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第１章 総説

計画の性格

医療法第30条の４第１項に基づき、疾病の早期発見、早期治療や地域全体で切れ目な
く必要な医療が適切に提供される体制を確保するため、各関係者がともに取り組みを
推進するための指針として策定

「健康おきなわ21」、「沖縄県がん対策推進計画」、「沖縄県医療費適正化計画」、
「沖縄県高齢者保健福祉計画」等の他の保健、福祉関連計画との整合を図り、総合的
に保健医療施策を推進

計画の期間

平成30年度から平成35年度までの６年間。中間年である平成32年に中間評価を実施し、
その評価を踏まえ見直しを行う。

課題及び基本方向

1. 人口構成の変化
全国一高い伸び率で増加していく高齢者人口

の増加を踏まえた対応が必要。医療や介護が必
要になっても、自らが望む場所で療養生活が送
れる体制構築に取り組む。
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2. 死亡率、平均寿命の改善
男性の平均寿命が全国平均を下回るなど、県民の健康状態は悪化の傾向にあり、

特に働き盛り世代の死亡率は全国でも上位（１位～６位）であり大きな課題。
疾病予防や早期発見、早期治療並びに切れ目なく必要な医療が提供される体制を
構築し死亡率、平均寿命の改善に取り組む。

3. 効率的で質の高い医療連携体制の構築
高齢者人口の増加に伴い、医療ニーズも同様に増加することが見込まれるが、

本計画期間中は各圏域ともに病床過剰の状態が継続することが想定されるため、
医療機関による機能分化と連携による限られた医療資源の効率的な活用や医療
と介護の連携強化により地域での療養生活を送れる体制を整備するとともに、
県民に医療を適切に受けるよう協力を求めていくことも必要。

4. 保健、医療、福祉の連携体制の構築
医療は治療のみならず予防、慢性の症状を持ちながらの在宅療養など様々な

領域と関わるため、保健、医療、福祉の各施策及び市町村、県、医療機関、保
険者、関係団体等の有機的な連携により、疾病予防、早期発見、早期治療並び
に地域において安心して療養生活を送れる連携体制の構築に取り組む。
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人口

第２章 沖縄県の医療の現状

人口動態

本県の人口は平成32年(2020年)まで増加し、
以降は人口が減少。

・年少人口、生産年齢人口はすでに減少してお
り増加するのは高齢者(65歳以上)人口

・平成37年(2025年)には４人に1人
平成42年(2040年)には３人に1人が高齢者

出生数：減少（S50年→H28年 △26%）
死亡数：増加（S50年→H28年 ＋107％）

死亡率：35歳～64歳の死亡率が全国上位(第1位～第6位）

平均寿命
男性：第36位（80.27歳）
女性：第７位 （87.44歳）

死亡原因 第1位：がん(26%) 第2位：心疾患(14%) 第3位：脳血管疾患(8%)

死亡原因ごとの年齢調整死亡率
高い【男性】肝疾患（1位)、大腸がん(2位)、自殺(3位)、脳内出血・糖尿病(7位)

【女性】肝疾患・子宮がん・糖尿病(1位)、大腸がん(17位)
低い【男性】胃がん(47位)、脳梗塞(46位)、肺炎・気管支・肺がん（40位)

【女性】胃がん・脳梗塞(47位)、不慮の事故(44位)、老衰(41位)

