
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6. 現在の報酬では介護職員の待遇改善が困難で職員確保が難しい 
M. 沖縄病院の神経内科病棟について 
1. 県内唯一の難病医療拠点病院 
a) 初診患者医療圏ごと内訳（’15年7-9月） 
(1) 南部21 >> 中部3 > 北部1、宮古1 

2. 平均入院患者数；約112人 / 日 
3. 約500退院、平均80日弱在院（’15年） 
4. 初診から入院まで平均31日 (’15年7-9月) 
5. 病棟建て替えが2017年8月完成予定 
a) 慢性期（神経難病）120→145床（＋25） 
b) 急性期（癌、緩和）150→125床（ー25） 

N. 琉球病院の重心病棟増床計画について 
1. 重心＝重度心身障害者 
a) 現在は一般病床80床で対応 
b) 入院希望待機者7名（’15年11月時点） 
c) 2017年10月に10床増の工事竣工予定 

2. 増床計画の経緯 
a) 2014年11月～　沖縄県と調整スタート 
b) ’15年7月国立病院機構本部へ増床協議書提出、12月に協議書を厚労省へ提
出 

c) ’15年12月時点で厚労省で審議中 
d) ○年□月　厚労省から県へ当該事務委託予定 

IV. 中部圏域の意見 
A. 医療法に基づく方法で病床数を推計すべきである 
B. 救急医療を持続可能な体制で充実させる必要がある 
1. 急性期（高度急性期含む）病床を増やす必要がある 
2. 救急医療に関わる医療スタッフを確保する必要がある 
3. 小児救急電話相談（#8000）の相談時間が19時から23時までと短いので、時間
を延ばした方がよい 

C. 周産期医療・新生児医療を持続可能な体制で充実させる必要がある 
1. 総合周産期母子医療センターとして位置付けられている県立中部病院が、医療
需要に対応できるよう施設・人材を充実させる必要がある 

2. 病床を増やす必要がある 
3. 医療スタッフを確保する必要がある 

D. 発達障害（自閉スペクトラム症、ADHD等）に関する診療が可能な医療機関を確保
し、その専門性を向上させる必要がある 

E. いわゆる後方ベッド（回復期病床・慢性期病床）を増やす必要がある 
F. 慢性期医療に関する意見 
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1. 慢性期医療病床は在宅医療の進み具合によって大きな影響を受けるため、今後
の在宅医療の進展具合を見ながら検討していく必要がある 

2. 慢性期病棟の減床は適切ではない 
3. 急性期を経て助かった医療区分2、3の患者の居場所として慢性期病棟増が必要 
4. 急性期病棟での転院先待ち患者は慢性期の病床を増やすことでも補えるのでは
ないか 

5. 病床機能選択の自由度を高め、その見直しも可能とし、その際の助成を継続し
てほしい 

6. 沖縄病院で行っている神経難病医療は広域的な側面があり、その充実のため一
部一般病床を慢性期病床に転換することを認めてほしい 

7. 琉球病院で行っている重度心身障害者医療は広域的な側面があり、既に病床増
加（10床）計画が進行中のため、同計画を認めてほしい 

G. 在宅医療に関する意見 
1. 国レベルでも県レベルにおいても、在宅医療と慢性期医療の議論が不十分のた
め検討が困難である 

H. 人材育成（特に離島医療従事者）に関する意見 
1. 効果的な臨床研修には一定以上の症例数が必要→一定規模の医療機関（病床）、
救急の研修が必要  

2. 臨床研修病院・研修プログラムの充実が必要 
3. 指導力のある指導医が必要 
4. 臨床研修後の県内定着にはポジションと待遇改善が必要 
5. 看護職の育成と確保に向けた対策が必要 

V. 医療体制整備に向けた施策提案 
1. 病床の機能分化、連携推進に関する提案 
a) 救急医療 
(1) まずは病床を増やす 
(2) 救急病院と、回復期病床・慢性期病床を有する病院間の連絡会議を行う 
(a) 患者の全体的な流れを検証する 
(b) 連携の課題について検討する 

(3) 小児救急電話相談（#8000）の相談時間を拡大する 
b) 周産期医療・新生児体制 
(1) 総合周産期母子医療センターとして位置付けられている県立中部病院が、
医療需要に対応できるよう施設・人材を充実させる 

(2) 政策医療として保健医療部は積極的に関与し、確実に体制を整備する 
c) 発達障害（自閉スペクトラム症、ADHD等）に関する診療が可能な医療機関
を確保し、その専門性を向上させる施策の推進 

d) 急性期・回復期ベッドの確保 
(1) 現状で中部圏域の病床数は不足しており、2025年問題を前提とした計画
を踏まえた上で2016年度から段階的に早急に増床を行う 
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e) 慢性期医療・在宅医療 
(1) 慢性期医療病床は在宅医療の進み具合によって大きな影響を受けるため、
今後の在宅医療の進展具合を見ながら検討していく必要がある 

