
（様式１）

施策評価表

１　成果指標及びその達成状況等

（増加目標）

１年め ２年め ３年め ４年め

単位 平成１３年度 平成20年度 平成21年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２３年度

目標値 99.7 99.8 99.8 99.9 100

実　績 93 100.8 100.8

基準値増減　Ｍ 8 8

93.1% 100.9% 100.9%

116.4% 114.7%

（増加目標）

１年め ２年め ３年め ４年め

単位 平成１３年度 平成20年度 平成21年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２３年度

目標値 95.5 95.5 95.9 95.9 95.9

実　績 97.5 95.8 96

基準値増減　Ｍ -1.7 -2

101.7% 99.9% 99.9%

85.0% 85.0%

（増加目標）

１年め ２年め ３年め ４年め

単位 平成１３年度 平成20年度 平成21年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２３年度

目標値 6 6 7 7 8

実　績 0 6 6

基準値増減　Ｍ 6 6

0.0% 85.7% 85.7%

100.0% 100.0%

（増加目標）

１年め ２年め ３年め ４年め

単位 平成１３年度 平成20年度 平成21年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２３年度

目標値 26 27 28 30 30

実　績 21 27 26

基準値増減　Ｍ 6 5

70.0% 90.0% 86.7%

120.0% 83.3%

4
救急告示病院
数

か所

達成度（％）
対４年め目標値を１００％とした場合

増減　達成状況（％）　　Ｐ
Ｍ／（年度目標値－基準値）

2

％

達成度（％）
対４年め目標値を１００％とした場合

基準年・値

増減　達成状況（％）　　Ｐ
Ｍ／（年度目標値－基準値）

区分

番号・政策目標

指
標
番
号

1

看護職員充足
率
(従事届/需要数(見通))
※従事届は２年毎に調
査しており、H21年度は
無し

成果指標名

医師数

（人口10万人対全国比）

※２年毎に調査してお
り、現時点では平成20
年度が最新値。

指
標
番
号

成果指標名

分野別計画

１０年後
第３次分野別計画

第３次分野別計画

基準年・値

福祉保健計画

６　保健医療体制の整備

区分

基準年・値

増減　達成状況（％）　　Ｐ
Ｍ／（年度目標値－基準値）

達成度（％）
対４年め目標値を１００％とした場合

区分

第３次分野別計画
１０年後

％

基準年・値

第３次分野別計画
１０年後

区分

か所

達成度（％）
対４年め目標値を１００％とした場合

増減　達成状況（％）　　Ｐ
Ｍ／（年度目標値－基準値）

１０年後

指
標
番
号

3
へき地医療拠点
病院数

成果指標名

指
標
番
号

成果指標名



（様式１）

施策評価表

番号・政策目標

分野別計画 福祉保健計画

６　保健医療体制の整備

２　評価対象施策及びその評価 （評価対象年度：平成２1年度）

区分 事務事業数

再掲除く 3

再掲含む 3

評価項目の点数 合計点数

指標番号 達成状況（Ｐ）点数 指標点数平均

1 4

区分 事務事業数

再掲除く 27

再掲含む 27

評価項目の点数 合計点数

指標番号 達成状況（Ｐ）点数 指標点数平均

2 3

　評価結果
B

　　　　８点：Ａ（妥当）　　７～６点：Ｂ（ほぼ妥当）　　５～４点：Ｃ（一部見直し）　　３点以下：Ｄ（全面見直し）

6

　　・必要性が高い（２点）　　・普通（１点）　　・県の関与のあり方について検討が必要（０点）

②分野別計画どおりに施策展開　に取り組んだか
1

　　・取り組んだ（２点）　　　・概ね取り組んだ（１点）　　・取り組みが不十分（０点）

③成果指標（施策効果）の達成状況

3
　　・９０％以上　　　　　　　　（４点）
　　・７０％以上９０％未満 　（３点）
　　・５０％以上７０％未満 　（２点）
　　・３０％以上５０％未満 　（１点）
　　・３０％未満　　　　　　　　（０点）

3.0

（４）施策の評価

①県が関与することの必要性
2

（２）施策の概要

○安心安全な医療提供体制を支える人材として、看護職員の確保と資質の向上は重要であり、そのための施策として、
養成数の確保と養成施設における教育環境の整備、離職防止対策の強化を図る。
○臨床技能の向上と質の高い看護職員を養成するため、専任教員研修、実習施設の指導者講習会等を実施する。
○県民が安心して医療を受けられる体制をつくるため、県立病院での臨床研修事業の実施や医師修学資金等貸与事業
等により、安定的な医師確保を図る。

