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まずは自己紹介･･･

✦ 沖縄県庁職員です。

一般行政部門職員数 3,900人程度
知事部局：１室10部局、
（うち、保健医療部本庁５課、出先9カ所）

✦ H27～29年度 保健医療部医療政策課
（地域医療構想＆医療計画）

✦ H24～26年度 企画部交通政策課

✦ H21～23年度 商工労働部雇用労政課

✦ H18～20年度 生活福祉部福祉・援護課

保
健
医
療
部

保健医療総務課

医療政策課

地域保健課

健康長寿課

国民健康保険課
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✦ H30年度 企画部統計課

✦ Ｒ１年度 保健医療部医療政策課



沖縄県の概要
 人口：143万3,566人（H27年国勢調査）＊全国第25位
 二次医療圏：５圏域 うち２医療圏は離島
 人口の85%が中部、南部圏域に集中

 面積：香川県、大阪府、東京都に
ついで全国で４番目に小さい

 人口推計：総人口増加中。2030
年まで総人口は減少しない。（社
人研のH30年推計）
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 高齢者人口：2015年－2040年の人口変
化をみると、65歳以上 1.6（75歳以上
1.7）と全国一高い伸び率で増加していく

沖縄県
2020年～2040年
の指数が最も高い

東京都

全国

高知県
2025年の指数が最も低い

秋田県
2040年の指数が最も低い
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沖縄県の死亡率等

年齢階級別死亡率

H27年人口動態特殊統計※順位は死亡率の低い順位
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1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

男 全国 男 沖縄県

女 全国 女 沖縄県

全国順位

1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

男性 10位 1位 1位 5位 4位 26位 25位 30位 36位

女性 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位 3位 7位

平均寿命の推移

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

値 119.0 157.7 252.0 439.2 637.7 1,037.0 1,344.8 2,141.0 3,189.6 5,517.0 13,098.2

順位 47 45 45 46 45 45 36 28 6 1 1

値 73.5 121.1 134.1 204.8 279.1 448.0 440.7 813.0 1,522.0 2,757.4 9,677.4

順位 47 47 42 43 44 45 2 5 12 1 1

男

女
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人口

																						国勢調査 コクセイ チョウサ		社人研 シャ ジンケン																																								割合 ワリアイ

								1980年 ネン		1985年 ネン		1990年 ネン		1995年 ネン		2000年 ネン		2005年 ネン		2010年		2015年		2020年		2025年		2030年		2035年		2040年																																		2040年		2035年		2030年		2025年		2020年		2015年		2010年		2005年 ネン		2000年 ネン		1995年 ネン		1990年 ネン		1985年 ネン		1980年 ネン

				沖縄県 オキナワケン		0～14歳		325393		322523		299836		281302		264279		254203		246515		247206		226435		212502		200718		194790		190563																																0～14歳		13.9%		14.0%		14.3%		15.0%		16.0%		17.4%		17.7%		18.7%		20.0%		22.1%		24.5%		27.4%		29.4%

						15～64歳		694174		754119		793287		842752		861826		888046		903793		892109		866415		848273		831211		804888		763398																																15～64歳		55.7%		57.9%		59.2%		60.0%		61.1%		62.9%		64.9%		65.2%		65.4%		66.2%		64.9%		64.0%		62.7%

						65歳以上		85819		101947		121082		148567		182557		218897		242510		278337		324026		353379		372958		391118		415447																																65歳以上		30.3%		28.1%		26.5%		25.0%		22.9%		19.6%		17.4%		16.1%		13.8%		11.7%		9.9%		8.6%		7.8%

						75歳以上（再掲） サイ イジョウ サイケイ



						総人口 ソウジンコウ		1106559		1179097		1222398		1273440		1318220		1361594		1,392,818		1,417,652		1,416,876		1,414,154		1,404,887		1,390,796		1,369,408

								29%		27%		25%		22%		20%		19%		18%		17%		16%		15%		14%		14%		14%

								62.7%		64.0%		64.9%		66.2%		65.4%		65.2%		64.9%		62.9%		61.1%		60.0%		59.2%		57.9%		55.7%

								8%		9%		10%		12%		14%		16%		17%		20%		23%		25%		27%		28%		30%

								1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2015		2020		2025		2030		2035		2040

						65歳以上 サイ イジョウ		86		102		121		149		183		219		243		278		324		353		373		391		415

						15～64歳 サイ		694		754		793		843		862		888		904		892		866		848		831		805		763

						14歳以下 サイ イカ		325		323		300		281		264		254		247		247		226		213		201		195		191

						高齢化率 コウレイカ リツ		7.8%		8.6%		9.9%		11.7%		13.8%		16.1%		17.4%		19.6%		22.9%		25.0%		26.5%		28.1%		30.3%

																																				1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2015		2020		2025		2030		2035		2040

																																		65歳以上 サイ イジョウ		86		102		121		149		183		219		243		279		324		353		373		391		415

																																		15～64歳 サイ		694		754		793		843		862		888		904		893		866		848		831		805		763

																																		14歳以下 サイ イカ		325		323		300		281		264		254		247		238		226		213		201		195		191

																																		高齢化率 コウレイカ リツ		7.8%		8.6%		9.9%		11.7%		13.8%		16.1%		17.4%		19.8%		22.9%		25.0%		26.5%		28.1%		30.3%

																																																																														1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2015		2020		2025		2030		2035		2040

																								国勢調査 コクセイ チョウサ		社人研 シャ ジンケン																																																人口 ジンコウ				1,106,559		1,179,097		1,222,398		1,273,440		1,318,220		1,361,594		1,392,818		1,433,566		1,416,876		1,414,154		1,404,887		1,390,796		1,369,408

										1980年 ネン		1985年 ネン		1990年 ネン		1995年 ネン		2000年 ネン		2005年 ネン		2010年		2015年		2020年		2025年		2030年		2035年		2040年																																										65歳以上 サイ イジョウ		85,819		101,947		121,082		148,567		182,557		218,897		240,507		278,337		324,026		353,379		372,958		391,118		415,447

						沖縄県 オキナワケン		0～14歳		106980		104592		96687		93998		92047		90721		87436		88348		78687		74154		70217		68399		67113																																										15～64歳 サイ		694,174		754,119		793,287		842,752		861,826		888,046		897,960		892,109		866,415		848,273		831,211		804,888		763,398

						中部 チュウブ		15～64歳		217420		241996		262724		286405		293943		302453		311308		313338		304608		300062		295404		286760		272551																																										14歳以下 サイ イカ		325,393		322,523		299,836		281,302		264,279		254,203		246,313		247,206		226,435		212,502		200,718		194,790		190,563

								65歳以上		25206		30249		36460		45327		57548		70931		79873		93419		107322		117005		123942		131212		140853																																								高齢化率 コウレイカ リツ				7.8%		8.6%		9.9%		11.7%		13.9%		16.1%		17.4%		19.6%		22.9%		25.0%		26.5%		28.1%		30.3%

								75歳以上（再掲） サイ イジョウ サイケイ



								総人口 ソウジンコウ		349606		376837		395871		425730		443538		464105		478,617		495,105		490,617		491,221		489,563		486,371		480,517

										31%		28%		24%		22%		21%		20%		18%		18%		16%		15%		14%		14%		14%

										62.2%		64.2%		66.4%		67.3%		66.3%		65.2%		65.0%		63.3%		62.1%		61.1%		60.3%		59.0%		56.7%

										7%		8%		9%		11%		13%		15%		17%		19%		22%		24%		25%		27%		29%

										1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2015		2020		2025		2030		2035		2040

								65歳以上 サイ イジョウ		25		30		36		45		58		71		80		93		107		117		124		131		141

								15～64歳 サイ		217		242		263		286		294		302		311		313		305		300		295		287		273

								14歳以下 サイ イカ		107		105		97		94		92		91		87		88		79		74		70		68		67

								高齢化率 コウレイカ リツ		7.2%		8.0%		9.2%		10.6%		13.0%		15.3%		16.7%		18.9%		21.9%		23.8%		25.3%		27.0%		29.3%

																																																																												中部 チュウブ

																																																																																												国勢調査 コクセイ チョウサ		社人研 シャ ジンケン

																																																																														1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2015		2020		2025		2030		2035		2040

																																																																										人口 ジンコウ				349,606		376,837		395,871		425,730		443,538		464,105		478,617		495,105		490,617		491,221		489,563		486,371		480,517

																																																																												65歳以上 サイ イジョウ		25,206		30,249		36,460		45,327		57,548		70,931		79,873		93,419		107,322		117,005		123,942		131,212		140,853

																																																																												15～64歳 サイ		217,420		241,996		262,724		286,405		293,943		302,453		311,308		313,338		304,608		300,062		295,404		286,760		272,551

																																																																												14歳以下 サイ イカ		106,980		104,592		96,687		93,998		92,047		90,721		87,436		88,348		78,687		74,154		70,217		68,399		67,113

																																																																										高齢化率 コウレイカ リツ				7.2%		8.0%		9.2%		10.6%		13.0%		15.3%		16.7%		18.9%		21.9%		23.8%		25.3%		27.0%		29.3%



14歳以下	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	325.39299999999997	322.52300000000002	299.83600000000001	281.30200000000002	264.279	254.203	246.51499999999996	247.20599999999999	226.435	212.50200000000001	200.71799999999999	194.79	190.56299999999999	15～64歳	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	203	5	2040	694.17399999999998	754.11900000000003	793.28700000000003	842.75199999999995	861.82600000000002	888.04600000000005	903.79300000000001	892.10900000000004	866.41499999999996	848.27300000000002	831.21100000000001	804.88800000000003	763.39800000000002	65歳以上	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	85.819000000000003	101.947	121.08199999999999	148.56700000000001	182.55699999999999	218.89699999999999	242.51	278.33699999999999	324.02600000000001	353.37900000000002	372.95800000000003	391.11799999999999	415.447	高齢化率	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	7.755483440105769E-2	8.6461928068683067E-2	9.9052845308974652E-2	0.11666588139213468	0.13848750587914005	0.16076525014064397	0.17411463665748145	0.19633661857776097	0.22869044291808174	0.24988721171810141	0.26547188492739987	0.28121881282373545	0.30337707973080336	14歳以下	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	325.39299999999997	322.52300000000002	299.83600000000001	281.30200000000002	264.279	254.203	246.51499999999996	247.20599999999999	226.435	212.50200000000001	200.71799999999999	194.79	190.56299999999999	15～64歳	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	694.17399999999998	754.11900000000003	793.28700000000003	842.75199999999995	861.82600000000002	888.04600000000005	903.79300000000001	892.10900000000004	866.41499999999996	848.27300000000002	831.21100000000001	804.88800000000003	763.39800000000002	65歳以上	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	85.819000000000003	101.947	121.08199999999999	148.56700000000001	182.55699999999999	218.89699999999999	242.51	278.33699999999999	324.02600000000001	353.37900000000002	372.95800000000003	391.11799999999999	415.447	高齢化率	7.755483440105769E-2	8.6461928068683067E-2	9.9052845308974652E-2	0.11666588139213468	0.13848750587914005	0.16076525014064397	0.17411463665748145	0.19633661857776097	0.22869044291808174	0.24988721171810141	0.26547188492739987	0.28121881282373545	0.30337707973080336	0～14歳	

2040年	2035年	2030年	2025年	2020年	2015年	2010年	2005年	2000年	1995年	1990年	1985年	1980年	0.13915721245969062	0.14005648563844014	0.14287127719168874	0.15026793404395844	0.15981285588858871	0.17437706856125482	0.17699010208081742	0.18669515288698393	0.20048171018494637	0.22089929639401934	0.24528508718109815	0.27353389924662685	0.29405842797356491	15～64歳	

2040年	2035年	2030年	2025年	2020年	2015年	2010年	2005年	2000年	1995年	1990年	1985年	1980年	0.55746570780950599	0.5787247015378244	0.59165683788091139	0.59984485423794009	0.61149670119332955	0.62928631286098424	0.64889526126170105	0.65221057084564116	0.65378009740407517	0.66179168237215735	0.64895966780050363	0.63957333450937459	0.62732669473566249	65歳以上	2040年	2035年	2030年	2025年	2020年	2015年	2010年	2005年	2000年	1995年	1990年	1985年	1980年	0.30337707973080336	0.28121881282373545	0.26547188492739987	0.24988721171810141	0.22869044291808174	0.19633661857776097	0.17411463665748145	0.16076525014064397	0.13848750587914005	0.11666588139213468	9.9052845308974652E-2	8.6461928068683067E-2	7.755483440105769E-2	14歳以下	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	106.98	104.592	96.686999999999998	93.998000000000005	92.046999999999997	90.721000000000004	87.436000000000007	88.347999999999999	78.686999999999998	74.153999999999996	70.216999999999999	68.399000000000001	67.113	15～64歳	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	217.42	241.99600000000001	262.72399999999999	286.40499999999997	293.94299999999998	302.45299999999997	311.30799999999999	313.33800000000002	304.608	300.06200000000001	295.404	286.76	272.55099999999999	65歳以上	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	25.206	30.248999999999999	36.46	45.326999999999998	57.548000000000002	70.930999999999997	79.873000000000005	93.418999999999997	107.322	117.005	123.94199999999999	131.21199999999999	140.85300000000001	高齢化率	7.2098304948999728E-2	8.0270780204703893E-2	9.2100709574583633E-2	0.10646888873229511	0.12974762027154382	0.15283394921407872	0.16688291473140318	0.18868522838589794	0.21874904457040828	0.23819217826599434	0.25316864223807761	0.26977759775973487	0.29312802668792154	年少人口
0～14歳
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高齢者人口（65歳以上人口）

				65歳以上人口・社人研 サイ イジョウ ジンコウ シャ ジンケン																				2015年を１とした場合 ネン バアイ																				2015年を１とした場合 ネン バアイ

						2010		2015		2020		2025		2030		2035		2040						県 ケン		2010年 ネン		2015年 ネン		2020年 ネン		2025年 ネン		2030年 ネン		2035年 ネン		2040年 ネン						県 ケン		2010年 ネン		2015年 ネン		2020年 ネン		2025年 ネン		2030年 ネン		2035年 ネン		2040年 ネン

				全国 ゼンコク		29483665		33951871		36123804		36573487		36849259		37407180		38678102						全国 ゼンコク		0.8683958831		1		1.063970937		1.0772156562		1.0853380952		1.1017707978		1.1392038453						沖縄県 オキナワケン		0.8684146446		1		1.1603188472		1.2654302862		1.3355415819		1.4005715186		1.4876922967										2010年 ネン		2015年 ネン		2020年 ネン		2025年 ネン		2030年 ネン		2035年 ネン		2040年 ネン

				北海道 ホッカイドウ		1360460		1574668		1696536		1716195		1713402		1699382		1707328						北海道 ホッカイドウ		0.8639662456		1		1.0773928219		1.0898773583		1.0881036511		1.079200187		1.08424633						宮城県 ミヤギケン		0.884419424		1		1.1022300852		1.1437218457		1.1613645295		1.1735175912		1.2057655366								沖縄県 オキナワケン		0.87		1.00		1.16		1.27		1.34		1.40		1.49

				青森県 アオモリケン		354290		392158		413942		415361		408143		396809		387165						青森県 アオモリケン		0.90343688		1		1.0555490389		1.0591674784		1.0407616318		1.0118600156		0.9872678869						福島県 フクシマケン		0.9231050132		1		1.1005076068		1.1170602406		1.105198519		1.0769040707		1.0609091867								全国 ゼンコク		0.87		1.00		1.06		1.08		1.09		1.10		1.14

				岩手県 イワテケン		361969		387884		405728		404081		394739		381552		372672						岩手県 イワテケン		0.9331887884		1		1.0460034443		1.0417573295		1.0176728094		0.9836755319		0.9607820895						栃木県 トチギケン		0.8623965735		1		1.089849119		1.1203679548		1.1255426847		1.1313851845		1.1612440378								秋田県 アキタケン		0.93		1.00		1.04		1.02		0.98		0.93		0.89

				宮城県 ミヤギケン		524405		592937		653553		678155		688616		695822		714943						宮城県 ミヤギケン		0.884419424		1		1.1022300852		1.1437218457		1.1613645295		1.1735175912		1.2057655366						千葉県 チバケン		0.8258612928		1		1.0877411836		1.1085750051		1.1232202209		1.1537050854		1.2064438949								高知県 コウチケン		0.91		1.00		1.02		1.00		0.97		0.93		0.91

				秋田県 アキタケン		321028		344378		356669		352577		339211		321093		306433						秋田県 アキタケン		0.9321965979		1		1.0356904332		1.0238081411		0.984996138		0.932385344		0.8898158419						埼玉県 サイタマケン		0.8230106973		1		1.087382657		1.109752971		1.1285390416		1.1679226166		1.2324250041								東京都 トウキョウト		0.8706488113		1		1.0531888136		1.079666398		1.1366299247		1.2251793769		1.3380353684

				山形県 ヤマガタケン		322690		344615		358751		358808		350469		337778		328545						山形県 ヤマガタケン		0.9363782772		1		1.0410196886		1.0411850906		1.0169870725		0.9801604689		0.9533682515						茨城県 イバラキケン		0.8607582544		1		1.087236227		1.1104816156		1.1100036971		1.1117685174		1.1358254657								中部圏域 チュウブ ケンイキ		0.8629041842		1		1.1594481596		1.2640579929		1.3390015449		1.4175426466		1.5216987349

				福島県 フクシマケン		508101		550426		605748		614859		608330		592756		583952						福島県 フクシマケン		0.9231050132		1		1.1005076068		1.1170602406		1.105198519		1.0769040707		1.0609091867						福岡県 フクオカケン		0.851229823		1		1.0865882314		1.1135494763		1.1195471281		1.1291558487		1.1620252955

				茨城県 イバラキケン		668192		776283		844003		862048		861677		863047		881722						茨城県 イバラキケン		0.8607582544		1		1.087236227		1.1104816156		1.1100036971		1.1117685174		1.1358254657						滋賀県 シガケン		0.8489406206		1		1.0834412156		1.1191514492		1.1485516627		1.1812858011		1.2478682954

				栃木県 トチギケン		442970		513650		559801		575477		578135		581136		596473						栃木県 トチギケン		0.8623965735		1		1.089849119		1.1203679548		1.1255426847		1.1313851845		1.1612440378						神奈川県 カナガワケン		0.8306604808		1		1.0794656746		1.1111295701		1.1610411257		1.2372413674		1.3249228239

				群馬県 グンマケン		473551		543473		577951		581686		579851		582611		596440						群馬県 グンマケン		0.8713422746		1		1.0634401341		1.0703126006		1.0669361679		1.0720146171		1.0974602234						北海道 ホッカイドウ		0.8639662456		1		1.0773928219		1.0898773583		1.0881036511		1.079200187		1.08424633

				埼玉県 サイタマケン		1470251		1786430		1942533		1982496		2016056		2086412		2201641						埼玉県 サイタマケン		0.8230106973		1		1.087382657		1.109752971		1.1285390416		1.1679226166		1.2324250041						佐賀県 サガケン		0.906598769		1		1.0700086318		1.0875845287		1.0778162859		1.0567789957		1.0477351297

				千葉県 チバケン		1339291		1621690		1763979		1797765		1821515		1870952		1956478						千葉県 チバケン		0.8258612928		1		1.0877411836		1.1085750051		1.1232202209		1.1537050854		1.2064438949						宮崎県 ミヤザキケン		0.8960673298		1		1.067565417		1.0849273145		1.068682479		1.0361193573		1.0209426167

				東京都 トウキョウト		2679265		3077320		3240999		3322479		3497774		3770269		4117563						東京都 トウキョウト		0.8706488113		1		1.0531888136		1.079666398		1.1366299247		1.2251793769		1.3380353684						愛知県 アイチケン		0.8416882355		1		1.0662128772		1.0861264824		1.1148902684		1.1623112525		1.2403236254

				神奈川県 カナガワケン		1830009		2203077		2378146		2447904		2557863		2725738		2918907						神奈川県 カナガワケン		0.8306604808		1		1.0794656746		1.1111295701		1.1610411257		1.2372413674		1.3249228239						全国 ゼンコク		0.8683958831		1		1.063970937		1.0772156562		1.0853380952		1.1017707978		1.1392038453

				新潟県 ニイガタケン		623955		688636		724531		724601		711397		697847		693504						新潟県 ニイガタケン		0.9060737458		1		1.05212478		1.0522264302		1.0330522947		1.0133757166		1.0070690466						群馬県 グンマケン		0.8713422746		1		1.0634401341		1.0703126006		1.0669361679		1.0720146171		1.0974602234

				富山県 トヤマケン		286254		325250		336631		331731		323968		318369		323178						富山県 トヤマケン		0.880104535		1		1.034991545		1.0199262106		0.9960584166		0.9788439662		0.9936295158						長崎県 ナガサキケン		0.9086416975		1		1.063400661		1.075262294		1.0584104091		1.0296235051		1.0076150265

				石川県 イシカワケン		277554		322484		339199		341797		340839		340974		351106						石川県 イシカワケン		0.8606752583		1		1.0518320289		1.0598882425		1.0569175525		1.0573361779		1.0887547909						熊本県 クマモトケン		0.9090861283		1		1.0623446691		1.079825484		1.0716898446		1.0503427993		1.0394667134

				福井県 フクイケン		203228		226956		238058		239967		239316		236131		237523						福井県 フクイケン		0.8954511007		1		1.0489169707		1.0573282927		1.0544598953		1.0404263381		1.0465596856						静岡県 シズオカケン		0.873478506		1		1.0612794816		1.072467861		1.071470655		1.073800066		1.0937753501

				山梨県 ヤマナシケン		212810		236303		249173		252457		254628		256679		258611						山梨県 ヤマナシケン		0.9005810337		1		1.0544639721		1.0683613835		1.0775487404		1.0862282747		1.0944042183						奈良県 ナラケン		0.8573355362		1		1.0604924862		1.063363368		1.0576216045		1.0529353873		1.0634679027

				長野県 ナガノケン		570860		625353		645494		642920		637002		633810		640952						長野県 ナガノケン		0.9128604164		1		1.0322074093		1.028091334		1.018627879		1.0135235619		1.0249443115						鹿児島県 カゴシマケン		0.9311168247		1		1.0591112419		1.0773643982		1.0633909659		1.0350365084		1.0153011966

				岐阜県 ギフケン		501791		570838		598159		597834		593772		590387		600229						岐阜県 ギフケン		0.8790427407		1		1.0478612146		1.0472918762		1.0401760219		1.0342461434		1.0514874623						兵庫県 ヒョウゴケン		0.8591486816		1		1.0575198722		1.0654887427		1.0736740863		1.0915540896		1.1325021214

				静岡県 シズオカケン		896948		1026869		1089795		1101284		1100260		1102652		1123164						静岡県 シズオカケン		0.873478506		1		1.0612794816		1.072467861		1.071470655		1.073800066		1.0937753501						広島県 ヒロシマケン		0.8645225989		1		1.0563913848		1.0636555818		1.0575378328		1.0582634966		1.0889568079

				愛知県 アイチケン		1505973		1789229		1907699		1943329		1994794		2079641		2219223						愛知県 アイチケン		0.8416882355		1		1.0662128772		1.0861264824		1.1148902684		1.1623112525		1.2403236254						青森県 アオモリケン		0.90343688		1		1.0555490389		1.0591674784		1.0407616318		1.0118600156		0.9872678869

				三重県 ミエケン		450366		505832		527616		527989		528540		529219		542413						三重県 ミエケン		0.8903469927		1		1.0430656819		1.0438030809		1.0448923753		1.0462347182		1.0723184773						山梨県 ヤマナシケン		0.9005810337		1		1.0544639721		1.0683613835		1.0775487404		1.0862282747		1.0944042183

				滋賀県 シガケン		291814		343739		372421		384696		394802		406054		428941						滋賀県 シガケン		0.8489406206		1		1.0834412156		1.1191514492		1.1485516627		1.1812858011		1.2478682954						東京都 トウキョウト		0.8706488113		1		1.0531888136		1.079666398		1.1366299247		1.2251793769		1.3380353684

				京都府 キョウトフ		616952		730729		768685		769725		771665		781035		809144						京都府 キョウトフ		0.844296586		1		1.0519426491		1.0533658853		1.0560207683		1.0688435795		1.1073106446						新潟県 ニイガタケン		0.9060737458		1		1.05212478		1.0522264302		1.0330522947		1.0133757166		1.0070690466

				大阪府 オオサカフ		1984854		2345351		2466902		2457235		2476091		2551871		2684737						大阪府 オオサカフ		0.8462929429		1		1.0518263578		1.0477045866		1.0557443214		1.0880550502		1.1447058457						京都府 キョウトフ		0.844296586		1		1.0519426491		1.0533658853		1.0560207683		1.0688435795		1.1073106446

				兵庫県 ヒョウゴケン		1289876		1501342		1587699		1599663		1611952		1638796		1700273						兵庫県 ヒョウゴケン		0.8591486816		1		1.0575198722		1.0654887427		1.0736740863		1.0915540896		1.1325021214						石川県 イシカワケン		0.8606752583		1		1.0518320289		1.0598882425		1.0569175525		1.0573361779		1.0887547909

				奈良県 ナラケン		336259		392214		415940		417066		414814		412976		417107						奈良県 ナラケン		0.8573355362		1		1.0604924862		1.063363368		1.0576216045		1.0529353873		1.0634679027						大阪府 オオサカフ		0.8462929429		1		1.0518263578		1.0477045866		1.0557443214		1.0880550502		1.1447058457

				和歌山県 ワカヤマケン		274192		300566		307484		302906		296484		288879		286868						和歌山県 ワカヤマケン		0.9122522175		1		1.0230165754		1.0077853117		0.9864189562		0.9611166932		0.954425983						大分県 オオイタケン		0.8996915366		1		1.0500681555		1.0511546917		1.0258849626		0.9960038043		0.989439432

				鳥取県 トットリ ケン		155133		169983		178214		178855		175360		169940		168467						鳥取県 トットリ ケン		0.9126383227		1		1.0484224893		1.0521934546		1.031632575		0.9997470335		0.9910814611						福井県 フクイケン		0.8954511007		1		1.0489169707		1.0573282927		1.0544598953		1.0404263381		1.0465596856

				島根県 シマネケン		208548		224744		230039		226144		217706		208139		203607						島根県 シマネケン		0.9279357847		1		1.0235601395		1.0062293098		0.9686843698		0.9261159364		0.9059507707						鳥取県 トットリ ケン		0.9126383227		1		1.0484224893		1.0521934546		1.031632575		0.9997470335		0.9910814611

				岡山県 オカヤマケン		489498		549521		569143		566939		556161		548484		560426						岡山県 オカヤマケン		0.8907721452		1		1.0357074616		1.0316966958		1.0120832507		0.998112902		1.0198445555						岐阜県 ギフケン		0.8790427407		1		1.0478612146		1.0472918762		1.0401760219		1.0342461434		1.0514874623

				広島県 ヒロシマケン		686220		793756		838517		844283		839427		840003		864366						広島県 ヒロシマケン		0.8645225989		1		1.0563913848		1.0636555818		1.0575378328		1.0582634966		1.0889568079						岩手県 イワテケン		0.9331887884		1		1.0460034443		1.0417573295		1.0176728094		0.9836755319		0.9607820895

				山口県 ヤマグチケン		406140		449750		462264		451470		431663		414403		409567						山口県 ヤマグチケン		0.9030350195		1		1.0278243469		1.0038243469		0.9597843246		0.9214074486		0.9106548082						徳島県 トクシマケン		0.8991259444		1		1.045924954		1.0410361685		1.0144208588		0.9836447906		0.9727624812

				徳島県 トクシマケン		212423		236255		247105		245950		239662		232391		229820						徳島県 トクシマケン		0.8991259444		1		1.045924954		1.0410361685		1.0144208588		0.9836447906		0.9727624812						三重県 ミエケン		0.8903469927		1		1.0430656819		1.0438030809		1.0448923753		1.0462347182		1.0723184773

				香川県 カガワケン		257624		292532		304708		303780		296864		290704		293304						香川県 カガワケン		0.8806694652		1		1.0416227968		1.0384504943		1.0148086363		0.993751111		1.0026390275						香川県 カガワケン		0.8806694652		1		1.0416227968		1.0384504943		1.0148086363		0.993751111		1.0026390275

				愛媛県 エヒメケン		381536		424267		441823		439582		429968		417959		415842						愛媛県 エヒメケン		0.899282763		1		1.0413796029		1.0360975518		1.013437293		0.9851320041		0.9801422218						愛媛県 エヒメケン		0.899282763		1		1.0413796029		1.0360975518		1.013437293		0.9851320041		0.9801422218

				高知県 コウチケン		220334		241147		246367		241572		233332		223106		219575						高知県 コウチケン		0.9136916487		1		1.0216465475		1.0017624105		0.9675923814		0.9251867118		0.9105441909						山形県 ヤマガタケン		0.9363782772		1		1.0410196886		1.0411850906		1.0169870725		0.9801604689		0.9533682515

				福岡県 フクオカケン		1132437		1330354		1445547		1481415		1489394		1502177		1545905						福岡県 フクオカケン		0.851229823		1		1.0865882314		1.1135494763		1.1195471281		1.1291558487		1.1620252955						岡山県 オカヤマケン		0.8907721452		1		1.0357074616		1.0316966958		1.0120832507		0.998112902		1.0198445555

				佐賀県 サガケン		209010		230543		246683		250735		248483		243633		241548						佐賀県 サガケン		0.906598769		1		1.0700086318		1.0875845287		1.0778162859		1.0567789957		1.0477351297						秋田県 アキタケン		0.9321965979		1		1.0356904332		1.0238081411		0.984996138		0.932385344		0.8898158419

				長崎県 ナガサキケン		371450		408797		434715		439564		432675		420907		411910						長崎県 ナガサキケン		0.9086416975		1		1.063400661		1.075262294		1.0584104091		1.0296235051		1.0076150265						富山県 トヤマケン		0.880104535		1		1.034991545		1.0199262106		0.9960584166		0.9788439662		0.9936295158

				熊本県 クマモトケン		466743		513420		545429		554404		550227		539267		533683						熊本県 クマモトケン		0.9090861283		1		1.0623446691		1.079825484		1.0716898446		1.0503427993		1.0394667134						長野県 ナガノケン		0.9128604164		1		1.0322074093		1.028091334		1.018627879		1.0135235619		1.0249443115

				大分県 オオイタケン		318794		354337		372078		372463		363509		352921		350595						大分県 オオイタケン		0.8996915366		1		1.0500681555		1.0511546917		1.0258849626		0.9960038043		0.989439432						山口県 ヤマグチケン		0.9030350195		1		1.0278243469		1.0038243469		0.9597843246		0.9214074486		0.9106548082

