
                                

平成２４年度第４回沖縄県がん診療連携協議会議事要旨 
 

日  時  平成２５年１月１８日（金）１４：００～１６：５０ 

場  所  管理棟３階 大会議室 

構 成 員  ３５名  出席者２５名 欠席者１０名 

 

 １号委員（琉大病院長） 村山 貞之 

 ２号委員（県立中部病院長） 宮城 良充 （欠席） 

（那覇市立病院長） 照喜名 重一（欠席） 

 ３号委員（北部地区医師会病院長） 諸喜田 林 

（県立宮古病院長） 安谷屋 正明 

（県立八重山病院長） 松本 廣嗣 （欠席） 

 ４号委員（沖縄県医師会長） 宮城 信雄 （欠席） 

 ５号委員（沖縄県歯科医師会長） 比嘉 良喬 

 ６号委員（沖縄県薬剤師会長） 神村 武之 （代理）芳田 洋史 

 ７号委員（沖縄県看護協会長）  奥平 登美子（欠席） 

 ８号委員（沖縄県政策参与） 玉城 信光 （欠席） 

 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（琉大薬剤部長） 宇野 司  （欠席） 

１３号委員（琉大看護部長） 下地 孝子 

１４号委員（琉大事務部長） 原田 隆治 （代理）渡名喜 一夫 

１５号委員（県立中部病院血液・腫瘍内科部長） 玉城 和光 

（県立中部病院乳腺外科部長） 上田 真  

（那覇市立病院外科部長） 友利 寛文 （代理）宮国 孝男 

（那覇市立病院外科部長） 宮里 浩   

１６号委員（北部地区医師会病院看護部長） 柴山 順子 

（県立宮古病院外科部長） 長嶺 直治 

（県立八重山病院副看護部長） 上盛 厚子 （欠席） 

１７号委員（沖縄県がん患者会連合会長） 田名 勉 

（がんの子供を守る会 沖縄支部） 片倉 政人 

（沖縄県がん患者会連合会） 安里 香代子 

１８号委員（特定非営利活動法人日本医療政策機構理事） 埴岡 健一 

（沖縄タイムス編集局社会部記者） 儀間 多美子  

（特定非営利活動法人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾈｸｻｽ理事長） 天野 慎介 （欠席） 

１９号委員（琉大病院歯科口腔外科長） 砂川 元 

（琉大病院病理部長） 加藤 誠也 

（琉大病院麻酔科長） 須加原 一博 
（琉大病院第一外科長） 西巻 正 

（琉大病院骨髄移植センター長） 百名 伸之 （欠席） 

 

部会説明者 緩和ケア部会長 笹良 剛史 

      がん登録部会長        部会長不在 （代理）仲本 奈々 

      研修部会長          宮国 孝男 

      相談支援部会長        樋口 美智子  

      地域ネットワーク部会     佐村 博範 （代理）宮里 浩 

      普及啓発部会         長井 裕 

      がん政策部会長     天野 慎介 （代理）増田 昌人 

 
陪席者 沖縄県福祉保健部医務課医務医療班主任 前川 守秀 

 
 

 資料２ 



                                

資料確認  増田委員から資料の確認があった。 
 
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回幹事会議事要旨（平成24年12月17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２の第３回協議会議事要旨（平成24年9月21日開催）の 

確認があった。 
・議事録の確認  増田委員から資料３の第３回協議会議事録（平成24年9月21日開催）の 

確認があった。 
 
委員紹介 増田委員から委員の変更等は無い旨の説明があった。 
 
審議事項 

 

１．沖縄県保健医療計画に係る「がん医療体制に関する医療機関選定要件について」(地域ネットワー

ク部会) 

審議に入る前に、増田委員から、資料５－３について、図表の矢印を全て逆向きに修正してほしい

との訂正依頼があった。 

 

  宮里委員（地域ネットワーク部会長）から、資料５に基づき、がん医療体制に関する医療機関選定

要件について次のとおり説明・提案があった。 

 ・沖縄県医師会から沖縄県がん診療連携協議会へ依頼があり、がん腫毎にＷＧを設置し、平成２３

年度に実施した沖縄県の医療機能調査のデータに基づいて、５大がん＋子宮がんの６分野の専門

的な医療機関選定要件について議論を行い、資料５のとおり対象機関を選定した。 

 ・がん腫毎の専門的な医療機関選定要件について、本会で議論を行いたい。 

 

