
                                

平成２４年度第１回沖縄県がん診療連携協議会議事要旨 
 

 

日  時  平成２４年５月１８日（金）１４：１０～１７：１０ 

場  所  管理棟３階 大会議室 

構 成 員  ３５名   出席者２６名   欠席者 ９名    

 １号委員（病院長）（議長代理）     宇野 司 

 ２号委員（地域がん診療連携拠点病院長） 宮城 良充（県立中部病院長） （欠席） 

                                    照喜名 重一（那覇市立病院長） 

 ３号委員（がん診療連携支援病院長）   諸喜田 林 （北部地区医師会病院長） 

                     安谷屋 正明（県立宮古病院） （欠席） 

                     松本 廣嗣 （県立八重山病院長） （欠席） 

 ４号委員（沖縄県医師会長）       宮城 信雄（代理）上原貞善 

 ５号委員（沖縄県歯科医師会長）     比嘉 良喬（代理）真境名勉 

 ６号委員（沖縄県薬剤師会長）      神村 武之（代理）仲真良重 

 ７号委員（沖縄県看護協会長）      奥平 登美子 

 ８号委員（沖縄県政策参与）        玉城 信光（代理）平良 亮 

 ９号委員（沖縄県福祉保健部長）      崎山 八郎 （欠席） 

１０号委員（がんセンター長）        増田 昌人 

１１号委員（医療福祉支援センター長）   村山 貞之（代理）新垣久美子   

１２号委員（薬剤部長）          宇野 司（再掲） 

１３号委員（看護部長）          下地孝子（代理）津嘉山光代  

１４号委員（事務部長）          原田 隆治 

１５号委員（各拠点病院より２名）     玉城 和光（県立中部病院血液・腫瘍内科部長） 

                     上田 真 （県立中部病院乳腺外科部長）（欠席） 

                     友利 寛文（那覇市立病院外科部長 

                     宮里 浩 （那覇市立病院外科部長） 

１６号委員（各支援病院より１名）     柴山 順子（北部地区医師会病院看護部長）（欠席） 

                     長嶺 直治（県立宮古病院外科部長）（欠席） 

                     上盛 厚子（県立八重山病院副看護部長） 

１７号委員（患者関係の立場の者）     田名 勉（欠席）   

    片倉 政人 

安里 香代子  

１８号委員（有識者）           埴岡 健一（特定非営利活動法人日本医療政策機構理事） 

                     儀間 多美子（ジャーナリスト）  

                     天野 慎介（特定非営利活動法人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾈｸｻｽ理事長） 

１９号委員（琉大病院長が必要と認める者） 砂川 元（琉大病院歯科口腔外科長）（代理）新垣敬一 

                     加藤 誠也（琉大病院病理部長）  

                     須加原一博（琉大病院麻酔科長）（欠席） 
                     西巻  正（琉大病院第一外科長）（代理）狩俣弘幸 

 

部会説明者 緩和ケア部会長        笹良剛史 

      がん登録部会長       （代理）仲本 奈々 

      研修部会長         （代理）増田 昌人  

      相談支援部会長       （代理）増田 昌人 

      地域ネットワーク部会    （代理）宮里 浩 

      普及啓発部会        （代理）増田 昌人 

      がん政策部会長        天野 慎介 
 
陪席者                  大城 壮彦（沖縄県福祉保健部医務課副参事） 

前川 守秀（沖縄県福祉保健部医務課医務医療班主任） 
比嘉 和也（沖縄県福祉保健部医務課医療対策斑主事） 

 



                                

 
資料確認  増田委員から資料の確認があった。 
 
協議会委員紹介・委嘱状授与 

 宇野議長代理から、平成24年度 新規協議会委員の紹介があり、17号委員（患者関係の立場）及び 

18号委員（有識者）の方々に委嘱状が直接授与された。 
 
議事要旨・議事録の確認  増田委員から議事要旨・議事録の説明・確認があった。 
 
 ・議事要旨の確認 増田委員から資料１の第４回協議会議事要旨（平成24年3月2日開催）の 

確認があった。 
 ・議事録の確認  増田委員から資料２の第４回協議会議事録（平成24年3月2日開催）の 

確認があった。 
・議事要旨の確認 増田委員から資料3の第1回幹事会議事要旨（平成24年4月23日開催）の 

確認があった。 
 

議事要旨、議事録の確認に関して、委員から以下の意見・要望等があった。 
・協議会開催日時については、協議会議長が参加できるよう調整して欲しい。 
・がん診療の基盤として重要な病理医が現状では不足しており、病理医の育成・強化を図るために、 