				宮崎県 ミヤザキケン		292790		326750		348827		354500		349192		338552		333593						宮崎県 ミヤザキケン		0.8960673298		1		1.067565417		1.0849273145		1.068682479		1.0361193573		1.0209426167						島根県 シマネケン		0.9279357847		1		1.0235601395		1.0062293098		0.9686843698		0.9261159364		0.9059507707

				鹿児島県 カゴシマケン		452317		485779		514494		523361		516573		502799		493212						鹿児島県 カゴシマケン		0.9311168247		1		1.0591112419		1.0773643982		1.0633909659		1.0350365084		1.0153011966						和歌山県 ワカヤマケン		0.9122522175		1		1.0230165754		1.0077853117		0.9864189562		0.9611166932		0.954425983

				沖縄県 オキナワケン		242510		279256		324026		353379		372958		391118		415447						沖縄県 オキナワケン		0.8684146446		1		1.1603188472		1.2654302862		1.3355415819		1.4005715186		1.4876922967						高知県 コウチケン		0.9136916487		1		1.0216465475		1.0017624105		0.9675923814		0.9251867118		0.9105441909

				中部 チュウブ		79873		92563		107322		117005		123942		131212		140853						中部 チュウブ		0.8629041842		1		1.1594481596		1.2640579929		1.3390015449		1.4175426466		1.5216987349

				南部 ナンブ		119687		139573		162883		177523		188209		198758		212381

				北部 ホクブ		21409		23875		27287		29631		30492		30451		30812

				宮古 ミヤコ		12406		12839		14228		15361		15646		15359		15173

				八重山 ヤエヤマ		9135		10406		12306		13859		14669		15338		16228



沖縄県	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.86841464462715212	1	1.16031884722262	1.2654302861890165	1.335541581917667	1.	4005715186065832	1.4876922966740196	全国	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.86839588310170002	1	1.0639709369772288	1.0772156562446882	1.0853380952113065	1.1017707978449847	1.1392038453492004	秋田県	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.93219659792437382	1	1.0356904331867889	1.0238081410543065	0.98499613796467833	0.93238534401152218	0.88981584189466223	高知県	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.91369164866243413	1	1.0216465475415411	1.0017624104799148	0.96759238141050896	0.92518671183966628	0.91054419088771577	東京都	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.87064881130334204	1	1.0531888136430401	1.0796663980346535	1.1366299247397085	1.2251793768603849	1.3380353684374715	中部圏域	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.862904184177263	1	1.1594481596318182	1.2640579929345419	1.339001544893748	1.4175426466298628	1.521698734915679	高知県
2025年の指数が最も低い

秋田県
2040年の指数が最も低い

沖縄県
2020年～2040年の指数が最も高い

東京都

全国



高齢者人口（75歳以上人口） 

				65歳以上人口・社人研 サイ イジョウ ジンコウ シャ ジンケン																				2015年を１とした場合 ネン バアイ																				2015年を１とした場合 ネン バアイ

						2010		2015		2020		2025		2030		2035		2040						県 ケン		2010年 ネン		2015年 ネン		2020年 ネン		2025年 ネン		2030年 ネン		2035年 ネン		2040年 ネン						県 ケン		2010年 ネン		2015年 ネン		2020年 ネン		2025年 ネン		2030年 ネン		2035年 ネン		2040年 ネン

				全国 ゼンコク		14193639		16458195		18790008		21785638		22783825		22454392		22229933						全国 ゼンコク		0.8624055676		1		1.1416809681		1.3236954599		1.3843453064		1.3643289559		1.3506908261						沖縄県 オキナワケン		0.8378130263		1		1.0861702421		1.2519464922		1.4626784284		1.5921891825		1.6586322096										2010年 ネン		2015年 ネン		2020年 ネン		2025年 ネン		2030年 ネン		2035年 ネン		2040年 ネン

				北海道 ホッカイドウ		671405		784479		881081		1024035		1091485		1077046		1050067						北海道 ホッカイドウ		0.8558610237		1		1.123141601		1.305369551		1.3913501827		1.3729443363		1.3385533583						埼玉県 サイタマケン		0.7703421288		1		1.2671276848		1.5385988241		1.6160252815		1.5755626421		1.5664037321								沖縄県 オキナワケン		0.84		1.00		1.09		1.25		1.46		1.59		1.66

				青森県 アオモリケン		180427		200483		212420		237096		249989		248297		240019						青森県 アオモリケン		0.8999615928		1		1.059541208		1.1826239631		1.2469336552		1.2384940369		1.1972037529						千葉県 チバケン		0.7851224794		1		1.2509041541		1.5100015069		1.5868573948		1.5467425338		1.528356672								全国 ゼンコク		0.86		1.00		1.14		1.32		1.38		1.36		1.35

				岩手県 イワテケン		192913		209796		217272		234263		244805		242431		233769						岩手県 イワテケン		0.9195265877		1		1.0356346165		1.1166228145		1.1668716277		1.1555558733		1.1142681462						神奈川県 カナガワケン		0.7812510153		1		1.2299195729		1.462380243		1.528373944		1.516629369		1.5677319059								埼玉県 サイタマケン		0.77		1.00		1.27		1.54		1.62		1.58		1.57

				宮城県 ミヤギケン		266712		299385		331974		384733		421776		431830		429396						宮城県 ミヤギケン		0.8908662759		1		1.108853149		1.2850777427		1.4088080565		1.4423902333		1.4342602335						滋賀県 シガケン		0.8772129364		1		1.1567228761		1.3825412917		1.4808686084		1.490214865		1.4982630304

				秋田県 アキタケン		175336		188108		190028		205417		214024		210715		199096						秋田県 アキタケン		0.9321028345		1		1.0102069024		1.0920162885		1.1377719183		1.1201809599		1.058413252						栃木県 トチギケン		0.8992626561		1		1.119542088		1.3293634429		1.4507282714		1.4620276133		1.4307688501

				山形県 ヤマガタケン		180600		190000		191386		206772		217907		217810		209535						山形県 ヤマガタケン		0.9505263158		1		1.0072947368		1.0882736842		1.1468789474		1.1463684211		1.1028157895						茨城県 イバラキケン		0.8745799991		1		1.1529797957		1.3622728679		1.4697461205		1.4588537292		1.4180086432								山形県 ヤマガタケン		0.9505263158		1		1.0072947368		1.0882736842		1.1468789474		1.1463684211		1.1028157895

				福島県 フクシマケン		274680		289530		312926		344208		370359		375382		365202						福島県 フクシマケン		0.9487099782		1		1.0808068249		1.1888508963		1.2791731427		1.2965219494		1.2613615169						愛知県 アイチケン		0.8080254593		1		1.2052564297		1.4277265403		1.4772774025		1.4534148181		1.4733260191								島根県 シマネ ケン		0.9682863953		1		1.0145110819		1.1119866401		1.1403359437		1.1099032054		1.044141252

				茨城県 イバラキケン		316514		361904		417268		493012		531907		527965		513183						茨城県 イバラキケン		0.8745799991		1		1.1529797957		1.3622728679		1.4697461205		1.4588537292		1.4180086432						宮城県 ミヤギケン		0.8908662759		1		1.108853149		1.2850777427		1.4088080565		1.4423902333		1.4342602335

				栃木県 トチギケン		218064		242492		271480		322360		351790		354530		346950						栃木県 トチギケン		0.8992626561		1		1.119542088		1.3293634429		1.4507282714		1.4620276133		1.4307688501						福岡県 フクオカケン		0.8600083287		1		1.1341692887		1.3408646431		1.4415463631		1.4414985502		1.4125115676

				群馬県 グンマケン		234465		261665		294645		343916		362479		354878		345318						群馬県 グンマケン		0.8960502933		1		1.1260390194		1.314337034		1.3852788871		1.3562302945		1.3196950299						奈良県 ナラケン		0.8484615133		1		1.1800471868		1.3867734924		1.4381492283		1.389531518		1.3480682898

				埼玉県 サイタマケン		589180		764829		969136		1176765		1235983		1205036		1198031						埼玉県 サイタマケン		0.7703421288		1		1.2671276848		1.5385988241		1.6160252815		1.5755626421		1.5664037321						大阪府 オオサカフ		0.7876101316		1		1.2183756822		1.4275885655		1.4475157378		1.3820203196		1.375300996

				千葉県 チバケン		562691		716692		896513		1082206		1137288		1108538		1095361						千葉県 チバケン		0.7851224794		1		1.2509041541		1.5100015069		1.5868573948		1.5467425338		1.528356672						東京都 トウキョウト		0.8380784997		1		1.1629496725		1.3428893133		1.3807890712		1.3773711118		1.4526864224

				東京都 トウキョウト		1234084		1472516		1712462		1977426		2033234		2028201		2139104						東京都 トウキョウト		0.8380784997		1		1.1629496725		1.3428893133		1.3807890712		1.3773711118		1.4526864224						兵庫県 ヒョウゴケン		0.8508404101		1		1.1648515611		1.360228426		1.407135427		1.3748689169		1.3625566033

				神奈川県 カナガワケン		793519		1015703		1249233		1485344		1552374		1540445		1592350						神奈川県 カナガワケン		0.7812510153		1		1.2299195729		1.462380243		1.528373944		1.516629369		1.5677319059						京都府 キョウトフ		0.8418058909		1		1.1755493571		1.3932204171		1.4255363904		1.373923041		1.3458572738

				新潟県 ニイガタケン		334881		362604		381169		426909		449416		443029		425783						新潟県 ニイガタケン		0.9235446934		1		1.0511991043		1.1773422246		1.2394126926		1.2217984358		1.1742369086						北海道 ホッカイドウ		0.8558610237		1		1.123141601		1.305369551		1.3913501827		1.3729443363		1.3385533583

				富山県 トヤマケン		147614		160839		177486		205546		209398		199943		189568						富山県 トヤマケン		0.9177749178		1		1.1035010165		1.277961191		1.3019106063		1.2431251127		1.1786196134						全国 ゼンコク		0.8624055676		1		1.1416809681		1.3236954599		1.3843453064		1.3643289559		1.3506908261

				石川県 イシカワケン		141217		154950		174500		207554		215337		210900		204534						石川県 イシカワケン		0.9113714101		1		1.1261697322		1.3394901581		1.3897192643		1.3610842207		1.32						石川県 イシカワケン		0.9113714101		1		1.1261697322		1.3394901581		1.3897192643		1.3610842207		1.32

				福井県 フクイケン		108880		117153		125892		142747		149303		148074		144920						福井県 フクイケン		0.9293829437		1		1.0745947607		1.2184664499		1.2744274581		1.263936903		1.2370148438						広島県 ヒロシマケン		0.8827878546		1		1.1444727097		1.3359591531		1.3884255174		1.3571641146		1.3152458859

				山梨県 ヤマナシケン		110901		120859		131889		148576		156057		155459		154674						山梨県 ヤマナシケン		0.917606467		1		1.091263373		1.2293333554		1.2912319314		1.2862840169		1.2797888449						群馬県 グンマケン		0.8960502933		1		1.1260390194		1.314337034		1.3852788871		1.3562302945		1.3196950299

				長野県 ナガノケン		305256		327310		353270		391701		401360		391866		381893						長野県 ナガノケン		0.9326204516		1		1.0793131893		1.1967278727		1.2262381229		1.1972319819		1.1667623965						静岡県 シズオカケン		0.86848513		1		1.1407620093		1.3161902349		1.3736938089		1.34976666		1.3203181708

				岐阜県 ギフケン		245109		278033		311975		358848		369771		359462		350195						岐阜県 ギフケン		0.8815824021		1		1.1220790338		1.2906669352		1.3299536386		1.2928753062		1.2595447303						福島県 フクシマケン		0.9487099782		1		1.0808068249		1.1888508963		1.2791731427		1.2965219494		1.2613615169

				静岡県 シズオカケン		431935		497343		567350		654598		683197		671297		656651						静岡県 シズオカケン		0.86848513		1		1.1407620093		1.3161902349		1.3736938089		1.34976666		1.3203181708						岐阜県 ギフケン		0.8815824021		1		1.1220790338		1.2906669352		1.3299536386		1.2928753062		1.2595447303

				愛知県 アイチケン		659895		816676		984304		1165990		1206457		1186969		1203230						愛知県 アイチケン		0.8080254593		1		1.2052564297		1.4277265403		1.4772774025		1.4534148181		1.4733260191						山梨県 ヤマナシケン		0.917606467		1		1.091263373		1.2293333554		1.2912319314		1.2862840169		1.2797888449

				三重県 ミエケン		222798		249289		277000		314355		323396		316119		312404						三重県 ミエケン		0.8937337789		1		1.1111601394		1.2610063019		1.2972734457		1.2680824264		1.253180044						宮崎県 ミヤザキケン		0.9130086957		1		1.0534086957		1.1883246377		1.2720463768		1.2806028986		1.2318898551

				滋賀県 シガケン		141912		161776		187130		223662		239569		241081		242383						滋賀県 シガケン		0.8772129364		1		1.1567228761		1.3825412917		1.4808686084		1.490214865		1.4982630304						佐賀県 サガケン		0.9339496932		1		1.0455607284		1.1722490006		1.2657887377		1.276769704		1.2390724991

				京都府 キョウトフ		292142		347042		407965		483506		494721		476809		467069						京都府 キョウトフ		0.8418058909		1		1.1755493571		1.3932204171		1.4255363904		1.373923041		1.3458572738						三重県 ミエケン		0.8937337789		1		1.1111601394		1.2610063019		1.2972734457		1.2680824264		1.253180044

				大阪府 オオサカフ		842898		1070197		1303902		1527801		1549127		1479034		1471843						大阪府 オオサカフ		0.7876101316		1		1.2183756822		1.4275885655		1.4475157378		1.3820203196		1.375300996						福井県 フクイケン		0.9293829437		1		1.0745947607		1.2184664499		1.2744274581		1.263936903		1.2370148438

				兵庫県 ヒョウゴケン		604460		710427		827542		966343		999667		976744		967997						兵庫県 ヒョウゴケン		0.8508404101		1		1.1648515611		1.360228426		1.407135427		1.3748689169		1.3625566033						香川県 カガワケン		0.9328862719		1		1.0752371606		1.2502180787		1.2932136626		1.260788082		1.1940900665

				奈良県 ナラケン		155355		183102		216069		253921		263328		254426		246834						奈良県 ナラケン		0.8484615133		1		1.1800471868		1.3867734924		1.4381492283		1.389531518		1.3480682898						長崎県 ナガサキケン		0.925466787		1		1.0437842715		1.16735846		1.2486013743		1.2506374216		1.2052243123

				和歌山県 ワカヤマケン		140781		152537		165419		183735		185902		179425		173248						和歌山県 ワカヤマケン		0.9229301743		1		1.0844516412		1.2045274261		1.2187338154		1.1762719865		1.1357768935						熊本県 クマモトケン		0.926245287		1		1.044224604		1.1617118128		1.2389366121		1.2499692432		1.2169401003

				鳥取県 トットリ ケン		85976		90386		93967		104817		110609		110048		105551						鳥取県 トットリ ケン		0.9512092581		1		1.0396189675		1.1596596818		1.2237404023		1.2175336888		1.1677804085						岡山県 オカヤマケン		0.9182292765		1		1.1055788624		1.257494347		1.2842798665		1.2480023557		1.1939369043

				島根県 シマネケン		119442		123354		125144		137168		140665		136911		128799						島根県 シマネケン		0.9682863953		1		1.0145110819		1.1119866401		1.1403359437		1.1099032054		1.044141252						富山県 トヤマケン		0.9177749178		1		1.1035010165		1.277961191		1.3019106063		1.2431251127		1.1786196134

				岡山県 オカヤマケン		252581		275074		304116		345904		353272		343293		328421						岡山県 オカヤマケン		0.9182292765		1		1.1055788624		1.257494347		1.2842798665		1.2480023557		1.1939369043						大分県 オオイタケン		0.9231169874		1		1.067828059		1.2032508857		1.2600057509		1.2402953575		1.1791622133

				広島県 ヒロシマケン		341126		386419		442246		516240		536514		524434		508236						広島県 ヒロシマケン		0.8827878546		1		1.1444727097		1.3359591531		1.3884255174		1.3571641146		1.3152458859						青森県 アオモリケン		0.8999615928		1		1.059541208		1.1826239631		1.2469336552		1.2384940369		1.1972037529

				山口県 ヤマグチケン		211598		228492		246873		278089		282659		269007		249990						山口県 ヤマグチケン		0.9260630569		1		1.0804448296		1.2170623042		1.2370630044		1.1773147419		1.094086445						愛媛県 エヒメケン		0.9277619552		1		1.0685690437		1.2093119247		1.253294075		1.2243731741		1.1702554083

				徳島県 トクシマケン		115480		123360		129177		146009		152958		150081		142640						徳島県 トクシマケン		0.9361219196		1		1.0471546693		1.1836008431		1.2399319066		1.2166099222		1.1562905318						新潟県 ニイガタケン		0.9235446934		1		1.0511991043		1.1773422246		1.2394126926		1.2217984358		1.1742369086

				香川県 カガワケン		136888		146736		157776		183452		189761		185003		175216						香川県 カガワケン		0.9328862719		1		1.0752371606		1.2502180787		1.2932136626		1.260788082		1.1940900665						鳥取県 トットリ ケン		0.9512092581		1		1.0396189675		1.1596596818		1.2237404023		1.2175336888		1.1677804085

				愛媛県 エヒメケン		202292		218043		232994		263682		273272		266966		255166						愛媛県 エヒメケン		0.9277619552		1		1.0685690437		1.2093119247		1.253294075		1.2243731741		1.1702554083						徳島県 トクシマケン		0.9361219196		1		1.0471546693		1.1836008431		1.2399319066		1.2166099222		1.1562905318

				高知県 コウチケン		121617		127176		133554		148849		151572		146078		137767						高知県 コウチケン		0.9562889224		1		1.0501509719		1.1704173743		1.1918286469		1.1486286721		1.0832782915						鹿児島県 カゴシマケン		0.9496446473		1		1.0135669933		1.1024725069		1.1850340391		1.2085770928		1.175188898

				福岡県 フクオカケン		557595		648360		735350		869363		934641		934610		915816						福岡県 フクオカケン		0.8600083287		1		1.1341692887		1.3408646431		1.4415463631		1.4414985502		1.4125115676						長野県 ナガノケン		0.9326204516		1		1.0793131893		1.1967278727		1.2262381229		1.1972319819		1.1667623965

				佐賀県 サガケン		113544		121574		127113		142515		153887		155222		150639						佐賀県 サガケン		0.9339496932		1		1.0455607284		1.1722490006		1.2657887377		1.276769704		1.2390724991						山口県 ヤマグチケン		0.9260630569		1		1.0804448296		1.2170623042		1.2370630044		1.1773147419		1.094086445

				長崎県 ナガサキケン		199998		216105		225567		252272		269829		270269		260455						長崎県 ナガサキケン		0.925466787		1		1.0437842715		1.16735846		1.2486013743		1.2506374216		1.2052243123						和歌山県 ワカヤマケン		0.9229301743		1		1.0844516412		1.2045274261		1.2187338154		1.1762719865		1.1357768935

				熊本県 クマモトケン		255979		276362		288584		321053		342395		345444		336316						熊本県 クマモトケン		0.926245287		1		1.044224604		1.1617118128		1.2389366121		1.2499692432		1.2169401003						岩手県 イワテケン		0.9195265877		1		1.0356346165		1.1166228145		1.1668716277		1.1555558733		1.1142681462

				大分県 オオイタケン		170148		184319		196821		221782		232243		228610		217342						大分県 オオイタケン		0.9231169874		1		1.067828059		1.2032508857		1.2600057509		1.2402953575		1.1791622133						高知県 コウチケン		0.9562889224		1		1.0501509719		1.1704173743		1.1918286469		1.1486286721		1.0832782915

				宮崎県 ミヤザキケン		157494		172500		181713		204986		219428		220904		212501						宮崎県 ミヤザキケン		0.9130086957		1		1.0534086957		1.1883246377		1.2720463768		1.2806028986		1.2318898551						山形県 ヤマガタケン		0.9505263158		1		1.0072947368		1.0882736842		1.1468789474		1.1463684211		1.1028157895

				鹿児島県 カゴシマケン		253878		267340		270967		294735		316807		323101		314175						鹿児島県 カゴシマケン		0.9496446473		1		1.0135669933		1.1024725069		1.1850340391		1.2085770928		1.175188898						秋田県 アキタケン		0.9321028345		1		1.0102069024		1.0920162885		1.1377719183		1.1201809599		1.058413252

				沖縄県 オキナワケン		121379		144876		157360		181377		211907		230670		240296						沖縄県 オキナワケン		0.8378130263		1		1.0861702421		1.2519464922		1.4626784284		1.5921891825		1.6586322096						島根県 シマネケン		0.9682863953		1		1.0145110819		1.1119866401		1.1403359437		1.1099032054		1.044141252



沖縄県	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.83781302631215659	1	1.0861702421381043	1.2519464921726167	1.4626784284491565	1.5921891824732874	1.6586322096137387	全国	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.86240556756071973	1	1.1416809680526936	1.323695459921334	1.384345306395993	1.364328955878819	1.3506908260596013	埼玉県	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.77034212876342278	1	1.2671276847504476	1.5385988240508663	1.6160252814681451	1.5755626421069284	1.5664037320760589	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	山形県	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.95052631578947366	1	1.0072947368421052	1.0882736842105263	1.1468789473684211	1.1463684210526315	1.1028157894736843	島根県	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.96828639525268734	1	1.0145110819268122	1.1119866400765277	1.1403359437067302	1.1099032054088234	1.0441412520064206	山形県
2025年の指数が最も低い

島根県
2040年の指数が最も低い

埼玉県
2025年の指数が最も高い

東京都

全国

沖縄県
2035年以降の指数が最も高い



出生数・出生率

				出生率 シュッショウリツ																												平成28年		人口動態調査

																																上巻　出生　　第４．３表　都道府県別にみた年次別出生数

						1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2015		2016

				全国 ゼンコク		17.1		13.6		11.9		10.0		9.6		9.5		8.4		8.5		8.0		7.8								注：１）昭和10・22年は事件発生地により、昭和25年は母の住所地により、昭和30年以降は子の住所地による。

				沖縄県 オキナワケン		21.6		18.4		17.6		14.0		13.2		12.8		11.9		12.3		11.9		11.6								　　２）昭和25年の全国には、不詳12を含む。

																																		1935		1947		1950		1955		1960		1965		1970		1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2014		2015		2016

																						8

																																全　　　国		2190704		2678792		2337507		1730692		1606041		1823697		1934239		1901440		1576889		1431577		1221585		1187064		1190547		1062530		1071304		1003539		1005677		976978

																																４７沖　縄		16413		　　　…		　　　…		　　　…		　　　…		　　　…		　　　…		22371		20281		20657		17088		16751		16773		16115		17098		16373		16941		16617



																																		1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2015		2016

																																全国 ゼンコク		1901440		1576889		1431577		1221585		1187064		1190547		1062530		1071304		1005677		976978

																																沖縄県 オキナワケン		22,371		20,281		20,657		17,088		16,751		16,773		16,115		17,098		16,941		16,617































































全国	

1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	17.100000000000001	13.6	11.9	10	9.6	9.5	8.4	8.5	8	7.8	沖縄県	

1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	21.6	18.399999999999999	17.600000000000001	14	13.2	12.8	11.9	12.3	11.9	11.6	沖縄県	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	22371	20281	20657	17088	16751	16773	16115	17098	16941	16617	



合計特殊出生率

				合計特殊出生率 ゴウケイ トクシュ シュッショウリツ

						1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2015		2016						S55		S60		H2		H7		H12		H17		H22		H27

				全国 ゼンコク		1.91		1.75		1.76		1.54		1.42		1.36		1.26		1.39		1.45		1.44				全国 ゼンコク		1.75		1.76		1.54		1.42		1.36		1.26		1.39		1.45

				沖縄県 オキナワケン		2.88		2.38		2.31		1.95		1.87		1.82		1.72		1.87		1.96		1.95				沖縄県 オキナワケン		2.38		2.31		1.95		1.87		1.82		1.72		1.87		1.96



全国	

1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	1.91	1.75	1.76	1.54	1.42	1.36	1.26	1.39	1.45	1.44	沖縄県	

1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2.88	2.38	2.31	1.95	1.87	1.82	1.72	1.87	1.96	1.95	

死亡数・死亡率

		平成28年		人口動態調査																																								平成28年		人口動態調査

		上巻　死亡　　第５．９表　都道府県別にみた年次別死亡数																																										上巻　死亡　第５．１０表　都道府県別にみた年次別死亡率（人口千対）

		注：昭和22年は事件発生地により、25年以降は住所地により表章している。																																										注：昭和22年は事件発生地により、25年以降は住所地により表章している。

				1947		1950		1955		1960		1965		1970		1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2014		2015		2016										1947		1950		1955		1960		1965		1970		1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2014		2015		2016

		全　　　　　国　		1138238		904876		693523		706599		700438		712962		702275		722801		752283		820305		922139		961653		1083796		1197012		1273004		1290444		1307748								全　　　　　国　		14.6		10.9		7.8		7.6		7.1		6.9		6.3		6.2		6.3		6.7		7.4		7.7		8.6		9.5		10.1		10.3		10.5

		４７沖　　　縄　		...		...		...		...		...		...		5667		5348		5283		6469		7283		7946		9021		10156		11361		11326		11706								４７沖　　　縄　		...		...		...		...		...		...		5.5		4.9		4.5		5.3		5.8		6.1		6.7		7.3		8.1		8		8.2

		死亡数 シボウスウ																										死亡率 シボウリツ

				1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2015		2016								1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2015		2016

		全国 ゼンコク		702275		722801		752283		820305		922139		961653		1083796		1197012		1290444		1307748						全国 ゼンコク		6.3		6.2		6.3		6.7		7.4		7.7		8.6		9.5		10.3		10.5

		沖縄県 オキナワケン		5,667		5,348		5,283		6,469		7,283		7,946		9,021		10,156		11,326		11,706						沖縄県 オキナワケン		5.5		4.9		4.5		5.3		5.8		6.1		6.7		7.3		8.0		8.2



全国	

1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	6.3	6.2	6.3	6.7	7.4	7.7	8.6	9.5	10.3	10.5	沖縄県	

1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	5.5	4.9000000000000004	4.5	5.3	5.8	6.1	6.7	7.3	8	8.1999999999999993	沖縄県	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	5667	5348	5283	6469	7283	7946	9021	10156	11326	11706	

年齢調整死亡率

		全死因・男 ゼン シイン オトコ

				1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2015

		全国 ゼンコク		1036.5		923.5		812.9		747.9		719.6		634.2		593.2		544.3		486

		沖縄県 オキナワ ケン		957.1		798		679.2		691.5		679		632.8		576.6		547.3		498.5

		順位 ジュンイ		45位 イ		47位 イ		47位 イ		45位 イ		42位 イ		24位 イ		35位 イ		21位 イ		17位 イ

		全死因・女 ゼン シイン オンナ

				1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005		2010		2015

		全国 ゼンコク		685.1		579.8		482.9		423		384.7		323.9		298.6		274.9		255

		沖縄県 オキナワ ケン		567.2		438.6		347.1		349.2		322.9		288		288		267		251.7

				47位 イ		47位 イ		47位 イ		47位 イ		47位 イ		46位 イ		35位 イ		34位 イ		27位 イ











全国	

1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	1036.5	923.5	812.9	747.9	719.6	634.20000000000005	593.20000000000005	544.29999999999995	486	沖縄県	

1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	957.1	798	679.2	691.5	679	632.79999999999995	576.6	547.29999999999995	498.5	全国	

1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	685.1	579.79999999999995	482.9	423	384.7	323.89999999999998	298.60000000000002	274.89999999999998	255	沖縄県	

1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	567.20000000000005	438.6	347.1	349.2	322.89999999999998	288	288	267	251.7	47位

45位

45位

47位

47位

42位

24位

35位

21位

17位

47位

47位

47位

47位

47位

46位

35位

34位

27位



年齢階級別死亡率



						年齢階級別死亡率 ネンレイ カイキュウベツ シボウリツ

						0-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		85-														35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		85-

		男 オトコ		値 アタイ		62.1		11.8		9.5		36.1		50.5		61.6		63.7		119.0		157.7		252.0		439.2		637.7		1,037.0		1,344.8		2,141.0		3,189.6		5,517.0		13,098.2												男 オトコ		1		3		3		2		3		3		12		20		42		47		47

				順位 ジュンイ		19		17		22		10		30		24		27		1		3		3		2		3		3		12		20		42		47		47												女 オンナ		1		1		6		5		4		3		46		43		36		47		47

		女 オンナ		値 アタイ		44.4		17.3		10		10.1		20.1		20.2		41.6		73.5		121.1		134.1		204.8		279.1		448.0		440.7		813.0		1,522.0		2,757.4		9,677.4

				順位 ジュンイ		31		12		17		36		22		38		10		1		1		6		5		4		3		46		43		36		47		47

																																																						26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37

						2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		22		21		20		19		18		17		16		15		14		13		12		11		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47

						46		45		44		43		42		41		40		39		38		37		36		35		34		33		32		31		30		29		28		27		26		25		24		23																										10		9		8		7		6		5		4		3		2		1







死因別死亡数

								1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン

						悪性新生物		2,028		2,134		2,101		2,194		2,275		2,411		2,325		2,516		2,516		2,522		2,613		2,717		2,643		2,745		2,837		2,913		3,001		2,965		3,122		3,074

						心疾患		1,045		1,055		1,094		1,112		1,113		1,150		1,216		1,171		1,260		1,295		1,314		1,368		1,437		1,459		1,530		1,566		1,518		1,600		1,544		1,670

						脳血管疾患		832		828		815		858		798		811		856		906		792		804		887		841		848		918		917		834		855		893		885		932

						肺炎		704		735		787		717		751		706		816		780		903		834		839		902		944		905		935		917		997		899		900		872

						自殺		242		315		332		347		312		328		350		318		328		374		319		328		383		353		379		285		292		287		294		269

						老衰		172		187		191		141		158		156		155		175		176		192		237		216		222		266		347		388		483		572		632		746

						慢性閉塞性肺疾患 ヘイソク セイ ハイシッカン		221		206		236		236		259		226		217		216		243		186		232		227		222		249		227		223		215		204		182		204

						肝疾患		165		142		163		188		176		181		187		213		240		222		247		239		258		217		238		262		287		269		242		262

						腎不全		135		130		115		119		153		134		141		139		173		162		144		163		210		178		204		201		209		243		202		199

						不慮の事故		315		306		329		290		301		251		321		301		283		314		318		269		326		295		290		269		292		332		287		285