  このことについて、委員から次のような意見等があった。 
  ・症例数が要件として記載されていないがん腫や、症例数と専門医の有無が「かつ」として要件付

けられているがん腫と、「又は」として要件付けられているがん腫があり、がん腫で要件につい

て差があるので、出来るだけ同じ要件のつくりにしたほうがよいのではないか。 
  ・肝臓がんの治療のために行った病院で、胃がん担当の先生しか消化器外科専門医をもっていない

となると、患者さんに誤解を与えるおそれがあるのではないか。 
・肝臓がんの専門医である高度技能専門医という資格をもった医師は沖縄県にはいないため、消化

器についてスタンダードな水準の医療を提供できる消化器外科専門医を要件としている。 
・乳がんについては、日本乳がん学会専門医・認定医「または」認定施設・認定関連施設で問題な

いのではないか。   
・選定理由・選定基準について、もう少し詳細な説明を加えた方がよいのではないか。 

   
審議の結果、資料５－４の一番目の要件に、手術の実績が年間１２例以上ある施設という文言を追

加し、各がん腫について選定理由・選定基準を追加した医療機関選定要件の最終案を、委員に再確認

してもらうこととなった。 
 
２．がんに関する医療機能調査の結果公開における要望書について（相談支援部会） 

  樋口相談支援部会長から、資料６－１に基づき、沖縄県が平成２３年度に実施した沖縄県医療機能

調査のうち、がん医療に関連する領域（１概要・属性、２がんの診療、１０在宅医療への取り組み、

１２緩和ケア）における調査結果の公開を沖縄県へ要望して欲しいとの提案が有り、審議の結果、要

望書は提出するが、要望先は沖縄県と調整のうえ、決定することとなった。 

 

３．がん診療連携拠点病院および、支援病院の正規雇用の医療ソーシャルワーカー（社会福祉士）の配

置、または増員に関する要望書（相談支援部会） 

 



                                

  樋口相談支援部会長から、資料７に基づき、がん診療連携拠点病院及び同支援病院等の正規雇用医

療ソーシャルワーカーの増員を沖縄県へ要望して欲しいとの提案が有り、審議の結果、要望書は提出

するが、要望先は沖縄県と調整のうえ、決定することとなった。 

 

４．緩和ケア部会「平成25年度事業計画」について（緩和ケア部会） 

  笹良緩和ケア部会長から、資料８に基づき、平成２５年度緩和ケア部会の事業計画について、１０

施策の説明があり、審議の結果、承認された。 

 

５．がん登録部会「平成25年度事業計画」について（がん登録部会） 

  仲本がん登録部会委員から、資料９に基づき、平成２５年度がん登録部会の事業計画について、１

０施策の説明があり、審議の結果、承認された。 

 

６．研修部会「平成25年度事業計画」について（研修部会） 

  宮国研修部会長から、資料１０に基づき、平成２５年度研修部会の事業計画について、昨年と同様

に医師研修会、看護師研修会、薬剤師研修会、放射線技師・検査技師研修会等を実施していくとの説

明があり、審議の結果、承認された。 

 

７．相談支援部会「平成25年度事業計画」について（相談支援部会） 

  樋口相談支援部会長から、資料１１に基づき、平成２５年度相談支援部会の事業計画について、１

１施策の説明があり、審議の結果、承認された。 

 

８．地域ネットワーク部会「平成25年度事業計画」について（地域ネットワーク部会） 

  宮里地域ネットワーク部会長から、資料１２に基づき、平成２５年度地域ネットワーク部会の事業

計画について、８施策の説明があり、審議の結果、承認された。 

 

９．普及啓発部会「平成25年度事業計画」について（普及啓発部会） 

  長井普及啓発部会長から、資料１３に基づき、平成２５年度普及啓発部会の事業計画について、１

０施策の説明があり、審議の結果、承認された。 

 

10. 平成２５年度の幹事会・協議会の開催日程について 

  増田委員から、資料１４に基づき、平成２５年度幹事会・協議会の開催日程について説明があり、

審議の結果、第一回協議会（平成２５年５月１０日）の日程を調整し、再度委員に確認することとな

った。 

 

 

報告事項 

 

１．沖縄県がん対策推進計画（協議会案）について（がん政策部会） 

増田委員から、資料１５に基づき、沖縄県がん対策推進計画（協議会案）について、平成２５年１

月２１日に、議長及び増田委員が県知事に提出するとの報告があった。 

 

