
＜研修部会：活動報告および今年度事業計画＞ 

□ 活動報告 

下記の４つの目的を制定した 

① 緩和ケア研修以外の研修会の企画を行う 

② 研修会プログラムを企画する 

（各研修会の有機的なつながり等、研修全体の組み立てを重視したプログラムを組み、沖縄県全体

の講習会として有意義な研修とする。） 

③ 研修会の質の評価を行う 

（質の評価を行い、受講者が必要な内容を把握する。） 

④ ４拠点病院・沖縄県との共催として、毎月固定した期日に行うよう研修を企画する 

（「がん診療連携拠点病院の整備について」平成 20 年 3 月１日付け第 0301001 号厚生労働省健康局

長通知を満たせるように企画する。） 

 

□ 今年度事業計画 

今年度（平成 20 年度計画）研修予定： 

 

１月または２月 「肺がんに関する早期診断のための研修会」（医師向け）       

共催：沖縄県がん診療連携協議会・４拠点病院 

    日時：未定 

    場所：未定 

 

１月 「がん相談支援実地研修会」（がん相談実務者向け）       

共催：沖縄県がん診療連携協議会・４拠点病院・相談支援部会 

      内容：正しいがん情報の集め方と提供の工夫 他（案） 

日時：平成２１年１月１４日（火）16：00～18：00   

場所：未定 

 

２月 「乳がんに関する院内および地域クリティカルパス研修会」    

共催：沖縄県がん診療連携協議会・４拠点病院・研修部会 

   日時： 

   場所： 

 

３月 「がん登録研修会」（診療情報管理士向け）           

主催：沖縄県診療情報研究会 

共催：沖縄県がん診療連携協議会・がん登録部会 

日時：平成２１年３月２１日（土） 

場所：那覇市立病院



平成 20 年 12 月 19 日 

第２回沖縄県がん診療連携協議会 提案事項 7 ＜研修部会＞ 

事 業 名 『離島圏（宮古・石垣）での研修会実施について』 

提 案 者 名 沖縄県がん診療連携協議会 研修部会 

連 絡 先 

琉球大学医学部附属病院がんセンター  

ＴＥＬ：098-895-1369 

ＦＡＸ：098-895-1497 

事 業 の 

概 要 

 【提案の目的】 
離島圏において、沖縄本島と同一の研修会を行い、医療関係者の地域格差が 
無いようにする。 
 
 
 
【事業概要】 
 ・沖縄県に対して離島圏へ研修に行く際の講師派遣費の補助 
 ・沖縄県に対して研修会を開催する際の施設提供依頼 
  
  
  
【効果】 
 ・離島圏に居る医療従事者に研修会を実施することにより、離島圏に居住する

  患者や患者家族により良い医療を提供することができる 
 ・上記に関して、患者、患者家族が沖縄本島に治療へ行く旅費負担が減る 
  

目 

標 

 

事 

業 

費 

 

 
 

 



平成 20 年 12 月 19 日 

第２回沖縄県がん診療連携協議会 提案事項 8 ＜研修部会＞ 

事 業 名 『患者会サポート事業』 

提 案 者 名 沖縄県がん診療連携協議会 研修部会 

連 絡 先 

琉球大学医学部附属病院がんセンター  

ＴＥＬ：098-895-1369 

ＦＡＸ：098-895-1497 

事 業 の 

概 要 

 【提案の目的】 
沖縄県において県を代表する患者会が無いため、患者会を設立に対し、 
積極的にバックアップを行い、がん患者・患者家族・遺族が集まる場を作れる

ように働きかける。 
 
【事業概要】 
 ・患者会世話人として県の担当者を配置する。（患者会の作り方、運営方法を

マニュアル化し、患者会を手助けをするもの） 
 
 ・『ピアサポーター』研修の旅費・参加費の補助 
 ・ピアカウンセリングを行う場所の提供 
 ・ 
  
 【効果】 
 ・患者会を設立することにより、患者・患者家族・遺族が互いに悩みを相談す

る 
ことが出来る。 

 ・ピアサポーターを養成し、患者・患者家族・遺族が集まり、ピアカウンセリ

ングが出来る環境を提供することが出来る。 
  

目 

標 

 

事 

業 

費 

 

 
 



 

＜研修部会＞ 

 

＜委員＞ 

患者：  

患者家族または遺族： 

有識者： 

沖縄県医師会推薦： 當銘 正彦（県立南部医療センター・こども医療センター呼吸器科副院長） 

沖縄県：  東 朝幸（中央保健所健康推進班長） 

北部地区医師会病院： 神山 康武（薬局長） 

沖縄県立中部病院： 未定 

那覇市立病院：  中森 えり（副院長・看護部長） 

琉球大学医学部附属病院：宮国 孝男（第一外科講師） 

同上：   増田 昌人（がんセンター長） 

 

