
南部地区地域医療構想検討会議
における検討結果、意見



- 1 -

南部地区保健医療計画協議会

（第２・３回南部地区地域医療構想検討会議）の意見

圏域名 南部圏域

１．沖縄県地域医療構想における病床稼働率の設定に対する意見

国設定の稼働率で設定し、そこを最大値として幅を持たせた記載とする必

要がある。

※参考（全体の議論の要約）

2025 年の必要病床数を推計するには、現時点では、データが不足している
ばかりでなく、人口動態の変遷も予測困難である。

このため、現状では、現時点でも病床数が足りない実情を踏まえ、将来に

医療提供の不足が生じないようにすることが最も重要であるとの考えから、

国設定の稼働率で設定し、そこを最大値として柔軟性を持たせることを提案

することとした。一方で、空き病床を増加させることがないようするなど、

稼働率の設定に関しては慎重に行う必要があり、今後の人口動態等の変遷を

踏まえ、修正を行えるよう、必要なデータの収集、分析を行い、それらを基

にした議論を行えるようにする必要がある。

２．地域医療構想全般に対する協議会・検討会議の主な意見

(1) 現場と国の考え方にだいぶ乖離がある。有料老人ホーム、特養、老健施
設と続き、最後に行くところが療養病床である。急性期で重度寝たきりと

なり、在宅ではダメとなると最後は療養病床しかないが、そこがなくなる

とどうなるかを考えていただきたい。

(2) 病床機能の考え方を基にした病床数については、我々が納得してできた
数値ではない。具体的なシミュレーションをした上で、病床数については、

整理していく必要がある。

(3) 市町村の立場から、在宅医療、地域包括ケアを含めてその辺りの体制整
備もやらないといけない。今回の検討の場ではやらないということだが、

今後この部分をどう議論していくのか整理が必要である。
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(4) 国は今後在宅にということだが、老衰で亡くなる方については、そろそ
ろ限界ということで医療に行かないことについても取り組みが必要、その

分病床を減らすこともできると考える。

(5) 稼働率だけを考えるのではなく、病院によって回転率が違うので平均在
院日数も見る必要がある。また、病床を例えば３年も使っていないなどの

場合、知事権限などにより、休眠病床をなくす取り組みも必要である。

(6) 慢性期病床では、90 歳以上になっても全ての医療を施して欲しいという
家族もいる。本人は帰りたがっているのに帰せない。医療関係者への教育

及び県民への普及啓発が重要。

(7) また、慢性期を減らすということは高齢者はどこにいけというのか、受
け皿がない現状を見て欲しい。

(8) 県立病院の立場から、急性期から慢性期に行くときに、回復期のクオリ
ティが重要になる。例えば、患者さんには、気管切開や胃瘻など、特定の

装置、器具類が必要な方がおり、こういった患者さんの受け入れを制限す

ることがないように、回復期の質を高める必要がある。ただ増やせとはな

らない。

(9) 慢性期は急性期・回復期の後方支援としての受け皿であり、かつ在宅・施

設の前方支援としての役割もある。

(10) いざという時の急性期も重要だが、長時間の在宅生活において徐徐に
廃用症候群が進行することは必至である。救急病院はそのような患者の

入退院に追われ医師・看護師は疲弊する。

このような、たびたび急性増悪する重度寝た切り患者を長期に渡って

入院させる役割が療養病床などの慢性期病床である。

慢性期病床の削減は結局、急性期病院の患者の増加をもたらし更にそ

の後の行く先が無くなるという悪循環を発生させるため、急性期病床を減

らすのであれば慢性期病床の増床充実を図り、重度寝た切り患者の急性増

悪の多くをそこで診られるようにする方がベターと考える。
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(11) 在宅への参加医師数について、医療機関側の立場からすれば、在宅診療
を行う医師数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

緩和政策や診療報酬等の問題解決が必要。国は在宅医療を勧めているが、

医師等が参画しにくい締めつけが多くあるように思われる。

このため、在宅支援診療所、在宅支援病院等の指定基準の緩和政策や診

療報酬等の問題解決が必要である。

(12) 平成 25 年度の沖縄県の国民健康保険事業の一人当たり医療費は、276,918
円で全国の中で最も低いが、75 歳以上の後期高齢者一人当たりの医療費は
1,024,362円で全国 10 位である。
仮に後期高齢者医療制度の財政負担の制度設計が、国民健康保険事業の

