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平成２６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２６年５月９日（金）１４：００～１７：２４ 

場  所  管理棟３階 大会議室 

構 成 員  ３５名  出席者２８名 欠席者７名 

 

 １号委員（琉大病院長） 國吉 幸男 

 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 

（県立八重山病院長） 依光 たみ枝  

 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 （代理）加藤 進作 

 ６号委員（沖縄県薬剤師会長） 神村 武之 （欠席） 

 ７号委員（沖縄県看護協会長）  奥平 登美子（代理）與儀 とも子 

 ８号委員（沖縄県政策参与） 玉城 信光 （欠席） 

 ９号委員（沖縄県保健医療部長） 仲本 朝久 （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 

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 （代理）大城 和江 

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 

（県立中部病院乳腺外科部長） 上田 真  （代理）幸地 東 

（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  

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） 松村 敏信 

（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） 田仲 康榮 （欠席） 

（がんの子供を守る会沖縄支部代表） 片倉 政人 

（公益社団法人日本ｵｽﾄﾐｰ協会沖縄支部長） 大城 松健 

（ゆうかぎの会(離島におけるがん患者支援を考える会)会長） 真栄里 隆代 

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 

（沖縄タイムス北部支社編集部長） 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  

１９号委員（琉大病院歯科口腔外科長） 新崎 章  （代理）又吉 亮 

（琉大病院病理部長） 吉見 直己 （代理）齊尾 征直 

（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        安里 邦子 （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）宮里 浩 

      普及啓発部会         長井 裕  （代理）増田 昌人 

      がん政策部会長     埴岡 健一 

 

陪席者   沖縄県保健医療部健康長寿課       友利 邦子 

    沖縄県保健医療部保健医療政策課     兼城 研 

資料２ 
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資料確認  増田委員から資料の確認があった。 

 

感謝状授与 

國吉議長から、平成２６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・報告説明事項 

 

１．平成２６年度第１回沖縄県がん診療連携協議会幹事会議事要旨 

増田委員から資料１の第４回幹事会議事録（平成26年4月7日開催）の確認があった。 

 

２．平成２５年度第４回沖縄県がん診療連携協議会議事要旨 

増田委員から資料２の第３回協議会議事要旨（平成26年2月7日開催）の確認があった。 

 

３．平成２５年度第４回沖縄県がん診療連携協議会議事録 

  増田委員から資料３の第３回協議会議事録（平成26年2月7日開催）の確認があった。 

 

４．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） 

 沖縄県保健医療部長 仲本 朝久（新規） 

 沖縄県立宮古病院外科部長 松村 敏信（新規） 

 がん患者連合会相談役 田仲 康榮（新規） 

 日本オストミー協会沖縄支部長 大城 松健（新規） 

 ゆうかぎの会会長 真栄里 隆代（新規） 

 がんの子どもを守る会沖縄支部代表 片倉 政人（継続） 

 琉大病院病理部長 吉見 直己（新規） 

 

（がん診療連携幹事会） 

 沖縄県立宮古病院外科部長 松村 敏信（新規） 

 沖縄県医療保健医療部保健衛生統括監 國吉 秀樹（新規） 

 

（緩和ケア部会） 

 北部地区医師会病院乳腺外科科長 野村 寛徳（新規） 

 患者関係の立場の者 崎枝 久実（新規） 

 

  （がん政策部会） 

   中部徳洲会病院診療情報管理室 安里 邦子（新規） 

 

  （がん登録部会） 

   沖縄県立中部病院経営課 当間 豊（新規） 

 

  （地域ネットワーク部会） 

   沖縄県立中部病院乳腺外科部長 上田 真（新規） 

   患者関係の立場の者 真鶴 善栄（新規） 

 

  （普及啓発部会） 

   患者関係の立場の者 大湾 盛治（新規） 

 

 

 

５．天野委員からの報告 

  天野委員から、資料５に基づき、報告があった。 
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  主な内容は次のとおりであった。 

