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はじめに 
 
 平成 29 年３月に、沖縄県地域医療構想が策定されました。県内の二次医療圏ごとの機能

別の必要病床数が示され、各圏域の課題、近い将来必要な対策も見えてきました。八重山

圏域においては、回復期病床の整備、脳神経外科の整備・充実、在宅医療の充実などが取

り上げられていますが、いずれも地域全体の理解を得て取り組むべき施策です。これら施

策を検討、調整するため、平成 29 年度から「八重山地区医療対策会議」が設置されました。

保健所では保健医療部医療政策課と連携し、会議を通して地域の関係者と協議を重ねてい

きます。昨年度から市町と連携して開始した地域包括ケア、医療介護連携の取り組みは少

しずつ進んでいますが、関係者の間で効果的な連携のルールが合意できました。 
 健康危機管理対策では、これまでも新興・再興感染症アウトブレイクを想定した移送訓

練、具体的な個別計画の策定など体制整備を図ってきましたが、今年度も国等とタイミン

グを合わせての机上訓練や、検疫所等関係機関との訓練も行っています。 
 また、今年度は沖縄県の災害医療マニュアルが整備され、災害医療コーディネーターが

指名されました。八重山圏域でも７月には地域災害医療コーディネーターを地元の専門家

に委託し、８月には関係者が一同に会して第１回の会合を持ちました。今後は恒常的に研

修、訓練を行って対応能力を向上させていきたいと思います。さらに県外等の情報を収集

し、DHEAT への対応も検討して参ります。 
 沖縄県では、健康長寿日本一を 2040 年（平成 52 年）に奪回することを目指し、健康お

きなわ２１第２次計画を進めていますが、八重山保健所でも、圏域の推進協議会を中心に

対策を取っています。専門部会を充実させることで、適正飲酒対策や、職場の健康づくり、

禁煙環境の拡大、栄養情報提供店の普及などより具体的な活動を展開しているところです。

今年度においては、かねてより地域の課題としていた「脳出血死亡の標準化死亡比が全国

でもかなり多いこと」に改めて着目し、医師会、県立病院、市町、マスコミ他関係団体と

改めて課題を共有し、専門家を招いての研修、対策の提案、モニタリングの体制、情報発

信について協議しました。公衆衛生的対策で疾病負荷を減じることができることを確認し、

数年後を見据えた取り組みを続けていきたいと思います。 
 本年度も食中毒の事例が複数報告されましたが、観光客や児童生徒が関係する事案もあ

り、社会的影響を含め課題を残しました。 
 保健所は時代ごとの公衆衛生の課題に取り組むとともに、上記以外にも環境、母子保健、

難病、精神衛生など専門的技術的な業務を行っています。 
 保健所概要は、平成 28 年度の八重山保健所の取り組みをご報告するものです。ご覧いた

だく皆様のご参考になれば幸いです。 
 
 平成 29 年 12 月 
                           八重山保健所長 国吉 秀樹 
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