悪性新生物	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2028	2134	2101	2194	2275	2411	2325	2516	2516	2522	2613	2717	2643	2745	2837	2913	3001	2965	3122	3074	心疾患	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	20	08年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	1045	1055	1094	1112	1113	1150	1216	1171	1260	1295	1314	1368	1437	1459	1530	1566	1518	1600	1544	1670	脳血管疾患	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	832	828	815	858	798	811	856	906	792	804	887	841	848	918	917	834	855	893	885	932	肺炎	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	704	735	787	717	751	706	816	780	903	834	839	902	944	905	935	917	997	899	900	872	自殺	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	242	315	332	347	312	328	350	318	328	374	319	328	383	353	379	285	292	287	294	269	老衰	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	172	187	191	141	158	156	155	175	176	192	237	216	222	266	347	388	483	572	632	746	

悪性新生物

心疾患

自殺

老衰

肺炎

脳血管疾患



平均寿命

																								男 オトコ		1975年 ネン		1980年 ネン		1985年 ネン		1990年 ネン		1995年 ネン		2000年 ネン		2005年 ネン		2010年 ネン		2015年 ネン

						1975年 ネン		1980年 ネン		1985年 ネン		1990年 ネン		1995年 ネン		2000年 ネン		2005年 ネン		2010年 ネン		2015年 ネン		1位 イ				沖縄県 オキナワケン		沖縄県 オキナワケン		長野県 ナガノケン		長野県 ナガノケン		長野県 ナガノケン		長野県 ナガノケン		長野県 ナガノケン		滋賀県 シガケン

		男 オトコ		全国 ゼンコク		71.79		73.57		74.95		76.04		76.70		77.71		78.79		79.59		80.77		2位 イ						長野県 ナガノケン		福井県 フクイケン		福井県 フクイケン		福井県 フクイケン		滋賀県 シガケン		滋賀県 シガケン		長野県 ナガノケン

				沖縄県 オキナワケン		72.15		74.52		76.34		76.67		77.22		77.64		78.64		79.40		80.27		3位 イ						福井県 フクイケン		岐阜県 ギフケン		熊本県 クマモトケン		奈良県 ナラケン		神奈川県 カナガワケン		福井県 フクイケン		京都府 キョウト フ

		女 オンナ		全国 ゼンコク		77.01		79.00		80.75		82.07		83.22		84.62		85.75		86.35		87.01		4位 イ						香川県 カガワケン		神奈川県 カナガワケン		沖縄県 オキナワケン		熊本県 クマモトケン		福井県 フクイケン		熊本県 クマモトケン		奈良県 ナラケン

				沖縄県 オキナワケン		78.96		81.72		83.70		84.47		85.08		86.01		86.88		87.02		87.44		5位 イ						東京都 トウキョウト		沖縄県 オキナワケン		静岡県 シズオカケン		神奈川県 カナガワケン		東京都 トウキョウト		神奈川県 カナガワケン		神奈川県 カナガワケン

																								10位 イ		沖縄県 オキナワケン









																								25位 イ														沖縄県 オキナワケン

																								26位 イ												沖縄県 オキナワケン

																								30位 イ																沖縄県 オキナワケン

																								36位 イ																		沖縄県 オキナワケン

																								女 オンナ		1位 イ		1位 イ		1位 イ		1位 イ		1位 イ		1位 イ		1位 イ		3位 イ		7位 イ

																														沖縄県 オキナワケン		沖縄県 オキナワケン		沖縄県 オキナワケン		沖縄県 オキナワケン		沖縄県 オキナワケン		長野 ナガノ		長野県 ナガノケン

																																								島根県 シマネ ケン		岡山県 オカヤマケン

																																								沖縄県 オキナワケン		島根県 シマネケン

																								全国順位 ゼンコク ジュンイ

																										1975年 ネン		1980年 ネン		1985年 ネン		1990年 ネン		1995年 ネン		2000年 ネン		2005年 ネン		2010年 ネン		2015年 ネン

																								男性 ダンセイ		10位 イ		1位 イ		1位 イ		5位 イ		4位 イ		26位 イ		25位 イ		30位 イ		36位 イ

																								女性 ジョセイ		1位 イ		1位 イ		1位 イ		1位 イ		1位 イ		1位 イ		1位 イ		3位 イ		7位 イ



男	全国	

1975年	1980年	1985年	1990年	1995年	2000年	2005年	2010年	2015年	71.790000000000006	73.569999999999993	74.95	76.040000000000006	76.7	77.709999999999994	78.790000000000006	79.59	80.77	男	沖縄県	

1975年	1980年	1985年	1990年	1995年	2000年	2005年	2010年	2015年	72.150000000000006	74.52	76.34	76.67	77.22	77.64	78.64	79.400000000000006	80.27	女	全国	

1975年	1980年	1985年	1990年	1995年	2000年	2005年	2010年	2015年	77.010000000000005	79	80.75	82.07	83.22	84.62	85.75	86.35	87.01	女	沖縄県	

1975年	1980年	1985年	1990年	1995年	2000年	2005年	2010年	2015年	78.959999999999994	81.72	83.7	84.47	85.08	86.01	86.88	87.02	87.44	



死因別年齢調整死亡率

				男性 ダンセイ																						女性 ジョセイ

						全国 ゼンコク		沖縄県 オキナワケン		順位 ジュンイ																		全国 ゼンコク		沖縄県 オキナワケン		順位 ジュンイ

				悪性新生物		165.3		153		42位																悪性新生物		87.7		86.2		22位

				　＊気管支・肺がん キカンシ ハイ		39.2		36.6		40位																　＊気管支・肺がん キカンシ ハイ		11.1		10.8		22位

				　＊大腸がん ダイチョウ		21		25.8		2位																　＊大腸がん ダイチョウ		12.1		12.3		17位

				　＊胃がん イ		22.9		12.4		47位																　＊胃がん イ		8.3		5.6		47位

				心疾患		65.4		61.5		33位																　＊乳がん ニュウ		12		11.4		24位

				　＊急性心筋梗塞 キュウセイ シンキン コウソク		16.2		17.5		20位																　＊子宮がん シキュウ		5.6		9.9		1位

				脳血管疾患		37.8		38.1		22位																心疾患		34.2		30.5		37位

				　＊脳梗塞 ノウコウソク		18.1		13.9		46位																　＊急性心筋梗塞 キュウセイ シンキン コウソク		6.1		5.7		26位

				　＊脳内出血 ノウナイ シュッケツ		14.1		18.3		7位																脳血管疾患		21		17.5		45位

				肝疾患		9.8		18.7		1位																　＊脳梗塞 ノウコウソク		9.3		5.9		47位

				糖尿病 トウニョウビョウ		5.5		6.7		7位																　＊脳内出血 ノウナイ シュッケツ		6.3		6.5		25位

				腎不全		7.3		6.8		35位																肝疾患		3.5		6		1位

				不慮の事故		19.3		19.9		31位																糖尿病 トウニョウビョウ		2.5		3.9		1位

				肺炎		38.3		33.3		40位																腎不全		4		4.2		25位

				老衰		10.1		8.6		36位																不慮の事故		8		6.2		44位

				自殺		23		28.6		3位																肺炎		15.8		14		35位

																										老衰		13.4		10.3		41位

																										自殺		8.9		8.5		26位



						2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47

						46		45		44		43		42		41		40		39		38		37		36		35		34		33		32		31		30		29		28		27		26		25		24		23		22		21		20		19		18		17		16		15		14		13		12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1



全国	悪性新生物	　＊気管支・肺がん	　＊大腸がん	　＊胃がん	心疾患	　＊急性心筋梗塞	脳血管疾患	　＊脳梗塞	　＊脳内出血	肝疾患	糖尿病	腎不全	不慮の事故	肺炎	老衰	自殺	165.3	39.200000000000003	21	22.9	65.400000000000006	16.2	37.799999999999997	18.100000000000001	14.1	9.8000000000000007	5.5	7.3	19.3	38.299999999999997	10.1	23	沖縄県	悪性新生物	　＊気管支・肺がん	　＊大腸がん	　＊胃がん	心疾患	　＊急性心筋梗塞	脳血管疾患	　＊脳梗塞	　＊脳内出血	肝疾患	糖尿病	腎不全	不慮の事故	肺炎	老衰	自殺	153	36.6	25.8	12.4	61.5	17.5	38.1	13.9	18.3	18.7	6.7	6.8	19.899999999999999	33.299999999999997	8.6	28.6	順位	悪性新生物	　＊気管支・肺がん	　＊大腸がん	　＊胃がん	心疾患	　＊急性心筋梗塞	脳血管疾患	　＊脳梗塞	　＊脳内出血	肝疾患	糖尿病	腎不全	不慮の事故	肺炎	老衰	自殺	42	40	2	47	33	20	22	46	7	1	7	35	31	40	36	3	



全国	悪性新生物	　＊気管支・肺がん	　＊大腸がん	　＊胃がん	　＊乳がん	　＊子宮がん	心疾患	　＊急性心筋梗塞	脳血管疾患	　＊脳梗塞	　＊脳内出血	肝疾患	糖尿病	腎不全	不慮の事故	肺炎	老衰	自殺	87.7	11.1	12.1	8.3000000000000007	12	5.6	34.200000000000003	6.1	21	9.3000000000000007	6.3	3.5	2.5	4	8	15.8	13.4	8.9	沖縄県	悪性新生物	　＊気管支・肺がん	　＊大腸がん	　＊胃がん	　＊乳がん	　＊子宮がん	心疾患	　＊急性心筋梗塞	脳血管疾患	　＊脳梗塞	　＊脳内出血	肝疾患	糖尿病	腎不全	不慮の事故	肺炎	老衰	自殺	86.2	10.8	12.3	5.6	11.4	9.9	30.5	5.7	17.5	5.9	6.5	6	3.9	4.2	6.2	14	10.3	8.5	順位	悪性新生物	　＊気管支・肺がん	　＊大腸がん	　＊胃がん	　＊乳がん	　＊子宮がん	心疾患	　＊急性心筋梗塞	脳血管疾患	　＊脳梗塞	　＊脳内出血	肝疾患	糖尿病	腎不全	不慮の事故	肺炎	老衰	自殺	22	22	17	47	24	1	37	26	45	47	25	1	1	25	44	35	41	26	



年齢階級別受療率

				平成26年患者調査 ヘイセイ ネン カンジャ チョウサ				平成26年10月 ヘイセイ ネン ガツ

		下巻第１６表　受療率（人口１０万対），入院－外来・施設の種類×性・年齢階級×都道府県別

		注：（１）全国には、住所不詳を含む。

		注：（２）総数、男、及び、女、には、年齢不詳を含む。																																														入院												外来（歯科を除く） ガイライ シカ ノゾ																入院														入院

						入院						外来														入院						外来																総数												総数																総数														総数

						総数		病院		一般診療所		総数		病院		一般診療所		歯科診療所								総数		病院		一般診療所		総数		病院		一般診療所		歯科診療所

		全国																				沖縄																										全国		沖縄										全国		沖縄														全国		沖縄												全国		沖縄

		総数		総数		1038		1002		36		5696		1292		3331		1073				総数		総数		1201		1158		43		4317		1240		2294		783						総数		総数		1038		1201						総数		総数		4623		3534										男 オトコ		総数		977		1212								女 オンナ		総数		1095		1191

				０～４歳		345		336		9		6762		899		5522		341						０～４歳		215		215		-		5608		739		4622		247								０～４歳		345		215								０～４歳		6421		5361												０～４歳		370		251										０～４歳		318		172

				　５～１４		92		91		1		3503		420		2324		758						　５～１４		66		66		-		2163		331		1221		611								　５～１４		92		66								　５～１４		2744		1552												　５～１４		101		75										　５～１４		82		58

				１５～２４		141		134		7		2091		353		1256		482						１５～２４		205		187		17		1510		391		601		518								１５～２４		141		205								１５～２４		1609		992												１５～２４		135		218										１５～２４		148		191

				２５～３４		270		243		27		2911		571		1658		682						２５～３４		420		376		44		2701		875		1097		729								２５～３４		270		420								２５～３４		2229		1972												２５～３４		198		367										２５～３４		345		467

				３５～４４		318		306		11		3334		709		1828		798						３５～４４		448		442		7		2912		922		1422		568								３５～４４		318		448								３５～４４		2537		2344												３５～４４		311		443										３５～４４		324		454

				４５～５４		505		497		8		4225		969		2226		1030						４５～５４		796		781		15		3593		1133		1528		933								４５～５４		505		796								４５～５４		3195		2661												４５～５４		578		928										４５～５４		431		665

				５５～６４		930		915		15		5984		1485		3128		1371						５５～６４		1479		1433		46		5476		1653		2702		1120								５５～６４		930		1479								５５～６４		4613		4355												５５～６４		1115		1793										５５～６４		750		1140

				６５～７４		1568		1534		34		9455		2363		5236		1855						６５～７４		2155		2102		53		7926		2573		4153		1200								６５～７４		1568		2155								６５～７４		7599		6726												６５～７４		1842		2650										６５～７４		1322		1708

				７５歳以上		4205		4025		180		11906		3026		7369		1511						７５歳以上		5504		5278		226		9171		2792		5430		949								７５歳以上		4205		5504								７５歳以上		10395		8222												７５歳以上		4036		5681										７５歳以上		4311		5395

				６５歳以上（再掲）		2840		2736		105		10637		2683		6265		1689						６５歳以上（再掲）		3904		3761		143		8576		2687		4820		1069								６５歳以上（再掲）		2840		3904								６５歳以上（再掲）		8948		7507												６５歳以上（再掲）		2786		4049										６５歳以上（再掲）		2881		3818

				７０歳以上（再掲）		3412		3278		134		11530		2913		6954		1664						７０歳以上（再掲）		4609		4430		179		9058		2772		5229		1057								７０歳以上（再掲）		3412		4609								７０歳以上（再掲）		9867		8001												７０歳以上（再掲）		3311		4732										７０歳以上（再掲）		3483		4522

		男		総数		977		954		23		5066		1245		2850		972				男		総数		1212		1189		23		3806		1161		1956		689

				０～４歳		370		360		10		6894		967		5636		291						０～４歳		251		251		-		5825		779		4808		238

				　５～１４		101		100		1		3601		471		2416		715						　５～１４		75		75		-		2280		337		1280		664

				１５～２４		135		133		2		1746		320		1031		395						１５～２４		218		218		-		1268		311		465		492

				２５～３４		198		194		4		2038		394		1053		592						２５～３４		367		359		8		1861		585		684		593

				３５～４４		311		305		6		2668		579		1401		688						３５～４４		443		443		-		2099		697		935		467

				４５～５４		578		569		10		3691		890		1909		891						４５～５４		928		920		8		3246		1127		1391		729

				５５～６４		1115		1099		16		5568		1505		2796		1266						５５～６４		1793		1745		48		5079		1751		2364		963

				６５～７４		1842		1807		35		8934		2517		4676		1741						６５～７４		2650		2618		32		6868		2650		3427		791

				７５歳以上		4036		3909		127		12169		3464		7064		1642						７５歳以上		5681		5530		151		9467		3006		5198		1263

				６５歳以上（再掲）		2786		2711		75		10327		2925		5704		1698						６５歳以上（再掲）		4049		3962		87		8068		2814		4245		1009

				７０歳以上（再掲）		3311		3217		94		11453		3252		6466		1734						７０歳以上（再掲）		4732		4625		106		8670		2924		4577		1169

		女		総数		1095		1047		49		6292		1337		3786		1168				女		総数		1191		1128		63		4808		1315		2620		873

				０～４歳		318		310		7		6623		828		5402		393						０～４歳		172		172		-		5246		679		4317		250

				　５～１４		82		82		0		3399		368		2228		803						　５～１４		58		58		-		2042		324		1160		557

				１５～２４		148		135		12		2454		387		1493		574						１５～２４		191		156		35		1761		474		743		545

				２５～３４		345		293		51		3817		755		2285		777						２５～３４		467		388		79		3490		1147		1488		854

				３５～４４		324		308		17		4017		841		2265		910						３５～４４		454		441		13		3716		1144		1904		669

				４５～５４		431		425		6		4764		1048		2545		1170						４５～５４		665		642		23		3941		1139		1665		1137

				５５～６４		750		736		14		6388		1466		3450		1473						５５～６４		1140		1097		43		5827		1535		3022		1270

				６５～７４		1322		1288		34		9924		2223		5741		1959						６５～７４		1708		1635		73		9072		2538		4920		1614

				７５歳以上		4311		4098		213		11741		2752		7561		1429						７５歳以上		5395		5122		273		8987		2659		5574		754

				６５歳以上（再掲）		2881		2754		127		10872		2499		6690		1682						６５歳以上（再掲）		3818		3631		187		9023		2607		5295		1122

				７０歳以上（再掲）		3483		3321		161		11585		2676		7294		1615						７０歳以上（再掲）		4522		4292		230		9331		2665		5688		978



全国	

総数	０～４歳	　５～１４	１５～２４	２５～３４	３５～４４	４５～５４	５５～６４	６５～７４	７５歳以上	1038	345	92	141	270	318	505	930	1568	4205	沖縄	

総数	０～４歳	　５～１４	１５～２４	２５～３４	３５～４４	４５～５４	５５～６４	６５～７４	７５歳以上	1201	215	66	205	420	448	796	1479	2155	5504	

全国	

総数	０～４歳	　５～１４	１５～２４	２５～３４	３５～４４	４５～５４	５５～６４	６５～７４	７５歳以上	4623	6421	2744	1609	2229	2537	3195	4613	7599	10395	沖縄	

総数	０～４歳	　５～１４	１５～２４	２５～３４	３５～４４	４５～５４	５５～６４	６５～７４	７５歳以上	3534	5361	1552	992	1972	2344	2661	4355	6726	8222	

全国	総数	０～４歳	　５～１４	１５～２４	２５～３４	３５～４４	４５～５４	５５～６４	６５～７４	７５歳以上	６５歳以上（再掲）	７０歳以上（再掲）	977	370	101	135	198	311	578	1115	1842	4036	2786	3311	沖縄	総数	０～４歳	　５～１４	１５～２４	２５～３４	３５～４４	４５～５４	５５～６４	６５～７４	７５歳以上	６５歳以上（再掲）	７０歳以上（再掲）	1212	251	75	218	367	443	928	1793	2650	5681	4049	4732	全国	総数	０～４歳	　５～１４	１５～２４	２５～３４	３５～４４	４５～５４	５５～６４	６５～７４	７５歳以上	６５歳以上（再掲）	７０歳以上（再掲）	1095	318	82	148	345	324	431	750	1322	4311	2881	3483	沖縄	総数	０～４歳	　５～１４	１５～２４	２５～３４	３５～４４	４５～５４	５５～６４	６５～７４	７５歳以上	６５歳以上（再掲）	７０歳以上（再掲）	1191	172	58	191	467	454	665	1140	1708	5395	3818	4522	



傷病別受療率

		平成２６年		患者調査		平成２６年１０月

		下巻第１７表　受療率（人口１０万対），入院－外来・施設の種類×傷病分類×都道府県別

		注：全国には、住所不詳を含む。

				入院						外来												入院						外来

				総数		病院		一般診療所		総数		病院		一般診療所		歯科診療所						総数		病院		一般診療所		総数		病院		一般診療所		歯科診療所

		全国																		沖縄																				入院＋外来 ニュウイン ガイライ																												入院 ニュウイン

		総数		1038		1002		36		5696		1292		3331		1073				総数		1201		1158		43		4317		1240		2294		783								全国		沖縄県 オキナワケン																										全国		沖縄県 オキナワケン

		Ⅰ　感染症及び寄生虫症		16		16		0		136		33		104		-				Ⅰ　感染症及び寄生虫症		23		23				97		28		69		-						感染症及び寄生虫症		153		120																								感染症及び寄生虫症		16		23

		Ⅱ　新生物		114		113		1		182		147		35		-				Ⅱ　新生物		90		89		1		154		96		58		-						新生物		296		244																								新生物		114		90

		　（悪性新生物）（再掲）		102		101		1		135		115		20		-				　（悪性新生物）（再掲）		81		80		0		107		74		33		-						　＊悪性新生物		237		187																								　＊悪性新生物		102		81

		Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害		5		5		0		17		8		9		-				Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害		3		3				13		6		6		-						血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害		22		15																								血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害		5		3

		Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患		26		25		1		344		104		240		-				Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患		26		24		2		244		90		153		-						内分泌，栄養及び代謝疾患		370		269																								内分泌，栄養及び代謝疾患		26		26

		　糖尿病（再掲）		16		16		1		175		61		114		-				　糖尿病（再掲）		13		12		1		130		51		78		-						　＊糖尿病		192		142																								　＊糖尿病		16		13

		Ⅴ　精神及び行動の障害		209		208		1		203		87		116		-				Ⅴ　精神及び行動の障害		329		327		2		239		163		76		-						精神及び行動の障害		412		568																								精神及び行動の障害		209		329

		　統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）		130		130		0		55		35		20		-				　統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）		232		232				109		93		16		-						　＊統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害		185		341																								　＊統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害		130		232

		Ⅵ　神経系の疾患		96		94		2		136		55		82		-				Ⅵ　神経系の疾患		110		105		6		110		64		46		-						神経系の疾患		233		221																								神経系の疾患		96		110

		Ⅶ　眼及び付属器の疾患		9		8		1		266		45		221		-				Ⅶ　眼及び付属器の疾患		13		5		8		251		37		214		-						眼及び付属器の疾患		275		264																								眼及び付属器の疾患		9		13

		Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患		2		2		0		79		12		67		-				Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患		1		1				73		14		60		-						耳及び乳様突起の疾患		81		75																								耳及び乳様突起の疾患		2		1

		Ⅸ　循環器系の疾患		189		181		8		734		186		548		-				Ⅸ　循環器系の疾患		189		180		9		495		197		297		-						循環器系の疾患		923		683																								循環器系の疾患		189		189

		　（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）		47		45		2		105		54		52		-				　（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）		44		41		4		67		48		19		-						　＊心疾患（高血圧性のものを除く）		153		112																								　＊心疾患（高血圧性のものを除く）		47		44

		　脳血管疾患（再掲）		125		122		4		74		35		39		-				　脳血管疾患（再掲）		126		123		3		57		41		16		-						　＊脳血管疾患		200		183																								　＊脳血管疾患		125		126

		Ⅹ　呼吸器系の疾患		71		69		2		526		72		454		-				Ⅹ　呼吸器系の疾患		88		87		1		472		62		409		-						呼吸器系の疾患		597		559																								呼吸器系の疾患		71		88

		ⅩⅠ　消化器系の疾患		52		50		2		1031		91		137		802				ⅩⅠ　消化器系の疾患		51		51				740		68		55		616						消化器系の疾患		280		174																								消化器系の疾患		52		51

		　肝疾患（再掲）		6		6		0		26		10		16		-				　肝疾患（再掲）		7		7				18		10		9		-						　＊肝疾患		32		26																								　＊肝疾患		6		7

		ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患		9		8		0		226		38		188		-				ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患		13		13				142		34		108		-						皮膚及び皮下組織の疾患		234		155																								皮膚及び皮下組織の疾患		9		13

		ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患		55		51		4		691		142		549		-				ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患		58		53		5		407		83		324		-						筋骨格系及び結合組織の疾患		746		465																								筋骨格系及び結合組織の疾患		55		58

		ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患		37		35		2		223		89		134		-				ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患		48		47		1		243		93		150		-						腎尿路生殖器系の疾患		260		291																								腎尿路生殖器系の疾患		37		48

		ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく		15		11		3		11		5		6		-				ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく		23		17		7		16		7		9		-						妊娠，分娩及び産じょく		25		40																								妊娠，分娩及び産じょく		15		23

		ⅩⅥ　周産期に発生した病態		5		5		0		2		2		0		-				ⅩⅥ　周産期に発生した病態		6		6				3		2		0		-						周産期に発生した病態		7		8																								周産期に発生した病態		5		6

		ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常		5		5		0		11		7		4		-				ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常		3		3				6		5		2		-						先天奇形，変形及び染色体異常		16		10																								先天奇形，変形及び染色体異常		5		3

		ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの		13		12		1		61		30		30		-				ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの		13		12		0		51		30		22		-						症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの		73		64																								症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの		13		13

		ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響		103		98		5		241		81		158		2				ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響		109		107		2		147		64		79		4						損傷，中毒及びその他の外因の影響		342		252																								損傷，中毒及びその他の外因の影響		103		109

		　骨折（再掲）		72		68		4		72		31		41		-				　骨折（再掲）		79		78		0		39		24		15		-						　＊骨折		144		117																								　＊骨折		72		79

		ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用		8		7		1		576		59		248		268				ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用		6		6				415		96		157		162						健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用		315		259																								健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用		8		6

		　歯の補てつ（再掲）		0		0		-		241		3		1		236				　歯の補てつ（再掲）		-		-				158		1		-		157



全国	感染症及び寄生虫症	新生物	　＊悪性新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌，栄養及び代謝疾患	　＊糖尿病	精神及び行動の障害	　＊統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	　＊心疾患（高血圧性のものを除く）	　＊脳血管疾患	呼吸器系の疾患	消化器系の疾患	　＊肝疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠，分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形，変形及び染色体異常	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷，中毒及びその他の外因の影響	　＊骨折	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	153	296	237	22	370	192	412	185	233	275	81	923	153	200	597	280	32	234	746	260	25	7	16	73	342	144	315	沖縄県	感染症及び寄生虫症	新生物	　＊悪性新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌，栄養及び代謝疾患	　＊糖尿病	精神及び行動の障害	　＊統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	　＊心疾患（高血圧性のものを除く）	　＊脳血管疾患	呼吸器系の疾患	消化器系の疾患	　＊肝疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠，分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形，変形及び染色体異常	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷，中毒及びその他の外因の影響	　＊骨折	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	120	244	187	15	269	142	568	341	221	264	75	683	112	183	559	174	26	155	465	291	40	8	10	64	252	117	259	

全国	感染症及び寄生虫症	新生物	　＊悪性新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌，栄養及び代謝疾患	　＊糖尿病	精神及び行動の障害	　＊統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	　＊心疾患（高血圧性のものを除く）	　＊脳血管疾患	呼吸器系の疾患	消化器系の疾患	　＊肝疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠，分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形，変形及び染色体異常	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷，中毒及びその他の外因の影響	　＊骨折	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	16	114	102	5	26	16	209	130	96	9	2	189	47	125	71	52	6	9	55	37	15	5	5	13	103	72	8	沖縄県	感染症及び寄生虫症	新生物	　＊悪性新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌，栄養及び代謝疾患	　＊糖尿病	精神及び行動の障害	　＊統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	　＊心疾患（高血圧性のものを除く）	　＊脳血管疾患	呼吸器系の疾患	消化器系の疾患	　＊肝疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠，分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形，変形及び染色体異常	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷，中毒及びその他の外因の影響	　＊骨折	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	23	90	81	3	26	13	329	232	110	13	1	189	44	126	88	51	7	13	58	48	23	6	3	13	109	79	6	





医療圏別医療施設数

				医療圏 イリョウケン		区分 クブン		病院 ビョウイン				一般診療所 イッパン シンリョウショ				歯科
診療所 シカ シンリョウショ		薬局 ヤッキョク				施設数 シセツスウ

								施設数 シセツスウ		病床数 ビョウショウスウ		施設数 シセツスウ		病床数 ビョウショウスウ										沖縄県 オキナワケン												全国 ゼンコク

				北部 ホクブ		実数 ジッスウ		10		1,921		67		47		43		42								北部 ホクブ		中部 チュウブ		南部 ナンブ		宮古 ミヤコ		八重山 ヤエヤマ

						人口10万人対 ジンコウ マン ニンタイ		10		1,892		66		46		42		41				実数 ジッスウ		94		10		29		48		4		3		8,442

				中部 チュウブ		実数 ジッスウ		29		5,922		224		228		186		166				人口10万人対 ジンコウ マン ニンタイ		6.5		9.9		5.8		6.6		7.7		5.6		6.7

						人口10万人対 ジンコウ マン ニンタイ		6		1,179		45		45		37		33

				南部 ナンブ		実数 ジッスウ		48		9,806		529		659		338		326				病床数 ビョウショウスウ

						人口10万人対 ジンコウ マン ニンタイ		7		1,343		72		90		46		45						沖縄県 オキナワケン												全国 ゼンコク

				宮古 ミヤコ		実数 ジッスウ		4		758		37		110		25		16								北部 ホクブ		中部 チュウブ		南部 ナンブ		宮古 ミヤコ		八重山 ヤエヤマ

						人口10万人対 ジンコウ マン ニンタイ		8		1,453		71		211		48		31				実数 ジッスウ		18,916		1,921		5,922		9,806		758		509		1,561,005

				八重山 ヤエヤマ		実数 ジッスウ		3		509		39		32		24		21				人口10万人対 ジンコウ マン ニンタイ		1,314		1,892		1,179		1,343		1,453		949		1229.8

						人口10万人対 ジンコウ マン ニンタイ		6		949		73		60		45		39

				県計 ケンケイ		実数 ジッスウ		94		18,916		896		1076		615		571

						人口10万人対 ジンコウ マン ニンタイ		7		1,314		62		75		43		40						平成28年10月推計人口 ヘイセイ ネン ガツ スイケイ ジンコウ

				全国 ゼンコク		実数 ジッスウ		8,442		1,561,005		101,529		103,451		68,940		58,678						北部 ホクブ		101,516

						人口10万人対 ジンコウ マン ニンタイ		7		1,230		80		82		54		46						中部 チュウブ		502314

																								南部 ナンブ		730259

																								宮古 ミヤコ		52164

										1,664,456														八重山 ヤエヤマ		53660

																								計 ケイ		1,439,913

																								全国 ゼンコク		126,933		千人 センニン

																						一般診療所 イッパン シンリョウショ

																								沖縄県 オキナワケン												全国 ゼンコク

																										北部 ホクブ		中部 チュウブ		南部 ナンブ		宮古 ミヤコ		八重山 ヤエヤマ

																						実数 ジッスウ		896		67		224		529		37		39		101,529

																						人口10万人対 ジンコウ マン ニンタイ		62.2		66.0		44.6		72.4		70.9		72.7		80.0

																						歯科診療所 シカ シンリョウショ

																								沖縄県 オキナワケン												全国 ゼンコク

																										北部 ホクブ		中部 チュウブ		南部 ナンブ		宮古 ミヤコ		八重山 ヤエヤマ

																						実数 ジッスウ		615		43		186		338		25		23		68,940

																						人口10万人対 ジンコウ マン ニンタイ		42.7		42.4		37.0		46.3		47.9		42.9		54.3

																						薬局 ヤッキョク

																								沖縄県 オキナワケン												全国 ゼンコク

																										北部 ホクブ		中部 チュウブ		南部 ナンブ		宮古 ミヤコ		八重山 ヤエヤマ

																						実数 ジッスウ		571		42		166		326		16		21		58,678

																						人口10万人対 ジンコウ マン ニンタイ		39.7		41.4		33.0		44.6		30.7		39.1		46.2





施設数

								H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				施設数 シセツスウ				1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016						医療施設数 イリョウ シセツスウ

