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平成２５年度 第３回 沖縄県がん診療連携協議会議事要旨 
 

日  時  平成２５年１１月１５日（金）１４：００～１７：２０ 

場  所  管理棟３階 大会議室 

構 成 員  ３４名  出席者２４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） 松本 廣嗣 

（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） 依光 たみ枝 （代理）上盛 厚子 

 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 （欠席） 

 ６号委員（沖縄県薬剤師会長） 神村 武之 （代理）田場 英治 

 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）石郷岡 美穂 

１２号委員（琉大薬剤部長） 宇野 司  （代理）難波 有智 

１３号委員（琉大看護部長） 下地 孝子 

１４号委員（琉大事務部長） 深澤 博昭 

１５号委員（県立中部病院血液・腫瘍内科部長） 玉城 和光 （欠席） 

（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 

（那覇市立病院外科部長） 宮里 浩  （欠席） 

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） 奥濱 幸博 （欠席） 

（県立八重山病院副看護部長） 上盛 厚子 

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 

（一般社団法人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾈｸｻｽ理事長） 天野 慎介  

１９号委員（琉大病院歯科口腔外科長） 新崎 章 

（琉大病院病理部長） 加藤 誠也 

（琉大病院第一外科長） 西巻 正  （議長代理） 

（琉大病院骨髄移植センター長） 百名 伸之 （欠席） 

 

有 識 者（国立病院機構沖縄病院長）        石川 清司 

 

部会説明者 緩和ケア部会長 笹良 剛史 

      がん登録部会長        平安 政子 （代理）仲本 奈々 

      研修部会長          宮国 孝男 （代理）増田 昌人 

      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）増田 昌人 

      普及啓発部会         長井 裕 

      がん政策部会長     天野 慎介 

 
陪席者 沖縄県福祉保健部医務課医療対策班長 宮里 治 

沖縄県福祉保健部医務課医療対策班主幹 親富祖 ちか 

 資料４ 
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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３回幹事会議事録（平成25年10月18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２回協議会議事要旨（平成25年8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３の第２回協議会議事録（平成25年8月2日開催）の 

確認があった。 
 
 
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、幹事会及び７つの部会委員の変更について報告が

あった。 

  ・がん診療連携協議会 玉城 信光（再任） 

・緩 和 ケ ア 部 会 笠原 大吾（新規） 

  ・研 修 部 会 中真 良重（新規） 

 
２．平成２５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２５年度幹事会・協議会の開催日時について次のとおり報告

があった。 

 

 （平成２５年度） 
  ○協議会開催日程 
   第4回開催予定：平成26年 2月 7日（金）午後2時から午後5時 
 
  ○幹事会開催日程 

第4回開催予定：平成26年 1月20日（月）午後3時から午後6時 
 
３．埴岡委員からの報告 

  埴岡委員から、資料６に基づき、都道府県がん対策カルテ（沖縄県）について報告があった。 
  主な内容は次のとおりであった。 
   (1) 死亡率（2011年) 
   (2) がん健診受診率、喫煙率（2010年） 
   (3) がんの医療資源（2013年8月） 
   (4) 都道府県庁におけるがん対策の体制についての情報（2013年7月） 
 

このことについて、委員から種々の意見があり、地域ネットワーク部会の大腸がんのWGにおいて、

沖縄県における死亡率が高い大腸がんや子宮がんについて、健診関係者等の参加のもと、次回までに

可能な限り要因を検討し、結果を次回の協議会へ報告し、議論することとなった。 
 
４．天野委員からの報告 
  天野委員から、資料７に基づき、報告があった。 
  主な内容は次のとおりであった。 

(1) 厚生労働省「がん対策推進基本計画」（平成25年度策定） 
(2) 文部科学省「がんの教育総合支援事業」（平成26年度概算要求） 
(3) 都道府県でのがん教育の例①（京都府） 
(4) 都道府県でのがん教育の例②（香川県） 
(5) 都道府県でのがん教育の例③（山口県） 
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(6) 都道府県でのがん教育の例④（鹿児島県） 
(7) 都道府県でのがん教育の例⑤（千葉県） 

   (8) 厚生労働省がん総合相談研修プログラム策定事業 
   (9) がんサロンネットワーク熊本 
   (10) がんピアサポーター養成セミナー（熊本県健康福祉部主催） 
   (11) 熊本県「私のカルテ」（熊本県がん診療連携パス） 
   (12) 千葉県がんセンター「心と体総合支援センター」 
   (13) 「がんピアサポーター養成研修」「ピアサポーターズサロンちば」 
   (14) 京都府がん総合相談支援センター 
   (15) 富山県がん総合相談支援センター 
 
