
                                

平成２５年度 第２回 沖縄県がん診療連携協議会議事要旨 
 

日  時  平成２５年８月２日（金）１４：００～１７：４８ 

場  所  管理棟３階 大会議室 

構 成 員  ３３名  出席者２３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 

 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（欠席） 

（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 

 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 

 ８号委員（沖縄県政策参与）  

 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  （代理）外間 惟夫 

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 （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  （欠席） 

（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  （欠席） 

１６号委員（北部地区医師会病院看護部長） 柴山 順子 （欠席） 

（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（欠席） 

（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  

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  （欠席） 

（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        平安 政子 （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）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１回協議会議事要旨（平成25年5月10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１回協議会議事録（平成25年5月10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２回幹事会議事録（平成25年7月8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報告があった。 

 
３．埴岡委員からの報告 

  今回、埴岡委員からの報告はなかった。 
 
４．天野委員からの報告 
  天野委員から、資料７に基づき、がん診療提供体制のあり方に関するワーキンググループの報告書

素案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) 地域がん診療連携拠点病院の要件について 
 ・拠点病院については、厚労省で要件の引き上げを検討している。 
(2) 地域がん診療病院の要件について 
 ・未だがん診療連携拠点病院が整備されていない医療園１１３カ所について、新しく拠点病院

に準ずる地域がん診療病院を整備する。 
(3) 特定領域がん診療病院の要件について 
 ・特定領域のがん種について、当該都道府県内の大半を占める診療実績を有している場合、所

属する都道府県が推薦し、指定される。 
・２次医療圏の拠点病院の有無にかかわらず、指定を行う事が出来る。 

 
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．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普及のための方策について（地域ネットワーク部会） 

  増田委員から、がん地域連携クリティカルパスの認知度及び適用数の向上方法について、協議願い

たい旨の提案があった。 

 

  このことについて、委員から次のような意見等があった。 
  ・クリティカルパスの入力作業に手間が掛かることに加え、病診連携が上手くいっていないのでは

ないか。 



                                

  ・当該クリティカルパスについて、直接使用するドクターにアンケートを実施してはいかがか。 
  ・適用数が伸び悩んでいるのは、抗がん剤治療ができる開業医が少ないためではないか。 
  ・麻薬・抗がん剤等の院外処方箋に対応している薬局が少ないことも一因だと考えられる 
  ・クリティカルパスの運用が比較的上手くいっている那覇市立病院では、ドクターエイドがパスの

記入を行い、医師は最終的に発行前に確認を行うという体制となっていることに加え、久高先生

の存在が大きいのではないか。 
  ・地域連携パスがうまくいっている地域では、地域の医師とのネットワーク作りが重要視されてい

る。 
 
２．その他 

  なし 

 

 

報告事項 

 

１．都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会の活動について 

増田委員から、資料９に基づき、平成２５年５月２７日に国立がん研究センターにて開催された第

6回都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会について報告があった。 

 

２．都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 がん登録部会の活動について 

  仲本がん登録部会員から、資料１０に基づき、平成２５年６月２１日に国立がん研究センターにて

開催された都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 平成 25 年度第 1 回がん登録部会について報告

があった。 

 

３．都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 臨床試験部会の活動について 

  増田委員から、資料１１に基づき、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 臨床試験部会の活動

について報告があった。 

 

４．都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 相談支援部会の活動について 

樋口相談支援部会長から、資料１２に基づき、平成２５年５月１３日に国立がん研究センターにて

開催された第 2回都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 情報提供・相談支援部会について報告が

あった。 

 

５．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１３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。 

 

６．前回の協議会の審議事項「沖縄県の今後のがん対策について」に関する県の検討結果について 

 (1)がん対策推進協議会の開催頻度及び日程について 

親富祖主幹から、がん対策推進協議会の開催頻度及び日程について、沖縄県がん対策推進計画検討

会の中で協議会の開催が必要であるといった場合に開催する予定である旨の報告があった。 

 

７．前回の協議会の報告事項「沖縄県がんサポートハンドブック配布の対応の改善について」 

樋口委員から、資料１５に基づき、沖縄県がんサポートハンドブック配布の対応の改善について報

告があった。 

  このことについて、安里委員から、患者会にサポートハンドブックが届いていないので、送付先の

確認と配布をお願いしたいとの意見があった。 

 