						病院 ビョウイン		89		93		94		95		95		94		95		95		94		94		94		94		95		95		94		94		94		94		94								病院 ビョウイン		一般診療所 イッパン シンリョウショ		歯科診療所 シカ シンリョウショ		薬局数 ヤッキョク スウ

						一般診療所 イッパン シンリョウショ		632		650		668		701		712		727		745		766		787		792		806		812		821		830		841		847		874		888		896				全国 ゼンコク		施設数 シセツスウ		8,442		101,529		68,940

						歯科診療所 シカ シンリョウショ		546		546		561		560		572		572		574		583		585		587		584		587		589		589		599		608		618		615		615						人口10万人あたり ジンコウ マンニン		6.7		80.0		54

																																																沖縄県 オキナワケン		施設数 シセツスウ		94		896		615

				人口当たり ジンコウ ア				H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28						人口10万人あたり ジンコウ マンニン		6.5		62.3		43

								1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				病院数 ビョウイン スウ		全国 ゼンコク																		7.0		6.9		6.9		6.9		6.8		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7

						沖縄県 オキナワケン																		6.9		6.8		6.8		6.8		6.8		6.8		6.7		6.6		6.6		6.6		6.5

				一般診療所 イッパン シンリョウショ		全国 ゼンコク		71.6		72.2		73.1		73.9		74.4		75.3		76.0		76.3		77.2		77.9		77.6		78.1		78		77.9		78.5		79		79.1		79.5		80

						沖縄県 オキナワケン		48.6		49.5		50.7		52.7		53.2		53.9		54.8		56.3		57.5		57.7		58.6		58.8		58.9		59.2		59.7		59.9		61.5		61.9		62.3

				歯科診療所 シカ シンリョウショ		全国 ゼンコク		48.7		49.3		49.9		50.5		51.1		51.6		52.1		52.2		52.7		53.1		53.1		53.4		53.4		53.3		53.7		54		54		54.1		54.3

						沖縄県 オキナワケン		42		41.6		42.6		42.1		42.7		42.4		42.2		42.8		42.8		42.8		42.4		42.5		42.3		42		42.5		43		43.5		42.9		42.7

						病院 ビョウイン		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

										1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				病床数 ビョウショウスウ		一般病床 イッパン ビョウショウ				11,005		9,990		9,951		9,565		9,550		9,623		9,612		9,828		9,762		9,603		9653		9709		9604		9600		9561		9605		9571		9559

						療養病床 リョウヨウ ビョウショウ				2,914		3,969		4,084		4,355		4,351		4,372		4,383		4,092		4,119		4,123		3885		3829		3829		3786		3790		3785		3828		3854

						精神病床 セイシン ビョウショウ				5,630		5,630		5,630		5,630		5,630		5,630		5,622		5,620		5,599		5,521		5521		5521		5469		5469		5408		5412		5412		5412

						感染症病床 カンセンショウ ビョウショウ				24		21		24		18		18		18		18		18		18		18		24		24		24		24		24		24		24		24

						結核病床 ケッカク ビョウショウ				178		181		181		181		181		131		131		131		81		81		71		71		71		71		67		67		67		67



																																																一般診療所（人口10万人あたり） イッパン シンリョウショ ジンコウ マンニン

																																																				1998		1999		2,000		2,001		2,002		2,003		2,004		2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014		2,015		2,016

																																																		全国 ゼンコク		71.6		72.2		73		74		74		75		76		76		77		78		78		78		78		78		79		79		79		80		80

																																																		沖縄県 オキナワケン		48.6		49.5		51		53		53		54		55		56		58		58		59		59		59		59		60		60		62		62		62

																																																歯科診療所（人口10万人あたり） シカ シンリョウショ ジンコウ マンニン

																																																				1998		1999		2,000		2,001		2,002		2,003		2,004		2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014		2,015		2,016

																																																		全国 ゼンコク		48.7		49.3		50		51		51		52		52		52		53		53		53		53		53		53		54		54		54		54		54

																																																		沖縄県 オキナワケン		42.0		41.6		43		42		43		42		42		43		43		43		42		43		42		42		43		43		44		43		43

								H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

						薬局数 ヤッキョク スウ				1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

						全国 ゼンコク				45171		46763		48252		49332		49956		50600		51233		51952		52539		53304		53642		53001		54780		55797		57071		57784		58326		58678

						沖縄県 オキナワケン				554		560		567		561		562		558		563		553		551		545		556		542		552		555		561		567		589		571

								H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

						各年10/1推計人口 カクネン スイケイ ジンコウ				1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

						全国 ゼンコク				126,686		126,926		127,316		127,486		127,694		127,787		127,768		127,901		128,033		128,084		128,032		128,057		127,834		127,593		127,414		127,237		127,095		126,933

						沖縄県 オキナワケン				1,312		1,318		1,327		1,336		1,345		1,353		1,362		1,369		1,374		1,378		1,385		1,393		1,402		1,411		1,419		1,426		1,434		1,439



						人口10万人あたり ジンコウ マンニン		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

										1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

						全国 ゼンコク				35.7		36.8		37.9		38.7		39.1		39.6		40.1		40.6		41.0		41.6		41.9		41.4		42.9		43.7		44.8		45.4		45.9		46.2

						沖縄県 オキナワケン				42.2		42.5		42.7		42.0		41.8		41.2		41.3		40.4		40.1		39.6		40.1		38.9		39.4		39.3		39.5		39.8		41.1		39.7

																																																施設数 シセツスウ		人口10万人あたり ジンコウ マンニン

																																														全国 ゼンコク		58,678		46.2

																																														沖縄県 オキナワケン		571		39.7				薬局数 ヤッキョク スウ

																																																								H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

																																																								1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

																																																						全国 ゼンコク		45,171		46,763		48,252		49,332		49,956		50,600		51,233		51,952		52,539		53,304		53,642		53,001		54,780		55,797		57,071		57,784		58,326		58,678

																																																						沖縄県 オキナワケン		554		560		567		561		562		558		563		553		551		545		556		542		552		555		561		567		589		571



一般病床	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	11005	9990	9951	9565	9550	9623	9612	9828	9762	9603	9653	9709	9604	9600	9561	9605	9571	9559	療養病床	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2914	3969	4084	4355	4351	4372	4383	4092	4119	4123	3885	3829	3829	3786	3790	3785	3828	3854	精神病床	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	5630	5630	5630	5630	5630	5630	5622	5620	5599	5521	5521	5521	5469	5469	5408	5412	5412	5412	感染症病床	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	24	21	24	18	18	18	18	18	18	18	24	24	24	24	24	24	24	24	結核病床	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	178	181	181	181	181	131	131	131	81	81	71	71	71	71	67	67	67	67	

全国	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	72.2	73.099999999999994	73.900000000000006	74.400000000000006	75.3	76	76.3	77.2	77.900000000000006	77.599999999999994	78.099999999999994	78	77.900000000000006	78.5	79	79.099999999999994	79.5	80	沖縄県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	49.5	50.7	52.7	53.2	53.9	54.8	56.3	57.5	57.7	58.6	58.8	58.9	59.2	59.7	59.9	61.5	61.9	62.3	全国	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	49.3	49.9	50.5	51.1	51.6	52.1	52.2	52.7	53.1	53.1	53.4	53.4	53.3	53.7	54	54	54.1	54.3	沖縄県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	41.6	42.6	42.1	42.7	42.4	42.2	42.8	42.8	42.8	42.4	42.5	42.3	42	42.5	43	43.5	42.9	42.7	全国	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	35.655873577190853	36.842727258402533	37.899399918313485	38.696013679933486	39.121650194997414	39.597142119307911	40.098459708221149	40.618916192993012	41.035514281474306	41.616439211767272	41.897338165458635	41.388600388889323	42.852449270147225	43.730455432508052	44.791781122953523	45.414462774193041	45.891655847987728	46.227537362230471	沖縄県	

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	42.225609756097562	42.488619119878599	42.727957799547852	41.991017964071858	41.784386617100374	41.241685144124169	41.336270190895739	40.394448502556614	40.101892285298398	39.550072568940493	40.144404332129966	38.908829863603735	39.372325249643367	39.33380581148122	39.534883720930232	39.761570827489479	41.073919107391909	39.680333564975676	

人口あたり病床数

		平成２８年		医療施設調査		平成２８（２０１６）年１０月１日

		　下巻　第１２表　病院の人口１０万対病床数，病床－病院の種類・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

				精神病床		感染症病床		結核病床		療養病床		一般病床

		全国		263.3		1.5		4.2		258.5		702.3

		北海道		376		1.8		4.3		414.9		984.7

		青森県 ケン		344.4		2.2		4.6		217.1		790.8

		岩手県 ケン		343.7		3		9.1		184.7		837.3

		宮城県 ケン		265.9		1.2		2.7		138.4		674.5

		秋田県 ケン		401.3		3		4.4		217.5		876.3

		山形県 ケン		321.7		1.6		2.7		187.2		807.5

		福島県 ケン		336.3		1.7		5.2		207.9		794.6

		茨城県 ケン		253		1.7		4.4		196.6		634.6

		栃木県 ケン		257.1		1.4		3.3		213.3		605.7

		群馬県 ケン		258.2		2.6		3.3		234.4		737

		埼玉県 ケン		195.5		0.6		2.1		162.2		491.7

		千葉県 ケン		203.7		0.9		2.1		169		568.9

		東京都 ト		164.5		1.1		3.7		175.6		597.2

		神奈川県 ケン		152.1		0.8		1.8		145.1		509.2

		新潟県 ケン		290.3		1.7		2.6		216.8		739.4

		富山県 ケン		301.9		2.1		7.7		479.5		785.9

		石川県 ケン		329.3		1.6		8		369.4		874

		福井県 ケン		293.6		2		6		289.8		812.7

		山梨県 ケン		280.1		3.4		3.9		263.9		758.8

		長野県 ケン		231		2.2		3.5		193.2		722.1

		岐阜県 ケン		199.3		1.5		6.3		161.5		658.1

		静岡県 ケン		183.1		1.3		2.9		294.8		570.2

		愛知県 ケン		169.9		1		2.7		196.7		533.2

		三重県 ケン		261.6		1.3		1.7		228.8		629.1

		滋賀県 ケン		167.7		2.4		5.2		197.9		652.5

		京都府 フ		241.5		1.4		11.5		244		875.3

		大阪府 フ		214.2		0.9		5.6		252.1		738.7

		兵庫県 ケン		211.1		1		2.7		260.7		701.9

		奈良県 ケン		213.1		1.3		2.9		247.3		772.3

		和歌山県 ケン		220		3.4		1.6		291.5		899.2

		鳥取県 ケン		338.8		2.1		6		313.2		858.6

		島根県 ケン		332.6		4.3		2.3		306.1		898.4

		岡山県 ケン		287.9		1.4		7.1		246.2		951.7

		広島県 ケン		316.2		1.1		5.5		355		746.5

		山口県 ケン		425.3		2.9		4.3		678.7		814.3

		徳島県 ケン		512.8		3.1		4.9		581.5		876.1

		香川県 ケン		352.6		1.9		12.1		263.8		911.5

		愛媛県 ケン		346.7		2		3.9		368		886.5

		高知県 ケン		503.1		1.5		12.1		920		1093.8

		福岡県 ケン		417.8		1.3		5		419.2		839.4

		佐賀県 ケン		510		2.9		3.6		522		771.9

		長崎県 ケン		578		2.8		8.9		463.3		888.3

		熊本県 ケン		500.1		2.7		7.2		517.2		930.4								一般病床		療養病床		結核病床		感染症病床		精神病床		計 ケイ

		大分県 ケン		452.3		3.4		4.3		253.4		1009.8						全国		702.3		258.5		4.2		1.5		263.3		1229.8

		宮崎県 ケン		532.6		2.8		7		343.4		865						沖縄県 ケン		664.3		267.8		4.7		1.7		376.1		1314.6

		鹿児島県 ケン		590.3		2.7		8.6		548.1		933.9

		沖縄県 ケン		376.1		1.7		4.7		267.8		664.3



精神病床	全国	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	263.3	376	344.4	343.7	265.89999999999998	401.3	321.7	336.3	253	257.10000000000002	258.2	195.5	203.7	164.5	152.1	290.3	301.89999999999998	329.3	293.60000000000002	280.10000000000002	231	199.3	183.1	169.9	261.60000000000002	167.7	241.5	214.2	211.1	213.1	220	338.8	332.6	287.89999999999998	316.2	425.3	512.79999999999995	352.6	346.7	503.1	417.8	510	578	500.1	452.3	532.6	590.29999999999995	376.1	感染症病床	全国	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	1.5	1.8	2.2000000000000002	3	1.2	3	1.6	1.7	1.7	1.4	2.6	0.6	0.9	1.1000000000000001	0.8	1.7	2.1	1.6	2	3.4	2.2000000000000002	1.5	1.3	1	1.3	2.4	1.4	0.9	1	1.3	3.4	2.1	4.3	1.4	1.1000000000000001	2.9	3.1	1.9	2	1.5	1.3	2.9	2.8	2.7	3.4	2.8	2.7	1.7	結核病床	全国	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	4.2	4.3	4.5999999999999996	9.1	2.7	4.4000000000000004	2.7	5.2	4.4000000000000004	3.3	3.3	2.1	2.1	3.7	1.8	2.6	7.7	8	6	3.9	3.5	6.3	2.9	2.7	1.7	5.2	11.5	5.6	2.7	2.9	1.6	6	2.2999999999999998	7.1	5.5	4.3	4.9000000000000004	12.1	3.9	12.1	5	3.6	8.9	7.2	4.3	7	8.6	4.7	療養病床	全国	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	258.5	414.9	217.1	184.7	138.4	217.5	187.2	207.9	196.6	213.3	234.4	162.19999999999999	169	175.6	145.1	216.8	479.5	369.4	289.8	263.89999999999998	193.2	161.5	294.8	196.7	228.8	197.9	244	252.1	260.7	247.3	291.5	313.2	306.10000000000002	246.2	355	678.7	581.5	263.8	368	920	419.2	522	463.3	517.20000000000005	253.4	343.4	548.1	267.8	一般病床	全国	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	702.3	984.7	790.8	837.3	674.5	876.3	807.5	794.6	634.6	605.70000000000005	737	491.7	568.9	597.20000000000005	509.2	739.4	785.9	874	812.7	758.8	722.1	658.1	570.20000000000005	533.20000000000005	629.1	652.5	875.3	738.7	701.9	772.3	899.2	858.6	898.4	951.7	746.5	814.3	876.1	911.5	886.5	1093.8	839.4	771.9	888.3	930.4	1009.8	865	933.9	664.3	



H28.10月推計人口

				北部 ホクブ				101,516

						名 護 市 Nago-shi		62,017

						国 頭 村 Kunigami-son		4,878

						大宜味村 Ogimi-son		3,024

						東    村 Higashi-son		1,683

						今帰仁村 Nakijin-son		9,549

						本 部 町 Motobu-cho		13,441

						伊 江 村 Ie-son		4,192

						伊平屋村 Iheya-son		1,214

						伊是名村 Izena-son		1,518

				中部 チュウブ				502,314

						沖 縄 市 Okinawa-shi		140,506

						うるま市 Uruma-shi		119,307

						宜野湾市 Ginowan-shi		96,903

						恩 納 村 Onna-son		10,714

						宜野座村 Ginoza-son		5,625

						金 武 町 Kin-cho		11,259

						読 谷 村 Yomitan-son		39,681

						嘉手納町 Kadena-cho		13,671

						北 谷 町 Chatan-cho		28,578

						北中城村 Kitanakagusuku-son		16,040

						中 城 村 Nakagusuku-son		20,030

				南部 ナンブ				730,259

						那 覇 市 Naha-shi		319,870

						浦 添 市 Urasoe-shi		114,207

						豊見城市 Tomigusuku-shi シ		61,613

						糸 満 市 Itoman-shi		59,121

						南 城 市 Nanjo-shi ミナミ シロ シ		42,478

						西 原 町 Nishihara-cho		34,463

						与那原町 Yonabaru-cho		18,746

						南風原町 Haebaru-cho		37,874

						渡嘉敷村 Tokashiki-son		743

						座間味村 Zamami-son		886

						粟 国 村 Aguni-son		743

						渡名喜村 Tonaki-son		424

						南大東村 Minamidaito-son		1,341

						北大東村 Kitadaito-son		615

						久米島町 Kumejima-cho クメ ジマ チョウ		7,647

						八重瀬町 Yaese-cho ヤエセ チョウ		29,488

				宮古 ミヤコ				52,164

						宮古島市 Miyakojima-shi ミヤコ シマ シ		50,997

						多良間村 Tarama-son		1,167

				八重山 ヤエヤマ				53,660

						石 垣 市 Ishigaki-shi		47,562

						竹 富 町 Taketomi-cho		4,050

						与那国町 Yonaguni-cho		2,048





病床利用率

				平成28年病院報告 ヘイセイ ネン ビョウイン ホウコク

						全病床 ゼン ビョウショウ																												全病床 ゼン ビョウショウ

								精神病床 セイシン ビョウショウ		感染症病床 カンセンショウ ビョウショウ		結核病床 ケッカク ビョウショウ		療養病床 リョウヨウ ビョウショウ		一般病床 イッパン ビョウショウ		介護療養病床 カイゴ リョウヨウ ビョウショウ																		一般病床 イッパン ビョウショウ		療養病床 リョウヨウ ビョウショウ

		全国 ゼンコク				80.1		86.2		3.2		34.5		88.2		75.2		91.4												全国 ゼンコク				80.1		75.2		88.2

		沖縄県 オキナワケン				87.6		90.6		-		34.2		92.8		84.4		95.1												沖縄県 オキナワケン				87.6		84.4		92.8

				北部 ホクブ		73.2								93.7		59.7																北部 ホクブ		73.2		59.7		93.7

				中部 チュウブ		92.9								94.6		93.6																中部 チュウブ		92.9		93.6		94.6

				南部 ナンブ		89.0								91.8		87.1																南部 ナンブ		89.0		87.1		91.8

				宮古 ミヤコ		76.3								84.6		72.9																宮古 ミヤコ		76.3		72.9		84.6

				八重山 ヤエヤマ		68.9								98.3		67.0																八重山 ヤエヤマ		68.9		67.0		98.3

						総数		精神病床		感染症病床		結核病床		療養病床		一般病床

								総数				総数												全国 ゼンコク		沖縄県 オキナワケン

				昭和５９年		85.6		102.4		1.4		56.5		・		83.2						昭和５９年		85.6

				62		85.1		99.1		1.2		54.4		・		83.2						62		85.1

				平成　２年		83.6		97.3		1		48.4		・		81.8						平成　２年		83.6

				5		82.5		94.8		1		43.4		…		80.9						5		82.5

				6		83.1		94.6		1.1		42.5				81.6

				7		83.6		94.3		1.3		43				82.3						7		83.6

				8		84.3		94.3		1.3		42.8		91.7		82.7						8		84.3

				9		83.9		93.7		1.3		42.5		91		82.2

				10		84		93.5		1.2		43.5		90.9		81.8						10		84.0		89.7

				11		84.6		93.2		1.7		45		91		81.9						11		84.6		90.2

				12		85.2		93.1		1.8		43.8		91.9		82						2000		85.2		90.4

				13		85.3		93.2		2		43.7		94.1		81.1						2001		85.3		90.3

				14		85.0		93.1		2.5		45.3		94.1		80.1						2002		85.0		89.8

				15		84.9		92.9		2.4		46.3		93.4		79.7						2003		84.9		89.5

				16		84.9		92.3		2.6		48.6		93.5		79.4						2004		84.9		89.2

				17		84.8		91.7		2.7		45.3		93.4		79.4						2005		84.8		89.1

				18		83.5		91.1		2.2		39.8		91.9		78						2006		83.5		87.4

				19		82.2		90.2		2.2		37.1		90.7		76.6						2007		82.2		87.2

				20		81.7		90		2.4		38		90.6		75.9						2008		81.7		87.6

				21		81.6		89.9		2.8		37.1		91.2		75.4						2009		81.6		87.7

				22		82.3		89.6		2.8		36.5		91.7		76.6						2010		82.3		87.8

				23		81.9		89.1		2.5		36.6		91.2		76.2						2011		81.9		88.0

				24		81.5		88.7		2.4		34.7		90.6		76						2012		81.5		87.9

				25		81.0		88.1		3		34.3		89.9		75.5						2013		81.0		88.2

				26		80.3		87.3		3.2		34.7		89.4		74.8						2014		80.3		87.6

				27		80.1		86.5		3.1		35.4		88.8		75.0						2015		80.1		87.6

				28		80.1		86.2		3.2		34.5		88.2		75.2		91.4				2016		80.1		87.6

				沖縄県 オキナワケン		総数		精神病床		感染症病床		結核病床		療養病床		一般病床

								総数				総数

				昭和５９年

				62

				平成　２年

				5

				6

				7

				8

				9

				10		89.7		98.3

				11		90.2		97.3

				12		90.4		97.9		0.2		47.3

				13		90.3		97.8		0.5		50

				14		89.8		97.5		-		40.8

				15		89.5		96.5		-		41.9

				16		89.2		96.3		0.2		54.4		94.5		84

				17		89.1		96.5		0.2		45.4		95.1		83.3

				18		87.4		96.8		0		27.2		95.1		82.3

				19		87.2		96.2		-		37.1		96.1		83.9

				20		87.6		96.1		-		36.5		95.9		82.7

				21		87.7		95.9		5.4		39.9		95.1		80.1

				22		87.8		95		2.1		39.3		90.1		81.4

				23		88		94.2		-		42.3		88.6		81.9

				24		87.9		94		-		39.7		90		81.3

				25		88.2		92.9		-		33.7		89.4		82

				26		87.6		92.8		-		34.7		89.6		80.9

				27		87.6		92.3		-		35.5		93.4		81.8

				28		87.6		90.6		-		34.2		92.8		84.4		95.1
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平均在院日数

		平成28年 ヘイセイ ネン		病院報告 ビョウイン ホウコク										平成28年病院報告 ヘイセイ ネン ビョウイン ホウコク

				総数 ソウスウ		療養 リョウヨウ		一般 イッパン

		全国 ゼンコク		28.5		152.2		16.2								全病床 ゼン ビョウショウ																				全病床 ゼン ビョウショウ

		沖縄県 オキナワケン		30		162.8		15.7										精神病床 セイシン ビョウショウ		感染症病床 カンセンショウ ビョウショウ		結核病床 ケッカク ビョウショウ		療養病床 リョウヨウ ビョウショウ		一般病床 イッパン ビョウショウ		介護療養病床 カイゴ リョウヨウ ビョウショウ										一般病床 イッパン ビョウショウ		療養病床 リョウヨウ ビョウショウ

		　北部 ホクブ		42.3		169.1		21.3						全国 ゼンコク		28.5		269.9		7.8		66.3		152.2		16.2		314.9				全国 ゼンコク				28.5		16.2		152.2

		　中部 チュウブ		31.3		146.1		15.2						沖縄県 オキナワケン		30.0		253.5		-		85.7		162.8		15.7		448.5				沖縄県 オキナワケン				30.0		15.7		162.8

		　南部 ナンブ		28.6		172.2		15.2																										北部 ホクブ		42.3		21.3		169.1

		　宮古 ミヤコ		31.8		413.9		20.5																										中部 チュウブ		31.3		15.2		146.1

		　八重山 ヤエヤマ		18.7		94.4		13.4																										南部 ナンブ		28.6		15.2		172.2

																																		宮古 ミヤコ		31.8		20.5		413.9

				病院報告		年間		（単位：日）		※調査対象：病院と療養病床を有する診療所 チョウサ タイショウ ビョウイン リョウヨウ ビョウショウ ユウ シンリョウショ																								八重山 ヤエヤマ		18.7		13.4		94.4

		　下巻　第１４表　平均在院日数，病床の種類・都道府県－１８大都市・中核市（再掲）別

				総数		精神病床		感染症病床		結核病床		療養病床		一般病床

						総数				総数										全国 ゼンコク		沖縄県 オキナワケン

		昭和５９年		54.6		538.9		16.4		215.2		・		39.7				昭和５９年		54.6

		62		52.9		522.3		18.7		181.6		・		39.6				62		52.9

		平成　２年		50.5		489.6		15.6		150.2		・		38.4				平成　２年		50.5

		5		46.4		470.9		14.2		131.2		…		35.3				5		46.4

		6		45.5		468.2		15.4		128.1		157.5		34.8

		7		44.2		454.7		14.8		119		129.4		33.9

		8		43.7		441.4		14		119.8		152.6		32.8				8		43.7

		9		42.5		423.7		12.6		112.5		212.5		31.4

		10		40.8		406.4		12.1		109.3		164.5		29.3

		11		39.8		390.1		11		102.5		165.3		27.2				11		39.8		43.3

		12		39.1		376.5		9.3		96.2		171.6		24.8				2000		39.1		42.8

		13		38.7		373.9		8.7		94		183.7		23.5				2001		38.7		42.4

		14		37.5		363.7		8.7		88		179.1		22.2				2002		37.5		41.4

		15		36.4		348.7		8.7		82.2		172.3		20.7				2003		36.4		40.2

		16		36.3		338		10.5		78.1		172.6		20.2				2004		36.3		40.1

		17		35.7		327.2		9.8		71.9		172.8		19.8				2005		35.7		39.3

		18		34.7		320.3		9.2		70.5		171.4		19.2		268.6		2006		34.7		37.5

		19		34.1		317.9		9.3		70		177.1		19		284.2		2007		34.1		35.7

		20		33.8		312.9		10.2		74.2		176.6		18.8		292.3		2008		33.8		35.5

		21		33.2		307.4		6.8		72.5		179.5		18.5		298.8		2009		33.2		34.8

		22		32.5		301		10.1		71.5		176.4		18.2		300.2		2010		32.5		33.6

		23		32.0		298.1		10		71		175.1		17.9		311.2		2011		32.0		33.3

		24		31.2		291.9		8.5		70.7		171.8		17.5		307		2012		31.2		32.6

		25		30.6		284.7		9.6		68.8		168.3		17.2		308.6		2013		30.6		31.7

		26		29.9		281.2		8.9		66.7		164.6		16.8		315.5		2014		29.9		31.1

		27		29.1		274.7		8.2		67.3		158.2		16.5		315.8		2015		29.1		30.5

		28		28.5		269.9		7.8		66.3		152.2		16.2		314.9		2016		28.5		30.0

		沖縄県 オキナワケン		総数		精神病床		感染症病床		結核病床		療養病床		一般病床		介護療養 カイゴ リョウヨウ

						総数				総数

		昭和５９年

		62

		平成　２年

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11		43.3		370.7		11.3		155.4		189.8		25.7

		12		42.8		357.9		15		142.1		204		22.3

		13		42.4		356.9		40		126.4		213.4		21.4

		14		41.4		339.6		-		134.7		229.2		20.3

		15		40.2		329.8		-		118.2		217		19.6

		16		40.1		310.5		16		122		242.2		19.6

		17		39.3		310.8		5		111.5		257		19.2

		18		37.5		307.4		3		84.9		225.2		18.5		412

		19		35.7		294.2		-		78		223.6		17.9		468.6

		20		35.5		288.2		-		76.3		216		17.7		440

		21		34.8		289.9		4.2		81.9		200.8		17.6		339.2

		22		33.6		281.7		4.4		83.1		185.0		17.3		273.5

		23		33.3		294.3		-		87.3		187.3		17.2		429.7

		24		32.6		284.3		-		86.3		184.0		16.8		460

		25		31.7		274.1		-		83.7		182.5		16.5		428.4

		26		31.1		263.1		-		72		178.8		16.2		412.6

		27		30.5		260.7		-		82.3		166.6		15.9		359.1

		28		30.0		253.5		-		85.7		162.8		15.7		448.5



全国	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	39.1	38.700000000000003	37.5	36.4	36.299999999999997	35.700000000000003	34.700000000000003	34.1	33.799999999999997	33.200000000000003	32.5	32	31.2	30.6	29.9	29.1	28.5	沖縄県	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	42.	8	42.4	41.4	40.200000000000003	40.1	39.299999999999997	37.5	35.700000000000003	35.5	34.799999999999997	33.6	33.299999999999997	32.6	31.7	31.1	30.5	30	

概要版

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ

				全病床 ゼン ビョウショウ

						一般病床 イッパン ビョウショウ		療養病床 リョウヨウ ビョウショウ		精神病床 セイシン ビョウショウ		結核病床 ケッカク ビョウショウ		感染症病床 カンセンショウ ビョウショウ		介護療養病床 カイゴ リョウヨウ ビョウショウ

		全国 ゼンコク		80.1		75.2		88.2		86.2		34.5		3.2		91.4

		沖縄県 オキナワケン		87.6		84.4		92.8		90.6		34.2		-		95.1

		平均在院日数 ヘイキン ザイイン ニッスウ

				全病床 ゼン ビョウショウ

						一般病床 イッパン ビョウショウ		療養病床 リョウヨウ ビョウショウ		精神病床 セイシン ビョウショウ		結核病床 ケッカク ビョウショウ		感染症病床 カンセンショウ ビョウショウ		介護療養病床 カイゴ リョウヨウ ビョウショウ

		全国 ゼンコク		28.5		16.2		152.2		269.9		66.3		7.8		314.9

		沖縄県 オキナワケン		30.0		15.7		162.8		253.5		85.7		-		448.5

																				病院の病床数 ビョウイン ビョウショウスウ

																				全病床 ゼン ビョウショウ

																						一般 イッパン		療養 リョウヨウ		精神 セイシン		結核 ケッカク		感染症 カンセンショウ

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

																				人口10万人あたりの病床数 ジンコウ マンニン ビョウショウスウ

																				全病床 ゼン ビョウショウ

																						一般 イッパン		療養 リョウヨウ		精神 セイシン		結核 ケッカク		感染症 カンセンショウ

																		全国 ゼンコク		1,229.8		702.3		258.5		263.3		4.2		1.5

																		沖縄県 オキナワケン		1,314.6		664.3		267.8		376.1		4.7		1.7

																																				施設数 シセツスウ

																																				病院 ビョウイン		一般診療所 イッパン シンリョウショ		歯科診療所 シカ シンリョウショ		薬局 ヤッキョク

																																		沖縄県 オキナワケン		94		896		615		571

																																		人口10万人あたりの施設数 ジンコウ マンニン シセツスウ

																																				病院 ビョウイン		一般診療所 イッパン シンリョウショ		歯科診療所 シカ シンリョウショ		薬局 ヤッキョク

																																		全国 ゼンコク		6.7		80.0		54.3		46.2

																																		沖縄県 オキナワケン		6.5		62.2		42.7		39.7
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Sheet1