５．儀間委員からの報告 

  今回、儀間委員からの報告はなかった。 
 
 
審議事項 

 

１．がん医療に携わる認定看護師の養成に関する要望書(研修部会) 

  下地委員から、資料８に基づき、がん医療に携わる認定看護師の養成に関する要望書について、説

明・提案があり、審議の結果、提案のとおり了承され、沖縄県知事へ要望することとなった。 
 
２．呼吸器系外科医の育成について(沖縄県がん診療連携協議会幹事会) 

  増田委員から、資料９に基づき、呼吸器系外科医の育成について、説明・提案があった。 
 
  次に、石川 清司 国立病院機構沖縄病院長から、次のような意見等があった。 
  ・沖縄県内の呼吸器外科医数は、人事異動等により各病院いつ０になってもおかしくない状況では

あるが、なんとか関連施設に１名の配置を行っている。 
  ・呼吸器外科医の不足の要因は、医師数の不足というよりも、若手医師のライフスタイルの変化、

外科離れによるものであり、初期臨床研修制度の開始によって、更に拍車が掛かっているのでは

ないか。 
  ・大学の医局による、医師の配置換え機能が失われたことも問題ではないか。 
  ・呼吸器外科医の育成には、大学が臨床研究の中核施設として役割を果たす必要がある。 
  ・がんの診療病院では、診断技術の均霑化、治療の技術の拠点化、施設間の機能分担を進める必要

があるのではないか。 
 
  このことについて、委員から次のような意見等があった。 
  ・医療従事者の育成に関しては、地域で必要とする医療者数と実際数のミスマッチがどれだけある

のかということを把握し、現状だけではなくて１０年，２０年後どのようにするか、検討するこ

とが必要ではないか。 
  ・困難な仕事に見合うだけの報酬を用意しない限り、問題の解消は難しいのではないか。 
  ・新潟県では、基幹病院と小さな病院をまとめてセンター化を行い、呼吸器外科医がチームで働け

るような体制を整備しつつあると聞いている。 
  ・自宅からの距離は若干遠くなるものの、沖縄でもセンター化を行っていく時代になっているので

はないか。 
 
  審議の結果、委員からの意見等を参考に、WGにおいて検討し、結果を次回の協議会へ報告するこ 
ととなった。 

 
３．その他 

  なし 
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報告事項 

 

１．前回の協議会の審議事項「各部会事業の５年間の実績および今後の目標について」がん地域連携ク

リティカルパスの普及のための方策についての改善状況（地域ネットワーク部会） 

増田委員から、資料１０に基づき、がん地域連携クリティカルパスの普及のための方策に付いての

改善状況について、報告があった。 

田場委員から、資料１０－４の意見３について、薬局数５３０のうち麻薬の取扱薬局数は１１１件、

約２１％であるので、今後は病院薬剤師会及び薬剤師会で勉強会を行い、取扱薬局数を増やすように

したいとの意見があった。 

 

２．前々回の協議会の審議事項「各部会事業の５年間の実績および今後の目標について」がん登録デー

タの公開に関しての改善について 

  仲本がん登録部会員から、資料１１及び別添配付資料に基づき、がん登録データの公開に関しての

改善について報告があった。 

 

３．前回の協議会委員からの提案事項「各部会へ患者関係者に入って頂くことについて」 

  増田委員から、資料１２に基づき、「各部会へ患者関係者に入って頂くことについて」、各部会で検

討した結果、各部会において再度患者関係者に委員として入っていただくこととなったとの報告があ

った。 

 

４．第３９回・第４０回厚生労働省がん対策推進協議会について 

増田委員から、資料１３に基づき、第 39 回・第 40 回厚生労働省がん対策推進協議会について報告

があった。 

 

５．厚生労働省がん対策関連の検討会と検討の概要及び報告書について 

増田委員から、資料１４に基づき、厚生労働省がん対策関連の検討会と検討の概要及び報告書につ

いて報告があった。 

 

６．都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 緩和ケア部会の設置について 

増田委員から、資料１５に基づき、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 緩和ケア部会の設置

について報告があった。 

 

７．今年度の沖縄県のがん関連予算について 

  親富祖主幹から、資料１６に基づき、今年度の沖縄県のがん関連予算について報告があった。 

 

