
第７次宮崎県医療計画の概要第７次宮崎県医療計画の概要

第３章 医療圏の設定と基準病床数

一次医療圏：日常の健康管理や健康相談、一般にみられる疾病や外傷等に対する診断、治療
→ 設定しない

二次医療圏：高度又は特殊な医療を除く入院医療を主体とした一般の医療需要に対応
→ ７医療圏(延岡西臼杵、日向入郷、宮崎東諸県、西都児湯、日南串間、

都城北諸県、西諸)
三次医療圏：先進的な技術や発生頻度の低い疾病の治療など特殊な医療を提供

→ 県全域

医療圏の設定

基準病床数

第１章 総論

計画策定の趣旨：現行計画が平成29年度末で満了するため、新たな計画を策定するもの
計画の位置付け：医療法第30条の４の規定に基づく、医療提供体制の確保を図るための計画
計 画 の 期 間：平成30年度から平成35年度までの６年間
基本理念

基本方針

安 全 で 質 の 高 い 医 療 を 切 れ 目 な く 効 率 的 に 提 供 す る 体 制 の 確 立

地域を支える医療体制の構築
救急・災害医療体制の整備
医療従事者の養成・確保

医療と福祉が連携した在宅医療・介護体制の整備
医薬品等の安全確保・安定供給の推進
県民への情報提供

地勢と交通
人口構造：総人口は、2010年と比べ、31,164人(2.7％)減少
人口動態：主要死因は①悪性新生物、②心疾患、③肺炎、④脳血管疾患、⑤老衰の順
患者数の動き：入院・外来ともに2011年と比べ、やや減少
医療施設の状況：病院数は横ばい、有床診療所数及び歯科診療所数は減少傾向、

無床診療所数は増加傾向
医療従事者の状況：医師数は増加傾向。人口10万人当たりの医師数は全国平均を若干上回っ

ている状況。歯科医師、薬剤師、看護師も増加傾向

第２章 地域の概況

病床種別 医療圏 基準病床数
既存病床数

(平成29年12月31日現在)

療養病床 一般病床 計

療養病床
及び

一般病床

延岡西臼杵 1,524 613 1,171 1,784

日向入郷 819 411 565 976

宮崎東諸県 4,930 1,331 3,913 5,244

西都児湯 807 391 585 976

日南串間 962 441 696 1,137

都城北諸県 2,076 442 1,960 2,402

西諸 767 392 666 1,058

計 11,885 4,021 9,556 13,577

精神病床 県全域 4,694 5,867

感染症病床 県全域 32 31

結核病床 県全域 26 71

第４章 医療提供体制の構築

５疾病・５事業及び在宅医療

がん

【施策の方向】
がんによる死亡率の減少を図るとともに、がん患
者に必要とされる医療が切れ目なく提供されるよ
う医療提供体制の充実を促進する

【数値目標】
地域連携クリティカルパスに基づく診療提供等実
施件数（人口10万人当たり・がん医療圏別）
現状(2015年度) → 目標値
県北：＊件 → 100件 県央：160.8件 → 200件
県南： 0件 → 100件 県西： 6.9件 → 100件

脳卒中

【施策の方向】
発症後4.5時間以内にrt-PAを用いた血栓溶解療法
等の治療が実施できる体制及び超急性期から維持
期までの円滑な医療提供体制の構築

【数値目標】
rt-PAによる遠隔診療支援を行うハブ施設
現状(2016年度) １施設 → 目標値 ８施設

心筋梗塞等の心血管疾患

【施策の方向】
心血管リハビリテーションの提供など急性期から
在宅医療まで病期や疾患に応じた医療を切れ目な
く提供する体制の構築等

【数値目標】
心大血管疾患リハビリテーションを実施できる医
療機関数
現状(2017年度) 14施設 → 目標値 17施設

糖尿病

【施策の方向】
予防や早期治療の重要性について県民への啓発を
行うとともに、医療機関相互、医療と保健事業の
連携による円滑な医療提供体制の構築を図る

【数値目標】
糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数
現状(2015年) 181人 → 目標値 144人