										平成７年 ヘイセイ ネン		平成28年 ヘイセイ ネン		増減率 ゾウゲンリツ

						脳血管疾患 ノウケッカン シッカン				146,552人		109,320人		△ 25.4%

								脳梗塞 ノウコウソク		89,431人		62,277人		△ 30.4%

								脳内出血 ノウナイ シュッケツ		33,187人		31,975人		△ 3.7%

								くも膜下出血 マクカ シュッケツ		14,424人		12,318人		△ 14.6%

										平成７年 ヘイセイ ネン		平成28年 ヘイセイ ネン		増減率 ゾウゲンリツ

						脳血管疾患 ノウケッカン シッカン				824人		932人		+13.1%

								脳梗塞 ノウコウソク		377人		446人		+18.3%

								脳内出血 ノウナイ シュッケツ		283人		324人		+14.5%

								くも膜下出血 マクカ シュッケツ		94人		128人		+36.2%





指標

						指標 シヒョウ		出典 シュッテン		頻度 ヒンド

		Ｏ		分野アウトカム ブンヤ		脳血管障害による入院の発生量（SCR) ノウケッカン ショウガイ ニュウイン ハッセイリョウ		医療計画データブック イリョウ ケイカク		毎年 マイネン

		Ｏ		中間アウトカム チュウカン		特定健診での危険因子有所見者の割合
（血圧、血糖値、コレステロール、BMI） トクテイ ケンシン キケン インシ ユウ ショケン シャ ワリアイ ケツアツ ケットウ チ		NDBオープンデータ		毎年 マイネン

		Ｐ		個別施策 コベツ セサク		特定健診受診率 トクテイ ケンシン ジュシンリツ		保険者データ ホケンシャ		毎年 マイネン

		Ｐ				特定保健指導実施率 トクテイ ホケン シドウ ジッシリツ		保険者データ ホケンシャ		毎年 マイネン

		Ｏ		分野別アウトカム ブンヤベツ		脳血管疾患の年齢調整死亡率 ノウケッカン シッカン ネンレイ チョウセイ シボウリツ		人口動態調査特殊報告 ジンコウ ドウタイ チョウサ トクシュ ホウコク		５年ごと ネン

		Ｐ		中間アウトカム チュウカン		ｔ-PAの実施数 ジッシ スウ		医療計画データブック イリョウ ケイカク		毎年 マイネン

		Ｐ		個別施策 コベツ セサク		脳卒中の症状、対処法等の普及啓発のための市民公開講座 ノウソッチュウ ショウジョウ タイショホウ トウ フキュウ ケイハツ シミン コウカイ コウザ		日本脳卒中協会沖縄県支部 ニホン ノウソッチュウ キョウカイ オキナワケン シブ		毎年 マイネン				病院前救護 ビョウイン マエ キュウゴ

		Ｓ				救急搬送時の脳卒中評価スケールを標準化し実施している消防機関数 キュウキュウ ハンソウジ ノウソッチュウ ヒョウカ ヒョウジュン カ ジッシ ショウボウ キカン スウ		県医療政策課調査 ケン イリョウ セイサク カ チョウサ		毎年 マイネン

		Ｓ				遠隔診断補助及び搬送体制構築数 エンカク シンダン ホジョ オヨ ハンソウ タイセイ コウチク スウ		県医療政策課調査 ケン イリョウ セイサク カ チョウサ		毎年 マイネン				急性期 キュウセイキ

		Ｓ				脳神経外科医の数 ノウ シンケイ ゲカイ カズ		医師・歯科医師・薬剤師調査 イシ シカイシ ヤクザイシ チョウサ		２年 ネン

		Ｓ				t-PAが24時間実施可能な医療機関数 ジカン ジッシ カノウ イリョウ キカン スウ		県医療政策課調査 ケン イリョウ セイサク カ チョウサ		毎年 マイネン

		Ｓ				脳外科手術が24時間実施可能な医療機関数 ノウゲカ シュジュツ ジカン ジッシ カノウ イリョウ キカン スウ		県医療政策課調査 ケン イリョウ セイサク カ チョウサ		毎年 マイネン

		Ｓ				脳血管内手術が24時間実施可能な医療機関数 ノウケッカン ナイ シュジュツ ジカン ジッシ カノウ イリョウ キカン スウ		県医療政策課調査 ケン イリョウ セイサク カ チョウサ		毎年 マイネン

		Ｏ		分野アウトカム ブンヤ		在宅等の生活の場に復帰できた割合 ザイタク トウ セイカツ バ フッキ ワリアイ		医療計画データブック イリョウ ケイカク		３年ごと ネン

		Ｏ		中間アウトカム チュウカン		脳卒中患者のFIM利得数 ノウソッチュウ カンジャ リトク スウ		おきなわ脳卒中地域連携委員会 ノウソッチュウ チイキ レンケイ イインカイ		毎年 マイネン

		Ｐ		個別施策 コベツ セサク		急性期リハビリテーションの提供単位数（単位数/日・人） キュウセイキ テイキョウ タンイ スウ タンイスウ ニチ ヒト		県医療政策課調査 ケン イリョウ セイサク カ チョウサ		毎年 マイネン

		Ｓ				回復期リハビリテーション病棟がある二次医療圏数 カイフクキ ビョウトウ ニジ イリョウケン スウ		九州厚生局届出医療機関名簿 キュウシュウ コウセイキョク トド デ イリョウ キカン メイボ		毎年 マイネン

		Ｐ		中間アウトカム チュウカン		おきなわ津梁ネットワーク脳卒中登録件数 ツ リョウ ノウソッチュウ トウロク ケンスウ		県医師会 ケン イシカイ		毎年 マイネン

		Ｓ		個別施策 コベツ セサク		おきなわ脳卒中地域連携パスを実施している急性期病院数 ノウソッチュウ チイキ レンケイ ジッシ キュウセイキ ビョウイン スウ		おきなわ脳卒中地域連携委員会 ノウソッチュウ チイキ レンケイ イインカイ		毎年 マイネン

		Ｐ				脳梗塞の摂食機能療法提供量（SCR) ノウコウソク セッショク キノウ リョウホウ テイキョウ リョウ		医療計画データブック イリョウ ケイカク		毎年 マイネン

		Ｐ				歯科医師連携加算（栄養サポートチーム加算）レセプト数 シカイシ レンケイ カサン エイヨウ カサン スウ		病床機能報告（医療計画データブック） ビョウショウ キノウ ホウコク イリョウ ケイカク		毎年 マイネン







年齢階級別死亡率

						年齢階級別死亡率 ネンレイ カイキュウベツ シボウリツ
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• 第7次沖縄県医療計画の策定、推進の
方針

• 進捗評価にチャレンジしての感想

• 中間評価、中間見直しの予定

本日の構成
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第６次沖縄県保健医療計画の概要

 名 称：第６次沖縄県保健医療計画
 計画期間：H25～29年度
 ページ数：214ページ
 策定プロセス

・沖縄県医療審議会･･･２回
・沖縄県保健医療協議会･･･４回
・各圏域保健医療協議会･･･２回

分野 指標
がん ２
脳卒中 １
心筋梗塞等 １
糖尿病 １
精神疾患 ７
救急医療 ２
災害医療 ４
へき地医療 ２
周産期医療 ５
小児医療 ２
在宅医療 ４

計 ３１ 6



第６次沖縄県保健医療計画の課題

１．数値目標について

５疾病５事業、在宅医療それぞれについて、数値目標の設定を行っているが、
 指標の設定理由がわかりにくい
 分野ごとに設定した数値目標に統一感がない（計画全体の方針がない）
 数値目標として設定した指標で、進捗の把握ができていないものがある

２．目標の達成に向けた取り組みの推進について

 進捗管理、評価を行うことが
難しい

 関係者と課題の共有、課題の
改善に向けた取り組みの方向
性の共有ができていない。

 結果的に、医療計画が関係者
による取り組みの推進につな
がっていない。
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第７次医療計画の策定に向けて

8

第６次計画の課題を踏まえて、
「実効性の高い」計画とする
にはどうすべきか・・・。

・現状と課題の把握
・指標の見直し
・進捗評価が可能な計画
・関係者による取り組み方針の共有
・取り組みの推進につながる計画



平成28年度
都道府県職員向け地域医療計画策定研修（厚生労働省主催）
「ロジックモデルとＰＤＣＡ」を受講。

9

「ロジックモデルとＰＤＣＡ」

H28.10月地域医療計画策定支援都道府県研修「PDCAサイクルとロジックモデル」より
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医療計画の改定に向け、第６次計画の
構成を確認してみようと、
５疾病５事業及び在宅医療で設定して
いる施策・指標について
ロジックモデルシートへ落とし込みチェック！



○脳卒中
番号 番号 番号

指標 指標

指標

指標

指標
指標

指標 指標

指標

指標
指標

指標 脳卒中地域連携クリティ
カルパスの参加医療機関 増加 指標

指標

指標

3
医療関係者による圏域連携会議等の開催

4
おきなわ津梁ネットワークへの参加医療
機関の増

2

脳卒中地域連携クリティカルパスの普
及、運用

3
医療機能の分化と役割分担による医
療機関の専門性が確保されている

4

急性期から回復期、維持期に至るま
でのリハビリテーション体制が充実
している

5
医療連携体制の構築

Ｃ　個別施策 Ｂ　中間アウトカム Ａ　分野アウトカム

1

県民に対する脳卒中に関する知識を高め
るための普及啓発

2
発症時の速やかな救護、専門の医療
施設への搬送体制が確保されている

1
脳卒中予防対策がおこなわれている

1

ロジックモデルシートでチェックしてみた結果

不在
つ
な
が
っ
て
い
な
い

唯一の指標
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がん

		○がん

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		がん医療に携わる専門的な知識及び技術を有する医療従事者の育成及び確保 イリョウ タズサ センモンテキ チシキ オヨ ギジュツ ユウ イリョウ ジュウジシャ イクセイ オヨ カクホ

				指標 シヒョウ

		2		がん診療連携拠点病院及びがん診療連携支援病院の機能強化 シンリョウ レンケイ キョテン ビョウイン オヨ シンリョウ レンケイ シエン ビョウイン キノウ キョウカ								1		がん治療体制が整備されている チリョウ タイセイ セイビ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1		がん予防及び早期発見により県民の健康が保持されている ヨボウ オヨ ソウキハッケン ケンミン ケンコウ ホジ

		3		がん診療に携わる医療従事者の専門研修受講の推進 シンリョウ タズサ イリョウ ジュウジシャ センモン ケンシュウ ジュコウ スイシン																				指標 シヒョウ		がんの年齢調整死亡率の減少 ネンレイ チョウセイ シボウリツ ゲンショウ

				指標 シヒョウ

		4		早期リハビリテーション実施の促進 ソウキ ジッシ ソクシン																		2		がん患者及び家族の療養生活の不安が軽減されている カンジャ オヨ カゾク リョウヨウセイカツ フアン ケイゲン

				指標 シヒョウ																				指標 シヒョウ

		5		がん診断時から患者の状態に応じた緩和ケアの推進 シンダンジ カンジャ ジョウタイ オウ カンワ スイシン

				指標 シヒョウ

		6		がん診療に携わるすべての医師への緩和ケアに関する研修会等の受講推進 シンリョウ タズサ イシ カンワ カン ケンシュウカイ トウ ジュコウ スイシン								2		緩和ケアの提供体制が確保されている カンワ テイキョウ タイセイ カクホ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		7		多職種による緩和ケアチームによる医療、在宅での緩和ケア提供体制整備の推進 タショクシュ カンワ イリョウ ザイタク カンワ テイキョウ タイセイ セイビ スイシン

				指標 シヒョウ

		8		院内がん登録の実施促進 インナイ トウロク ジッシ ソクシン

				指標 シヒョウ								3		がん登録が実施されている トウロク ジッシ

		9		がん罹患、死亡状況等データの効果的な収集 リカン シボウ ジョウキョウ トウ コウカテキ シュウシュウ										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		10		がん診療連携拠点病院と他医療機関との連携強化 シンリョウ レンケイ キョテン ビョウイン ホカ イリョウ キカン レンケイ キョウカ

				指標 シヒョウ

		11		地域連携クリティカルパスの運用の推進 チイキレンケイ ウンヨウ スイシン								4		医療連携体制が構築されている イリョウ レンケイ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		地域連携クリティカルパスの運用数 チイキレンケイ ウンヨウ スウ		増加 ゾウカ						指標 シヒョウ

		12		圏域連携会議の開催の推進 ケンイキ レンケイ カイギ カイサイ スイシン

				指標 シヒョウ





急性心筋梗塞

		○急性心筋梗塞 キュウセイ シンキン コウソク

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

												1		心筋梗塞の予防対策が行われている シンキンコウソク ヨボウ タイサク オコナ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		1		県民に対する急性心筋梗塞に関する知識を高めるための普及啓発 ケンミン タイ キュウセイシンキンコウソク カン チシキ タカ フキュウケイハツ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ								2		発症時の速やかな救護、専門の医療施設への搬送体制が確保されている ハッショウジ スミ キュウゴ センモン イリョウ シセツ ハンソウ タイセイ カクホ

														指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		2		離島圏域における専門医の確保 リトウ ケンイキ センモンイ カクホ								3		医療機能の分化と役割分担による医療機関の専門性が確保されている イリョウ キノウ ブンカ ヤクワリ ブンタン イリョウ キカン センモンセイ カクホ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ



				指標 シヒョウ								4		早期リハビリテーション体制が充実している ソウキ タイセイ ジュウジツ

														指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		3		地域連携クリティカルパスの普及、運用 チイキ レンケイ フキュウ ウンヨウ								5		医療連携体制が構築されている イリョウレンケイタイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		心筋梗塞地域連携クリティカルパスの参加医療機関 シンキン コウソク チイキ レンケイ サンカ イリョウ キカン		増加 ゾウカ						指標 シヒョウ

		4		医療関係者による圏域連携会議等の開催 イリョウカンケイシャ ケンイキ レンケイ カイギ トウ カイサイ

				指標 シヒョウ

		5		おきなわ津梁ネットワークへの参加医療機関の増 ツ リョウ サンカ イリョウ キカン ゾウ

				指標 シヒョウ











脳卒中

		○脳卒中 ノウソッチュウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ



												1		脳卒中予防対策がおこなわれている ノウソッチュウ ヨボウ タイサク

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		1		県民に対する脳卒中に関する知識を高めるための普及啓発 ケンミン タイ ノウソッチュウ カン チシキ タカ フキュウケイハツ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ								2		発症時の速やかな救護、専門の医療施設への搬送体制が確保されている ハッショウジ スミ キュウゴ センモン イリョウ シセツ ハンソウ タイセイ カクホ

														指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

												3		医療機能の分化と役割分担による医療機関の専門性が確保されている イリョウ キノウ ブンカ ヤクワリ ブンタン イリョウ キカン センモンセイ カクホ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ



				指標 シヒョウ								4		急性期から回復期、維持期に至るまでのリハビリテーション体制が充実している キュウセイキ カイフクキ イジキ イタ タイセイ ジュウジツ

														指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		2		脳卒中地域連携クリティカルパスの普及、運用 ノウソッチュウ チイキ レンケイ フキュウ ウンヨウ								5		医療連携体制の構築 イリョウレンケイタイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		脳卒中地域連携クリティカルパスの参加医療機関 ノウソッチュウチイキレンケイ サンカ イリョウ キカン		増加 ゾウカ						指標 シヒョウ

		3		医療関係者による圏域連携会議等の開催 イリョウカンケイシャ ケンイキ レンケイ カイギ トウ カイサイ

				指標 シヒョウ

		4		おきなわ津梁ネットワークへの参加医療機関の増 ツ リョウ サンカ イリョウ キカン ゾウ

				指標 シヒョウ







糖尿病

		○糖尿病 トウニョウビョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

												1		糖尿病の重症化予防対策が行われている トウニョウビョウ ジュウショウ カ ヨボウ タイサク オコナ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		1		糖尿病患者への医療機関の受診勧奨及び治療継続の呼びかけ トウニョウビョウカンジャ イリョウ キカン ジュシン カンショウ オヨ チリョウ ケイゾク ヨ								2		糖尿病がコントロールできている トウニョウビョウ								1

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		2		地域連携クリティカルパスの普及、運用 チイキ レンケイ フキュウ ウンヨウ								3		医療連携体制の構築 イリョウレンケイタイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		糖尿病地域連携クリティカルパスの参加医療機関 トウニョウビョウ チイキ レンケイ サンカ イリョウ キカン		増加 ゾウカ						指標 シヒョウ

		3		医療関係者による圏域連携会議等の開催 イリョウカンケイシャ ケンイキ レンケイ カイギ トウ カイサイ

				指標 シヒョウ

		4		おきなわ津梁ネットワークへの参加医療機関の増 ツ リョウ サンカ イリョウ キカン ゾウ

				指標 シヒョウ











精神

				○精神疾患 セイシン シッカン

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		精神疾患や精神障害への理解、相談窓口の周知 セイシン シッカン セイシン ショウガイ リカイ ソウダン マドグチ シュウチ

				指標 シヒョウ

		2		相談後の精神科受診までの期間短縮のための相談窓口の対応力向上 ソウダン ゴ セイシンカ ジュシン キカンタンシュク ソウダン マドグチ タイオウリョク コウジョウ								1		予防、治療のアクセスが確保されている ヨボウ チリョウ カクホ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		3		相談機関と精神科医療機関との連絡会議の開催による連携 ソウダン キカン セイシン カ イリョウ キカン レンラク カイギ カイサイ レンケイ																				指標 シヒョウ		自殺死亡率 ジサツ シボウリツ		22.0

				指標 シヒョウ

		4		かかりつけ医と精神科医の連携のための研修や連絡会議の開催 イ セイシンカイ レンケイ ケンシュウ レンラク カイギ カイサイ																		2

				指標 シヒョウ																				指標 シヒョウ		１年未満入院患者の平均退院率 ネン ミマン ニュウイン カンジャ ヘイキン タイイン リツ		76％以上 イジョウ

		5		相談支援専門員や医療機関従事者に対する研修実施による長期入院患者の地域移行、定着の促進 ソウダン シエン センモンイン イリョウ キカン ジュウジシャ タイ ケンシュウ ジッシ チョウキ ニュウイン カンジャ チイキ イコウ テイチャク ソクシン								2		治療、回復、社会復帰が向上している チリョウ カイフク シャカイ フッキ コウジョウ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								3

		6		保健所による退院前調整会議への参画 ホケンショ タイインマエ チョウセイ カイギ サンカク																				指標 シヒョウ		３ヶ月以内の再入院率 ゲツ イナイ サイ ニュウインリツ		全国平均 ゼンコクヘイキン

				指標 シヒョウ

		7		離島における精神科医の安定的な確保 リトウ セイシンカ イ アンテイテキ カクホ

				指標 シヒョウ

		8		診療所勤務の精神保健指定医による措置診察への参画 シンリョウショ キンム セイシン ホケン シテイ イ ソチ シンサツ サンカク

				指標 シヒョウ

		9		関係機関との精神科救急医療体制における事例検討を通じた連携強化 カンケイ キカン セイシンカ キュウキュウ イリョウ タイセイ ジレイ ケントウ ツウ レンケイキョウカ								3		精神科救急、身体合併症、専門医療に対応できている セイシンカ キュウキュウ シンタイ ガッペイショウ センモン イリョウ タイオウ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		10		精神科診療所と情報センターの連携強化 セイシンカ シンリョウショ ジョウホウ レンケイ キョウカ

				指標 シヒョウ

		11		救急医療機関と精神科医療機関の連携、地域の支援体制の強化 キュウキュウ イリョウ キカン セイシンカ イリョウ キカン レンケイ チイキ シエン タイセイ キョウカ

				指標 シヒョウ

		12		県民へのうつの理解と相談窓口の周知 ケンミン リカイ ソウダン マドグチ シュウチ

				指標 シヒョウ

		13		ゲートキーパーの養成 ヨウセイ

				指標 シヒョウ

		14		精神科医療関係者等に対する認知行動療法等の周知 セイシンカ イリョウ カンケイシャ トウ タイ ニンチコウドウリョウホウ トウ シュウチ

				指標 シヒョウ



		【認知症】 ニンチショウ

		1		認知症サポーターの養成 ニンチショウ ヨウセイ

				指標 シヒョウ		認知症サポーター養成数（累計） ニンチショウ ヨウセイ スウ ルイケイ		4.4万人 マンニン				1		認知症の理解が進んでいる ニンチショウ リカイ スス

														指標 シヒョウ

		2		認知症の理解や支援方法の周知 ニンチショウ リカイ シエン ホウホウ シュウチ																		1

				指標 シヒョウ																				指標 シヒョウ



		3		「かかりつけ医認知症対応力向上研修」の実施 イ ニンチショウ タイオウリョク コウジョウ ケンシュウ ジッシ

				指標 シヒョウ		かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者数 イ ニンチショウ タイオウリョク コウジョウケンシュウ シュウリョウシャ スウ		400人 ニン

												2		認知症の相談、支援体制が構築されている ニンチショウ ソウダン シエン タイセイ コウチク

		4		地域包括支援センター等への認知症地域支援推進印の配置等体制整備 チイキ ホウカツ シエン トウ ニンチショウ チイキ シエン スイシン イン ハイチ トウ タイセイ セイビ										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ



		5		認知症疾患医療センターの整備の推進 ニンチショウ シッカン イリョウ セイビ スイシン

				指標 シヒョウ		認知症疾患医療センター指定数 ニンチショウ シッカン イリョウ シテイ スウ		2カ所 ショ				3		認知症専門医療が提供され介護と連携が図られている ニンチショウ センモン イリョウ テイキョウ カイゴ レンケイ ハカ

														指標 シヒョウ

		6		かかりつけ医と認知症専門医療機関等との連絡体制の整備 イ ニンチショウ センモン イリョウ キカン トウ レンラク タイセイ セイビ

				指標 シヒョウ



		7		若年性認知症施策の推進 ジャクネンセイ ニンチショウ セサク スイシン								4		若年性認知症への対応が行われている ジャクネンセイ ニンチショウ タイオウ オコナ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ























救急 

		○救急医療 キュウキュウ イリョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		県民に対する救急蘇生法の講習会実施 ケンミン タイ キュウキュウ ソセイホウ コウシュウカイ ジッシ

				指標 シヒョウ

		2		県民に対する救急医療の適正利用についての普及啓発 ケンミン タイ キュウキュウ イリョウ テキセイ リヨウ フキュウ ケイハツ								1		住民の救急医療への協力が得られている ジュウミン キュウキュウ イリョウ キョウリョク エ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		3		特定行為を行える救急救命士の育成 トクテイ コウイ オコナ キュウキュウ キュウメイシ イクセイ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ								2		病院前救護活動が充実している ビョウイン マエ キュウゴ カツドウ ジュウジツ

		4		ドクターヘリの安定的な運航による傷病者の迅速な処置と病院収容時間の短縮 アンテイテキ ウンコウ ショウビョウシャ ジンソク ショチ ビョウイン シュウヨウ ジカン タンシュク										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		5		救命救急センター、救急告示病院、災害拠点病院等へのヘリポート整備 キュウメイキュウキュウ キュウキュウ コクジ ビョウイン サイガイ キョテン ビョウイン トウ セイビ								3		救急搬送体制が充実している キュウキュウ ハンソウ タイセイ ジュウジツ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ		ヘリコプター等添乗医師添乗当番病院数 トウ テンジョウ イシ テンジョウ トウバン ビョウインスウ		増加 ゾウカ

		6		航空機等による急患搬送実施関係機関による連絡会議の設置 コウクウキ トウ キュウカン ハンソウ ジッシ カンケイ キカン レンラクカイギ セッチ

				指標 シヒョウ

		7		初期救急医療体制の拡充の推進 ショキ キュウキュウ イリョウ タイセイ カクジュウ スイシン

				指標 シヒョウ								4		救急医療体制が充実している キュウキュウ イリョウ タイセイ ジュウジツ

		8		二次救急医療機関及び三次救急医療機関の機能強化の推進 ニジ キュウキュウ イリョウ キカン オヨ サンジ キュウキュウ イリョウ キカン キノウ キョウカ スイシン										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		9		高度救命救急センターの設置 コウドキュウメイキュウキュウ セッチ

				指標 シヒョウ

		10		市町村、医師会、病院、診療所、介護施設等の連携強化 シチョウソン イシカイ ビョウイン シンリョウショ カイゴ シセツ トウ レンケイ キョウカ								5		医療連携体制の構築 イリョウレンケイタイセイ コウチク

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ		救急告示病院における長期入院患者割合 キュウキュウコクジビョウイン チョウキ ニュウイン カンジャ ワリアイ		減少 ゲンショウ

		11		救急医療機関における急性期を脱した患者の転院、在宅療養のための連携体制の構築 キュウキュウ イリョウ キカン キュウセイキ ダッ カンジャ テンイン ザイタク リョウヨウ レンケイ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ











周産期

		○周産期医療 シュウサンキ イリョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		総合周産期母子医療センターのMFICU等の増床 ソウゴウ シュウサンキ ボシ イリョウ トウ ゾウショウ

				指標 シヒョウ

		2		総合及び地域周産期母子医療センター等の医療機器の整備 ソウゴウ オヨ チイキ シュウサンキ ボシ イリョウ トウ イリョウ キキ セイビ								1		周産期医療体制が充実している シュウサンキ イリョウ タイセイ ジュウジツ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ		・周産期死亡率
・新生児死亡率
・妊産婦死亡率 シュウサンキ シボウリツ シンセイジ シボウリツ ニンサンプ シボウリツ						1

		3		周産期医療の搬送システムや空床情報システム等の充実強化 シュウサンキ イリョウ ハンソウ クウショウ ジョウホウ トウ ジュウジツ キョウカ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		4		中核的地域周産期医療施設の地域周産期母子医療センターへの移行 チュウカクテキ チイキ シュウサンキ イリョウ シセツ チイキ シュウサンキ ボシ イリョウ イコウ

				指標 シヒョウ

		5		周産期医療関係者への専門的知識、技術の習得支援 シュウサンキイリョウカンケイシャ センモンテキ チシキ ギジュツ シュウトク シエン

				指標 シヒョウ

		6		NICU退院後の療養、療育の支援 タイインゴ リョウヨウ リョウイク シエン

				指標 シヒョウ

		7		妊娠届出や妊婦健康診査の定期的受診の促進 ニンシン トドケデ ニンプ ケンコウ シンサ テイキテキ ジュシン ソクシン

				指標 シヒョウ								2		妊産婦の健康管理体制が充実している ニンサンプ ケンコウ カンリ タイセイ ジュウジツ

		8		未受診妊婦や飛び込み出産の防止 ミジュシン ニンプ ト コ シュッサン ボウシ										指標 シヒョウ		低体重児出生率 テイタイジュウ ジ シュッショウリツ

				指標 シヒョウ

		9		ハイリスク妊婦の支援体制の強化 ニンプ シエン タイセイ キョウカ

				指標 シヒョウ

		10		市町村母子保健担当等への妊産婦保健指導強化のための研修実施 シチョウソン ボシホケンタントウ トウ ニンサンプ ホケン シドウ キョウカ ケンシュウ ジッシ

				指標 シヒョウ

		11		病院における助産師が依頼の充実と院内助産所の開設促進 ビョウイン ジョサンシ イライ ジュウジツ インナイ ジョサンショ カイセツ ソクシン

				指標 シヒョウ

		12		離島・僻地での巡回妊婦健診、新生児訪問指導等の市町村母子保健事業の支援 リトウ ヘキチ ジュンカイ ニンプ ケンシン シンセイジ ホウモン シドウ トウ シチョウソン ボシ ホケン ジギョウ シエン

				指標 シヒョウ

		13		医師修学資金等貸与事業による北部圏域や離島・へき地の産婦人科及び新生児科医の確保 イシ シュウガク シキン トウ タイヨ ジギョウ ホクブ ケンイキ リトウ チ サンフジンカ オヨ シンセイジカイ カクホ

				指標 シヒョウ								3		医師や助産師等の人材が確保されている イシ ジョサンシ トウ ジンザイ カクホ

		14		県立看護大学別科助産専攻における助産師の養成 ケンリツ カンゴ ダイガク ベッカ ジョサン センコウ ジョサンシ ヨウセイ										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

























小児医療

		○小児医療 ショウニ イリョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		小児医療の適正受診の啓発 ショウニ イリョウ テキセイ ジュシン ケイハツ

				指標 シヒョウ

		2		小児救急電話相談事業の推進による小児救急医療の負担軽減 ショウニ キュウキュウ デンワ ソウダン ジギョウ スイシン ショウニ キュウキュウ イリョウ フタンケイゲン								1

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ		乳幼児の救急搬送者の軽症率 ニュウヨウジ キュウキュウ ハンソウ シャ ケイショウ リツ						1

		3		小児科医の確保及び養成 ショウニカイ カクホ オヨ ヨウセイ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ		小児人口当たりの小児科医師数 ショウニ ジンコウ ア ショウニカ イシ カズ

		4		小児救急医療輪番病院等への参画促進 ショウニ キュウキュウ イリョウ リンバン ビョウイン トウ サンカク ソクシン

				指標 シヒョウ

		5		PICUの増床の検討 ゾウショウ ケントウ

				指標 シヒョウ









災害医療

		○災害医療 サイガイ イリョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		救急医療従事者への災害医療従事者研修等の実施 キュウキュウ イリョウ ジュウジシャ サイガイ イリョウ ジュウジシャ ケンシュウトウ ジッシ

				指標 シヒョウ		研修受講者数 ケンシュウ ジュコウシャ スウ		25名 メイ

		2		一般の病院、診療所等における施設設備の整備、備蓄の促進 イッパン ビョウイン シンリョウショ トウ シセツ セツビ セイビ ビチク ソクシン								1		災害拠点病院の機能が強化されている サイガイ キョテン ビョウイン キノウ キョウカ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		3		災害拠点病院の救急搬送用ヘリポート等施設、他必要な設備、備蓄等の確保 サイガイ キョテン ビョウイン キュウキュウ ハンソウヨウ トウ シセツ ホカ ヒツヨウ セツビ ビチク トウ カクホ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		4		災害拠点病院の追加指定 サイガイ キョテン ビョウイン ツイカ シテイ

				指標 シヒョウ

		5		DMAT派遣協定の締結の推進 ハケン キョウテイ テイケツ スイシン								3		DMAT派遣体制が構築されている ハケン タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		DMAT派遣協定締結数 ハケン キョウテイ テイケツ スウ		12病院 ビョウイン						指標 シヒョウ