ように、当該市町村や都道府県の医療費に対応する形で見直された場合、

県内各保険者（現役世代）の支援額が増加する可能性がある。

このことから、今般の病床の見直しに当たっては、特に今後の高齢者医

療のあり方等についても並行した課題整理をお願いしたい。

また、本県の課税所得に占める国保税の負担率は 15.64 ％で、全国平均の
14.18 ％より 1.46 ポイント高くなっており、国保の被保険者に対してこれ以
上の保険税負担を求めることは厳しい状況にある。

(13) 生活習慣病予防について、県では保健医療部健康長寿課が「健康長寿復
活」に取り組んでおり、保健医療政策課では地域医療構想の策定を進めて

いるわけだが、構想、計画との整合などの面で課同士の連携をしっかり行

っていただきたい。

また、地域包括ケアについては、こども生活福祉部の所管であり、高齢

者介護福祉課の方で進めていくわけだが、地域医療構想とは両輪の関係で

あることから、当然連携が必要になってくるので、是非、部としての連携

もしっかりやっていただきたい。

(14) もし急性期をはじめ病床を増やす場合には、そこに投入される医療者が
必要になることから、それに応じた人材育成が重要である。
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３．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

基本事項Ⅰ

病床の機能の分化、連携を推進すること

課題

回復期の増床をいかにするか

課題

2014 年の病床機能報告では、回復期の病床が極端に少ない（あるいは本
当に少ない）。高度急性期、急性期で報告された病床の中には、それぞれ

急性期、回復期の機能の病床が含まれていると思われる。今後４機能の基

準にもとづいて適切に報告されれば、これらの患者は高度急性期、急性期

からそれぞれ急性期、回復期に移行する事になる。これにより回復期の患

者は必要な医療を適切な場所で受ける事ができ、高度急性期、急性期にお

いてもその病床に担うべき患者を受け入れる事が可能になる。回復期病床

が増加するが、それでも回復期病床の絶対数は足りていない。今後、主に

増床が必要となるのは、回復期の機能を持った病床である。

取組の方向

回復期のクオリティが重要、例えば、患者さんには、気管切開や胃瘻な

ど、特定の装置、器具類が必要な方がおり、こういった患者さんの受け入

れを制限することがないように、回復期の質の向上を図る。
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課題

各病院のさらなる連携を進めるためにはケースごとに固有の課題が存在

するため、病床数や機能分化の調整をいかに行っていくかが課題であり、

実現のための障壁とはなにかを見つけることが重要。

取組の方向

今のデータだけでは現状分析に不足である。患者さんの流れを一連の動

きとして把握し、最適な流れにするためには何が必要かを明確にする必要

がある。

特に、病病・病診連携や介護施設との連携における問題点を精査し、協

議していく必要がある。

課題

高い専門性のある医療の集約

脳外科、心臓外科・循環器科、周産期医療・小児科などの医療が散在し

ている。現在１～２人の専門医しかいない病院も多く、本土の方から定期

的に来院して手術などを行っている実態がある。

取組の方向

特定の病院に人材・設備などを集中させ効率化を図る必要がある。
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課題

２０２５年の医療需要について

２０２５年の必要病床数を推計するには、さまざまな社会的要因等によ

り具体的な数字で表すことは問題点が多い。５年に一度現状調査により急

性期、回復期、慢性期の各必要病床に増減を持たせ修正するなどの柔軟性

が必要。

取組の方向

２０２５年の医療体制について

（入退院の流れ）

急性期⇒在宅・施設

急性期⇒回復期⇒在宅・施設

急性期⇒回復期⇒慢性期⇒在宅・施設

施設⇒慢性期

これらの医療機能別の患者の流れの把握を行い、必要病床数を推計する

必要がある。
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基本事項Ⅱ

慢性期の地域移行を支える体制を構築すること

課題

医療構想（４機能、病床報告、調整等）実現のために、地域包括ケアシ

ステムの確立 （検討）が急がれるが、両者（医療と地域包括ケア）が話

し合う場を持つことも将来必要である。

取組の方向

医療関係者と地域包括ケアシステムの関係者が話し合う場を設置。

課題

国の地域医療構想に関する考えとしては、医療を考える時には常に介護

も考えながら、地域医療については地域包括ケアシステムの一環として考

えていく必要があるとされている。

これまで市町村においては医療政策にかかわる機会が少なかったことか

ら、今般の地域医療構想と地域包括ケアシステムの関わりが見えにくいと

ころが多いと思われる。

取組の方向

沖縄県において、できるだけ早い機会にこれらの関連性を踏まえたロー

ドマップ等を策定し、市町村への説明の機会を設ける必要がある。
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課題