現場の意見をしっかり聞いて欲しい。 
 
報告説明事項 
１．沖縄県がん診療連携協議会・幹事会・部会委員一覧 
  増田委員から、資料４に基づき本協議会委員名簿、幹事会名簿及び７つの部会名簿について報告が 

あった。 

 
２．平成２４年度幹事会・協議会の開催日時について 

  増田委員から、資料５に基づき平成２４年度幹事会・協議会の開催日時について報告があった。 

 

３．埴岡委員からの報告 

  埴岡委員から、資料６に基づき「がん政策サミット２０１２春」について報告があった。 
主な事項は、次のとおりであった。 
・サミットのテーマ・特徴等 

①本年度は、都道府県がん対策推進計画の改定作業を行う時期にあたることから、 
「都道府県第2期がん計画を、六位一体でよりよいものに」とした。 

②実際に地域に戻ってより良い計画の策定につながるように、グループワークを中心に構成 
③WHOのがん計画策定ガイドブックを参考に、手順を踏んで計画を策定することを重視 

・がん計画策定の３つのステップ 
（現状を知る → 目標を設定し計画を策定する → 実行し評価する）の流れに沿って、 

以下の４つのグループワークを実施。 
①「地域の現状を知る」 
②「患者・現場・地域の声を集める」 
③「計画を組み立てる」 
④「日程案を作る。」 

・サミットに関して 
  「広く意見を聞くこと」、「スピーディーに実行すること」の両立は通常難しいが、がん対策 

サミットでは、「広く、早く、オープンに、異なる立場のものが対等に意見を交わし」、政策 
をまとめていくことが出来た。将来や他分野のモデルにもなり得ると思う。 

 
４．天野委員からの報告 
  天野委員から、資料７に基づき「厚生労働省がん対策推進協議会での議論」と「がん対策推進基本

計画の議論」について報告があった。主な事項は、次のとおりであった。 



                                

 
  ・今後のがん対策関連の会議について 

    ①がん検診のあり方に関する検討会 

②小児がん医療・支援のあり方に関する検討会 

③がん診療提供体制のあり方に関する検討会（仮称） 

④緩和ケア推進検討会 

・厚生労働大臣への要望書について 

厚生労働省がん対策推進協議会患者関係委員一同から、「がん診療連携拠点病院のあり方に関

する検討会並びに医薬品の早期承認等に向けた取組に関する検討会の早期設置に関する要望書」

を提出した。 

・がん対策全体を評価する枠組みと指標の策定について 

・全体目標と各分野別施策との関係図について 

・今後のがん対策の評価の方向性（案）について 

 

審議事項 

１．緩和ケア部会「平成24年度事業計画と予算案」の変更について 

 笹良 緩和ケア部会長から、資料８に基づき「平成24年度事業計画と予算案」の変更について説明・

提案があり、原案のとおり承認された。 

   

２．相談支援部会「平成24年度事業計画と予算案」の変更について 
 樋口相談支援部会長から、資料９に基づき「平成24年度事業計画と予算案」の変更について説明・

提案があり、原案のとおり承認された。 

 
３．沖縄県がん対策推進基本計画（協議会案）の作成の進捗状況について 

 天野委員（がん政策部会長）から、資料１０に基づき沖縄県がん対策推進基本計画（協議会案）の

作成の進捗状況について報告があった。 

  
４．平成２４年度「感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱」実施要項改正について 
  増田委員から、当日配付資料に基づき実施要項改正の内容とその影響について説明があり、沖縄県

がん診療連携協議会議長名で、厚生労働省や国立がんセンターへ実施要項改正の見直しの要望を行う

ことになった。 
また、以下のような意見もあった。 
・相談件数のカウント方法の解釈で、相談件数の増を図ってはどうか。 
・相談支援は患者にとって重要な事業であり、困るという声をあげていくことが大事である。 

 
報告事項 

 

１．県の平成 24 年度「がん対策」関連概算予算の内訳と対策項目の提示について 

前川氏（県医務課）から、資料１１に基づき県の平成 24 年度「がん対策」関連概算予算の内訳と対

策項目の提示について報告があった。 

総額としては、平成 24 年度のがん対策の当初予算が概算要求額で 3億 7,727 万 8,000 円となってい

とのこと。（平成 23 年度は 6億 1,994 万 9,000 円、前年度比２億 4,267 万 1,000 円の減） 

 

主な意見等は、次のとおり。 

・県の施策を広く周知するためにも、各事業毎の概要説明資料をＡ４サイズ１，２枚で作成して 

欲しい。 

・患者会としても、紙媒体で情報を提供したい。  

・予算説明資料の作成にあたって、現行施策の効果を検証出来るように、各事業の達成目標、結果、

評価等についても記載して欲しい。また、継続事業を前年度と比較検討しやすいように、特殊要

因を区別できるように工夫して欲しい。 

・がん患者支援経費（おきなわがんサポートハンドブックの印刷や、NPO 法人への業務委託等）が

組まれているが、がん患者へ情報がしっかり伝わっていないので、周知徹底して欲しい。 



                                