		6		医療関係団体、関係事業者等との災害時連携協定等の締結 イリョウ カンケイ ダンタイ カンケイ ジギョウシャ トウ サイガイジ レンケイ キョウテイ トウ テイケツ								4		関係機関との連携体制が構築されている カンケイ キカン レンケイ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		7		EMISの導入 ドウニュウ								5		災害時における医療情報提供体制が構築されている サイガイジ イリョウジョウホウテイキョウ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		EMISの導入 ドウニュウ		導入 ドウニュウ						指標 シヒョウ

		8		医療救護計画及び実施マニュアル等の策定 イリョウ キュウゴ ケイカク オヨ ジッシ トウ サクテイ

				指標 シヒョウ		災害時医療救護計画及び実施マニュアルの策定・運用 サイガイジ イリョウキュウゴケイカク オヨ ジッシ サクテイ ウンヨウ		運用 ウンヨウ				6		災害時医療救護、要援護者支援計画が策定されている サイガイジ イリョウ キュウゴ ヨウエンゴシャ シエン ケイカク サクテイ

		9		市町村の災害時要援護者避難支援計画の策定の促進 シチョウソン サイガイジ ヨウエンゴシャ ヒナン シエン ケイカク サクテイ ソクシン										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ











へき地医療

		○へき地医療 チイリョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		民間臨床研修病院の協力体制整備 ミンカン リンショウ ケンシュウ ビョウイン キョウリョク タイセイ セイビ

				指標 シヒョウ

		2		へき地・離島の県立診療所所在市町村の協力体制整備 チ リトウ ケンリツ シンリョウショ ショザイ シチョウソン キョウリョクタイセイセイビ								1		離島・へき地医療を支える協力体制が構築されている リトウ イリョウ ササ キョウリョク タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		3		離島・へき地診療所等の医師確保のための協議会設置 リトウ チ シンリョウショ トウ イシ カクホ キョウギカイ セッチ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		4		プライマリ・ケア医育成のための標準プログラムの作成 イ イクセイ ヒョウジュン サクセイ

				指標 シヒョウ

		5		沖縄県医師修学資金等の貸与者及び自治医科大卒業医師、後期臨床研修医の動向管理 オキナワケン イシ シュウガク シキン トウ タイヨ シャ オヨ ドウコウ カンリ

				指標 シヒョウ								2		離島・へき地勤務医のキャリアパスが構築されている リトウ チ キンムイ コウチク

		6		離島・へき地診療所への医師の配置や医師の資質向上についての協議 リトウ チ シンリョウショ イシ ハイチ イシ シシツ コウジョウ キョウギ										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		7		離島勤務義務年限終了者のキャリア構成の仕組みの検討 リトウ キンム ギム ネンゲン シュウリョウシャ コウセイ シク ケントウ

				指標 シヒョウ

		8		自治医科大学生派遣、医学臨床研修事業、医師修学資金貸与事業等の実施 ジチ イカダイ ガクセイ ハケン イガク リンショウ ケンシュウ ジギョウ イシ シュウガク シキン タイヨ ジギョウ トウ ジッシ

				指標 シヒョウ								3		離島・へき地診療所の医療従事者が確保されている リトウ チ シンリョウショ イリョウ ジュウジシャ カクホ

		9		代診医派遣事業等の推進 ダイシン イ ハケン ジギョウ トウ スイシン										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ		代診医の派遣延べ日数 ダイシン イ ハケン ノ ニッスウ

		10		看護師等の代替派遣や技術指導援助の実施 カンゴシ トウ ダイタイ ハケン ギジュツ シドウ エンジョ ジッシ

				指標 シヒョウ

		11		県へき地医療支援機構の強化 ケン チ イリョウ シエン キコウ キョウカ

				指標 シヒョウ

		12		ヘリコプター等添乗医師添乗協力病院の増加 トウ テンジョウ イシ テンジョウ キョウリョク ビョウイン ゾウカ								4		離島・へき地における救急医療体制が確保されている リトウ キュウキュウ イリョウ タイセイ カクホ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		13		離島・へき地診療所の整備計画の作成 リトウ チシンリョウショ セイビ ケイカク サクセイ

				指標 シヒョウ

		14		北部、宮古、八重山圏域における在宅歯科診療の推進 ホクブ ミヤコ ヤエヤマ ケンイキ ザイタク シカ シンリョウ スイシン								5		離島・へき地における診療体制が整備されている リトウ シンリョウ タイセイ セイビ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		15		専門医による定期的な巡回診療の実施 センモンイ テイキテキ ジュンカイ シンリョウ ジッシ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ		ドクターバンク登録医師数 トウロク イシ スウ		185人 ニン













在宅医療

		○在宅医療 ザイタク イリョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		医療関係団体が連携した在宅医療提供施設のサポート体制の整備 イリョウ カンケイ ダンタイ レンケイ ザイタク イリョウ テイキョウ シセツ タイセイ セイビ

				指標 シヒョウ

		2		在宅療養支援機関の連携の支援 ザイタクリョウヨウ シエン キカン レンケイ シエン								1		在宅医療関係機関の連携体制が構築されている ザイタク イリョウ カンケイ キカン レンケイ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		3		県民に対する在宅医療に関する情報提供 ケンミン タイ ザイタク イリョウ カン ジョウホウ テイキョウ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		4		多職種による在宅チーム医療の推進 タ ショクシュ ザイタク イリョウ スイシン

				指標 シヒョウ

		5		在宅医療従事者への緩和ケアの知識、技術習得のための研修会の受講推進 ザイタク イリョウ ジュウジシャ カンワ チシキ ギジュツ シュウトク ケンシュウカイ ジュコウ スイシン								2		在宅医療サービス提供の支援体制が構築されている ザイタク イリョウ テイキョウ シエン タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ		・在支診の増加
・訪問看護ステーションの増加 ザイ シ シン ゾウカ ホウモン カンゴ ゾウカ

		6		地域連携クリティカルパス等の活用による退院時調整機能の強化 チイキレンケイ トウ カツヨウ タイインジ チョウセイ キノウ キョウカ

				指標 シヒョウ

		7		訪問看護師等の確保対策、研修・教育システムの構築 ホウモン カンゴシ トウ カクホ タイサク ケンシュウ キョウイク コウチク

				指標 シヒョウ

		8		レスパイトに対応する医療機関、施設等の体制構築 タイオウ イリョウ キカン シセツ トウ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ

		9		在宅看取りを実施するための地域における支援機関の連携 ザイタク ミト ジッシ チイキ シエン キカン レンケイ

				指標 シヒョウ		・在宅での死亡割合の増加
・老人ホームでの死亡割合の増加 ザイタク シボウ ワリアイ ゾウカ ロウジン シボウ ワリアイ ゾウカ













第６次沖縄県保健医療計画のロジックモデル要素数
（ ）内は指標数

分 野 Ｃ 個別施策 Ｂ 中間アウトカム Ａ 分野別アウトカム 指標数計

がん １２（１） ４（０） ２（１） （２）

心筋梗塞 ４（１） ５（０） ０（０） （１）

脳卒中 ４（１） ５（０） ０（０） （１）

糖尿病 ４（１） ３（０） ０（０） （１）

精神疾患 ２１（４） ７（０） ０（３） （７）

救急医療 １１（０） ５（２） ０（０） （２）

災害医療 ９（４） ６（０） ０（０） （４）

へき地医療 １５（２） ５（０） ０（０） （２）

周産期医療 １４（０） ３（１） ０（４） （５）

小児医療 ５（１） ０（１） ０（０） （２）

在宅医療 ９（０） ２（２） ０（２） （４）

計 108（15） 45（６） ２（10） （31） 12



５疾病５事業及び在宅医療についてロジックモデルで整理してみた
結果

• 分野アウトカム、大目標がない。

• 個別施策が中間アウトカムにつながっていない。

• 内容に統一感がなく、設定が薄い分野や、意外に項目が多
い分野がある。

• 指標の設定がほとんどなく評価が難しい。

• 数値目標の設定がないせいかもしれないが、施策が具体的
でなく実際の取り組みにつながっていないものが多い。
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⇒ 第６次医療計画の構成の課題が明確に



番号 番号 番号

指標 ※※※※※※※ ＃＃

指標 ※※※※※※※ ＃＃ 指標 ※※※※※※※ ＃＃

指標 ※※※※※※※ ＃＃ 指標 ※※※※※※※ ＃＃

指標 ※※※※※※※ ＃＃

指標 ※※※※※※※ ＃＃ 指標 ※※※※※※※ ＃＃

指標 ※※※※※※※ ＃＃ 指標 ※※※※※※※ ＃＃

指標 ※※※※※※※ ＃＃

指標 ※※※※※※※ ＃＃ 指標 ※※※※※※※ ＃＃

指標 ※※※※※※※ ＃＃

☆☆☆☆☆☆☆☆

2
☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

3
☆☆☆☆☆☆☆☆

2
☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

1
☆☆☆☆☆☆☆☆

Ｃ　個別施策 Ｂ　中間アウトカム Ａ　分野アウトカム

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆
1

☆☆☆☆☆☆☆☆

改善

次期医療計画

現医療計画

医療計画の改定作業
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様式



		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

				☆☆☆☆☆☆☆☆

				指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃

				☆☆☆☆☆☆☆☆								1		☆☆☆☆☆☆☆☆

				指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃						指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃

				☆☆☆☆☆☆☆☆																		1		☆☆☆☆☆☆☆☆

				指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃																指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃

				☆☆☆☆☆☆☆☆

				指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃

				☆☆☆☆☆☆☆☆								2		☆☆☆☆☆☆☆☆																				4

				指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃						指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃																		指標 シヒョウ

				☆☆☆☆☆☆☆☆																		2		☆☆☆☆☆☆☆☆

				指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃																指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃

				☆☆☆☆☆☆☆☆																														5

				指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃																												指標 シヒョウ

				☆☆☆☆☆☆☆☆								3		☆☆☆☆☆☆☆☆

				指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃						指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃

				☆☆☆☆☆☆☆☆

				指標 シヒョウ		※※※※※※※		＃＃











がん

		○がん

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		がん医療に携わる専門的な知識及び技術を有する医療従事者の育成及び確保 イリョウ タズサ センモンテキ チシキ オヨ ギジュツ ユウ イリョウ ジュウジシャ イクセイ オヨ カクホ

				指標 シヒョウ

		2		がん診療連携拠点病院及びがん診療連携支援病院の機能強化 シンリョウ レンケイ キョテン ビョウイン オヨ シンリョウ レンケイ シエン ビョウイン キノウ キョウカ								1		がん治療体制が整備されている チリョウ タイセイ セイビ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1		がん予防及び早期発見により県民の健康が保持されている ヨボウ オヨ ソウキハッケン ケンミン ケンコウ ホジ

		3		がん診療に携わる医療従事者の専門研修受講の推進 シンリョウ タズサ イリョウ ジュウジシャ センモン ケンシュウ ジュコウ スイシン																				指標 シヒョウ		がんの年齢調整死亡率の減少 ネンレイ チョウセイ シボウリツ ゲンショウ

				指標 シヒョウ

		4		早期リハビリテーション実施の促進 ソウキ ジッシ ソクシン																		2		がん患者及び家族の療養生活の不安が軽減されている カンジャ オヨ カゾク リョウヨウセイカツ フアン ケイゲン

				指標 シヒョウ																				指標 シヒョウ

		5		がん診断時から患者の状態に応じた緩和ケアの推進 シンダンジ カンジャ ジョウタイ オウ カンワ スイシン

				指標 シヒョウ

		6		がん診療に携わるすべての医師への緩和ケアに関する研修会等の受講推進 シンリョウ タズサ イシ カンワ カン ケンシュウカイ トウ ジュコウ スイシン								2		緩和ケアの提供体制が確保されている カンワ テイキョウ タイセイ カクホ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		7		多職種による緩和ケアチームによる医療、在宅での緩和ケア提供体制整備の推進 タショクシュ カンワ イリョウ ザイタク カンワ テイキョウ タイセイ セイビ スイシン

				指標 シヒョウ

		8		院内がん登録の実施促進 インナイ トウロク ジッシ ソクシン

				指標 シヒョウ								3		がん登録が実施されている トウロク ジッシ

		9		がん罹患、死亡状況等データの効果的な収集 リカン シボウ ジョウキョウ トウ コウカテキ シュウシュウ										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		10		がん診療連携拠点病院と他医療機関との連携強化 シンリョウ レンケイ キョテン ビョウイン ホカ イリョウ キカン レンケイ キョウカ

				指標 シヒョウ

		11		地域連携クリティカルパスの運用の推進 チイキレンケイ ウンヨウ スイシン								4		医療連携体制が構築されている イリョウ レンケイ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		地域連携クリティカルパスの運用数 チイキレンケイ ウンヨウ スウ		増加 ゾウカ						指標 シヒョウ

		12		圏域連携会議の開催の推進 ケンイキ レンケイ カイギ カイサイ スイシン

				指標 シヒョウ





急性心筋梗塞

		○急性心筋梗塞 キュウセイ シンキン コウソク

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

												1		心筋梗塞の予防対策が行われている シンキンコウソク ヨボウ タイサク オコナ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		1		県民に対する急性心筋梗塞に関する知識を高めるための普及啓発 ケンミン タイ キュウセイシンキンコウソク カン チシキ タカ フキュウケイハツ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ								2		発症時の速やかな救護、専門の医療施設への搬送体制が確保されている ハッショウジ スミ キュウゴ センモン イリョウ シセツ ハンソウ タイセイ カクホ

														指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		2		離島圏域における専門医の確保 リトウ ケンイキ センモンイ カクホ								3		医療機能の分化と役割分担による医療機関の専門性が確保されている イリョウ キノウ ブンカ ヤクワリ ブンタン イリョウ キカン センモンセイ カクホ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ



				指標 シヒョウ								4		早期リハビリテーション体制が充実している ソウキ タイセイ ジュウジツ

														指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		3		地域連携クリティカルパスの普及、運用 チイキ レンケイ フキュウ ウンヨウ								5		医療連携体制が構築されている イリョウレンケイタイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		心筋梗塞地域連携クリティカルパスの参加医療機関 シンキン コウソク チイキ レンケイ サンカ イリョウ キカン		増加 ゾウカ						指標 シヒョウ

		4		医療関係者による圏域連携会議等の開催 イリョウカンケイシャ ケンイキ レンケイ カイギ トウ カイサイ

				指標 シヒョウ

		5		おきなわ津梁ネットワークへの参加医療機関の増 ツ リョウ サンカ イリョウ キカン ゾウ

				指標 シヒョウ











脳卒中

		○脳卒中 ノウソッチュウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

												1		脳卒中予防対策がおこなわれている ノウソッチュウ ヨボウ タイサク

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		1		県民に対する脳卒中に関する知識を高めるための普及啓発 ケンミン タイ ノウソッチュウ カン チシキ タカ フキュウケイハツ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ								2		発症時の速やかな救護、専門の医療施設への搬送体制が確保されている ハッショウジ スミ キュウゴ センモン イリョウ シセツ ハンソウ タイセイ カクホ

														指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

												3		医療機能の分化と役割分担による医療機関の専門性が確保されている イリョウ キノウ ブンカ ヤクワリ ブンタン イリョウ キカン センモンセイ カクホ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ



				指標 シヒョウ								4		急性期から回復期、維持期に至るまでのリハビリテーション体制が充実している キュウセイキ カイフクキ イジキ イタ タイセイ ジュウジツ

														指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		2		脳卒中地域連携クリティカルパスの普及、運用 ノウソッチュウ チイキ レンケイ フキュウ ウンヨウ								5		医療連携体制の構築 イリョウレンケイタイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		脳卒中地域連携クリティカルパスの参加医療機関 ノウソッチュウチイキレンケイ サンカ イリョウ キカン		増加 ゾウカ						指標 シヒョウ

		3		医療関係者による圏域連携会議等の開催 イリョウカンケイシャ ケンイキ レンケイ カイギ トウ カイサイ

				指標 シヒョウ

		4		おきなわ津梁ネットワークへの参加医療機関の増 ツ リョウ サンカ イリョウ キカン ゾウ

				指標 シヒョウ











糖尿病

		○糖尿病 トウニョウビョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

												1		糖尿病の重症化予防対策が行われている トウニョウビョウ ジュウショウ カ ヨボウ タイサク オコナ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		1		糖尿病患者への医療機関の受診勧奨及び治療継続の呼びかけ トウニョウビョウカンジャ イリョウ キカン ジュシン カンショウ オヨ チリョウ ケイゾク ヨ								2		糖尿病がコントロールできている トウニョウビョウ								1

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		2		地域連携クリティカルパスの普及、運用 チイキ レンケイ フキュウ ウンヨウ								3		医療連携体制の構築 イリョウレンケイタイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		糖尿病地域連携クリティカルパスの参加医療機関 トウニョウビョウ チイキ レンケイ サンカ イリョウ キカン		増加 ゾウカ						指標 シヒョウ

		3		医療関係者による圏域連携会議等の開催 イリョウカンケイシャ ケンイキ レンケイ カイギ トウ カイサイ

				指標 シヒョウ

		4		おきなわ津梁ネットワークへの参加医療機関の増 ツ リョウ サンカ イリョウ キカン ゾウ

				指標 シヒョウ











精神

				○精神疾患 セイシン シッカン

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		精神疾患や精神障害への理解、相談窓口の周知 セイシン シッカン セイシン ショウガイ リカイ ソウダン マドグチ シュウチ

				指標 シヒョウ

		2		相談後の精神科受診までの期間短縮のための相談窓口の対応力向上 ソウダン ゴ セイシンカ ジュシン キカンタンシュク ソウダン マドグチ タイオウリョク コウジョウ								1		予防、治療のアクセスが確保されている ヨボウ チリョウ カクホ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		3		相談機関と精神科医療機関との連絡会議の開催による連携 ソウダン キカン セイシン カ イリョウ キカン レンラク カイギ カイサイ レンケイ																				指標 シヒョウ		自殺死亡率 ジサツ シボウリツ		22.0

				指標 シヒョウ

		4		かかりつけ医と精神科医の連携のための研修や連絡会議の開催 イ セイシンカイ レンケイ ケンシュウ レンラク カイギ カイサイ																		2

				指標 シヒョウ																				指標 シヒョウ		１年未満入院患者の平均退院率 ネン ミマン ニュウイン カンジャ ヘイキン タイイン リツ		76％以上 イジョウ

		5		相談支援専門員や医療機関従事者に対する研修実施による長期入院患者の地域移行、定着の促進 ソウダン シエン センモンイン イリョウ キカン ジュウジシャ タイ ケンシュウ ジッシ チョウキ ニュウイン カンジャ チイキ イコウ テイチャク ソクシン								2		治療、回復、社会復帰が向上している チリョウ カイフク シャカイ フッキ コウジョウ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								3

		6		保健所による退院前調整会議への参画 ホケンショ タイインマエ チョウセイ カイギ サンカク																				指標 シヒョウ		３ヶ月以内の再入院率 ゲツ イナイ サイ ニュウインリツ		全国平均 ゼンコクヘイキン

				指標 シヒョウ

		7		離島における精神科医の安定的な確保 リトウ セイシンカ イ アンテイテキ カクホ

				指標 シヒョウ

		8		診療所勤務の精神保健指定医による措置診察への参画 シンリョウショ キンム セイシン ホケン シテイ イ ソチ シンサツ サンカク

				指標 シヒョウ

		9		関係機関との精神科救急医療体制における事例検討を通じた連携強化 カンケイ キカン セイシンカ キュウキュウ イリョウ タイセイ ジレイ ケントウ ツウ レンケイキョウカ								3		精神科救急、身体合併症、専門医療に対応できている セイシンカ キュウキュウ シンタイ ガッペイショウ センモン イリョウ タイオウ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		10		精神科診療所と情報センターの連携強化 セイシンカ シンリョウショ ジョウホウ レンケイ キョウカ

				指標 シヒョウ

		11		救急医療機関と精神科医療機関の連携、地域の支援体制の強化 キュウキュウ イリョウ キカン セイシンカ イリョウ キカン レンケイ チイキ シエン タイセイ キョウカ

				指標 シヒョウ

		12		県民へのうつの理解と相談窓口の周知 ケンミン リカイ ソウダン マドグチ シュウチ

				指標 シヒョウ

		13		ゲートキーパーの養成 ヨウセイ

				指標 シヒョウ

		14		精神科医療関係者等に対する認知行動療法等の周知 セイシンカ イリョウ カンケイシャ トウ タイ ニンチコウドウリョウホウ トウ シュウチ

				指標 シヒョウ



		【認知症】 ニンチショウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ



		1		認知症サポーターの養成 ニンチショウ ヨウセイ

				指標 シヒョウ		認知症サポーター養成数（累計） ニンチショウ ヨウセイ スウ ルイケイ		4.4万人 マンニン				1		認知症の理解が進んでいる ニンチショウ リカイ スス

														指標 シヒョウ

		2		認知症の理解や支援方法の周知 ニンチショウ リカイ シエン ホウホウ シュウチ																		1

				指標 シヒョウ																				指標 シヒョウ



		3		「かかりつけ医認知症対応力向上研修」の実施 イ ニンチショウ タイオウリョク コウジョウ ケンシュウ ジッシ

				指標 シヒョウ		かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者数 イ ニンチショウ タイオウリョク コウジョウケンシュウ シュウリョウシャ スウ		400人 ニン

												2		認知症の相談、支援体制が構築されている ニンチショウ ソウダン シエン タイセイ コウチク

		4		地域包括支援センター等への認知症地域支援推進印の配置等体制整備 チイキ ホウカツ シエン トウ ニンチショウ チイキ シエン スイシン イン ハイチ トウ タイセイ セイビ										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ



		5		認知症疾患医療センターの整備の推進 ニンチショウ シッカン イリョウ セイビ スイシン

				指標 シヒョウ		認知症疾患医療センター指定数 ニンチショウ シッカン イリョウ シテイ スウ		2カ所 ショ				3		認知症専門医療が提供され介護と連携が図られている ニンチショウ センモン イリョウ テイキョウ カイゴ レンケイ ハカ

														指標 シヒョウ

		6		かかりつけ医と認知症専門医療機関等との連絡体制の整備 イ ニンチショウ センモン イリョウ キカン トウ レンラク タイセイ セイビ

				指標 シヒョウ



		7		若年性認知症施策の推進 ジャクネンセイ ニンチショウ セサク スイシン								4		若年性認知症への対応が行われている ジャクネンセイ ニンチショウ タイオウ オコナ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ























救急 

		○救急医療 キュウキュウ イリョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		県民に対する救急蘇生法の講習会実施 ケンミン タイ キュウキュウ ソセイホウ コウシュウカイ ジッシ

				指標 シヒョウ

		2		県民に対する救急医療の適正利用についての普及啓発 ケンミン タイ キュウキュウ イリョウ テキセイ リヨウ フキュウ ケイハツ								1		住民の救急医療への協力が得られている ジュウミン キュウキュウ イリョウ キョウリョク エ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		3		特定行為を行える救急救命士の育成 トクテイ コウイ オコナ キュウキュウ キュウメイシ イクセイ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ								2		病院前救護活動が充実している ビョウイン マエ キュウゴ カツドウ ジュウジツ

		4		ドクターヘリの安定的な運航による傷病者の迅速な処置と病院収容時間の短縮 アンテイテキ ウンコウ ショウビョウシャ ジンソク ショチ ビョウイン シュウヨウ ジカン タンシュク										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		5		救命救急センター、救急告示病院、災害拠点病院等へのヘリポート整備 キュウメイキュウキュウ キュウキュウ コクジ ビョウイン サイガイ キョテン ビョウイン トウ セイビ								3		救急搬送体制が充実している キュウキュウ ハンソウ タイセイ ジュウジツ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ		ヘリコプター等添乗医師添乗当番病院数 トウ テンジョウ イシ テンジョウ トウバン ビョウインスウ		増加 ゾウカ

		6		航空機等による急患搬送実施関係機関による連絡会議の設置 コウクウキ トウ キュウカン ハンソウ ジッシ カンケイ キカン レンラクカイギ セッチ

				指標 シヒョウ

		7		初期救急医療体制の拡充の推進 ショキ キュウキュウ イリョウ タイセイ カクジュウ スイシン

				指標 シヒョウ								4		救急医療体制が充実している キュウキュウ イリョウ タイセイ ジュウジツ

		8		二次救急医療機関及び三次救急医療機関の機能強化の推進 ニジ キュウキュウ イリョウ キカン オヨ サンジ キュウキュウ イリョウ キカン キノウ キョウカ スイシン										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		9		高度救命救急センターの設置 コウドキュウメイキュウキュウ セッチ

				指標 シヒョウ

		10		市町村、医師会、病院、診療所、介護施設等の連携強化 シチョウソン イシカイ ビョウイン シンリョウショ カイゴ シセツ トウ レンケイ キョウカ								5		医療連携体制の構築 イリョウレンケイタイセイ コウチク

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ		救急告示病院における長期入院患者割合 キュウキュウコクジビョウイン チョウキ ニュウイン カンジャ ワリアイ		減少 ゲンショウ

		11		救急医療機関における急性期を脱した患者の転院、在宅療養のための連携体制の構築 キュウキュウ イリョウ キカン キュウセイキ ダッ カンジャ テンイン ザイタク リョウヨウ レンケイ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ











周産期

		○周産期医療 シュウサンキ イリョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		総合周産期母子医療センターのMFICU等の増床 ソウゴウ シュウサンキ ボシ イリョウ トウ ゾウショウ

				指標 シヒョウ

		2		総合及び地域周産期母子医療センター等の医療機器の整備 ソウゴウ オヨ チイキ シュウサンキ ボシ イリョウ トウ イリョウ キキ セイビ								1		周産期医療体制が充実している シュウサンキ イリョウ タイセイ ジュウジツ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		3		周産期医療の搬送システムや空床情報システム等の充実強化 シュウサンキ イリョウ ハンソウ クウショウ ジョウホウ トウ ジュウジツ キョウカ																				指標 シヒョウ		・周産期死亡率
・新生児死亡率
・妊産婦死亡率 シュウサンキ シボウリツ シンセイジ シボウリツ ニンサンプ シボウリツ

				指標 シヒョウ

		4		中核的地域周産期医療施設の地域周産期母子医療センターへの移行 チュウカクテキ チイキ シュウサンキ イリョウ シセツ チイキ シュウサンキ ボシ イリョウ イコウ

				指標 シヒョウ

		5		周産期医療関係者への専門的知識、技術の習得支援 シュウサンキイリョウカンケイシャ センモンテキ チシキ ギジュツ シュウトク シエン

				指標 シヒョウ

		6		NICU退院後の療養、療育の支援 タイインゴ リョウヨウ リョウイク シエン

				指標 シヒョウ

		7		妊娠届出や妊婦健康診査の定期的受診の促進 ニンシン トドケデ ニンプ ケンコウ シンサ テイキテキ ジュシン ソクシン

				指標 シヒョウ								2		妊産婦の健康管理体制が充実している ニンサンプ ケンコウ カンリ タイセイ ジュウジツ

		8		未受診妊婦や飛び込み出産の防止 ミジュシン ニンプ ト コ シュッサン ボウシ										指標 シヒョウ		低体重児出生率 テイタイジュウ ジ シュッショウリツ

				指標 シヒョウ

		9		ハイリスク妊婦の支援体制の強化 ニンプ シエン タイセイ キョウカ

				指標 シヒョウ

		10		市町村母子保健担当等への妊産婦保健指導強化のための研修実施 シチョウソン ボシホケンタントウ トウ ニンサンプ ホケン シドウ キョウカ ケンシュウ ジッシ

				指標 シヒョウ

		11		病院における助産師が依頼の充実と院内助産所の開設促進 ビョウイン ジョサンシ イライ ジュウジツ インナイ ジョサンショ カイセツ ソクシン

				指標 シヒョウ

		12		離島・僻地での巡回妊婦健診、新生児訪問指導等の市町村母子保健事業の支援 リトウ ヘキチ ジュンカイ ニンプ ケンシン シンセイジ ホウモン シドウ トウ シチョウソン ボシ ホケン ジギョウ シエン

				指標 シヒョウ

		13		医師修学資金等貸与事業による北部圏域や離島・へき地の産婦人科及び新生児科医の確保 イシ シュウガク シキン トウ タイヨ ジギョウ ホクブ ケンイキ リトウ チ サンフジンカ オヨ シンセイジカイ カクホ

				指標 シヒョウ								3		医師や助産師等の人材が確保されている イシ ジョサンシ トウ ジンザイ カクホ

		14		県立看護大学別科助産専攻における助産師の養成 ケンリツ カンゴ ダイガク ベッカ ジョサン センコウ ジョサンシ ヨウセイ										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

























小児医療

		○小児医療 ショウニ イリョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		小児医療の適正受診の啓発 ショウニ イリョウ テキセイ ジュシン ケイハツ

				指標 シヒョウ

		2		小児救急電話相談事業の推進による小児救急医療の負担軽減 ショウニ キュウキュウ デンワ ソウダン ジギョウ スイシン ショウニ キュウキュウ イリョウ フタンケイゲン								1

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ		乳幼児の救急搬送者の軽症率 ニュウヨウジ キュウキュウ ハンソウ シャ ケイショウ リツ						1

		3		小児科医の確保及び養成 ショウニカイ カクホ オヨ ヨウセイ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ		小児人口当たりの小児科医師数 ショウニ ジンコウ ア ショウニカ イシ カズ

		4		小児救急医療輪番病院等への参画促進 ショウニ キュウキュウ イリョウ リンバン ビョウイン トウ サンカク ソクシン

				指標 シヒョウ

		5		PICUの増床の検討 ゾウショウ ケントウ

				指標 シヒョウ









災害医療

		○災害医療 サイガイ イリョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		救急医療従事者への災害医療従事者研修等の実施 キュウキュウ イリョウ ジュウジシャ サイガイ イリョウ ジュウジシャ ケンシュウトウ ジッシ

				指標 シヒョウ		研修受講者数 ケンシュウ ジュコウシャ スウ		25名 メイ

		2		一般の病院、診療所等における施設設備の整備、備蓄の促進 イッパン ビョウイン シンリョウショ トウ シセツ セツビ セイビ ビチク ソクシン								1		災害拠点病院の機能が強化されている サイガイ キョテン ビョウイン キノウ キョウカ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		3		災害拠点病院の救急搬送用ヘリポート等施設、他必要な設備、備蓄等の確保 サイガイ キョテン ビョウイン キュウキュウ ハンソウヨウ トウ シセツ ホカ ヒツヨウ セツビ ビチク トウ カクホ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		4		災害拠点病院の追加指定 サイガイ キョテン ビョウイン ツイカ シテイ

