
〈普及啓発部会：平成２３年度事業計画の評価〉 

 
１．メディアに対するがん情報セミナーを開催する 

実 績：平成 24 年 3 月 3 日（土）浦添てだこホールにて県内のマスメディア向け講演会を開催予定  
予算：なし       琉大予算額：60,000 円     琉大執行額：293,730 円 
評 価：６点 
次年度：引き続き継続的にメディア向け講演会を開催する。 

 
２．一般市民へ正しいがん情報の提供を行う 

実 績：ラジオ沖縄とタイアップし、平成 23 年 9 月 30 日「チャットステーション L」14：00～16：00 
にて、がん検診をテーマとした特別番組を放送し、聴衆者より２３０通ものメールが寄せられた。  
予算額：なし      琉大予算額：なし        琉大執行額：14,000 円 
評 価：５点 
次年度：継続的に普及啓発できるよう、ラジオ局やマスコミ関係へ働きかける。 
 

３．離島圏を含む沖縄県内の中高生に対する「がん検診啓発ポスターコンテスト」及び検診に関する 
アンケート調査を実施する 
実 績： 応募総数 40 作品の中から、2 作品をがん検診啓発ポスターとして、県内の公共施設へ掲示 
している。また 1 作品を牛乳パック広告（宮平乳業）として掲載する（3 月頃商品化予定） 
「がん」に関するアンケート調査については未実施のため、次年度計画へ追加することとなった。 
予算額：1,100,000 円    琉大予算額：1,100,000 円   琉大執行額：48,204 円 
評 価：５点 
次年度：「がん」の基礎知識についてのアンケート調査を含めた「がん検診啓発ポスターコンテスト」を実施

する。 
 

４．学生および保護者を対象とした講演会を開催する 
実 績：2 月 1 日、3 月 6 日に浦添看護学校にて、学生向け講演会を行う予定である 
予算額：150,000 円    琉大予算額：なし円     琉大執行額：15,000 円  
評 価：４点 
次年度：継続的に学生向け講演会を開催する 
 

５．教員および学校関係者向けの講演会を開催する 
実 績：沖縄県学校長会にて、当協議会及び当部会の活動内容について情報提供を行った。 
予算額：なし       琉大予算額：なし      琉大執行額：なし 
評 価：２点 
次年度：引き続き、教育機関での講演会が実施できるよう、教育関係者へ働きかける。 
 

６．教育指導者のためのがん教育研修会およびがん啓発活動の為の教材作成をおこなう 
実 績：現在部会委員にて、指導のための教材作成をおこなった。  
予算額：34,000 円    琉大予算額：なし       琉大執行額：なし 
評 価：５点 
次年度：教材完成後、研修会を開催する。 
  

７．一般向け講演会の人材バンク（講演者リスト）を病院別、疾患別に作成し、協議会ホームページに 
掲載する。 
実 績：６月に講演者リスト更新作業を行い、協議会ホームページへ掲載済み。 
予算額：6,120 円       琉大予算額：6,000 円    琉大執行額：なし  
評 価：１０点 
次年度：引き続き更新作業を行う。 
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平成 23 年度第 5 回沖縄県がん診療連携協議会普及啓発部会議事要旨 

 

[日 時] 平成 23 年 11 月 1 日（火） 15：00～17：30 

[場 所] 琉球大学医学部管理棟３階 がんセンター 

[参加者] 7 名：上江洲 富夫（患者）、吉田 祐子（患者）、 

（代）安次富 利恵子（沖縄県教育庁 保健体育課 健康体育班） 

高橋 慶行（県立中部病院）、上原 忠司（那覇市立病院外科）、 

長井 裕（琉大病院産婦人科）、増田 昌人（琉大病院がんセンター）、 

[欠席者] 4 名：三木 雅貴（患者遺族）、具志堅 侃（沖縄県教育庁 保健体育課 健康体育班） 

下地 康斗（沖縄県健康増進課健康づくり班）、仲本 剛（県立宮古病院）、 

[陪席者] 2 名：グラクソ・スミスクライン内田智章、 

城間 駒生（琉大病院がんセンター） 

 