精神疾患

【施策の方向】
多様な精神疾患に対応した医療連携体制の構築

【数値目標】
精神病床における入院後６ヶ月時点の退院率
現状(2014年度) 80% → 目標値 84%

（2020年度）

へき地医療

【施策の方向】
自治医科大学卒業医師の計画的派遣等によるへ
き地診療の確保や診療支援等の充実

【数値目標】
へき地における常勤医師数
現状(2017年度) 69人 → 目標値 75人

救急医療
【施策の方向】

初期から第三次までの救急医療体制の構築と強化
及び県民の救急医療に対する意識啓発等

【数値目標】
緊急性の少ない軽症患者の救急出動の割合
現状(2015年) 37.7％ → 目標値 37.7％未満

小児医療

【施策の方向】
小児科医の養成・確保や小児救急医療体制の構築、
小児医療に係る相談窓口等の充実等

【数値目標】
地域振興小児科の整備
現状(2012年度) ２か所 → 目標値 ４か所

周産期医療

【施策の方向】
総合周産期母子医療センターを中心とした地域分
散型の周産期医療体制の維持・充実

【数値目標】
総合周産期母子医療センター NICU病床数
現状 ９床 → 目標値 ９床

災害医療
【施策の方向】

関係機関との連携や災害拠点病院の機能強化
【数値目標】

DMATチーム数
現状(2017年度) 25 → 目標値 35

在宅医療・介護

【施策の方向】
医療・介護等のサービスが連携して提供される多
職種協働体制の構築と、そのための人材の育成・
確保

【数値目標】
入退院調整ルール策定
現状(2016年度) ２圏域 → 目標値 ７圏域

※精神病床は、
2020年度に見直し
を行う。



第７章 計画の推進等

１ 計画の推進体制、２ 実施主体の役割、３ 評価・公表の実施

医師

【施策の方向】
医師のキャリア形成支援と一体的に医師不足の地域と
診療科の医師確保をオール宮崎で支援
女性医師の就労環境整備、医師の勤務負担軽減

項目 現状 目標値

(施策① 若手医師の養成)
臨床研修医数

56名 80名

(施策② 医師の地域的な偏在解消)
二次医療圏別医師数(10万人対)の県内格差の最大値

2.61 2.30

(施策③ 特定診療科の医師不足の解消)
主たる診療科(内科系、外科系、小児科系及び産婦人科系)
別医療施設従事医師数(10万人対)が全国平均値を上回る数

２ ４

(施策④ 女性医師の就労環境の整備)
院内保育所設置地域数(保健所別・１箇所以上)
※中央保健所と宮崎市保健所が管轄する地域は合算

７ ８

その他の保健医療対策

障がい保健対策
感染症(感染症全般、結核、エイズ、肝炎)対策
臓器移植対策
難病対策
アレルギー疾患対策
歯科保健医療対策
血液の安定供給対策
今後高齢化に伴い増加する疾患等対策

第４章 医療提供体制の構築

医療機能
2013年度の
医療需要
(人／日)

2025年度の医療需要
(医療機関所在地)

(人／日)

2025年
病床数の
必要量

高度急性期 737.0 749.0 999床

急性期 2,438.1 2,617.2 3,356床

回復期 3,293.5 3,614.8 4,017床

慢性期 3,104.3 2,452.4 2,666床
在宅医療等 11,383.9 14,904.4 -

計 20,956.8 24,337.7 11,037床

歯科医師

【施策の方向】
寝たきり高齢者や心身障がい児
(者)に対する歯科診療等を行う
歯科医師の確保

薬剤師

【施策の方向】
県薬剤師会の薬剤師無料紹介所
を活用した未就労薬剤師の再就
労等の促進
「かかりつけ薬剤師・薬局」の
普及を図るため、薬剤師会と連
携した啓発活動の取組

【数値目標】

保健師・助産師・看護師・准看護師

【施策の方向】
(保健師・助産師)

県立看護大学の教育・研究機能の充実及び宮崎大学医学部看護学科との連携
強化による質の高い保健師・助産師の育成・確保
ナースバンク事業を活用した未就労保健師・助産師の再就労の促進
保健師においてはキャリアラダーと連動した現任教育体制の充実

【施策の方向】
(看護師・准看護師)

看護職希望者の拡大を図るための啓発活動の展開
養成所等への支援や実習指導者の研修など、教育体制の充実
新人看護師等を対象とした研修の実施や院内保育所への支援等、働きやすい
職場環境づくりを支援することで看護師等の早期離職の防止や県内への定着
を促進
訪問看護師養成講習会等の研修会の充実

第５章 地域医療構想

地域医療構想策定の趣旨：団塊の世代が全て75歳以上となる2025年を見据
え、患者に応じた質の高い医療を効率的に提供
する体制の構築

地域医療構想の位置付け：医療法第30条の４第２項第７号及び第８号に規
定する病床機能の分化及び連携を推進するため
の計画

将来予測：総人口は既に減少傾向。65歳以上の人口は2025年にピークを迎
える。
入院患者数は増加傾向で、2030年にピークを迎える見込み

構想区域の設定：二次医療圏と同一の構想区域を設定

推進体制等
●各構想区域ごとに地域医療構想調整会議を設置
●地域の課題等を共有し、当該課題等に対応するための協議を実施
●地域医療介護総合確保基金を活用した具体的な事業についての議論

病床機能の現状及び将来の病床数の必要量

【推進体制】
県地域医療対策協議会において施策を決定
県地域医療支援機構において、具体的な施策を実施

第６章 医療提供基盤の充実