日本の（沖縄県の）セーフティーネットの維持が大切、そのためには、

高度急性期、急性期病院の「ゆとり」が必要である。在宅は急性期の受

け入れあっての在宅である。今後沖縄も在宅医を増やさざる得ないと思

われるが、スムーズな導入のためには是非、急性期の充実が必要。

取組の方向

高度急性期、急性期病院のゆとりが必要であり、急性期医療と在宅医療

・介護が一体となった循環型・連携型のシステム構築が必要。

課題

急性期、回復期、慢性期医療から在宅医療に移行する体制が整っていな

いことが課題

取組の方向

目的：医療・福祉・在宅における栄養ケアがシームレスに行える連携体

制の構築

取組名：「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事業」

取組内容：今後の地域医療における連携システムで栄養面からサポート

及びコーディネート可能な人材の育成を行う。
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基本事項Ⅳ

Ⅰ～Ⅲの達成に必要な人材確保・育成を行うこと

課題

医療提供体制の実現のためには人材確保・育成が必要である。特にナー

スの養成が必要である。

取組の方向

県立看護学校の設置や現在ある看護学校の定員を県の助成で増やすな

ど、人材の確保・育成を図る。

課題

生活習慣病予防

がん、心疾患、脳卒中、認知症の高齢者が増加し医療や介護の需要が更

に増大することが予測されるため生活習慣病予防が重要

取組の方向

目的：安心して地域で自分らしい生活を送ってもらう

取組：在宅医療の強化（訪問診療、訪問看護・介護、在宅看取りなど）

生活習慣病予防の強化

外来看護の質の向上と専門外来の設置の推進
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課題

独居高齢者も増え、在宅移行できない現状がある。受け皿として訪問診

療、訪問看護、訪問介護、介護施設を増やす。療養病床の存続の検討も必

要

取組の方向

在宅医療の推進

・在宅での長期療養者や看取りの対応をするためには、365 日 24 時間対
応が可能な機能強化型訪問看護ステーションの計画的な設置の推進

実施主体：沖縄県看護協会、沖縄県訪問看護ステーション連絡協議会、

指定訪問看護事業者

・地域包括ケアの医療と介護をつなぐ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相談・支援を強化する。