 

【報告内容】 

１．平成 23 年度第 4回沖縄県がん診療連携協議会普及啓発部会議事要旨 

   平成 23 年度第 4回沖縄県がん診療連携協議会普及啓発部会議事要旨が承認された。 

 

２．がん検診啓発ラジオ番組について 

 資料 2に基づき、長井部会長より、当部会とラジオ沖縄がタイアップし、がんの征圧月間で 

ある 9 月にラジオ沖縄「チャットステーション」（9 月 30 日実施）にて、がん検診啓発特別番組 

が放送された事が報告された。聴衆者からは、230 通ものメールが寄せられた。 

 

３．沖縄県高等学校校長協会でのがんに関する講演者リストの配布について 

安次富委員より、講演者リストについては、リストの配布のみ行なわれたことが報告された。 

また、昨年に引き続き養護教員向け研修会での普及啓発活動や、PTA を対象とした講演会を企画 

することが検討された。 

 

４．がん情報のチラシ作成について 

    資料３に基づき、がんセンター城間より、がん情報をまとめたチラシについて修正後、拠点 

病院で共有できる様、協議会ホームページに掲載することが承認されました。 

 
５．がん検診啓発ポスターコンテストの応募作品について 

       がんセンター城間より、がん検診ポスターコンテストについて、応募総数が３８作品あった 

ことが報告された。 
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【協議事項】 

１．がん検診啓発ポスターコンテストの応募作品の選考について 

   応募作品３８作品の中から、最優秀作品 1点、アイディア賞 2 作品が先選考された。 

 受賞作品については、県内の公共施設に配布され、がん検診の啓発ポスターとして活用されたり、 

 牛乳パックでの広報活動に、使用されることとなった。また、12月 3日（金）の第 3 回がん診療 

 携協議会にて表彰式を行う事が承認された。 

 

２．がん教育指導のための教材作成と講習会の開催について 

  資料６に基づき、吉田委員、高橋委員より高校生向けのがん教材のたたき台が作成された。 

 今後は、作成された教材の修正作業を行い、次年の講習会にむけて、継続して協議されることと 

 なった。 

 

３．次回普及啓発部会日程について 

  第５回普及啓発部会の開始日は１月１０日（火）１５：００～がんセンターにて開催される 

ことが承認された。 

 
 



平成 23 年度第 6 回沖縄県がん診療連携協議会普及啓発部会議事要旨 

 

[日 時] 平成 24 年 1月 10 日（火） 15：00～18：00 

[場 所] 琉球大学医学部管理棟３階 がんセンター 

[参加者] 7 名：吉田 祐子（患者）、三木 雅貴（患者遺族）、 

（代）安次富 利恵子（沖縄県教育庁 保健体育課 健康体育班） 

高橋 慶行（県立中部病院）、上原 忠司（那覇市立病院外科）、 

長井 裕（琉大病院産婦人科）、増田 昌人（琉大病院がんセンター）、 

[欠席者] 4 名：上江洲 富夫（沖縄県骨髄バンクを支援する会代表）、 

具志堅 侃（沖縄県教育庁 保健体育課 健康体育班）、 

下地 康斗（沖縄県健康増進課健康づくり班）、仲本 剛（県立宮古病院）、 

[陪席者] 1 名：城間 駒生（琉大病院がんセンター） 

 

【報告内容】 

１．平成 23 年度第 5回沖縄県がん診療連携協議会普及啓発部会議事要旨 

   平成 23 年度第 5回沖縄県がん診療連携協議会普及啓発部会議事要旨が承認された。 

 

