
 

 

平成 24 年度 第 1 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 4 月 17 日（火） 15：00～17：00 

【場 所】 琉球大学医学部管理棟３階 がんセンター 

【参加者】 4名： 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】 1名： 上原 忠司（那覇市立病院外科） 

【陪席者】 1名： 城間 駒生（琉大病院がんセンター） 

 

【報告事項】 

１. 平成 23 年度 第 7回沖縄県がん診療連携協議会普及啓発部会議事要旨 

      資料 1 に基づき、第 7 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 24 年度県立学校保健主事研修会での健康教育に関する講演会の担当者および講演内容に 

     ついて 

長井部会長より、4 月 27 日(金)に、沖縄県総合教育センターにて開催される、県立学校保健主事研

修会において、「学校で取り組む生活習慣予防」と題し、がん教育についての講演会を行うことが報告

された。 

   

３.「第 2回メディア・セミナーin 沖縄」について 

資料 2 に基づき、がんセンター長増田より、来月 5 月 19 日(土)に、にマスコミ関係者および医療者

を対象とした第 2 回メディア・セミナーを開催することが報告された。今年は、年 4 回を目標に、定

期開催し、次回は 7 月 7 日（土）に琉球新報会議室にて開催予定であることが報告された。 

 

     

【協議事項】 

 

１．平成 24 年度部会委員について 

    がんセンター増田より、新年度を迎えるにあたり、部会委員の再編成を行う事が提案され、先ずはが

ん拠点病院の医療者で構成し、その後は事業内容に応じて、追加していくことが承認された。現在は、

がん支援病院関係者が招聘されていないため、速やかに依頼するよう提案があった。また、今後におけ

る普及啓発部会の存続については、増田委員より、予算の関係もあり部会の活動を一部省力化してはど

うかとの意見があり、次年度予算と調整することが検討された。 

 

２． 部会長、副部会長について 

   新年度の部会長、および副部会長については、前年度に引きつづき、部会長（長井裕先生）、副部会

長（高橋慶行先生）とすることが全会一致で承認された。 

 

３．スカイプを利用した会議について 

資料 3 に基づき、これまで、遠隔地の施設の部会への参加が困難であったため、それを回避するた

めに Skype(スカイプ)を用いた TV 会議・Web 会議を導入することが報告された。5 月を目途に接続テ

ストが開始され、準備が整い次第、動作確認を行うことが報告されている。 

資料２２－１ 



 

 

 

４．今後の部会の開催方法について 

    資料 4-1 に基づき、増田委員より、今後の普及啓発部会の開催方法については、メールでの意見交

換を基本とし、今後は事業を縮小していく方向で考えていることが明らかになった。 

そこで、今年度は、残り 2 回の集会を行い「今年度の事業計画の評価」や「今後の普及啓発部会の

あり方」について協議することとなった。 

    また、現在掲げている 11 の施策のうち、今年度は施策１「メディア・セミナー」を重点的に実施

していくことが承認された。また、施策 4.5 については、各拠点病院ごとで実施することが承認され

た。施策 6.7 については、今年度の計画として取り組むものの、学校教育機関や、教育委員会との調

整を要するため、長期計画とみて実施していくことが検討された。 

 

５．メディアセミナー＆ドクターin 沖縄の開催方法について 

    資料 4-1 に基づき、今年度は施策１「メディア・セミナー」の開催を年 4 回（協議会の翌日開催）

を目途に開催することが承認された。また、当セミナーには、部会委員は積極的に参加し、情報共有

を図ることとした。 

   

６．がん啓発ポスターコンテストの開催方法について 

   資料 4-1 に基づき、施策 3 については、普及啓発部会事業縮小に伴い、今年度は実施しないことが

承認された。次年度は、状況をみて判断することとなった。 

 

７．人材バンクの作成（拠点病院と支援病院のみ）について 

   資料 4-1 に基づき、施策 8.9 については、今年度よりがん拠点病院および支援病院である 6 施設へ

依頼することが承認された。 

 

８．沖縄県の「次期がん対策推進基本計画」（協議会案）について 

沖縄県の「次期がん対策推進基本計画」（協議会案）について、がんセンター長増田は、各部会

事業内容に沿った計画項目について、部会委員へ意見を求めた。 

今後は、各部会より吸い上げた意見を元に、がん政策部がとりまとめ、「次期がん対策推進基本計

画（協議会案）」を作成し、7 月の協議会にて審議後、9 月までに県へ提出する予定であることが説

明された。本日の部会内では、意見はまとまらず、今月いっぱいまでに、メールにて意見を伺うこ

ととなった。 

 

 



平成 24 年度 第 2 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 7月 31 日（火） 15：00～17:30 

【場 所】琉球大学医学部附属病院３階 がんセンター 

【参加者】 4名： 高橋 慶行（県立中部病院）、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）、奥平 忠寛（県立宮古病院） 

【欠席者】 3名： 上原 忠司（那覇市立病院外科）、山本 孝夫（県立八重山病院）、 

          具志堅 侃（沖縄県教育庁） 

【陪席者】  2 名： 安次富 利恵子（沖縄県教育庁）、井上 亜紀（琉大病院がんｾﾝﾀｰ） 

 