２．がんピアサポート初級編（試行版）研修会の開催について 

  増田委員から、資料１６に基づき、平成２４年１０月２８、１１月１１、２３日の３日間にわたっ

て開催され、合計２９名が受講した「がんピアサポート初級編（施行版）研修会」についての報告が

あった。 

 

３．がんピアサロン県庁での開催報告について 

  増田委員から、資料１７に基づき、平成２４年９月１３日に沖縄県庁１階にて開催された、第一回

がんピアサロンについて報告があった。 

 

４．がん診療の質指標 （Quality Indicator：QI） 沖縄県４施設における測定結果のフィードバック会 

増田委員から、資料１８に基づき、平成２５年２月１，２日に県立中部病院、那覇市立病院、中部



                                

徳洲会病院、琉大病院にて開催予定のがん診察の質指標(Quality Indicator:QI)沖縄県４施設におけ

る測定結果のフィードバック会について報告があった。 

 

５．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１９に基づき、緩和ケア研修会アンケート結果及び沖縄県緩和ケア

研修会修了者人数について報告があった。 

 

６．第１３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 

増田委員から、資料２０に基づき、平成２４年９月２２日に浦添市てだこホールにおいて開催され、

１１名が出席した、沖縄県がん対策に関するタウンミーティングについて報告があった。 

 

７．「第１回・第２回がん相談員実務研修会」について 

樋口相談支援部会長から、資料２１に基づき、平成２４年１０月５日に那覇市立病院にて開催され、

５０名が受講した、第１回がん相談員実務研修会及び平成２４年１１月２１日に琉球大学医学部附属

病院にて開催され、２９名が受講した第２回がん相談員実務研修会について報告があった。 

 

８．セカンドオピニオンに関するアンケート調査後の報告書 

  樋口相談支援部会長から、資料２２に基づき、平成２２年１１月に医療機関の常勤医師を対象に実

施されたセカンドオピニオンに関するアンケート調査から、医師及び患者両方に対して、セカンドオ

ピニオンに関する正しい知識の普及啓発が必要であるとの報告があった。 

  このことについて、議長から、同意書にセカンドオピニオンを受ける旨記載してはどうかとの意見

があった。 

   

９．患者のチェックリストに関する下敷きについて 

  樋口相談支援部会長から、資料２３に基づき、患者さんとのコミュニケーション促進のため、患者

のチェックリストに関する下敷きを 2,000 部作成し、６５病院及び３クリニックの全ての医師に 1 人

一枚ずつ配付したとの報告があった。 

 

10．都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 情報提供・相談支援部会の設置について 

  樋口相談支援部会長から、資料２４に基づき、全国都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会のな

かに、今年度から、情報提供・相談支援部会が立ち上がり、各都道府県拠点・支援病院の取り組みを

支援することになったとの報告があった。 

 

11．院内がん登録研修会について 

  仲本がん登録部会委員から、資料２５に基づき、平成２４年１１月１０日に開催され、７３名

が受講した、第二回院内がん登録研修会について、報告があった。 

 

12．がん検診啓発ラジオ放送企画の報告について 

  長井普及啓発部会長から、資料２６に基づき、ROK ラジオで平成２４年９月１１日～３０日に

わたって、がん検診啓発コマーシャルを放送し、平成２４年９月２８日にはがん検診啓発特別ラ

ジオ番組を放送したとの報告があった。 

 

13．その他 

  患者会の各委員から、以下のような意見があった。 

・がん難民の現状と今後の支援について、７部会でとりあげてほしいとの意見があった。 

・小児がんについて少しずつ進展が有ることと、今後見据えた評価をしながら改善を続けてほしい

との意見があった。 

・離島のがん患者さんに情報が届いていない。 

 

各部会報告事項 

（１）緩和ケア部会 

笹良緩和ケア部会長から、資料２７に基づき、活動報告があった。 

 



                                

（２）がん登録部会 

仲本がん登録部会委員から、資料２８に基づき、活動報告があった。 

玉城委員から、がん登録様式について、国立がんセンターには、関係団体との連携を十分に図っ

て欲しい旨伝えた欲しいとの意見があった。 

 

（３）研修部会 

宮国研修部会長から、資料２９に基づき、活動報告があった。 

 

（４）相談支援部会 

樋口相談支援部会長から、資料３０に基づき、活動報告があった。 

 

（５）地域ネットワーク部会 

宮里地域ネットワーク部会長から、資料３１に基づき、活動報告があった。 

 

（６）普及啓発部会 

長井普及啓発部会長から、資料３２に基づき、活動報告があった。 

 

 