				指標 シヒョウ

		5		DMAT派遣協定の締結の推進 ハケン キョウテイ テイケツ スイシン								3		DMAT派遣体制が構築されている ハケン タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		DMAT派遣協定締結数 ハケン キョウテイ テイケツ スウ		12病院 ビョウイン						指標 シヒョウ

		6		医療関係団体、関係事業者等との災害時連携協定等の締結 イリョウ カンケイ ダンタイ カンケイ ジギョウシャ トウ サイガイジ レンケイ キョウテイ トウ テイケツ								4		関係機関との連携体制が構築されている カンケイ キカン レンケイ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		7		EMISの導入 ドウニュウ								5		災害時における医療情報提供体制が構築されている サイガイジ イリョウジョウホウテイキョウ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		EMISの導入 ドウニュウ		導入 ドウニュウ						指標 シヒョウ

		8		医療救護計画及び実施マニュアル等の策定 イリョウ キュウゴ ケイカク オヨ ジッシ トウ サクテイ

				指標 シヒョウ		災害時医療救護計画及び実施マニュアルの策定・運用 サイガイジ イリョウキュウゴケイカク オヨ ジッシ サクテイ ウンヨウ		運用 ウンヨウ				6		災害時医療救護、要援護者支援計画が策定されている サイガイジ イリョウ キュウゴ ヨウエンゴシャ シエン ケイカク サクテイ

		9		市町村の災害時要援護者避難支援計画の策定の促進 シチョウソン サイガイジ ヨウエンゴシャ ヒナン シエン ケイカク サクテイ ソクシン										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ











へき地医療

		○へき地医療 チイリョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		民間臨床研修病院の協力体制整備 ミンカン リンショウ ケンシュウ ビョウイン キョウリョク タイセイ セイビ

				指標 シヒョウ

		2		へき地・離島の県立診療所所在市町村の協力体制整備 チ リトウ ケンリツ シンリョウショ ショザイ シチョウソン キョウリョクタイセイセイビ								1		離島・へき地医療を支える協力体制が構築されている リトウ イリョウ ササ キョウリョク タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		3		離島・へき地診療所等の医師確保のための協議会設置 リトウ チ シンリョウショ トウ イシ カクホ キョウギカイ セッチ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		4		プライマリ・ケア医育成のための標準プログラムの作成 イ イクセイ ヒョウジュン サクセイ

				指標 シヒョウ

		5		沖縄県医師修学資金等の貸与者及び自治医科大卒業医師、後期臨床研修医の動向管理 オキナワケン イシ シュウガク シキン トウ タイヨ シャ オヨ ドウコウ カンリ

				指標 シヒョウ								2		離島・へき地勤務医のキャリアパスが構築されている リトウ チ キンムイ コウチク

		6		離島・へき地診療所への医師の配置や医師の資質向上についての協議 リトウ チ シンリョウショ イシ ハイチ イシ シシツ コウジョウ キョウギ										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		7		離島勤務義務年限終了者のキャリア構成の仕組みの検討 リトウ キンム ギム ネンゲン シュウリョウシャ コウセイ シク ケントウ

				指標 シヒョウ

		8		自治医科大学生派遣、医学臨床研修事業、医師修学資金貸与事業等の実施 ジチ イカダイ ガクセイ ハケン イガク リンショウ ケンシュウ ジギョウ イシ シュウガク シキン タイヨ ジギョウ トウ ジッシ

				指標 シヒョウ								3		離島・へき地診療所の医療従事者が確保されている リトウ チ シンリョウショ イリョウ ジュウジシャ カクホ

		9		代診医派遣事業等の推進 ダイシン イ ハケン ジギョウ トウ スイシン										指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ		代診医の派遣延べ日数 ダイシン イ ハケン ノ ニッスウ

		10		看護師等の代替派遣や技術指導援助の実施 カンゴシ トウ ダイタイ ハケン ギジュツ シドウ エンジョ ジッシ

				指標 シヒョウ

		11		県へき地医療支援機構の強化 ケン チ イリョウ シエン キコウ キョウカ

				指標 シヒョウ

		12		ヘリコプター等添乗医師添乗協力病院の増加 トウ テンジョウ イシ テンジョウ キョウリョク ビョウイン ゾウカ								4		離島・へき地における救急医療体制が確保されている リトウ キュウキュウ イリョウ タイセイ カクホ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		13		離島・へき地診療所の整備計画の作成 リトウ チシンリョウショ セイビ ケイカク サクセイ

				指標 シヒョウ

		14		北部、宮古、八重山圏域における在宅歯科診療の推進 ホクブ ミヤコ ヤエヤマ ケンイキ ザイタク シカ シンリョウ スイシン								5		離島・へき地における診療体制が整備されている リトウ シンリョウ タイセイ セイビ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ

		15		専門医による定期的な巡回診療の実施 センモンイ テイキテキ ジュンカイ シンリョウ ジッシ

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ		ドクターバンク登録医師数 トウロク イシ スウ		185人 ニン













在宅医療

		○在宅医療 ザイタク イリョウ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ

		1		医療関係団体が連携した在宅医療提供施設のサポート体制の整備 イリョウ カンケイ ダンタイ レンケイ ザイタク イリョウ テイキョウ シセツ タイセイ セイビ

				指標 シヒョウ

		2		在宅療養支援機関の連携の支援 ザイタクリョウヨウ シエン キカン レンケイ シエン								1		在宅医療関係機関の連携体制が構築されている ザイタク イリョウ カンケイ キカン レンケイ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ								1

		3		県民に対する在宅医療に関する情報提供 ケンミン タイ ザイタク イリョウ カン ジョウホウ テイキョウ																				指標 シヒョウ

				指標 シヒョウ

		4		多職種による在宅チーム医療の推進 タ ショクシュ ザイタク イリョウ スイシン

				指標 シヒョウ

		5		在宅医療従事者への緩和ケアの知識、技術習得のための研修会の受講推進 ザイタク イリョウ ジュウジシャ カンワ チシキ ギジュツ シュウトク ケンシュウカイ ジュコウ スイシン								2		在宅医療サービス提供の支援体制が構築されている ザイタク イリョウ テイキョウ シエン タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ										指標 シヒョウ		・在支診の増加
・訪問看護ステーションの増加 ザイ シ シン ゾウカ ホウモン カンゴ ゾウカ

		6		地域連携クリティカルパス等の活用による退院時調整機能の強化 チイキレンケイ トウ カツヨウ タイインジ チョウセイ キノウ キョウカ

				指標 シヒョウ

		7		訪問看護師等の確保対策、研修・教育システムの構築 ホウモン カンゴシ トウ カクホ タイサク ケンシュウ キョウイク コウチク

				指標 シヒョウ

		8		レスパイトに対応する医療機関、施設等の体制構築 タイオウ イリョウ キカン シセツ トウ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ

		9		在宅看取りを実施するための地域における支援機関の連携 ザイタク ミト ジッシ チイキ シエン キカン レンケイ

				指標 シヒョウ		・在宅での死亡割合の増加
・老人ホームでの死亡割合の増加 ザイタク シボウ ワリアイ ゾウカ ロウジン シボウ ワリアイ ゾウカ













第７次沖縄県医療計画の策定作業の方針

1.関係者の意見を聴く
⇒ 各分野ごとにワーキンググループを設置

2. データを活用して課題を抽出
⇒ 全国と比較して課題がある項目

経年的な変化で課題がある項目
可能な限り圏域ごとに確認

3. 施策・指標マップの活用
⇒ 体系的に施策・指標を検討

計画の適切な評価による政策循環強化
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沖縄県の第７次医療計画の検討体制
（10WG）

健康長寿課 医療政策課 地域保健課

※ ※

沖縄県医療審議会

※１：がんについては、既存の会議を活用し、第３次がん対策推進計画の策定と並行して医療計画を検討
※２：周産期医療は既存の会議及び新たに設置した部会において検討

（７名） （７名） （６名） （11名） （７名） （10名） （７名） （９名） （８名）（32名）

 専門医、関係団体、県医師会担当理事等で構成。（WGメンバー総勢104名）

（19名）

※１ ※２

県全体

二次医療圏

各地区地域医療対策会議
構成：医療機関、関係団体、市町村
役割：医療計画、地域医療構想、市町村との協議の場

16
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H29年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

医療審議
会

1回 2回

地域医療
対策協議
会

1回 2回

5疾病5事

業、在宅医
療ＷＧ

他
意見聴取

医療計画改定に向けた検討経緯

分野ごとに以下の議題でワーキングを開催
⑴国作成指針の説明、現状と課題の整理等
⑵施策、指標の検討等
⑶所掌分野の素案検討

計画
（案）

計画見直しの
要点、
検討体制等

（5/23) （12/22)

第1回(6/13～8/4) 第2回(8/22～9/20)

がん 脳卒中
心筋梗塞等の
心血管疾患

糖尿病 精神疾患
救急医療・
災害医療

周産期医療 小児医療 へき地の医療

WG
開催回数

※１ ３回 ３回 ３回 ４回 ３回 ※２ ３回 ３回 ３回

担当課 健康長寿課 医療政策課 医療政策課 医療政策課 地域保健課 医療政策課 地域保健課 医療政策課 医療政策課 医療政策課

５疾病 ５事業

在宅医療

第3回(10/27～11/20)

※１･･･がんについては、既存の会議を活用し、第３次がん対策推進計画の策定と並行して医療計画の検討を実施。
（検討会を３回、協議会を１回開催）

※２･･･周産期医療は既存の会議及び新たに設置した部会において計画の検討を実施。（協議会を１回、部会を６回程度）

（3/16）
諮
問 答

申

（1/23)
（3/26）

手
交
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各医療圏ごとに説明

パブリックコメント


Sheet1

						５疾病 シッペイ										５事業 ジギョウ								在宅医療 ザイタク イリョウ

						がん		脳卒中 ノウソッチュウ		心筋梗塞等の心血管疾患 シンキン コウソク トウ シン ケッカン シッカン		糖尿病 トウニョウビョウ		精神疾患 セイシン シッカン		救急医療・災害医療 キュウキュウ イリョウ サイガイ イリョウ		周産期医療 シュウサンキ イリョウ		小児医療 ショウニ イリョウ		へき地の医療 チ イリョウ

				WG
開催回数 カイサイ カイスウ		※１		３回 カイ		３回 カイ		３回 カイ		４回 カイ		３回 カイ		※２		３回 カイ		３回 カイ		３回 カイ

				担当課 タントウカ		健康長寿課 ケンコウ チョウジュカ		医療政策課 イリョウ セイサクカ		医療政策課 イリョウ セイサクカ		医療政策課 イリョウ セイサクカ		地域保健課 チイキ ホケンカ		医療政策課 イリョウ セイサクカ		地域保健課 チイキ ホケンカ		医療政策課 イリョウ セイサクカ		医療政策課 イリョウ セイサクカ		医療政策課 イリョウ セイサクカ





Sheet2





Sheet3







番号 番号 番号

指標

指標 指標

指標

指標

指標

指標

指標

指標

指標

指標

指標

指標

指標

指標

遠隔での診断補助及び搬送の実施
体制整備数
専門医数及び医療機能調査による
医療資源の把握

急性期リハビリテーションの提供単
位数（単位数/日・人）

回復期リハビリテーション病棟が整
備されている二次医療圏数

おきなわ脳卒中地域連携パスを実
施している急性期病院数

在宅等生活の場に復帰できた患者の
割合

危険因子の有所見者の割合

t-PA実施数

FIM利得数

3

脳血管疾患患者が在宅復帰できている

指標

質の高いリハビリテーションの提供
体制の確保

8

切れ目なく必要な治療、リハビリテーション及び介
護サービスが提供される連携体制の構築

4

多職種が連携した療養支援の体制
の構築

9

院内又は院外の歯科医師等との連携に
よる口腔管理の実施

おきなわ津梁ネットワークの脳
卒中登録件数

脳梗塞の摂食機能療法の提供量
（SCR）
歯科医師連携加算（栄養サポート
チーム加算）レセプト数

7

回復期リハビリテーション病棟での専門
的、集中的なリハビリテーションの提供

2

脳血管疾患患者の年齢調整死亡率が低下
している

指標 指標

5

t-PAや外科手術、脳血管内手術が24時
間速やかに実施できる連携体制の整備

6

急性期入院時から急性期リハビリテー
ションの提供

3

4

救急搬送時の病院前脳卒中スケールの
実施

2

脳卒中の急性期医療が確保されて
いる

脳血管疾患患者の年齢調整死亡率

3

県民に対する脳卒中の症状、発症時の
対処法の普及、啓発

市民公開講座、メディアを使った啓
蒙活動の実施数

脳卒中評価スケールの実施消防機
関数

脳卒中分野　施策・指標体系図

Ｃ　個別施策 Ｂ　中間アウトカム Ａ　分野アウトカム

1
特定健診未受診者への受診勧奨の実施

1
脳血管疾患の危険因子の改善

1
脳血管疾患患者の発症数が減少している

2
特定健診有所見者への保健指導の実施 脳血管疾患入院患者のSCR

特定健診受診率

特定保健指導実施率

18

（二次医療圏ごと、脳内出血を再掲）

（男女別、年齢階級別）

（血圧、血糖値、BMI、コレス
テロール）


再修正案

		脳卒中分野　施策・指標体系図 ノウソッチュウ ブンヤ セサク シヒョウ タイケイズ

		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク								番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン								番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ



		1		特定健診未受診者への受診勧奨の実施 トクテイ ケンシン ミジュシン シャ ジュシン カンショウ ジッシ

				指標 シヒョウ		特定健診受診率 トクテイ ケンシン ジュシンリツ						1		脳血管疾患の危険因子の改善 ノウケッカン シッカン キケン インシ カイゼン								1		脳血管疾患患者の発症数が減少している ノウケッカン シッカン カンジャ ハッショウ スウ ゲンショウ

		2		特定健診有所見者への保健指導の実施 トクテイ ケンシン ユウ ショケン シャ ホケン シドウ ジッシ										指標 シヒョウ		危険因子の有所見者の割合 キケン インシ ユウ ショケン シャ ワリアイ								指標 シヒョウ		脳血管疾患入院患者のSCR ノウケッカン シッカン ニュウイン カンジャ

				指標 シヒョウ		特定保健指導実施率 トクテイ ホケン シドウ ジッシリツ



		3		県民に対する脳卒中の症状、発症時の対処法の普及、啓発 ケンミン タイ ノウソッチュウ ショウジョウ ハッショウジ タイショ ホウ フキュウ ケイハツ

				指標 シヒョウ		市民公開講座、メディアを使った啓蒙活動の実施数 シミン コウカイ コウザ ツカ ケイモウ カツドウ ジッシ スウ

		4		救急搬送時の病院前脳卒中スケールの実施 キュウキュウ ハンソウ ジ ビョウイン マエ ノウソッチュウ ジッシ

				指標 シヒョウ		脳卒中評価スケールの実施消防機関数 ノウソッチュウ ヒョウカ ジッシ ショウボウ キカン スウ						2		脳卒中の急性期医療が確保されている ノウソッチュウ キュウセイキ イリョウ カクホ								2		脳血管疾患患者の年齢調整死亡率が低下している ノウケッカン シッカン カンジャ ネンレイ チョウセイ シボウリツ テイカ

														指標 シヒョウ		t-PA実施数 ジッシ スウ								指標 シヒョウ		脳血管疾患患者の年齢調整死亡率 ノウケッカン シッカン カンジャ ネンレイ チョウセイ シボウリツ

		5		t-PAや外科手術、脳血管内手術が24時間速やかに実施できる連携体制の整備 ゲカ シュジュツ ノウケッカン ナイ シュジュツ ジカン スミ ジッシ レンケイ タイセイ セイビ

				指標 シヒョウ		遠隔での診断補助及び搬送の実施体制整備数 エンカク シンダン ホジョ オヨ ハンソウ ジッシ タイセイ セイビ スウ

				指標 シヒョウ		専門医数及び医療機能調査による医療資源の把握 センモンイ スウ オヨ イリョウ キノウ チョウサ イリョウ シゲン ハアク



		6		急性期入院時から急性期リハビリテーションの提供 キュウセイキ ニュウイン ジ キュウセイキ テイキョウ

				指標 シヒョウ		急性期リハビリテーションの提供単位数（単位数/日・人） キュウセイキ テイキョウ タンイスウ タンイ スウ ニチ ヒト						3		質の高いリハビリテーションの提供体制の確保 シツ タカ テイキョウ タイセイ カクホ

		7		回復期リハビリテーション病棟での専門的、集中的なリハビリテーションの提供 カイフクキ ビョウトウ センモンテキ シュウチュウテキ テイキョウ										指標 シヒョウ		FIM利得数 リトク スウ

				指標 シヒョウ		回復期リハビリテーション病棟が整備されている二次医療圏数 カイフクキ ビョウトウ セイビ ニジ イリョウ ケン スウ																3		脳血管疾患患者が在宅復帰できている ノウケッカン シッカン カンジャ ザイタク フッキ

																								指標 シヒョウ		在宅等生活の場に復帰できた患者の割合 ザイタク トウ セイカツ バ フッキ カンジャ ワリアイ

		8		切れ目なく必要な治療、リハビリテーション及び介護サービスが提供される連携体制の構築 キ メ ヒツヨウ チリョウ オヨ カイゴ テイキョウ レンケイ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		おきなわ脳卒中地域連携パスを実施している急性期病院数 ノウソッチュウ チイキ レンケイ ジッシ キュウセイキ ビョウイン カズ						4		多職種が連携した療養支援の体制の構築 タショクシュ レンケイ リョウヨウ シエン タイセイ コウチク

		9		院内又は院外の歯科医師等との連携による口腔管理の実施 インナイ マタ インガイ シカイシ トウ レンケイ コウクウ カンリ ジッシ										指標 シヒョウ		おきなわ津梁ネットワークの脳卒中登録件数 シンリョウ ノウソッチュウ トウロク ケンスウ

				指標 シヒョウ		脳梗塞の摂食機能療法の提供量（SCR） ノウコウソク セッショク キノウ リョウホウ テイキョウリョウ

				指標 シヒョウ		歯科医師連携加算（栄養サポートチーム加算）レセプト数 シカイシ レンケイ カサン エイヨウ カサン スウ
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※厚生労働省地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療にかかる医療体制について」別表 21

第７次医療計画 脳卒中指標例



脳卒中分野の指標
指標 出典 頻度

Ｏ 分野アウトカム 脳血管障害（脳内出血）による入院の発生量（SCR)　※二次医療圏ごと 医療計画データブック 毎年

Ｏ 中間アウトカム
特定健診での危険因子有所見者の割合
（血圧、血糖値、コレステロール、BMI）

NDBオープンデータ 毎年

Ｐ 個別施策 特定健診受診率 保険者データ 毎年

Ｐ 特定保健指導実施率 保険者データ 毎年

Ｏ 分野別アウトカム 脳血管疾患の年齢調整死亡率　※年齢階級別死亡率 人口動態調査特殊報告 ５年ごと

Ｐ 中間アウトカム ｔ-PAの実施数 医療計画データブック 毎年

Ｐ 個別施策 脳卒中の症状、対処法等の普及啓発のための市民公開講座 日本脳卒中協会沖縄県支部 毎年

Ｓ 救急搬送時の脳卒中評価スケールを標準化し実施している消防機関数 県医療政策課調査 毎年

Ｓ 遠隔診断補助及び搬送体制構築数 県医療政策課調査 毎年

Ｓ 脳神経外科医の数 医師・歯科医師・薬剤師調査 ２年

Ｓ t-PAが24時間実施可能な医療機関数 県医療政策課調査 毎年

Ｓ 脳外科手術が24時間実施可能な医療機関数 県医療政策課調査 毎年

Ｓ 脳血管内手術が24時間実施可能な医療機関数 県医療政策課調査 毎年

Ｏ 分野アウトカム 在宅等の生活の場に復帰できた割合 医療計画データブック ３年ごと

Ｏ 中間アウトカム 脳卒中患者のFIM利得数 おきなわ脳卒中地域連携委員会 毎年

Ｐ 個別施策 急性期リハビリテーションの提供単位数（単位数/日・人） 県医療政策課調査 毎年

Ｓ 回復期リハビリテーション病棟がある二次医療圏数 九州厚生局届出医療機関名簿 毎年

Ｐ 中間アウトカム おきなわ津梁ネットワーク脳卒中登録件数 県医師会 毎年

Ｓ 個別施策 おきなわ脳卒中地域連携パスを実施している急性期病院数 おきなわ脳卒中地域連携委員会 毎年

Ｐ 脳梗塞の摂食機能療法提供量（SCR) 医療計画データブック 毎年

Ｐ 歯科医師連携加算（栄養サポートチーム加算）レセプト数 病床機能報告（医療計画データブック） 毎年22


Sheet1

										平成７年 ヘイセイ ネン		平成28年 ヘイセイ ネン		増減率 ゾウゲンリツ

						脳血管疾患 ノウケッカン シッカン				146,552人		109,320人		△ 25.4%

								脳梗塞 ノウコウソク		89,431人		62,277人		△ 30.4%

								脳内出血 ノウナイ シュッケツ		33,187人		31,975人		△ 3.7%

								くも膜下出血 マクカ シュッケツ		14,424人		12,318人		△ 14.6%

										平成７年 ヘイセイ ネン		平成28年 ヘイセイ ネン		増減率 ゾウゲンリツ

						脳血管疾患 ノウケッカン シッカン				824人		932人		+13.1%

								脳梗塞 ノウコウソク		377人		446人		+18.3%

								脳内出血 ノウナイ シュッケツ		283人		324人		+14.5%

								くも膜下出血 マクカ シュッケツ		94人		128人		+36.2%





指標

						指標 シヒョウ		出典 シュッテン		頻度 ヒンド

		Ｏ		分野アウトカム ブンヤ		脳血管障害（脳内出血）による入院の発生量（SCR)　※二次医療圏ごと ノウケッカン ショウガイ ノウナイ シュッケツ ニュウイン ハッセイリョウ ニジ イリョウケン		医療計画データブック イリョウ ケイカク		毎年 マイネン

		Ｏ		中間アウトカム チュウカン		特定健診での危険因子有所見者の割合
（血圧、血糖値、コレステロール、BMI） トクテイ ケンシン キケン インシ ユウ ショケン シャ ワリアイ ケツアツ ケットウ チ		NDBオープンデータ		毎年 マイネン

		Ｐ		個別施策 コベツ セサク		特定健診受診率 トクテイ ケンシン ジュシンリツ		保険者データ ホケンシャ		毎年 マイネン

		Ｐ				特定保健指導実施率 トクテイ ホケン シドウ ジッシリツ		保険者データ ホケンシャ		毎年 マイネン

		Ｏ		分野別アウトカム ブンヤベツ		脳血管疾患の年齢調整死亡率　※年齢階級別死亡率 ノウケッカン シッカン ネンレイ チョウセイ シボウリツ ネンレイ カイキュウベツ シボウリツ		人口動態調査特殊報告 ジンコウ ドウタイ チョウサ トクシュ ホウコク		５年ごと ネン

		Ｐ		中間アウトカム チュウカン		ｔ-PAの実施数 ジッシ スウ		医療計画データブック イリョウ ケイカク		毎年 マイネン

		Ｐ		個別施策 コベツ セサク		脳卒中の症状、対処法等の普及啓発のための市民公開講座 ノウソッチュウ ショウジョウ タイショホウ トウ フキュウ ケイハツ シミン コウカイ コウザ		日本脳卒中協会沖縄県支部 ニホン ノウソッチュウ キョウカイ オキナワケン シブ		毎年 マイネン				病院前救護 ビョウイン マエ キュウゴ

		Ｓ				救急搬送時の脳卒中評価スケールを標準化し実施している消防機関数 キュウキュウ ハンソウジ ノウソッチュウ ヒョウカ ヒョウジュン カ ジッシ ショウボウ キカン スウ		県医療政策課調査 ケン イリョウ セイサク カ チョウサ		毎年 マイネン

		Ｓ				遠隔診断補助及び搬送体制構築数 エンカク シンダン ホジョ オヨ ハンソウ タイセイ コウチク スウ		県医療政策課調査 ケン イリョウ セイサク カ チョウサ		毎年 マイネン				急性期 キュウセイキ

		Ｓ				脳神経外科医の数 ノウ シンケイ ゲカイ カズ		医師・歯科医師・薬剤師調査 イシ シカイシ ヤクザイシ チョウサ		２年 ネン

		Ｓ				t-PAが24時間実施可能な医療機関数 ジカン ジッシ カノウ イリョウ キカン スウ		県医療政策課調査 ケン イリョウ セイサク カ チョウサ		毎年 マイネン

		Ｓ				脳外科手術が24時間実施可能な医療機関数 ノウゲカ シュジュツ ジカン ジッシ カノウ イリョウ キカン スウ		県医療政策課調査 ケン イリョウ セイサク カ チョウサ		毎年 マイネン

		Ｓ				脳血管内手術が24時間実施可能な医療機関数 ノウケッカン ナイ シュジュツ ジカン ジッシ カノウ イリョウ キカン スウ		県医療政策課調査 ケン イリョウ セイサク カ チョウサ		毎年 マイネン

		Ｏ		分野アウトカム ブンヤ		在宅等の生活の場に復帰できた割合 ザイタク トウ セイカツ バ フッキ ワリアイ		医療計画データブック イリョウ ケイカク		３年ごと ネン

		Ｏ		中間アウトカム チュウカン		脳卒中患者のFIM利得数 ノウソッチュウ カンジャ リトク スウ		おきなわ脳卒中地域連携委員会 ノウソッチュウ チイキ レンケイ イインカイ		毎年 マイネン

		Ｐ		個別施策 コベツ セサク		急性期リハビリテーションの提供単位数（単位数/日・人） キュウセイキ テイキョウ タンイ スウ タンイスウ ニチ ヒト		県医療政策課調査 ケン イリョウ セイサク カ チョウサ		毎年 マイネン

		Ｓ				回復期リハビリテーション病棟がある二次医療圏数 カイフクキ ビョウトウ ニジ イリョウケン スウ		九州厚生局届出医療機関名簿 キュウシュウ コウセイキョク トド デ イリョウ キカン メイボ		毎年 マイネン

		Ｐ		中間アウトカム チュウカン		おきなわ津梁ネットワーク脳卒中登録件数 ツ リョウ ノウソッチュウ トウロク ケンスウ		県医師会 ケン イシカイ		毎年 マイネン

		Ｓ		個別施策 コベツ セサク		おきなわ脳卒中地域連携パスを実施している急性期病院数 ノウソッチュウ チイキ レンケイ ジッシ キュウセイキ ビョウイン スウ		おきなわ脳卒中地域連携委員会 ノウソッチュウ チイキ レンケイ イインカイ		毎年 マイネン

		Ｐ				脳梗塞の摂食機能療法提供量（SCR) ノウコウソク セッショク キノウ リョウホウ テイキョウ リョウ		医療計画データブック イリョウ ケイカク		毎年 マイネン

		Ｐ				歯科医師連携加算（栄養サポートチーム加算）レセプト数 シカイシ レンケイ カサン エイヨウ カサン スウ		病床機能報告（医療計画データブック） ビョウショウ キノウ ホウコク イリョウ ケイカク		毎年 マイネン
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他の分野の主な独自指標

心筋梗塞等の心血管疾患
・心疾患による救急搬送患者の初診時の死亡数
・心疾患患者の救急搬送時の12誘導心電図の伝送件数
・心不全患者の再入院率
・多職種による心不全治療チームのある医療機関数
・心不全管理が可能なかかりつけ医数

 糖尿病
・血糖値有所見者の未受診者の割合
・特定健診で糖尿病性腎症（第３期、第４期）に相当

する患者数
・糖尿病治療に関する研修会への参加医療機関数
・保険者による糖尿病性腎症患者のへの受診勧奨、保

健指導の実施率



ロジックモデルを活用した効果
 各種データを用いて現状の把握及び課題の抽出を行った

ので、関係者と課題について共通認識が持てた。

 ロジックモデルを活用し、体系的に必要な施策を検討し
計画に位置づけることができた。（第６次までは定性的
な記述のみで具体的な取組がなかった。）

 指標を設定したので進捗評価ができるようになった。

 ロジックモデルを計画に掲載したので、各分野毎の全体
像、構成を俯瞰することができる。

 施策の取組状況、指標の進捗評価について部会及び県会
議に報告し意見を聴取するなど、関係者と共有すること
としているので、作って終わりの計画にできない。

 結果、実行性の高い計画を策定することができた。 24



第７次沖縄県医療計画のロジックモデル要素数
（ ）内は指標数



ワーキンググループ設置の結果

計画素案作成段階から医療関係者と協同で作業を行っ
たので現場の意見を反映させることができた。

各ワーキンググループに県医師会の役員に参加いただ
いたので、医療計画の検討状況、議論の内容が県医師
会と共有できた。

各分野の関係団体の代表に参加いただいたので、関係
団体で、医療計画の内容（現状、取組の方向性など）
を共有してもらえた。

各分野の専門医、関係団体代表等を構成員とするワー
キンググループで取組の方向性、施策などについて検
討したので、取組を実行するにあたっての助言者、協
力者を得ることができた。

26



計画のＰＤＣＡ



指標の進捗評価表

番号 番号 番号

基準年 直近 結果 目標

指標
H27年
０回

H30年
45回

↗
R5年
５回

指標
H27年

　　　 203人
H29年
359人

↗
R5年

現状より低下

指標
H28年
５圏域

H29年
５圏域

→
R5年
5圏域

基準年 直近 結果 目標

指標
H28年
474件

H30 年
823件

↗
R5年

現状より増加

基準年 直近 結果 目標

指標
H28年

    ３施設
R元年

-
終

R5年
現状より増加

8

9

指標
H29年度
０機関

H30年度
０機関

→
R5年

現状より増加
指標

H30年１月末
 14医療機関

H30年度
16医療機関

↗
R5年

現状より増加

↗
↘

R5年
60％
35％

R5年
100

現状より低下
    100
    100

現状より低下
現状より低下

H28年度
沖縄県 115.6
北部    154.3
中部    121.5
南部    110.7
宮古      63.0
八重山    81.5

↗
↗
↗
↗
↘
↘

2

指標
虚血性心疾患の年
齢調整死亡率

H27年
男性    35.4
女性    11.5

H27年(男性)
70-74歳  185.2
65-69歳  116.8
60-64歳    82.1
55-59歳    43.2
50-54歳    26.9
45-49歳    30.4
40-44歳    18.8

H27年(女性)
70-74歳   34.0
65-69歳   27.7
60-64歳   26.8
55-59歳     4.4
50-54歳     9.1
45-49歳     6.5
40-44歳     5.7