S50年
1975年

H28年
2016年

出生数 22,371人 16,617人 △ 5,754人 △ 26%

死亡数 5,667人 11,706人 + 6,039人 + 107%

増減

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-

男 1 3 3 2 3 3 12 20 42 47 47

女 1 1 6 5 4 3 46 43 36 47 47

疾病・受療の動向 特定健診の結果

入院受療率･･･全国の1.16倍
⇒  45～54歳、55～64歳は約1.6倍
外来受療率･･･全国の0.76倍

【入院】 【外来】

全国より
高い

全国より
低い

【特定健診での有所見率】（H26年度）

・BMI（肥満）が突出して高い（全国第1位）

・血糖値、中性脂肪も全国を上まわる
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医療圏

基準病床数

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

５つの圏域
（北部、中部、
南部、宮古、
八重山）

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

機能に応じ以下のとおり設定

北　部 621 1,063

中　部 3,512 3,886

南　部 6,077 6,668

宮　古 429 599

八重山 392 453

合　計 11,031 12,669

既存病床数
（参考）

基準病床数二次医療圏

一般病床及び療養病床 （単位：床）
県全域を対象とする
精神病床、感染症病床、結核病床（単位：床）

※既存病床数は平成29年9月時点

医療施設等の概況

病床利用率

平均在院日数

施設数
人口10万人あたり施設数

一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床 介護療養病床

全国 28.5 16.2 152.2 269.9 66.3 7.8 314.9

沖縄県 30.0 15.7 162.8 253.5 85.7 - 448.5

全病床

一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床 介護療養病床

全国 80.1 75.2 88.2 86.2 34.5 3.2 91.4

沖縄県 87.6 84.4 92.8 90.6 34.2 - 95.1

全病床

病院 一般診療所 歯科診療所 薬局

沖縄県 94 896 615 571

病院 一般診療所 歯科診療所 薬局

全国 6.7 80.0 54.3 46.2

沖縄県 6.5 62.2 42.7 39.7

一般 療養 精神 結核 感染症

18,916 9,559 3,854 5,412 67 24

全病床

病院の病床数 人口10万人あたり病床数

一般 療養 精神 結核 感染症

全国 1,229.8 702.3 258.5 263.3 4.2 1.5

沖縄県 1,314.6 664.3 267.8 376.1 4.7 1.7

全病床

第３章 医療圏と基準病床数

精神病床 5,178 5,377

感染症病床 26 24

結核病床 32 67

病床種別 基準病床数
既存病床数

（参考）
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目的：限りある医療資源を有効に活用し、患者の状態に
応じた切れ目のない医療体制を構築するとともに、医療
と介護が一体的に提供される体制を構築する。

背景：高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少による医
療需要の変化に対応した医療提供体制を構築する必要が
ある。

医療機関所在地ベース 単位：床

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

沖縄県 15,282 1,831 5,428 4,674 3,348

総数

必要病床数
＊現状の入院受療率が将来において

も変わらないと仮定した推計のた
め、実際の病床数と一致するもの
ではない

主な取り組みの方向性
⑴ 医療連携体制の強化：高齢化により増加並びに変化

していく医療需要への対応のため、限りある医療資源を有効に活用し、機能分化・
連携の強化により効率的で質の高い医療提供体制を構築する

⑵ 不足する機能の充足：高齢化による医療需要の変化により、回復期機能（急性期を
経過し在宅復帰に向けた医療等）と在宅医療等の増加が見込まれるため、不足する
機能の充足に取り組む

⑶ 慢性期患者の地域移行への対応：医療と介護の連携を強化し、円滑な在宅復帰、地
域での療養生活を支える体制を構築する

推進体制
⑴ 地区地域医療対策会議

地域の関係者が地域医療の課題や、目指す姿を共有
し、目指す姿を実現するための取り組みを推進する。

⑵ 沖縄県地域医療対策協議会
各地域の取り組みの推進状況を把握し、県全体を俯

瞰した広い立場から計画推進のための意見を述べる。
⑶ 県

これらの会議を運営し計画推進のための取り組みを
促進するとともに、個々の医療機関や市町村だけで
は対応が困難な課題について広域的な行政機関とし
て対応を行う。

政策循環の強化
設定した指標の改善、取り組み状況を毎年度把握し、計

画の進捗評価を実施する。評価に際しては、施策の実施結
果のみならず、目指す姿の実現への貢献度について評価を
行う。評価については各地域で共有し、更なる取り組み推
進につなげる。

中間評価
医療と福祉が地域において一体的に提供される体制を構築

するため、介護保険事業(支援)計画、障害者福祉計画の改定と
同時期に、本計画についても中間年に中間評価・改定を行う。

第６章 地域医療構想

第８章 計画の進行管理
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