 

２．地域統括相談支援センターの平成２３年度活動報告について 

増田委員（がんセンター長）から、資料１２に基づき沖縄県地域統括相談支援センターの平成２３

年度活動報告について説明があった。 

 

３．地域統括相談支援センター平成２４年度活動計画について 

増田委員（がんセンター長）から、資料１３に基づき沖縄県地域統括相談支援センターの平成２４

年度活動計画について説明があった。 

  主な質疑応答は以下のとおり 

  ・がんピアサポーター研修会の対象者に患者の家族、遺族は含まれないのか？ 

・標準的ピアサポート研修プログラムが無く、人的・資金的に不十分な現状では、がんサバイバー 

の方を優先せざるを得ない状況である。 

 

４．医療の質評価センターの平成２４年度活動計画について 

増田委員（がんセンター長）から、資料１４に基づき「医療の質評価センター」の平成２４年度活

動計画について説明があった。  

 

５．（地域ネットワーク部会）医療機能調査アンケートについて 

宮里委員(地域ネットワーク副部会長) から、資料１５に基づき「医療機能調査アンケート」を医師

会経由で沖縄県へ提出している旨報告があった。 

 

６．（緩和ケア部会）がん診療を行っている医療機関への緩和ケアパンフレット活用依頼について 

笹良緩和ケア部会長から、ら資料１６に基づき「緩和ケアパンフレット活用依頼」を沖縄県がん診

療連携協議会議長名で各施設２４０カ所へ送付したとの報告があった。 

 

７．(緩和ケア部会)平成 24 年度緩和ケア研修会の日程について 

笹良緩和ケア部会長から、資料１７に基づき平成 24 年度緩和ケア研修会の日程について報告があっ

た。 

 

８．（緩和ケア部会）緩和ケア研修会の報告について 

笹良緩和ケア部会長から、資料１８に基づき「平成 24 年度第 1回緩和ケア研修会」（Ａ日程：4/15、

Ｂ日程：4/22）について報告があった。 

（増田委員から情報提供等） 

がん診療拠点病院のがん診療に関わる医師は、緩和ケア研修会を修了がすることが義務づけられ 

ているが、1 回あたりの受講人数に制限（ファシリテーター人数の関係で）がある。がん診療拠

点病院長におかれては、今年、来年度までに計画的に受講させるよう配慮して頂きたい。 

 

９．第 1０回「沖縄県がん対策に関するタウンミーティング」の報告について 

  天野委員（がん政策部会長）から、資料１９に基づき第１０回「沖縄県がん対策に関するタウンミ

ーティング」（4/12）について報告があった。 

 

10．第 1１回「沖縄県がん対策に関するタウンミーティング」の開催について 

  天野委員（がん政策部会長）から、資料２０に基づき第１１回「沖縄県がん対策に関するタウンミ

ーティング」（5/20）の開催について報告があった。 

 

11．（普及啓発部会）「第１回メディア・セミナーin 沖縄」の報告について 

増田委員（がんセンター長）から、資料２１に基づき「第１回メディア・セミナーin 沖縄」(3/3)

について報告があった。 

 

12．（普及啓発部会）「第２回メディア・セミナーin 沖縄」の報告について 

増田委員（がんセンター長）から、資料２２に基づき「第２回メディア・セミナーin 沖縄」(5/19)

の開催について報告があった。 

 



                                

13．Skype（スカイプ）を用いた TV 会議・Web 会議について 

増田委員（がんセンター長）から、資料２３に基づき Skype（スカイプ）を用いた TV 会議・Web 会

議の開催について報告があった。 

 

 

各部会報告 

（１）緩和ケア部会 

笹良緩和ケア部会長から、資料２４に基づき活動報告があった。 

 

（２）がん政策部会 

天野委員(がん政策部会長)から、資料２５に基づき活動報告があった。 

 

（３）がん登録部会 

仲本がん登録部会委員から、資料２６に基づき活動報告があった。 

 

（４）研修部会 

増田委員（がんセンター長）から資料２７に基づき活動報告があった。 

 

（５）相談支援部会 

増田委員（がんセンター長）から資料２８に基づき活動報告があった。 

 

（６）地域ネットワーク部会 

宮里委員（地域ネットワーク副部会長）から資料２９に基づき活動報告があった。 

 

（７）普及啓発部会 

増田委員（がんセンター長）から資料３０に基づき活動報告があった。 

 

（８）その他 