 

＜目的と方向性＞ 

１．緩和ケア研修以外の研修会の企画を行う。 

２．各研修会の有機的なつながり等、研修全体のポートフォリオや組み立てを重視した研修会プログラムを企画

する。沖縄県全体の講習会として、有意義な研修とする。 

３．研修会の質の評価を行う。 

４．具体的には、４拠点病院と沖縄県の共催として、毎月固定した期日に行うように企画する。また、「がん診

療連携拠点病院の整備について」（（平成 20 年 3 月１日付け第 0301001 号厚生労働省健康局長通知）を満たせ

るように企画する。 

 

 

＜今年度の事業計画＞ 

１． 本年度は、 

１２月 早期診断のための研修会（医師向け）          主催：未定 

１月  がん相談支援実地研修会（医療ソーシャルワーカー向け） 主催：未定 

２月  乳がんに関する院内および地域クリティカルパス研修会） 主催：未定 

３月  がん登録研修会（診療情報管理士向け）         主催：未定 

 

を予定している。 

 

２．その他の事業計画は、今後の部会にて検討する 

 

 

 

健発第 0301001 号 

平成２０年３月１日 

各都道府県知事 殿 



厚生労働省健康局長 
がん診療連携拠点病院の整備について 

以下省略 

 

がん診療連携拠点病院の整備に関する指針 

 

I がん診療連携拠点病院の指定について 

 （省略） 

II 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について 

１ 診療体制 

（１）診療機能 

[1] 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供 

（省略） 

 [2] 化学療法の提供体制 

（省略） 

 [3] 緩和ケアの提供体制 

（省略） 

 [4] 病病連携・病診連携の協力体制 

省略） 

 [5] セカンドオピニオンの提示体制 

（省略） 

２ 研修の実施体制 

（１）原則として、別途定める「プログラム」に準拠した当該２次医療圏においてがん医療に携わる医師を対象

とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に実施すること。 

（２）（１）のほか、原則として、当該２次医療圏においてがん医療に携わる医師等を対象とした早期診断及

び緩和ケア等に関する研修を実施すること。なお、当該研修については、実地での研修を行うなど、その内容

を工夫するように努めること。 

（３）診療連携を行っている地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同のカンファレンスを毎年定期的に

開催すること。 

 

III 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件について 

２ 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院等の医師等に対し、高度のがん医療に関する研修を実施するこ

とが望ましい。 

IV 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について 

２ 当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師・薬剤師・看護師等を対象とし

た研修を実施すること。 

４ 都道府県がん診療連携協議会を設置し、当該協議会は、次に掲げる事項を行うこと。 

（１） II の２の（１）に基づき当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が実施するがん医療に携わる医

師を対象とした緩和ケアに関する研修その他各種研修に関する計画を作成すること。 

V 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について 

（省略） 

 



沖縄県がん診療連携協議会研修部会事前打ち合わせ 

 

日 時 ： 平成２０年 ９月１２日（金） １６：００～ 

場 所 ： 琉球大学医学部附属病院 管理棟２階 小会議室 

 

打ち合わせ内容 

 

１． 琉球大学医学部附属病院がんセンター長挨拶     

 

２． 各委員自己紹介 

 

３． がん対策基本法について・・・・・（本資料１） 

 

４． がん対策推進基本計画について・・・・・（本資料 2） 

 

５． 沖縄県がん診療連携拠点病院について・・・・・（本資料 3-1 本資料 3-2） 

 

６． がん診療連携拠点病院の整備に関する指針の読み合せ（本資料 10-2） 

 

７． 部会の目的・やるべき仕事の検討（本資料 10-1） 

 

８． メーリングリストの作成 

 

９． 部会の委員にはどういう人が必要か 

 

１０． 次回の開催日程 

 

１１． その他 



沖縄県がん診療連携協議会研修部会事前打ち合わせメモ 

 

[日時] 平成２０年 ９月１２日（金） １６：００～ 

[場所] 琉球大学医学部附属病院管理棟２階小会議室 

[部会委員] ５名 

[参加者] ２名：中森えり（那覇市立病院）、増田昌人（琉大病院がんセンター） 

[欠席者] ３名：神山 康武（北部地区医師会病院）、當銘 正彦（県立南部医療センター・小児医療センター：

県医師会より推薦）、宮国 孝男（琉大病院第一外科）、 

[陪席者] １名：桃原ひかる（琉大病院がんセンター） 

[協議内容] 