  天野委員から、地域統括相談支援センター事業について、引き続き予算の確保をお願いしたい旨と、

支援病院の補助金等基金として予算措置を行っているものについて、いつまで措置されるかとの質問

があった。 

このことについて、宮里班長及び親富祖主幹から、基金は今年度までであるが、来年度以降も予算

要求し、確保に努力したいとの回答があった。 

 

  安里委員から、がん患者相談支援モデル事業の委託先の基準の有無及び前年度受託した機関からの

報告の公開の有無について質問があった。 

  このことについて、親富祖主幹から、委託先については、審査の上判断していること及び受託した

機関からの報告の公開については、沖縄県の HP において公開している旨の回答があった。 

 

８．第 2回沖縄県緩和ケア研修会の開催について（緩和ケア部会） 

  笹良緩和ケア部会長から、資料１７に基づき、第 2 回沖縄県緩和ケア研修会の開催について報告が

あった。 
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９．除痛率調査の進捗状況について（緩和ケア部会） 

  笹良緩和ケア部会長から、資料１８に基づき、除痛率調査の進捗状況ついて報告があった。 

 

10．第 14 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（がん政策部会） 

  天野がん政策部会長から、資料１９に基づき、平成２５年８月３日（土）に浦添市てだこホールに

おいて開催された、第 14 回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。 

 

11．平成 25 年度第 2回がん登録研修会について（がん登録部会） 

  仲本部会委員から、資料２０に基づき、平成２５年８月１０日に琉球大学医学部臨床講義等２

階大会議室において開催された、平成 25 年度第 2回がん登録研修会について報告があった。 

 

12．大腸がんに関する早期診断のための研修会について（研修部会） 

  増田委員から、資料２１に基づき、平成２５年９月１２日に沖縄県医師会館において開催され

た、大腸がんに関する早期診断のための研修会について報告があった。 

 

13．放射線治療と副作用研修会の開催について（研修部会） 

  増田委員から、資料２２に基づき、平成２５年７月２５日に中部病院において開催された、放

射線治療と副作用研修会の開催について報告があった。 

 

14．相談員指導者フォローアップ研修会(9/6,7)の報告について（今後の相談員研修のあり方について）

（相談支援部会） 

  樋口相談支援部会長から、資料２３に基づき、平成２５年９月６日、7 日に国立がん研究セン

ター築地キャンパスにおいて開催された、相談員指導者フォローアップ研修会について報告があっ

た。 

 

15．9/5 中部病院がん相談員実務者研修について（相談支援部会） 

  樋口相談支援部会長から、資料２４に基づき、平成２５年９月５日に沖縄県立中部病院におい

て行われた、中部病院がん相談員実務者研修について報告があった。 

 

16．がんサポートハンドブック第 4 版の作成と進捗状況について（相談支援部会） 

  樋口相談支援部会長から、資料２５に基づき、がんサポートハンドブック第 4 版の作成と進捗状

況について報告があった。 

 

17．9 月がん啓発ラジオ放送企画の報告について（普及啓発部会） 

  長井普及啓発部会長から、資料２６に基づき、9月がん啓発ラジオ放送企画について報告があっ

た。 

 

18．第 2回・第 3回小児がん経験者による交流会について（沖縄県地域統括相談支援センター） 

  増田委員から、資料２７に基づき、平成２５年７月２１日及び平成２５年９月２２日に沖縄県

医師会館において開催された、第 2回・第 3回小児がん経験者による交流会について報告があった。 

 

19．がんピアサポートフォローアップ研修会について（沖縄県地域統括相談支援センター） 

  増田委員から、資料２８に基づき、平成２５年９月１日に沖縄県医師会館において開催された、

がんピアサポートフォローアップ研修会について報告があった。 

 

20．がんピアサポート研修会について（沖縄県地域統括相談支援センター） 

  増田委員から、資料２９に基づき、平成２５年１０月１３日、１４日に沖縄県医師会館におい

て開催された、がんピアサポート研修会について報告があった。 

 

21．在宅医療のための研修会について（がんセンター） 

  増田委員から、資料３０に基づき、平成２５年７月１８日、２１日に豊見城中央病院及び沖縄

県医師会館において開催された、在宅医療のための研修会について報告があった。 
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22．がん対策に関連した学会報告について（７部会合同） 

  増田委員から、資料３１に基づき、がん対策に関連した学会報告について報告があった。 

 

23．その他 

  村山議長から、ポスターコンテストを行いたいので、後方に掲示されているポスターから３点

を選んで投票して欲しいとの依頼があった。 

 

 

各部会報告事項 

時間の都合上紙面報告となった。 

 