（３）施策を構成する事務事業数等

予算額（百万円）

2,046

2,046

（１）（番号）施策名 （２）医師・看護師等の人材確保と資質向上

　　・取り組んだ（２点）　　　・概ね取り組んだ（１点）　　・取り組みが不十分（０点）

21（３）施策を構成する事務事業数等

③成果指標（施策効果）の達成状況

②分野別計画どおりに施策展開　に取り組んだか

（４）施策の評価

2

8

2

4

（１）　医療提供体制の充実

○沖縄県保健医療計画（平成２０年改訂）に基づき、主要な４疾病（がん、糖尿病、脳卒中、急性心筋梗塞）について、医療機能の分
化・連携による切れ目のない医療提供体制を整備すること等により、安全・安心で質な高い医療が受けられる体制の構築を図る。
（医療計画推進会議等運営事業費、医療連携体制推進事業費）
○がんの医療連携等については、2次医療圏ごとに整備することとしているがん診療連携拠点病院を中心として、沖縄県がん対策
推進計画（平成20年３月策定）に基づき、がん医療の均てん化（どの地域においてもがんの標準的な専門医療を受けられる事）を推
進する。（がん診療連携拠点病院機能強化事業費）

A
　評価結果

　　　　８点：Ａ（妥当）　　７～６点：Ｂ（ほぼ妥当）　　５～４点：Ｃ（一部見直し）　　３点以下：Ｄ（全面見直し）

①県が関与することの必要性

　　・必要性が高い（２点）　　・普通（１点）　　・県の関与のあり方について検討が必要（０点）

4.0

　　・９０％以上　　　　　　　　（４点）
　　・７０％以上９０％未満 　（３点）
　　・５０％以上７０％未満 　（２点）
　　・３０％以上５０％未満 　（１点）
　　・３０％未満　　　　　　　　（０点）

21

予算額（百万円）

（１）（番号）施策名

（２）施策の概要



（様式１）

施策評価表

番号・政策目標

分野別計画 福祉保健計画

６　保健医療体制の整備

区分 事務事業数

再掲除く 7

再掲含む 12

評価項目の点数 合計点数

指標番号 達成状況（Ｐ）点数 指標点数平均

3 3

区分 事務事業数

再掲除く 4

再掲含む 4

評価項目の点数 合計点数

指標番号 達成状況（Ｐ）点数 指標点数平均

4 4　　・９０％以上　　　　　　　　（４点）
　　・７０％以上９０％未満 　（３点）
　　・５０％以上７０％未満 　（２点）
　　・３０％以上５０％未満 　（１点）
　　・３０％未満　　　　　　　　（０点）

4.0

　評価結果
A

　　　　８点：Ａ（妥当）　　７～６点：Ｂ（ほぼ妥当）　　５～４点：Ｃ（一部見直し）　　３点以下：Ｄ（全面見直し）

（４）施策の評価

①県が関与することの必要性
2

8

　　・必要性が高い（２点）　　・普通（１点）　　・県の関与のあり方について検討が必要（０点）

②分野別計画どおりに施策展開　に取り組んだか
2

　　・取り組んだ（２点）　　　・概ね取り組んだ（１点）　　・取り組みが不十分（０点）

③成果指標（施策効果）の達成状況

4

（３）施策を構成する事務事業数等

予算額（百万円）

196

196

（１）（番号）施策名 （４）　救急医療体制の充実

（２）施策の概要

○救急医療体制の整備
　　（救急医療施設運営費等補助事業の実施、ＡＥＤ普及啓発事業の実施、救急医療協議会の開催等）
○ヘリコプター等添乗医師等の確保
　　（離島からの急患空輸に係る添乗医師等の確保）
○救急医療用ヘリコプター（ドクターヘリ）の導入
　　（ドクターヘリの導入による傷病者の救命率の向上及び後遺症の軽減を図る）

　　・９０％以上　　　　　　　　（４点）
　　・７０％以上９０％未満 　（３点）
　　・５０％以上７０％未満 　（２点）
　　・３０％以上５０％未満 　（１点）
　　・３０％未満　　　　　　　　（０点）

3.0

　評価結果
B

　　　　８点：Ａ（妥当）　　７～６点：Ｂ（ほぼ妥当）　　５～４点：Ｃ（一部見直し）　　３点以下：Ｄ（全面見直し）

（４）施策の評価

①県が関与することの必要性
2

6

　　・必要性が高い（２点）　　・普通（１点）　　・県の関与のあり方について検討が必要（０点）

②分野別計画どおりに施策展開　に取り組んだか
1

　　・取り組んだ（２点）　　　・概ね取り組んだ（１点）　　・取り組みが不十分（０点）

③成果指標（施策効果）の達成状況

3

（３）施策を構成する事務事業数等

予算額（百万円）

463

1,006

（１）（番号）施策名 （３）　離島医療体制の拡充

（２）施策の概要

○離島診療所等の常勤医の養成・確保
　　（自治医科大学への学生派遣、県立病院における臨床研修事業の実施、医師修学資金等貸与事業の実施等）
○離島診療所に対する医療支援
　　（研修に伴う代診医の派遣、遠隔医療支援情報システムの運用等）
○離島における医療の確保
　　（市町村立診療所に対する運営費等の補助、歯科巡回診療の実施、離島医療組合に対する負担金の支出等）