１． 琉球大学医学部附属病院がんセンター長挨拶     

協議内容に先立って、琉大病院がんセンター長増田より挨拶があった。 

２．各委員自己紹介 

各委員がそれぞれ自己紹介を行った。 

３．がん対策基本法について・・・・・（本資料１） 

琉大病院がんセンター長増田より、がん対策基本法についての説明があり、がん対策を総合的かつ計画的に

推進していくために、国・県が連携していくことを確認した。 

４．がん対策推進基本計画について・・・・・（本資料 2） 

  引き続き、増田よりがん対策推進基本計画について説明があり、重点的に取り組むべき事項を委員全員で確

認した。 

５．沖縄県がん診療連携拠点病院について・・・・・（本資料 3-1 本資料 3-2） 

琉大病院がんセンター長増田より沖縄県がん診療連携拠点病院についての説明があり、関係機関との連携を

強化し、相互に支援していくことを全会一致で承認された。 

６．がん診療連携拠点病院の整備に関する指針（第 0301001 号厚生労働省健康局長通知）の読み合せ・・・・・

（本資料 10-2） 

  委員全員で指針の読み合わせを行い、部会の役割を確認した。 

７．部会の目的・やるべき仕事の検討（本資料 10-1） 

今年度は１２月より研修会を毎月開催し、企画・実施は４拠点病院がそれぞれ１回ずつ持ち回りとすること

が承認された。また、指針・計画の中にある“早期診断に関する研修”“実地での研修”という文言をクリ

アするため、「相談員研修」で実地研修を行い、残り３回は「院内がん登録」、「早期診断に関する研修」、「そ

の他研修」を行うことが承認された。来年４月からは研修会の日時を固定し、原則的に月１回（琉大病院が

６回、各地域拠点病院がそれぞれ２回ずつ）開催することが承認された。 

８．メーリングリストの作成 

  連絡先登録用紙を配布して、メーリングリストを作成することが承認された。 

９．部会の委員にはどういう人が必要か 

  患者、患者家族または遺族、有識者等はこれから部会の中で人選していくことが承認された。 

１０．次回の開催日程 

  月１回の部会開催を目指し、次回より事務係とスケジュール調整を行い日程を確定していくことが承認され

た。 

１１．その他 

  資料があれば事前に送付し、部会ではすぐに話し合いが始められるようにすることが承認された。 

 



 

平成２０年度 第 1回沖縄県がん診療連携協議会研修部会 

 

日 時 ： 平成２０年 １１月 １１日（火） １６：００～ 

 

場 所 ： 琉球大学医学部附属病院 管理棟２階小会議室 

 

 

打ち合わせ内容： 

  

１． 委嘱状授与 

 

 

２． 沖縄県がん診療連携協議会研修部会事前打ち合わせメモについて （本資料 10-4） 

 

 

３． 部会の目的及び部会でやるべき仕事の再検討について（本資料 10-1） 

 

 

４． 部会委員について（本資料 10-1） 

 

 

５． 連絡先一覧、およびメーリングリストの作成について 

 

 

６． 次回の開催日程について 

 

 

７． その他 

 

 



 

平成２０年度第 1回沖縄県がん診療連携協議会・研修部会議事要旨 

 

[日時]平成２０年 １１月１１日（火） 16：00～17：00 

[場所]琉球大学医学部附属病院 管理棟２階 小会議室  

[参加者]５名：當銘正彦（県立南部医療ｾﾝﾀｰ・こども医療ｾﾝﾀｰ）、神山康武（北部地区医師会病院）、 

中森えり（那覇市立病院）、宮国孝男（琉大病院一外科）、増田昌人（琉大病院がんｾﾝﾀｰ） 

[欠席者]なし 

[陪席者]２名：幸地崇（琉大病院総務課）桃原ひかる（琉大病院がんｾﾝﾀｰ） 

[協議内容] 

