
住民説明会

社会医療法人仁愛会浦添総合病院新築計画

1社会医療法人仁愛会

開催日 2021年3月7日（日）

場所 てだこホール小ホール



【理念】
• 地域住民のニーズを満たす保健・医療・福祉

• 信頼と人間性豊かな保健・医療・福祉

• 働き甲斐のある職場

• 仁愛会の職員であることが誇れる企業

【設立】
• 1979（昭和54）年12月25日

社会医療法人仁愛会

社会医療法人仁愛会の理念



社会医療法人仁愛会

仁愛会創設当時の様子

昭和54年12月25日
医療法人仁愛会を設立

昭和56年4月7日
沖縄浦添病院を開設

昭和61年の近影



浦添総合病院誕生の背景
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公的医療機関のない浦添市に、公的義務を代替する病院として誕生
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資料：国勢調査データより作成

1970年～1985年
• 急激な人口増加
• 病院は当時2件（1975年）
• 市内に公的医療機関がない

（人）

（年）

1975年
浦添総合病院 誕生

（当時は、沖縄浦添病院）
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社会医療法人仁愛会の事業について

保健
• 浦添総合病院健診センター

• 浦添総合病院 • 介護老人保健施設アルカディア
• 通所リハビリテーション アルカディア
• ことぶき居宅介護支援事業所
• つるかめ訪問介護ステーション
• 訪問リハビリテーションアルカディア
• 地域包括支援センターみなとん（港川中学校区）
• 地域包括支援センターさっとん（浦添中学校区）
• 保育園（二か所） 他

福祉医療

浦添市を中心に、保健・医療・福祉事業を行う



入院機能を主体に、救急及び重症患者を中心に診療

命の地域格差を無くすため、
ドクターヘリ・ドクターカー事業も行う
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浦添総合病院について

• 地域医療支援病院（病診、病病連携）
• 救命救急センター（県内3ヶ所の1つ）
• 臨床研修病院
• へき地医療拠点病院
• 地域災害拠点病院
• がん診療（緩和ケア・手術・化学療法）
• 高度かつ充実した診療体制

市民病院としての機能を持つ高度急性期病院（DPC特定病院群）
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浦添総合病院の患者層について

上記データは、2019年度に浦添総合病院の外来を受診した患者を対象とし、患者数については年間を通しての実人数
（患者1名につき1カウント）とし、救急外来受診患者を除いたもの。

浦添市
10,124人
43.8％

宜野湾市
6,730人
26.3％

那覇市
2,943人
12.7％
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浦添総合病院への救急搬送

浦添市の救急搬送の6割は当院が対応

資料：浦添市消防本部消防年報（令和2年度版）より
https://www.city.urasoe.lg.jp/docs/2014102700735/file_contents/R2syoubounennpou.pdf

浦添総合病院
61.58%



救命救急センターを運営する浦添総合病院
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沖縄県内に3か所存在し、県立病院と共に地域の救急医療を担う

沖縄県立中部病院

浦添総合病院

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
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新型コロナウイルスに対して

• 新型コロナウイルス感染症の重点医療機関として県より指定
• コロナ患者の受入体制は市中への拡大がないように、厚生労働
省の基準に沿って対応

• 浦添市や浦添市医師会と協力体制を構築
• 新型コロナウイルスの診療と同時に通常診療を行う
• 救急車受け入れが一時的に停止する時間帯も発生



社会医療法人とは
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資料：厚生労働省 医療法人・医業経営のホームページ 種類別医療法人数の年次推移（令和2年3月31日時点）より作成
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html

全国55,674の医療法人の中で、社会医療法人は317法人（0.57％）

45,078 45,396 45,989 46,946 47,825 48,820 49,889 50,866 51,958 53,000 53,944 54,790 55,674

0 36 85
120 162

191
215

239
262

279
291 301 317

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年

医療法人の年次推移

医療法人総数 社会医療法人数

0.57％



社会医療法人仁愛会

社会医療法人とは

資料：厚生労働省 第1回 医療法人の事業展開等に関する検討会 平成25年11月6日（水）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028744.html
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新築・移転の理由について

【新築する理由】

老朽化

狭隘化

ヘリポート

【移転する理由】

• 築40年以上経過しており、大幅な改修が必要
な状況になっている

• 患者の増加に対応するため増床を行ってきた
• 1室に6つのベッドが入っている部屋もあり、良
い療養環境とは言えない

• ヘリ基地（浦添市港川）から病院到着までの
時間がかかる

• 現在地（伊祖）では建替工事が困難
• 敷地内にヘリポートを作ることができない



社会医療法人仁愛会

移転先の検討について

キャンプキンザ―

浦西地区

西海岸地区

• 新病院を建設するまで現病院が持たない可能
性が高い

• 当時、高圧電線の影響のため、ヘリ運航に支
障をきたす可能性があった

• 震災による津波対策上、海岸部への病院建
設は厳しいと判断

宜野湾市

※上記以外にも候補地はございましたが、ここでは割愛させていただきます。

理由

• 浦添市の市民病院としての機能が果たせなく
なる
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国家公務員宿舎前田住宅は国有財産（国有地）だった

省庁名 財務省

部局名 沖縄総合事務局

都市計画区域 市街化区域

用途地域 第一種中高層住居地域

土地構成 • 新病院建設予定地
• 前田さくら保育園
• 琉球大学官舎
• 浦添市道前田15号線、16号線

備考 • 平成28年度に廃止予定（当時）
• 尖閣問題への対応のため、平成30年度まで使用が延
長された
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大震災の復興財源確保のため、売却が決定

資料：国有財産レポートより
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国有地の売却手続き

資料：国有財産レポートより
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前田への経緯

年 内容

2012年 国家公務員宿舎前田住宅の廃止決定
廃止の報道を聴き、前田を候補先として検討

2013年 有力候補地への移転が困難となり、前田移転を本格検討

浦添市医師会に前田移転について相談

浦添市長へ前田移転について陳情

2014年 浦添市議会へ「浦添総合病院移転に関する要望書」を提出

前田自治会にて説明会を行う

沖縄県へ事前相談（最悪の場合、宜野湾市への移動が可能かどうか）

2015年 海上保安庁が宿舎を暫定活用することが決定

浦添市自治会長会に移転に関する状況を報告

自治会が前田移転への署名運動を行う

前田自治会から浦添市へ国家公務員宿舎前田住宅跡地の開発につ
いて要請書が提出される
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前田移転への経緯

年 内容

2015年 国有財産沖縄地方審議会にて、保育園が先行して公募が行われるこ
と、道路は浦添市に譲与されることが決定

2016年 沖縄総合事務局へ未利用国有地への取得要望を提出

第34回国有財産沖縄地方審議会にて、前田住宅の売却が決定

2019年 沖縄総合事務局と売買契約を締結

現在に至る
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森友問題以降、厳格な手続きへ

資料：財務省財政制度等審議会第４１回国有財産分科会（平成30年7月4日）

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_national_property/proceedings_np/material/zaisana300704b.pdf
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国有地の購入について

• 社会医療法人仁愛会は公益性が高い法人として認定さ
れたことで取得できた

• 希望購入金額の提示は3回のみで、予定価格を上回っ
た時のみ購入可能

• 22億3000万円で購入（価格については第三者評価によ
り決定されている）

※購入前の情報以上にアスベストがあることが判明し、沖縄総合事務局と相談中