２．平成 23 年がん検診啓発ポスターコンテストの表彰式について 

 資料 2に基づき、長井部会長より、12月 3 日に開催された第 3 回沖縄県がん診療連携協議会

にて、がん検診ポスターコンテストの表彰式がおこなわれ、3名の学生が表彰された事が報告さ

れた。 

 

３．学生を対象とした子宮頸がんに関する講演会について 

長井部会長より、2月以降に行われる、看護学生を対象とした子宮頸がんに関する講演会の日

程について確認が行われた。 

 浦添看護学校：1 回目（平成 24年 2月 1 日水曜日午後 1 時 10 分～2時 40 分（90 分）長井裕先生 

2 回目（平成 24年 3 月 6 日火曜日午前 10 時 40 分～午後 12 時 10 分（90 分）高橋慶行先生 

 

４．その他 

  事業計画 4.5 である「学生や教育指導者向けの講演会の企画と実施」について、今年度は、 

未実施であることから、先ずは、4 月 27 日（金）に行われる養護教諭向け研修会にて「健康教育」

や「メンタルヘルス」をテーマに講演し、次年度の教育現場でのがん教育活動に繋げていくこと

が計画された。詳細については、安次富委員代理と調整後、講師依頼する事が承認された。 

  また、増田委員より、親ががんになった時の子供への教育として、「生と死」をテーマに講演し

てはどうかとの意見が挙がった。 
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【協議事項】 

１．平成２３年度事業計画の評価について 

   資料３に基づき、平成 23 年度の事業計画について以下の通り、評価された。 

  その中で、ラジオでのがん啓発番組の企画と実施については、事業計画２に追加し評価 

することが承認された。また、事業計画１については、３月３日に開催されるため、 

実施後に再評価する。 

① メディアに対するがん情報のセミナーの開催  （６点） 

② 一般市民への正しいがん情報の提供      （５点） 

③ 中高生を対象としたがん啓発ポスターコンテストの企画と実施 （５点） 

④ 学生および保護者を対象とした講演会の実施  （４点） 

⑤ 教員および学校関係者向けの講演会の実施   （０点） 

⑥ がん教育指導者の為の研修会およびがん啓発活動のための教材作成を行う（５点） 

⑦ 一般向け講演会の人材バンク（講演者リスト）を病院別、がん種別に作成し、 

協議会ホームページに掲載する （１０点） 

 

２．平成 24 年度の事業計画（案）について 

   平成 24 年度の事業計画については、昨年度の事業計画を継続し、新たに一般企業へ検診 

受診率のアンケート調査の実施について、追加する事が承認された。 

 

３．マスコミ向けメディア・セミナーのプログラムとパネリストについて 

   資料５に基づき、3 月 3 日（土）に行われるメディア・セミナーについて、テーマは、 

  大腸がん、子宮頸がん、緩和ケアについて講演されることが承認された。また、各テーマの 

講師についても、以下の通り依頼する事が承認された。 

  

メディア・セミナーについて   高山 智子先生（独立行政法人国立がん研究センター 

がん対策情報センターがん情報・統計部 診療実態調査室 室長） 

メディアドクターについて   渡邊 清高先生（独立行政法人国立がん研究センター 

               がん対策情報センターがん情報・統計部 がん医療情報サービス室長）  

 大腸がんについて         宮里 浩先生（独立行政法人那覇市立病院 外科部長） 

子宮頸がんについて        長井 裕先生（琉球大学医学部附属病院 産婦人科講師） 

   緩和ケアについて          栗山 登至先生（琉球大学医学部附属病院 がんセンター 医師） 

 

４．がん教育のための教材作成について 

   各担当者より作成された教材（案）については、次回の部会（3月 6 日【火】）迄に確認し、 

  再協議されることとなった。全資料については、事務担当者より、部会メーリングリストにて 

配信することとなった。 

   

５．次回普及啓発部会日程について 

    第７回普及啓発部会開催日は 3月 6 日（火）15：00～ 場所：がんセンターにて開催される 

ことが承認された。 