８．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」 

 (1)がん登録データの公開に関しての改善について 

  仲本眼政策部会員から、資料１６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、現在

作業中であるとの報告があった。 



                                

 

９．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」 

 (2)緩和ケア研修会についての改善状況について 

  笹良緩和ケア部会長から、資料１７に基づき、緩和ケア研修会についての改善状況について報告が

あった。 

 

10．子宮頸がんワクチンの厚生労働省からの見解について（幹事会） 

  長井普及啓発部会長から、資料１８に基づき、子宮頸癌ワクチンの厚生労働省からの見解について

報告があった。 

 

11．ハートライフ病院主催・緩和ケア研修会開催（緩和ケア部会） 

  笹良緩和ケア部会長から、資料１９に基づき、平成２５年６月１、２日にハートライフ病院に

おいて開催されたハートライフ病院主催・緩和ケア研修会について報告があった。 

 

12．沖縄県除痛率改善研修会について（緩和ケア部会） 

  笹良緩和ケア部会長から、資料２０に基づき、平成２５年６月２９日に琉球大学医学部臨床講

義棟２階において開催された、沖縄県除痛率改善研修会について報告があった。 

 

13．平成 25 年度第 1回院内がん登録研修会について（がん登録部会） 

  仲本がん登録部会員から、資料２１に基づき、平成２５年６月２９日に琉球大学医学部基礎講

義棟１０４において開催された、平成２５年度第 1回院内がん登録研修会について報告があった。 

 

14．化学療法の副作用対策に関する研修会（研修部会） 

  宮国研修部会長から、資料２２に基づき、平成２５年６月６日に沖縄県医師会館において開催

された、化学療法の副作用対策に関する研修会について報告があった。 

 

15．5.11 がんサポートハンドブック記者会見（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５月１１日に琉球新報天久本社にお

いて行われた、がんサポートハンドブック記者会見について報告があった。 

 

16．5.11 メディアセミナー＆ドクターin 沖縄（普及啓発部会） 

  長井普及啓発部会長から、資料２４に基づき、平成２５年５月１１日に琉球新報天久本社にお

いて開催された、第３回メディアセミナー＆ドクターin 沖縄について報告があった。 

 

17．6.5 島尻地区 PTA 連合会研修会（普及啓発部会） 

  長井普及啓発部会長から、資料２５に基づき、平成２５年６月５日に南部総合福祉センターに

おいて開催された、平成２５年度第１回島尻地区 PTA 連合会研修会について報告があった。 

 

18．第 3回がん健診啓発ポスターコンテストの開催（普及啓発部会） 

  長井普及啓発部会長から、資料２６に基づき、平成２５年９月２日（月）～２７日（金）にか

けて、第３回がん健診啓発ポスターコンテストを行う計画であるとの報告があった。 

 

19．7.4 養護教諭 5年経験者研修（普及啓発部会） 

  長井普及啓発部会長から、資料２７に基づき、平成２５年７月４日に県立総合教育センターに

おいて開催された、平成２５年度養護教諭５年経験者研修について報告があった。 

 

20．厚生労働省健康局がん対策・健康増進課「がん健診提供体制のあり方に関する WG」での沖縄県での

取り組みの紹介について 

  増田委員から、資料２８に基づき、平成２５年６月２０日に厚生労働省において開催された、

第３回がん診療提供体制のあり方に関するワーキンググループの開催について、好事例として沖

縄県の協議会 HP とがんサポートハンドブックがあがっていたとの報告があった。 

 



                                

21．第 1回小児がん経験者による交流会（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５月１２日に浦添市てだこホールで開催された、

第１回小児がん経験者による交流会について報告があった。 

 

22．第 3回がんピアサロン（沖縄県地域統括相談支援センター） 

  増田委員から、資料３０に基づき、平成２５年５月２０日～２４日にかけて沖縄県庁１階県民

ホールにおいて実施された、第３回がんピアサロンについて報告があった。 

 

23．がん患者連合会の活動報告について 

  安里委員から、資料３１に基づき、沖縄県がん患者会連合会事業実績について報告があった。 

  このことについて、新垣委員から、がん患者会連合会と情報共有や連携を検討したいとの意見

があった。 

 

24．がんの子どもを守る会の活動報告について 

  片倉委員から、資料３２に基づき、がんの子どもを守る会の活動報告があった。 

 

25．その他 

  なし 

 

各部会報告事項 

時間の都合上紙面報告となった。 

 


