
 

福 医 第 1 5 6 6 号 

平成 23 年 9 月 1 日 

  医療機関 各位 

 

                        沖縄県福祉保健部医務課長 

                                 平 順寧 

 

がん診療に携わる医師の緩和ケア研修会の受講について 

 

 がん対策の推進につきましては、日頃より御協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、国が「がん対策基本法」に基づき策定した「がん対策推進基本計画」には、すべて

のがん診療に携わる医師が研修等により、緩和ケアに関する基本的な知識を習得することが

目標とされています。 

同目標については、平成 25 年 3 月までの達成を目指しており、本県においても「がん診

療に携わるすべての医師」が緩和ケア研修会を修了することが必要となっております。 

つきましては、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に基づき 

実施される、本県の「沖縄県緩和ケア研修会」への受講について、貴施設で対象となる医

師への受講勧奨をお願い致します。 

平成 23 年度の沖縄県緩和ケア研修会開催予定 

１ 研修会主催者：那覇市立病院 平成 23 年 10 月 16 日 Ａ課程 

平成 23 日 10 月 23 日 Ｂ課程 

 

２ 研修会主催者：県立中部病院 平成 23 年 11 月 27 日 Ａ課程 

平成 23 日 12 月 4 日 Ｂ課程 

 

留意事項 

①Ａ及びＢ課程の受講により、修了証が発行されます。 

②Ａ課程受講後でなければ、Ｂ課程は受講できません。 

③Ａ課程受講後の有効期限は 1年間とし、同期間内でＢ課程の受講を完了しない場合、

Ａ課程受講記録は失効します。 

④研修会には医師以外の看護師、薬剤師等の方々も参加可能です。 

⑤研修会日程等の詳細は研修会主催者へお問合せ下さい。 

 

担 当 

沖縄県福祉保健部 

医療対策班：前川 

TEL：098-866-2169 

e-mail：maekawmr@pref.okinawa.lg.jp 

資料１１ 



医療機関名 住所
1 琉球大学医学部付属病院 〒901-2215　西原町上原207番地

2 県立中部病院 〒904-2293　うるま市宮里281番地

3 那覇市立病院 〒902-8511　那覇市古島2丁目31番地１

4 浦添総合病院 〒901-2132　浦添市伊祖4丁目16-1

5 大浜第一病院 〒900-0005　那覇市天久1000番

6 沖縄協同病院 〒900-8558　那覇市古波蔵4丁目10番55号

7 沖縄赤十字病院 〒900-0024　那覇市古波蔵4丁目11番1号

8 沖縄病院 〒901-2214　宜野湾市我如古3丁目20番14号

9 おもろまちメディカルセンター 〒900-0011　那覇市上之屋1丁目3-1

10 宜野湾記念病院 〒901-2211　宜野湾市宜野湾3-3-13

11 県立南部医療センター 〒901-1105　南風原町字新川118-1

12 県立北部病院 〒905-0017　名護市大中二丁目12番3号

13 中部徳洲会病院 〒904-8585　沖縄市照屋3-20-1

14 同仁病院 〒901-2133　浦添市城間1丁目37番12号

15 豊見城中央病院 〒901-0243　豊見城市上田25番地

16 中頭病院 〒904-2195　沖縄市知花6丁目25番5号

17 名嘉病院 〒904-0203　嘉手納町嘉手納258番地

18 那覇西クリニック 〒901-0154　那覇市赤嶺2 1 9

19 南部德洲会病院 〒901-0493　八重瀬町字外間 171番地1

20 ハートライフ病院 〒901-2492　中城村伊集208

21 宮良クリニック 〒901-2132　浦添市伊祖2-3-1-202

①計



医療機関名

1 愛聖クリニック 〒904-2171　沖縄市高原5-15-11

2 あかみねクリニック 〒901-2112　浦添市字沢岻896

3 赤嶺レディースクリニック 〒901-2133　浦添市城間4丁目18番2号

4 あさと大腸肛門クリニック 〒902-0067　那覇市松川442

5 安立医院 〒904-0034　沖縄市山内1-7-5

6 新川クリニック 〒902-0065　那覇市壺屋1-2-16 
7 アワセ第一病院 〒904-2172　沖縄市泡瀬2-54-26
8 池原外科胃腸科医院 〒901-2201　宜野湾市新城2-40-27 
9 いちょう内科あしとみ 〒901-0416　八重瀬町字宜次706-4