(2) 地域包括ケアシステム整備の主体である福祉部門への働きかけ、協議・
調整の場の確保 

2. 慢性期の地域移行に関する提案：慢性期医療・在宅医療 
a) 医師会内に連絡センターを設ける。 

3. 適切な地域完結型医療に関する提案 
4. 人材確保・育成に関する提案 
a) 医師のポジション（定数）確保・人材の確保 
(1) 病床を増やしポジション（定数）を増やすことが医師の確保と定着推進
につながる 

b) 臨床研修の充実 
(1) 臨床研修を充実させることで医師の沖縄県内への流入を促進し、研修後
のポジションを用意することで医師の確保・定着につなげる 

c) パラメディカル・スタッフの確保・育成 
(1) 圏域内の看護学校の定数増と助成 
(2) ワーク・ライフ・バランスを重視した労働環境の整備 
(a) 労働条件の改善 
(b) 待遇の改善 
(c) 多様な就労形態の導入 

(3) 臨床工学士養成校、理学療法士・作業療法士・聴覚訓練士、介護福祉士
養成校等への助成 

(4) 既存校を利用したリフレッシュ研修（休職者、産休・育休後の者、休業
者の掘り起こし） 

(5) 既存校を利用したスキルアップ（特定介護士養成等） 
(6) パラメディカル・スタッフの研修（実習）を主に引き受ける医療機関の
設立 

5. 県民への普及啓発・情報提供に関する提案 
a) 急性期病院入院時に退院後の医療・介護についての情報伝達を義務付ける 
b) 適切な医療機関の利用について啓蒙する 
c) 高齢者医療のあり方について県民を含め各界で議論を進める 
d) 終末期医療や緩和ケアについて県民を含めて行政や医療機関で議論を進める 

6. その他の提案 
a) 中部地区保健医療協議会内に中部圏域医療構想検討会議を常設する 
b) 地域医療構想調整会議に必ず地区医師会を入れる 

 5



地域医療構想中部圏域検討会議の概要 中部保健所 2016/01/19

地域医療構想中部圏域検討会議で使用した主な資料 

1. 中部圏域の医療需要予測タイトル；スライド2 
1.1.中部圏域の将来人口推計；スライド3 
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1.10.沖縄県の年齢階層別救急搬送；スライド12 
1.11.2011中部圏域の救急搬送人員数；スライド13 
1.12.中部地区高齢者救急搬送入院予測；スライド14 

2. 中部圏域の医療機関の現状；スライド15 
2.1.沖縄本島中部圏域の特徴；スライド16 
2.2.人口10万対一般病院総数；スライド17 
2.3.人口10万対1日平均病院外来患者数；スライド18 
2.4.人口10万対病床数ー都道府県別；スライド19 
2.5.人口10万対医療施設数；スライド20 
2.6.病床種別人口10万対病床数；スライド21 
2.7.二次医療圏別一般病床利用率top30；スライド22 
2.8.二次医療圏の平均在院日数；スライド23 
2.9.人口10万対医師数ー病院、診療所；スライド24 
2.10.人口10万対看護師等従事者届出状況；スライド25 
2.11.看護需給見通しと就業者数；スライド26 
2.12.看護職の全職場退職理由；スライド27 
2.13.看護職養成所卒業生の動向；スライド28 

3. 中部圏域の救急医療；スライド29 
3.1.中部圏域の救急病院；スライド31 
3.2.県内救急病院の10万人対病床数；スライド32 
3.3.入院経路別患者流出入；スライド33 
3.4.患者住所地別救急医療入院圏域；スライド34 
3.5.ハートライフ病院の救急搬送患者数H26年年度；スライド35 
3.6.ハートライフ病院の救急搬送患者数H25年度；スライド36 
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4. 中部圏域の災害医療；スライド39 
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4.1.中部地区医師会大規模災害時の体制；スライド40 
4.2.想定地震別被害予測/中部11市町村；；スライド41 

5. 周産期医療・小児医療；スライド42 
5.1.沖縄県の出生数　(平成24年度）；スライド43 
5.2.MDC12 女性生殖・産褥期疾患、異常妊娠分娩；スライド44 
5.3.NICUの必要病床数；スライド45 
5.4.沖縄県におけるNICU必要病床数 2012；スライド46 
5.5.中北部の新生児死亡率の改善；スライド47 
5.6.在院日数の全国比較；スライド48 
5.7.北部地域からの産婦人科外来受診状況 (2014）；スライド49 
5.8.周産期統計（2011年度）1；スライド50 
5.9.周産期統計（2010年度）1；スライド51 
5.10.総合周産期母子医療センター産科部門タイトル；スライド52 
5.11.総合周産期母子医療センター産科部門；スライド53 
5.12.産科統計；スライド54 
5.13.分娩統計；スライド55 
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5.20.新生児部門の課題；システム　；スライド62 
5.21.新生児部門の課題と意見；人材•フォローアップ体制　；スライド63 
5.22.北部から搬送された母児の問題；スライド64 
5.23.南部医療圏への母児搬送；スラド65 

6. 中部圏域の4疾病医療と機能病床；スライド66 
6.1.4疾患の患者数；スライド67 
6.2.MDC別患者数；スライド68 

7. 中部圏域の離島・僻地医療；スライド69 
7.1.離島僻地病院・診療所への医師派遣；スライド70 
7.2.県立病院研修医数の変遷；スライド71 
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8.1.慢性期の病院の現状；スライド73 
8.2.慢性期の病院からの意見；スライド74 
8.3.沖縄病院の神経内科病棟；スライド75 
8.4.琉球病院の重心病棟増床計画；スライド76 
8.5.慢性期・在宅医療に関する意見；スライド77 
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