実施主体：沖縄県 実施運営：沖縄県看護協会

課題

在宅医療が提供できる人材（希望者）が不足している。人材確保や育成

が必要。

取組の方向

人材確保・育成

・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

の人材育成を計画的に実施する。

実施主体：沖縄県（認定看護師・特定行為研修派遣支援）

実施運営：沖縄県看護協会（認定看護師教育）

看護系大学（専門看護師・特定行為研修の実施）

・医療機関と訪問看護ステーションの交流研修の実施

実施主体：沖縄県 実施運営：沖縄県看護協会
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課題

医師不足の解消

取組の方向

女医の活用を促進する。

基本事項Ⅴ

Ⅰ～Ⅲの達成に必要な県民に対する普及啓発、情報提供を行うこと。

課題

国は今後在宅ということだが、老衰で亡くなる方については、そろそ

ろ限界ということで医療に行かないことについても取り組みが必要であ

る。

また、慢性期病床では、 90 歳以上になっても全ての医療を施して欲し
いという家族もいる。本人は帰りたがっているのに帰せない。

取組の方向

医療関係者への教育及び県民への普及啓発

以上



宮古地区地域医療構想検討会議
における検討結果、意見











八重山地区地域医療構想検討会議
における検討結果、意見



流出入調整－がん－

①放射線治療
②白血病の初期治療（その後の化学療法は対応可）
③内視鏡療法

基本的に八重山病院にて対応可能であり、分類B（圏域にて完結
することが望ましいがん）以外についても、対応できる。

圏域にて対応できることを住民が知らないため（周知不足）

患者の選択のため

対応できないがん治療のため

流出理由

病院の対応状況

流出している分に対する八重山圏域の対応方針

流出容認するがん

その他のがん
※概ね八重山病院にて対応可

手術療法及び化学療法について
自己完結を目指すがん

大腸、乳房、胃、前立腺、子宮、皮膚のがん
※患者の選択によるものを除く

化学療法について
自己完結を目指すがん

肺、肝及び肝内胆管、膵臓、胆囊及び胆管

※患者の選択によるものを除く



流出入調整－脳卒中－

現在は脳外科の医師が不在のため、下地脳神経外科と連携して対応。
今後、医師2人を確保し、対応する。

流出理由

脳外科医が不在のため

病院の対応状況

流出している分に対する八重山圏域の対応方針

全て自己完結を目指す。

流出入調整－心筋梗塞－

流出理由

高度な検査・治療を要し、対応不可の患者であるため

病院の対応状況

基本的には対応可能だが、心カテ等、高度な検査・治療が必要な
患者は本島の病院へ紹介している。

流出している分に対する八重山圏域の対応方針

流出を容認する。



流出入調整－周産期関連－

基本的には対応できるが、NICUにおいて対応できない場合は、
本島に搬送している。

流出理由

病院の対応状況

25週未満の早産による対応不可のため

母体に大量出血の恐れがあるケースによる対応不可のため

NICU満床による受入不可のため

流出している分に対する八重山圏域の対応方針

一部流出を容認する。
※八重山病院において対応不可な高度な治療のみ

流出入調整－その他－

脳腫瘍は医師の不在のため

患者の選択のため

基本的には対応できるが、脳外科と眼科は医師不在のため、今後、
医師を確保すれば対応可能。

流出理由

病院の対応状況

流出している分に対する八重山圏域の対応方針

自己完結を目指す

神経

流出を容認

その他
※概ね対応可※患者の選択によるものを除く



第 2・3 回圏域別地域医療構想検討会議での調整結果（報告） 

 

圏域名 八重山 医療圏 

 

 

１．圏域内で対応する疾病    

 

 

流出入についての圏域内での対応方針 

流出の状況 具体的内容 
医療圏における対応と 

その範囲・程度 

大腸、乳房、胃、前立腺、 

子宮、皮膚のがん 

化学療法 

手術療法 
全て自己完結を目指す 

肺、肝及び肝内胆管、膵臓、

胆囊及び胆管のがん 

化学療法 

 
全て自己完結を目指す 

肺、肝及び肝内胆管、膵臓、

胆囊及び胆管のがん 
手術療法 

流出を容認 

※概ね対応可 

上記以外のがん 
化学療法 

手術療法 

流出を容認 

※概ね対応可 

脳卒中 全て 全て自己完結を目指す 

心筋梗塞 手術療法 流出を容認 

周産期 全て 
一部流出を容認 

※高度な治療を要するもののみ 

その他（神経） 全て 全て自己完結を目指す 

その他（神経以外） 全て 
流出を容認 

※概ね対応可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

(１)2025 年のあるべき医療提供体制を実現するにあたって挙げられた課題 

  ● 医師不足 

  ● 周産期医療の充実 

  ● 患者の流出 

  ● 救急医療体制構築 

  ● がん医療体制構築 

  ● 観光客増加に対する医療体制 

  ● 産婦人科施設の充実 

  ● 回復期病床の不足 

  ● 在宅医療の充実 

  ● 慢性期機能の不足 

  ● 理学療法士等の人材不足 

  ● 認知症に関する対応 

 

 

(2)課題を踏まえた実現のための取組 

目的 取組名 取組内容 
想定される 

実施主体 

医師確保 － 八重山圏域出身の医療関係者の育成 － 

医師確保 － 琉球大学医学部離島地域枠の活用促進 － 

医師確保 － 医師派遣制度の活用促進 － 

回復期機能の充実 － 地域包括ケア病棟の整備 － 

回復期機能の充実 － 地域医療の連携会議 － 

患者流出 － 住民への周知徹底 － 

 