※人口動態統計特
殊報告により把握指
定項目だが、5年に
一度の報告のため、
今回は未計上

R5年
 31.3

現状より低下

R5年(男性）
138.8
96.4
70.7

現状より低下
現状より低下

18.1
10.3

R5年(女性）
現状より低下

24.1
13.9

現状より低下
6.4
3.5
2.0

H27年度
沖縄県  101.7
北部      98.6
中部    109.0
南部    101.3
宮古      63.6
八重山   98.0

急性心筋梗塞によ
る入院の発生率
（SCR）

指標

1

R5年
26.1％

現状より低下
現状より低下

 5.4％
6.6％

 20.9％
現状より低下

 4.8％

結果 目標

指標項目

基準年

虚血性心疾患の危険因子有所見者が減少してい
る

虚血性心疾患患者の発症数が
減少している

↘
↗
↗
↘
↘
＊

指標

7

危険因子の有所見率
　  BMI（25.0以上）
    収縮期血圧(140以上)
    拡張期血圧(90以上)
　  空腹時血糖(126以上)
　  HbA1c(6.5以上)
　  中性脂肪(150以上)
　  LDLコレステロール(140以上)
　  HDLコレステロール(40未満)

H26年度
    37.5％
    16.5％
    11.6％
     6.1％
     7.1％
    24.0％
    27.1％
     5.6％

1

指標

特定健診受診率
  市町村国保
  協会けんぽ

H29年度
39.1%
55.3%

↗
↗

R5年
60％
65％

指標

1

R5年
現状より向上
現状より向上

1.68
現状より向上

1.68
現状より向上

H30年度
沖縄県 1.30
北部        0
中部    2.15
南部    1.44
宮古       0
八重山  2.1

↘
↘
↗
↘
→
↗

H27年度
沖縄県　216.2
北部      20.4
中部     116.1
南部     343.3
宮古        0.0
八重山  123.9

H28 年度
沖縄県209.8
北部　  33.9
中部　140.5
南部　312.8
宮古   　0.0
八重山107.6

↘
↗
↗
↘
→
↘

R5年
現状より向上

100
現状より向上
現状より向上

100
現状より向上

H28年度
沖縄県 1.68
北部    1.90
中部    1.30
南部    1.93
宮古      ―
八重山  1.70

4

特定保健指導実施率
  市町村国保
  協会けんぽ

H27年度
 56.4％
 24.8％

H29年度
60.0%
24.0%

指標項目

基準年 直近 結果 目標

指標項目

目標

虚血性心疾患の年齢調整死亡
率が低下している

基準年 直近 結果 目標

H27年度
38.9％
 54.2％

H27年度
37.9％
16.7％
11.6％
 6.2％
 7.3％
23.7％
28.3％
 5.4％

↗
↗
→
↗
↗
↘
↗
↘

2

目標

基準年 直近 結果 目標

基準年 直近 結果

2

目標

H26年
沖縄県  96.5％
北部     89.7％
中部     95.0％
南部     99.0％
宮古   100.0％
八重山  71.4％

在宅等生活の場に
復帰できた患者の
割合

指標

3

※更新なし

R5年
現状より向上

93.3％
現状より向上
現状より向上
現状より向上

93.3％

基準年 直近 結果

基準年 直近 結果

指標項目

指標

目標

急性期病院における心大血管疾患リ
ハビリテーションの提供単位数（単
位・人/日）

指標

6

指標項目

指標項目

指標項目

指標項目

基準年 直近 結果 目標

基準年 直近 結果

目標

指標項目

基準年 直近 結果

基準年 直近 結果 目標

直近 結果 目標

指標項目指標項目

基準年 直近

3

県民に対する急性心筋梗塞の症状、発症時の対
処法の普及、啓発

発症後、速やかに救急要請・搬送が行われてい
る

虚血性心疾患の急性期医療の質が確保されてい
る

24時間PCIが実施可能な体制の整備

心疾患による救急搬送患者の初診時の死
亡数

24時間PCIが実施可能な医療機関
がある二次医療圏数

県民に対する講演会等の開催回数

5

4

救急搬送時の救急隊員による12誘導心電図検査
の実施

指標項目

基準年 直近 結果

多職種が連携した心不全管理の体制が構築され
ている

心不全治療を可能とするかかりつけ
医数（心不全管理に関する研修会参
加医療機関）

H28年
沖縄県  428人
北部        52人
中部      154人
南部      174人
宮古        21人
八重山     27人

心不全患者の死亡
数

Ｃ　個別施策 Ｂ　中間アウトカム Ａ　分野アウトカム

指標項目

特定健診未受診者への受診勧奨の実施

特定健診での有所見者への保健指導の実施

急性期入院時から維持期まで、継続したリハビリ
テーションが提供されている

虚血性心疾患患者が在宅等で
の生活に復帰できている

退院後、外来での心血管疾患リハビリテーション
の提供

かかりつけ医による質の高い心不全管理の提供

治療・介護を行う多職種が患者情報を把握した適
切な支援の実施

基準年 直近 結果 目標

外来心血管疾患リハビリテーション提
供数

心不全による死亡数及び再入院
患者数が減少している

急性期入院時からの心血管疾患リハビリテーショ
ンの提供

目標

指標項目

分野別施策・指標評価表（心血管疾患対策）

5

H27年度
沖縄県  57.7％
北部     80.6％
中部     55.3％
南部    58.9％
宮古    81.3％
八重山   ＊ ％

来院後90分以内の
冠動脈再開通率

指標

3

H29年度
沖縄県56.6%
北部　81.0%
中部  70.4%
南部  53.0%
宮古  43.5%
八重山 ＊ %

R5年
　64.6％

現状より向上
   64.6％
   64.6％

現状より向上
   64.6％

H28年度
42日以内　9.5%

180日以内 15.1%
現状より低下

H30年度
42日以内　9.7％

180日以内 17.0％
↗

心不全患者の再入
院率

指標

4

H29年
沖縄県  455人
北部       47人
中部     162人
南部    180 人
宮古       48人
八重山    18人

↗
↘
↗
↗
↗
↘

R5年
現状より低下
現状より低下
現状より低下
現状より低下
現状より低下
現状より低下

地域連携パスを利用している急性期
病院数

多職種が連携した心不全治療チー
ムのある医療機関数

救急搬送時の救急隊員による12誘
導心電図伝送の実施件数

青：後退 赤：改善


様式



		分野別施策・指標評価表（心血管疾患対策） ブンヤベツ セサク シヒョウ ヒョウカ ヒョウ シン ケッカン シッカン タイサク



		番号 バンゴウ		Ｃ　個別施策 コベツ セサク																		番号 バンゴウ		Ｂ　中間アウトカム チュウカン																		番号 バンゴウ		Ａ　分野アウトカム ブンヤ





				指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ								指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ								指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ

		1		特定健診未受診者への受診勧奨の実施 トクテイ ケンシン ミジュシン シャ ジュシン カンショウ ジッシ																		1		虚血性心疾患の危険因子有所見者が減少している キョケツセイ シンシッカン キケン インシ ユウ ショケン シャ ゲンショウ																		1		虚血性心疾患患者の発症数が減少している キョケツセイ シンシッカン カンジャ ハッショウ スウ ゲンショウ

				指標 シヒョウ		特定健診受診率
  市町村国保
  協会けんぽ トクテイ ケンシン ジュシンリツ				H27年度
38.9％
 54.2％		
H29年度
39.1%
55.3%
 ネンド		
↗
↗		R5年
60％
65％ ネン								指標 シヒョウ		危険因子の有所見率
　  BMI（25.0以上）
    収縮期血圧(140以上)
    拡張期血圧(90以上)
　  空腹時血糖(126以上)
　  HbA1c(6.5以上)
　  中性脂肪(150以上)
　  LDLコレステロール(140以上)
　  HDLコレステロール(40未満) キケン インシ ユウ ショケン リツ イジョウ				H26年度
    37.5％
    16.5％
    11.6％
     6.1％
     7.1％
    24.0％
    27.1％
     5.6％		H27年度
37.9％
16.7％
11.6％
 6.2％
 7.3％
23.7％
28.3％
 5.4％ ネンド		

↗
↗
→
↗
↗
↘
↗
↘
		
R5年
26.1％
現状より低下
現状より低下
 5.4％
6.6％
 20.9％
現状より低下
 4.8％
 ネン								指標 シヒョウ		急性心筋梗塞による入院の発生率（SCR） キュウセイ シンキン コウソク ニュウイン ハッセイリツ				H27年度
沖縄県  101.7
北部      98.6
中部    109.0
南部    101.3
宮古      63.6
八重山   98.0		H28年度
沖縄県 115.6
北部    154.3
中部    121.5
南部    110.7
宮古      63.0
八重山    81.5 ネンド オキナワケン ホクブ チュウブ ナンブ ミヤコ ヤエヤマ		
↗
↗
↗
↗
↘
↘		R5年
100
現状より低下
    100
    100
現状より低下
現状より低下 ネン



		2		特定健診での有所見者への保健指導の実施 トクテイ ケンシン ユウ ショケン シャ ホケン シドウ ジッシ						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ

				指標 シヒョウ		特定保健指導実施率
  市町村国保
  協会けんぽ トクテイ ホケン シドウ ジッシリツ				H27年度
 56.4％
 24.8％		
H29年度
60.0%
24.0%
 ネンド		
↗
↘		R5年
60％
35％ ネン





				指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ						2		指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ								指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ

		3		県民に対する急性心筋梗塞の症状、発症時の対処法の普及、啓発 ケンミン タイ キュウセイ シンキン コウソク ショウジョウ ハッショウジ タイショ ホウ フキュウ ケイハツ																				発症後、速やかに救急要請・搬送が行われている ハッショウゴ スミ キュウキュウ ヨウセイ ハンソウ オコナ																		2		虚血性心疾患の年齢調整死亡率が低下している キョケツセイ シンシッカン ネンレイ チョウセイ シボウリツ テイカ

				指標 シヒョウ		県民に対する講演会等の開催回数 ケンミン タイ コウエンカイ トウ カイサイ カイスウ				H27年
０回 カイ		H30年
45回 ネン カイ		↗		R5年
５回 カイ								指標 シヒョウ		心疾患による救急搬送患者の初診時の死亡数 シンシッカン キュウキュウ ハンソウ カンジャ ショシン ジ シボウスウ				H27年
　　　 203人		H29年
359人 ネン ニン		↗		R5年
現状より低下 ネン								指標 シヒョウ		虚血性心疾患の年齢調整死亡率 ネンレイ チョウセイ シボウリツ				H27年
男性    35.4
女性    11.5

H27年(男性)
70-74歳  185.2
65-69歳  116.8
60-64歳    82.1
55-59歳    43.2
50-54歳    26.9
45-49歳    30.4
40-44歳    18.8
H27年(女性)
70-74歳   34.0
65-69歳   27.7
60-64歳   26.8
55-59歳     4.4
50-54歳     9.1
45-49歳     6.5
40-44歳     5.7		※人口動態統計特殊報告により把握指定項目だが、5年に一度の報告のため、今回は未計上 ジンコウ ドウタイ トウケイ トクシュ ホウコク ハアク シテイ コウモク ネン イチド ホウコク コンカイ ミケイジョウ				R5年
 31.3
現状より低下

R5年(男性）
138.8
96.4
70.7
現状より低下
現状より低下
18.1
10.3
R5年(女性）
現状より低下
24.1
13.9
現状より低下
6.4
3.5
2.0 ネン ダンセイ オンナ



				指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ								指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ

		4		24時間PCIが実施可能な体制の整備 ジカン ジッシ カノウ タイセイ セイビ																		3		虚血性心疾患の急性期医療の質が確保されている キョケツセイ シンシッカン キュウセイキ イリョウ シツ カクホ

				指標 シヒョウ		24時間PCIが実施可能な医療機関がある二次医療圏数 ジカン ジッシ カノウ イリョウ キカン ニジ イリョウケン スウ				H28年
５圏域 ケンイキ		H29年
５圏域 ネン ケンイキ		→		R5年
5圏域 ケンイキ								指標 シヒョウ		来院後90分以内の
冠動脈再開通率				H27年度
沖縄県  57.7％
北部     80.6％
中部     55.3％
南部    58.9％
宮古    81.3％
八重山   ＊ ％		H29年度
沖縄県56.6%
北部　81.0%
中部  70.4%
南部  53.0%
宮古  43.5%
八重山 ＊ % ネンド オキナワケン ホクブ チュウブ ナンブ ミヤコ ヤエヤマ		
↘
↗
↗
↘
↘
＊		R5年
　64.6％
現状より向上
   64.6％
   64.6％
現状より向上
   64.6％ ネン

		5		救急搬送時の救急隊員による12誘導心電図検査の実施 キュウキュウ ハンソウジ キュウキュウ タイイン ユウドウ シンデンズ ケンサ ジッシ						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ

				指標 シヒョウ		救急搬送時の救急隊員による12誘導心電図伝送の実施件数 キュウキュウ ハンソウジ キュウキュウ タイイン ユウドウ シンデンズ デンソウ ジッシ ケンスウ				H28年
474件		H30 年
823件 ネン ケン		↗		R5年
現状より増加 ゾウカ



				指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ

		6		急性期入院時からの心血管疾患リハビリテーションの提供 キュウセイキ ニュウイン ジ シン ケッカン シッカン テイキョウ

				指標 シヒョウ		急性期病院における心大血管疾患リハビリテーションの提供単位数（単位・人/日） キュウセイキ ビョウイン シン ダイケッカン シッカン テイキョウ タンイ スウ タンイ ニン ニチ				H28年度
沖縄県 1.68 
北部    1.90
中部    1.30
南部    1.93
宮古      ―　
八重山  1.70		H30年度
沖縄県 1.30 
北部        0
中部    2.15
南部    1.44
宮古       0
八重山  2.1		
↘
↘
↗
↘
→
↗		
R5年
現状より向上
現状より向上
1.68
現状より向上
1.68
現状より向上
 ネン

																																												指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ

																																										3		虚血性心疾患患者が在宅等での生活に復帰できている キョケツセイ シンシッカン カンジャ ザイタク トウ セイカツ フッキ

																								指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ								指標 シヒョウ		在宅等生活の場に復帰できた患者の割合 ザイタク トウ セイカツ バ フッキ カンジャ ワリアイ				H26年
沖縄県  96.5％
北部     89.7％
中部     95.0％
南部     99.0％
宮古   100.0％
八重山  71.4％		※更新なし コウシン				R5年  
現状より向上
93.3％
現状より向上
現状より向上
現状より向上
93.3％ ネン

		7		退院後、外来での心血管疾患リハビリテーションの提供 タイインゴ ガイライ シン ケッカン シッカン テイキョウ						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ						4		急性期入院時から維持期まで、継続したリハビリテーションが提供されている キュウセイキ ニュウインジ イジキ ケイゾク テイキョウ

				指標 シヒョウ		外来心血管疾患リハビリテーション提供数 ガイライ シン ケッカン シッカン テイキョウ スウ				H27年度
沖縄県　216.2
北部      20.4
中部     116.1
南部     343.3
宮古        0.0
八重山  123.9		H28 年度
沖縄県209.8
北部　  33.9
中部　140.5
南部　312.8
宮古   　0.0
八重山107.6  ネンド オキナワケン ホクブ チュウブ ナンブ ミヤコ ヤエヤマ		
↘
↗
↗
↘
→
↘		
R5年
現状より向上
100
現状より向上
現状より向上
100
現状より向上
 ネン								指標 シヒョウ		地域連携パスを利用している急性期病院数 チイキ レンケイ リヨウ キュウセイキ ビョウイン スウ				H28年
    ３施設		R元年
- ガンネン		終 シュウ		R5年
現状より増加 ゾウカ







																																												指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ

				指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ																										4		心不全による死亡数及び再入院患者数が減少している シンフゼン シボウスウ オヨ サイ ニュウイン カンジャ スウ ゲンショウ

		8		治療・介護を行う多職種が患者情報を把握した適切な支援の実施 チリョウ カイゴ オコナ タショクシュ カンジャ ジョウホウ ハアク テキセツ シエン ジッシ																				指標項目 シヒョウ コウモク						基準年 キジュン ネン		直近 チョッキン		結果 ケッカ		目標 モクヒョウ								指標 シヒョウ		心不全患者の死亡数 シンフゼン カンジャ シボウスウ				H28年
沖縄県  428人
北部        52人
中部      154人
南部      174人
宮古        21人
八重山     27人		H29年
沖縄県  455人
北部       47人
中部     162人
南部    180 人
宮古       48人
八重山    18人 ネン オキナワケン ニン ホクブ ニン チュウブ ニン ナンブ ニン ミヤコ ニン ヤエヤマ ニン		
↗
↘
↗
↗
↗
↘		R5年
現状より低下
現状より低下
現状より低下
現状より低下
現状より低下
現状より低下 ネン

		9		かかりつけ医による質の高い心不全管理の提供 イ シツ タカ シンフゼン カンリ テイキョウ																		5		多職種が連携した心不全管理の体制が構築されている タショクシュ レンケイ シンフゼン カンリ タイセイ コウチク

				指標 シヒョウ		心不全治療を可能とするかかりつけ医数（心不全管理に関する研修会参加医療機関） シンフゼン チリョウ カノウ イ スウ シンフゼン カンリ カン ケンシュウカイ サンカ イリョウ キカン				H29年度
０機関 キカン		H30年度
０機関 ネンド キカン		→		R5年
現状より増加 ゾウカ								指標 シヒョウ		多職種が連携した心不全治療チームのある医療機関数 タショクシュ レンケイ シンフゼン チリョウ イリョウ キカン スウ				H30年１月末
 14医療機関		H30年度
16医療機関 ネンド イリョウ キカン		↗		R5年
現状より増加 ゾウカ

																																														心不全患者の再入院率 シンフゼン カンジャ サイニュウイン リツ				H28年度
42日以内　9.5%
180日以内 15.1%		H30年度
42日以内　9.7％
180日以内 17.0％		↗		現状より低下





		令和元年度の取組(Do） レイワ モト ネンド ヘイネンド トリクミ																		アウトカム達成に向けての評価（Check） タッセイ ム ヒョウカ																				今後の取り組み（Act） コンゴ ト ク
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心筋梗塞等の心血管疾患分野の指標の進捗状況

改善 横ばい 後退 捕捉不可 未実施

分野（最終）アウトカム 5 3 2 －

中間アウトカム 5 1 3 1

個別施策 8 4 1 2 1
合　　計 18 5 1 8 2 2

分　野 指標数

改善した主な指標

後退した主な指標

指標名 基準年 直近値 増減数 目標値(R5年) 進捗率

中間 多職種が連携した心不全治療チームのある医
療機関数 14施設 16施設 ＋２施設 現状より増加 －

施策 救急隊員による12誘導心電図の伝送実施件数 474件 823件 ＋349件 現状より増加 －

指標名 基準年 直近値 増減数 目標値(R5年) 進捗率

最終 急性心筋梗塞による入院の発生量（SCR) 101.7 115.6 ＋13.9 100.0 86.5%

最終 心不全患者の再入院率 42日以内
（DPC病院） 180日以内

9.5%
15.1%

9.7%
17.0%

＋0.2%
＋1.9% 現状より低下 －

中間 特定健診での危険因子有所見者の割合 27.1%
16.5%

28.3%
16.7%

+1.2%
+0.2% 現状より低下 －

中間 来院後90分以内の冠動脈再開通率 57.7％ 56.6% △1.1％ 64.6% 87.6%
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		第７次沖縄県医療計画に掲げる指標の改善状況等について ダイ ジ オキナワケン イリョウ ケイカク カカ シヒョウ カイゼン ジョウキョウ トウ



		⑴　最終アウトカム サイシュウ

		分　野 ブン ノ				指標数 シヒョウ スウ

								改善 カイゼン		横ばい ヨコ		後退 コウタイ		直近値
更新なし チョッキン チ コウシン		未実施 ミジッシ

		疾病 シッペイ		がん		19

				脳卒中 ノウソッチュウ		7		2		0		1		4

				心筋梗塞等の心血管疾患 シンキン コウソク トウ シン ケッカン シッカン		7						2		2

				糖尿病 トウニョウビョウ		1

				精神疾患 セイシン シッカン		16

		事業 ジギョウ		救急医療 キュウキュウ イリョウ

				災害医療 サイガイ イリョウ

				へき地医療 チ イリョウ

				周産期医療 シュウサンキ イリョウ

				小児医療 ショウニ イリョウ

		在宅 ザイタク		在宅医療 ザイタク イリョウ

		⑵　中間アウトカム チュウカン

		分　野 ブン ノ				指標数 シヒョウ スウ

								改善 カイゼン		横ばい ヨコ		後退 コウタイ		直近値
更新なし チョッキン チ コウシン		未実施 ミジッシ

		疾病 シッペイ		がん

				脳卒中 ノウソッチュウ

				心筋梗塞等の心血管疾患 シンキン コウソク トウ シン ケッカン シッカン

				糖尿病 トウニョウビョウ

				精神疾患 セイシン シッカン

		事業 ジギョウ		救急医療 キュウキュウ イリョウ

				災害医療 サイガイ イリョウ

				へき地医療 チ イリョウ

				周産期医療 シュウサンキ イリョウ

				小児医療 ショウニ イリョウ

		在宅 ザイタク		在宅医療 ザイタク イリョウ

		⑶　個別施策 コベツ セサク

		分　野 ブン ノ				指標数 シヒョウ スウ

								改善 カイゼン		横ばい ヨコ		後退 コウタイ		直近値
更新なし チョッキン チ コウシン		未実施 ミジッシ

		疾病 シッペイ		がん

				脳卒中 ノウソッチュウ

				心筋梗塞等の心血管疾患 シンキン コウソク トウ シン ケッカン シッカン

				糖尿病 トウニョウビョウ

				精神疾患 セイシン シッカン

		事業 ジギョウ		救急医療 キュウキュウ イリョウ

				災害医療 サイガイ イリョウ

				へき地医療 チ イリョウ

				周産期医療 シュウサンキ イリョウ

				小児医療 ショウニ イリョウ

		在宅 ザイタク		在宅医療 ザイタク イリョウ

		分　野 ブン ノ				指標数 シヒョウ スウ

								改善 カイゼン		横ばい ヨコ		後退 コウタイ		捕捉不可 ホソク フカ		未実施 ミジッシ

				分野（最終）アウトカム ブンヤ サイシュウ		5						3		2		－

				中間アウトカム チュウカン		5		1				3				1

				個別施策 コベツ セサク		8		4		1		2				1
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 全国平均並への向上を目標としたが、基準年からほぼ横ばいの結果となった。
 救急搬送時における12誘導心電図の伝送件数は増加している。474件⇒823件
 伝送に対応していないPCI実施救急病院及び消防機関への導入を促進し、消防機

関と救急病院の連携を強化する。
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心筋梗塞等の心血管疾患分野の主な指標の進捗状況

 全国平均並への減少を目標としたが、基準年より悪化した。
 危険因子である血圧とLDLコレステロールの有所見率が悪化しており、有所見者

に対する保健指導、医療機関の受診勧奨を推進する必要がある。

指標の進捗の要因及び対策

180日以内

42日以内

 基準年より低下を目標としたが、心不全による再入院率は基準年より増加した。
 入院中から退院後までの継続した多職種による疾病管理を促進するとともに、個

別施策として位置づけた「かかりつけ医に対する心不全に関する研修」が未実施
であることから、事業の実施に取り組み、地域のかかりつけ医も含めた多職種で
の心不全管理体制を構築する必要がある。

指標の進捗の要因及び対策

急性心筋梗塞による入院

心不全患者の再入院率

沖縄県

全国

90分以内冠動脈再開通率

指標の進捗の要因及び対策

基準年 直近値 増減数 目標値(R5年) 進捗率
最終 101.7 115.6 ＋13.9 100.0 86.5%

基準年 直近値 増減数 目標値(R5年) 進捗率

最終 42日以内 9.5%
180日以内 15.1%

9.7%
17.0%

＋0.2%
＋1.9% 現状より低下 －

基準年 直近値 増減数 目標値(R5年) 進捗率

中間 57.7％ 56.6% △1.1％ 64.6% 87.6%
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心筋梗塞等の心血管疾患分野の評価及び今後の取組方針

取組の評価（Do） 指標の進捗評価（Check） 今後の取組方針（Act）
 救急搬送時の12誘導心電図伝

送の取組は、件数が1.7倍に
なり、また、伝送対応の救急
病院が３施設増加するなど、
取組が進んだ。
※12誘導心電図では心臓を12方

向から見ることにより、モニ
ター心電図では表示されない不
整脈の確定診断ができる。

 心不全管理の研修会が未実施
のため、関係者と調整し、実
施する必要がある。

 18指標のうち、改善が５指標
（28％）に止まっており、取
組が遅れている。

 分野（最終）アウトカムは改
善した指標がなく、急性心筋
梗塞による入院及び心不全患
者の再入院率など、数値が悪
化している。

 心筋梗塞の90分以内冠動脈再
開通率はわずかに後退してお
り、また、圏域別では44%
（宮古）から81%（北部）と
差が大きい。

 心不全による再入院率や心筋
梗塞の冠動脈再開通率等の指
標の改善に向けた取組を実施
する。

⑴心不全管理の研修会の実施
⑵救急搬送時の12誘導心電図

伝送導入の促進
（消防機関及び救急病院）

 循環器病対策基本法の成立に
伴い、今後国が策定する循環
器病対策推進基本計画の検討
状況を注視し、今後の取組に
反映させる。

[部会の主な意見]
１ 心筋梗塞等の死亡者でLDL（悪玉コレステロール）の異状が放置されている事例がよくあ

るが、LDLと高血圧は心血管疾患による死亡と関連性が高い。
保険者は、医療機関を受診するよう指導すべきであり、LDL異状の保健指導、受診の指標

を追加した方がよい。
２ 90分以内冠動脈再開通率が低下しているが、医療機関によって差があるのではないか。

※急性心筋梗塞では詰まっている血管に対し、いかに早く冠動脈カテーテル治療を行い、再開通させるかが重要で
あり、一般的に90分以内というのが一つの目安となっている。

３ 心不全管理の研修会が未実施だが、研修を実施しないと心不全による再入院率は減少しない。
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第７次沖縄県医療計画指標の進捗状況
１ 疾病・事業別指標の進捗状況

全指標356 → 改善156（44%）、横ばい56（16%）、後退72（20%)、捕捉不可58（16%)、未実施14(4%)
２ 指標種類別の進捗状況

将来目指す姿、最終アウトカム指標48 → 改善19(40%)、横ばい2(4%)、後退17(35%)、捕捉不可9(19%)、
未実施1(2%)

32

＊捕捉不可 ３年または５年周期調査のため数値の更新がないもの、統計調査項目の変更や診療報酬改正などにより数値が把握できないもの。
＊未実施 計画に位置づけた取組を実施できなかったもの。

１ 疾病・事業別指標の進捗状況

２ 指標種類別の進捗状況

注：パーセントは四捨五入の関係で合計が100%とならない場合がある

分 野 指標数 改善 横ばい 後退 捕捉不可 未実施

疾
病

がん 115 44 (38%) 13 (11%) 21 (18%) 37 (32%) 0 (0%)
脳卒中 21 7 (33%) 6 (29%) 4 (19%) 4 (19%) 0 (0%)
心筋梗塞等の心血管疾患 18 5 (28%) 1 (6%) 8 (44%) 2 (11%) 2 (11%)
糖尿病 30 16 (53%) 1 (3%) 11 (37%) 1 (3%) 1 (3%)
精神疾患 20 10 (50%) 2 (10%) 5 (25%) 0 (0%) 3 (15%)

小 計 204 82 (40%) 23 (11%) 49 (24%) 44 (22%) 6 (3%)

事
業

救急医療 18 4 (22%) 7 (39%) 3 (17%) 2 (11%) 2 (11%)
災害医療 22 12 (55%) 2 (9%) 4 (18%) 1 (5%) 3 (14%)
へき地医療 23 12 (52%) 6 (26%) 5 (22%) 0 (0%) 0 (0%)
周産期医療 42 14 (33%) 14 (33%) 4 (10%) 9 (21%) 1 (2%)
小児医療 16 6 (38%) 2 (13%) 4 (25%) 2 (13%) 2 (13%)

小 計 121 48 (40%) 31 (26%) 20 (17%) 14 (12%) 8 (7%)
在宅 在宅医療 31 26 (84%) 2 (6%) 3 (10%) 0 (0%) 0 (0%)

合 計 356 156 (44%) 56 (16%) 72 (20%) 58 (16%) 14 (4%)

分 野 指標数 改善 横ばい 後退 捕捉不可 未実施
最終アウトカム 48 19 (40%) 2 (4%) 17 (35%) 9 (19%) 1 (2%)
中間アウトカム 179 74 (41%) 21 (12%) 36 (20%) 45 (25%) 3 (2%)
個別施策 129 63 (49%) 33 (26%) 19 (15%) 4 (3%) 10 (8%)
合 計 356 156 (44%) 56 (16%) 72 (20%) 58 (16%) 14 (4%)



［新設］医療提供体制協議会 → 地域医療構想、医療計画等を協議

脳卒中対策部会

心筋梗塞等対策部会

糖尿病対策部会

精神疾患対策部会

救急医療部会

小児医療部会

災害医療部会

へき地医療部会

在宅医療部会

北部地区医療提供体制協議会

八重山地区医療提供体制協議会

中部地区医療提供体制協議会

宮古地区医療提供体制協議会

南部地区医療提供体制協議会

地区医療提供体制協議会

※ がん対策、周産期医療は既設の会議体を活用

［既設］沖縄県地域医療対策協議会 → 医師の確保を協議

県医療提供体制協議会
代
表
者
等
の
出
席
を
求
め
、
意
見
を
聴
取

部会長等は県医療提供体制協議会に出席し、意見
を述べることができる
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進捗評価を実施しての感想

 これまでは、計画を作ることが目的になりがちだったが、
定量的なデータに基づく評価を実施し、その評価結果に
ついて関係者から意見を聴取し、共有を図ることで信頼
関係が築けた。

 プロセス評価により、施策の実施状況が明白となったた
め、具体的な施策の実施が求められる。

 インパクト評価は、指標の経年データを蓄積することで、
第８次計画の検討の際には取り組むことができるのでは
ないか。（入手できるデータのタイムラグや、１、２年
の指標の変化では評価が困難な印象）

⇒時間がかかるので早く着手した方がよい。

 関係者に対するわかりやすい評価結果の見せ方について
は検討を重ねたい。（県民、市町村、医療関係者等） 34



中間評価、中間見直しのイメージ

 今年度実施した進捗評価と同様に引き続き実施

 中間評価、中間見直しの内容について、県医療
提供体制協議会の部会で意見を聴取

 セオリー評価を行い、全体の構成を再確認した
い

 一部指標の見直しを予定

 見直しの範囲に聖域は設けない予定だが、イン
パクト評価が実施できていないので、セオリー
評価を踏まえ見直しを検討
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ご静聴ありがとうございました。
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