【報告事項】 

１. 平成 24 年度 第 1回沖縄県がん診療連携協議会普及啓発部会議事要旨 

資料 1 に基づき、第 1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 24 年度県立学校保健主事研修会アンケート 

資料 2 に基づき、事務方より、県教育庁保健体育課具志堅課長からのお礼状と、アンケート

の紹介文書を頂き、受講した先生から好評であったことが報告された。 

 

３.「第 2回メディア・セミナーin 沖縄」について 

資料 3 に基づき、高橋副部会長より好評であったとの報告があった。増田委員より、沖縄で

は講演→実習(新聞報道の評価)→意見交換会の方式で開催しており、次回国立がんセンターも

この沖縄方式でメディアセミナーを行うとの報告と、今年度中にあと１回開催したいとの提案

があった。 

 

４．平成 24 年度普及啓発部会部会員名簿 

資料 4 に基づき、記載のある部会員については全会一致で承認された。 

高橋副部会長や奥平委員より、普及啓発は一般の方対象なのでがん患者さんよりはマスコミ

の方にお願いしてはどうかとの提案が出された。がんセンター長増田や長井部会長から、新

聞記者の方や TVアナウンサーの方にお声かけしてみるとの意見が出た。奥平委員には、部会

より宮古の地元のマスコミの方を推薦できないかとの依頼があった。 

     

【協議事項】 

１． 沖縄県の「次期がん対策推進基本計画」（協議会案）について 

資料 5 のたたき台を基に、次期がん対策推進基本計画に対する協議会（案）について協

議がなされた。 

○がんの教育・普及開発 

施策１．保健主事の研修会は、研修会の対象者を保健主事・保健体育教諭・学校長に養

護教諭を付け加え、数値を入れることで承認された。 

施策２．児童・生徒へのがん教育は、主として行う者を「沖縄県教育委員会」とするこ

とで承認された。高校入試科目に保健体育の中でがん教育を含む健康教育を導入できない

かという協議がなされたが、現状では大変難しいので保健体育の授業で年 1 時間がんに関

する授業を確保するなど現実的な活動とすることで承認された。成果を評価するために、

全校ではなく、都市部・地方・離島の数校をモデル校としてサンプリングして経時的にア

ンケート調査を行うことが承認された。 

資料２２－２ 



施策３．PTA に対する普及啓発は、がん教育を含めた健康教育の PTA 講演会・勉強会等

を行ったり、すべての PTA（保護者）ではなく PTA 役員の研修会・学習会のなかに組み込

んだりするなどの協議が行われた。長井部会長より、保護者用の健康教育の副読本を作成

配布してはどうかとの提案もあった。 

施策４．メディアに対しての人材育成は、がんセンター長増田より、結果の数値表記を 1

年当たりに修正するとの報告があった。 

     

２． 平成 24 年度普及開発部会の年間事業計画・行動計画について 

資料 6-1,6-2 は、１．沖縄県の「次期がん対策推進基本計画」（協議会案）の補足資料と

して配布された。 

 

３． がん啓発ポスターコンテストの開催について 

    今年度は実施せず、次年度以降に状況をみて判断することが承認された。 

 

４． メディアセミナー＆ドクターin 沖縄の開催について 

    今年度中に、あと 1 回は開催することが承認された。がんセンター増田より前回の反省と

して、招集に関しては個別に直接連絡するなどの細かい対応が必要との報告があった。 

 

５． 普及啓発部会の次年度予算計上（案）について 

資料 7 に基づき、平成 25 年度予算には、がん啓発ポスターコンテストの予算を残したも

のが承認された。 

 

６． 人材バンクの作成（拠点病院と支援病院のみ）進捗報告について 

資料 8 に基づき、事務方より、現在三分の一程度しか返信がないので、今週中に催促の

文書を発送するとの報告があった。 

 

７． ラジオ沖縄がん検診キャンペーンについて 

資料 9 に基づき、事務方より、9月 28 日のチャットステーションにて放送を行う予定で

あることが報告された。長井部会長より企画内容が決定後、産婦人科に関しては渡嘉敷み

どり先生を推薦したいとの提案があった。 

  

８． 南風原小学校ＰＴＡ文化教養講座について 

資料 10 に基づき、事務方より南風原町学校 PTA の方に対して、がん教育を含んだ健康教

育についての講座を、がんセンター長（増田先生）を講師として、10 月・1 月 2月のいず

れかで開催することが報告された。 

 

９． その他 



   ○『患者のためのチェックリスト』に対する医療者への周知用パンフレット 

別紙資料に基づき、上部の説明部分に、医師から患者さんへ説明してほしい旨の文章に

ついて協議した。 

 

１０．次回、普及啓発部会の開催日について 

    次回の普及啓発部会の開催日程については、年内か年明けに、あと 1 回程度開催すること

が承認された。 

第 1 候補日：平成 24 年 12 月 4 日 

第 2 候補日：平成 25 年 1 月 29 日 



 