10 いらはクリニック 〒901-0156　那覇市田原1-9-2
11 浦添セレブクリニック胃腸科・内科 〒901-2133　浦添市城間2-7-1 101号
12 大北内科胃腸科クリニック 〒905-0019　名護市大北3-1-48 
13 大原病院 〒902-0064　那覇市寄宮3-12-12
14 沖縄回生クリニック 〒902-0066　那覇市大道115-6
15 沖縄第一病院 〒901-1111　南風原町字兼城642-1
16 沖縄メディカル病院 〒901-1415　南城市佐敷新開1番地344
17 おやかわクリニック 〒901-2212　宜野湾市長田1-29-1
18 小禄病院 〒901-0152　那覇市小禄547-1
19 海邦病院 〒901-2224　宜野湾市真志喜2丁目23番5号
20 嘉数胃腸科外科医院 〒902-0074　那覇市仲井真379-2
21 かじまやリゾートクリニック 〒905-0011　名護市宮里518番地2
22 兼島医院 〒901-0361　糸満市糸満糸満市字糸満1505-2
23 上村病院 〒904-0021　沖縄市胡屋1丁目6-2
24 かりまた内科医院 〒901-2121　浦添市内間4-23-21
25 北上中央病院 〒904-0101　北谷町上勢頭631-9
26 宜野湾胃腸科医院 〒901-2215　宜野湾市真栄原2-3-5
27 金武診療所 〒904-1201　金武町字金武94
28 公立久米島病院 〒901-3121　久米島町嘉手苅572-3
29 こくら台ハートクリニック 〒902-0075　那覇市国場1169-20
30 サンクリニック 〒901-2221　宜野湾市伊佐2-9-35
31 島袋内科胃腸科 〒903-0805　那覇市首里鳥堀町4-7
32 守礼クリニック 〒901-0156　那覇市田原3-3-7
33 末吉胃腸科外科医院 〒901-2121　浦添市内間4-1-18
34 西武門病院 〒900-0034　那覇市東町5-22
35 空と海とクリニック 〒901-0244　豊見城市宜保370番地
36 高里内科胃腸科 〒902-0064　那覇市寄宮1-9-24号
37 玉城ファミリークリニック 〒904-0305　読谷村字都屋245
38 ちばなクリニック 〒904-2143　沖縄市知花6丁目25番15号
39 北谷病院 〒904-0101　北谷町上勢頭631-4
40 中部協同病院 〒904-2153　沖縄市美里1-31-15
41 たばる内科胃腸科 〒901-0155　那覇市金城5-3-1
42 友寄クリニック 〒900-0021　那覇市泉崎2-2-6
43 仲宗根クリニック 〒904-2171　沖縄市高原7-23-14
44 名嘉村クリニック 〒901-2132　浦添市伊祖4-2-1-201 
45 南部病院 〒901-0362　糸満市真栄里870
46 西崎病院 〒901-0314　糸満市座波371-1
47 バークレー内科 〒901-2104　浦添市当山2丁目2番11号-301　バークレーズメ
48 白銀病院 〒901-0361　糸満市糸満2041-5
49 比嘉胃腸科内科 〒901-1116　南風原町照屋362番地
50 東恩納胃腸科内科 〒901-1103　南風原町与那覇113-1
51 平田胃腸科・内科 〒900-0004　那覇市銘苅3丁目22番33号　R8ビル1階
52 プラザクリニック 〒904-0023　沖縄市久保田1-10-5
53 前田胃腸科医院 〒902-0063　那覇市三原2-15-12 
54 又吉胃腸科外科医院 〒900-0022　那覇市樋川1-33-3
55 又吉内科クリニック 〒902-0067　那覇市安里2-9-8サンステーションビル1階



56 まつしまクリニック 〒904-0325　読谷村瀬名波894-2
57 まつもと胃腸科整形外科医院 〒904-2151　沖縄市松本1-21-23
58 みのり内科クリニック 〒904-1106　うるま市石川2408 
59 みやぎ内科 〒901-0223　豊見城市翁長869
60 もとぶ野毛病院 〒905-0212　本部町大浜880-1
61 桃山クリニック 〒904-0035　沖縄市南桃原3-1-1
62 諸見里胃腸科内科 〒904-2153　沖縄市美里沖縄市美里1-28-59
63 やびく産婦人科小児科 〒904-0111　北谷町砂辺306　　
64 やまだクリニック 〒905-0212　本部町字大浜874-15
65 与勝あやはしクリニック 〒904-2304　うるま市与那城屋慶名467番地111
66 与勝病院 〒904-2311　うるま市勝連南風原3584番地
67 与那原中央病院 〒901-1303　与那原町与那原2905番地
68 ライフケアクリニック長浜 〒904-0324　読谷村長浜1530番地の1
69 琉生病院 〒902-0066　那覇市大道56番地
70 わくさん内科 〒901-2405　中城村字屋宜597-13

②計

宮古・八重山
医療機関名 住所

1 県立宮古病院 〒906-0007　宮古島市平良東仲宗根807
2 県立八重山病院 〒907-0022　石垣市字大川732
3 池村内科医院 〒906-0007　宮古島市平良字東仲宗根194番地
4 石垣島徳洲会病院 〒907-0001　石垣市大浜南大浜446-1
5 かりゆし病院 〒907-0024　石垣市新川2124番地
6 下地診療所 〒906-0304　宮古島市下地字上地634-1
7 たいら内科 〒906-0007　宮古島市平良東仲宗根572-6 
8 てるや内科胃腸科 〒907-0024　石垣市字新川127-3
9 徳洲会伊良部診療所 〒906-0501　宮古島市伊良部前里添639-2

10 ドクターゴン診療所 〒906-0203　宮古島市上野字宮国746-17
11 にいむら内科胃腸科 〒907-0002　石垣市真栄里243-1
12 比嘉内科胃腸科医院 〒906-0013　宮古島市平良下里5
13 宮古島徳洲会病院 〒906-0014　宮古島市平良松原552-1
14 宮良内科胃腸科医院 〒907-0024　石垣市新川27
15 やいま中央クリニック 〒907-0003　石垣市字平得120-3

送付先は県の保健医療計画に位置づけされるがん医療体制図の下記機関

専門的がん診療機関24(拠点病院3、支援病院3含む）
標準的がん診療機関82
               計106