1. 委嘱状授与 

琉大病院がんセンター長増田より、研修部会委員に対し委嘱状の交付を行った。 

2. 沖縄県がん診療連携協議会研修部会事前打ち合わせメモについて （本資料 10-4） 

増田がんセンター長より資料１に基づき、平成 20 年 9 月 12 日に行われた沖縄県がん診療連携協

議会研修部会事前打ち合わせで話し合った内容についての説明があった。 

3. 部会の目的及び部会でやるべき仕事の再検討について（本資料 10-1） 

増田がんセンター長より資料２に基づき、平成 20 年 9 月 30 日に行われた沖縄県がん診療連携協

議会で承認された研修部会の目的と方向性についての説明があり、全会一致で承認された。研修

会を毎月開催することが決まり、本年度は、１２月に医師向けの「肺がんの早期診断のための研

修会」、１月に医療ソーシャルワーカー向けの「がん相談支援実地研修会」、２月に「乳がんに関

する院内及び地域クリティカルパス研修会」、３月に診療情報管理士向けの「がん登録研修会」

を開催し、主催に関してはこれから部会の中で決めていくことが承認された。 

4. 部会委員について（本資料 10-1） 

増田センター長より、９月３０日に行われた沖縄県がん診療連携協議会の中で、患者・患者家族

等を部会に参加させる必要があるということが承認され、患者・患者家族または遺族・有識者を

部会委員として加える必要があるという説明があった。それらの人選についてはこれからの部会

の中で決めていくことが再度承認された。 

5. 連絡先一覧、およびメーリングリストの作成について 

持ち帰った案については、後日メーリングリストを使って公開することが承認された。 

6. 次回の開催日程について 

日程表を記入し、FAX またはデータでがんセンター宛てに返信することが承認された。 

7. その他 

離島での研修会も視野に入れ、来年度からの研修会はこれからの部会の中で決めていくことが承

認された。 

 



 

 

平成２０年度第２回沖縄県がん診療連携協議会・研修部会議題 

 

日 時 ： 平成２０年 １２月 ９日（火） １６：００～ 

 

場 所 ： 琉球大学医学部附属病院 ３階がんセンター 

 

 

報告事項：平成２０年度第１回沖縄県がん診療連携協議会・研修部会議事要旨について 

 

打ち合わせ内容： 

 

  

１．委嘱状授与 

 

２．研修部会委員について 

 

３．研修部会長・副部会長選出 

 

４．協議会への要望書の作成について 

 

５．研修部会開催日について 

 

６．その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２回沖縄県がん診療連携協議会・研修部会議事要旨 

 

 

[日時] 平成２０年 １２月９日（火） 16：00～17：00 

[場所] 琉球大学医学部附属病院３階がんセンター 

[参加者]５名：東朝幸（沖縄県中央福祉保健所）、當銘正彦（県立南部医療ｾﾝﾀｰ・こども医療ｾﾝﾀｰ）、 

神山康武（北部地区医師会病院）、中森えり（那覇市立病院）、増田昌人（琉大病院がん

ｾﾝﾀｰ） 

[欠席者]１名：宮国孝男（琉大病院第一外科） 

[陪席者]１名：桃原ひかる（琉大病院がんｾﾝﾀｰ） 

[報告内容] 

1. 平成 20 年度第１回沖縄県がん診療連携協議会・研修部会議事要旨について 

（資料１） 

増田委員より資料１に基づき、平成 20 年 11 月 11 日に行われた第１回研修部会で話し合った内

容についての説明があり、全会一致で承認された。 

[協議内容] 

１．委嘱状授与 

議長代理として増田がんセンター長より、沖縄県中央福祉保健所健康推進班長東朝幸委員に委嘱状

が交付された。 
2.部会委員について（資料２） 

増田委員より、沖縄県を代表して東委員が部会委員に加わったとの報告があり、全会一致で承認さ

れた。また、患者、患者家族・または遺族、有識者が未だ決まっていないとの報告があり、適任だ

と思う方がいれば推薦して欲しいと再度依頼があった。部会委員より、決まるまでの当分の間は代

理として協議会委員を入れてはどうかという提案があり、全会一致で承認された。 

3.研修部会長・副部会長選出について 

研修部会長・副部会長の選出が行われ、部会長に中森えり（那覇市立病院）、副部会長に神山康武

（北部地区医師会病院）が推薦され、全会一致で承認された。 
4.協議会への要望書の作成について（資料３） 

協議会へ上げる要望について協議され、１．「離島圏で研修会を開催する際の旅費補助、または施

設提供を県に求める」 ２．「患者会の立ち上げについて積極的なバックアップを求める」の以上

２点を要望書として出すことが提案され、全会一致で承認された。 
5.今年度の事業計画について（参考資料） 

     増田委員より、今年度開催予定の４つの研修会について進捗状況が報告され、日時が決まっていな

い研修会に関しては講師の方と日程調整を行うことが、全会一致で承認された。また、すべての研

修会は４拠点病院・研修部会共催で行うことが承認された。さらに、研修部会の中で各研修会の担

当者を決め、その担当者と事務係が連絡を取り合い話を進めていくことが承認された。 

6.研修部会開催日について 

前回の部会で配布・収集された用紙「部会参加不可能な曜日」を基に、毎月第２週の火曜日 16時か
ら研修部会を開催することが、全会一致で承認された。 
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