(1) 厚生労働省「小児がん拠点病院の指定に関する検討会」について 

(2) 国の小児がん拠点病院とネットワーク 

(3) 小児がん中央機関 

(4) 九州・沖縄地域小児がん医療提供体制（九州大学提出資料） 

(5) 国立育成医療研究センター小児がんセンター 

(6) 国立がん研究センター小児がん情報サービス 

(7) 国立がん研究センター気象がんセンター 

 

このことについて、埴岡委員から、資料１０及び資料３１に基づき、がん対策評価指標セットの指標マッピ

ング（試作版）の紹介と活用方法及び今後の作業について、説明があった。 

 

 

審議事項 

 

１．地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ化について（幹事会） 

  増田委員から、資料６に基づき、地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ化について（幹

事会）について、説明があった。 

 

  このことについて、委員から次のような意見等があった。 

  ・今回の拠点病院の見直しについて、空白の二次医療圏のなくす意味合いがあるということなので、ぜひ

申請をお願いしたいことに加えて、前回の協議会で決定された沖縄県に対する要望書はどうなっている

か。 

  ・第2回がん診療連携協議会において、グループ指定の原案と要望書を審議する予定である。 

  ・薬剤師や看護師の専従・専任という要件があるが、人件費や定数の問題が解決されない限り、申請は難

しいのではないか。 

 

審議の結果、がん診療連携協議会の後に、６つの拠点病院及び支援病院の病院長、那覇市立病院、中部病

院、北部地区医師会、宮古病院、八重山病院の委員、琉大病院の西巻委員、増田委員、國吉病院長の計

１６人で、小委員会を設置し具体的な議論を行うことが承認された。 

 

２．沖縄県のがん対策に対する要望について（がん政策部会） 

  埴岡がん政策部会長から、資料７及び資料１１に基づき、沖縄県のがん対策に対する要望について、地域の

療養情報「おきなわがんサポートハンドブック」予算の維持及び離島への相談支援・情報提供関連予算の確保

について説明があった。 

  また、「おきなわがんサポートハンドブック」について、樋口相談支援部会長から予算の確保が必要な理由

について追加説明があった。 

 

 （地域の療養情報「おきなわがんサポートハンドブック」予算の維持） 

  このことについて、委員から次のような意見等があった。 

  ・沖縄県のサポートハンドブックは全国でも高く評価されており、模範にもなっていると聞く 

が、予算が減額されたのは何故か。 

  ・沖縄県の上の者に報告し、県の財政部門の予算折衝をとおして確保に向けて努力して行きたい 

と考えている。 

  ・サポートハンドブックの情報は、患者にとって大変ありがたいものであるので、ハンドブック 

作成後も、上手く使われるためのフォローの予算等をつけて、活用するようにして欲しい。 

  ・ハンドブックが高い評価を得ているにもかかわらず予算が減額される理由を、医療保健部長に 

本協議会へ参加の上、説明をお願いしたい。 

  ・HPにも既に掲載されているのであれば、冊子体については有償化も検討してはいかがか。 

   

  審議の結果、今後の予算確保と有償化については、相談支援部会で検討することとなった。 

 

 （離島への相談支援・情報提供関連予算の確保） 
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  このことについて、委員から次のような意見等があった。 

・昨年は2ヶ月に１度の割合で、宮古島にマインドケア沖縄さんがいらして、講演会や患者相談会 

を実施し、がん関連の図書コーナーにもがん関連の図書をおいてもらっているが、予算が 

1,000万円から400万円に大幅減額になる理由を教えて欲しい。 

 

審議の結果、がん診療連携協議会名で要望書を作成し、沖縄県へ提出することとなった。 

 

３．平成26年度の協議会と幹事会の開催日時(案)について（幹事会） 

増田委員から、資料８に基づき、平成２６年度幹事会・協議会の開催日時について次のとおり説明があり、

審議の結果、提案のとおり承認された。 

 

 （平成２６年度） 

  ○協議会開催日程 

   第2回開催予定：平成26年 8月 1日（金）午後2時から午後5時 

第3回開催予定：平成26年11月14日（金）午後2時から午後5時 

第4回開催予定：平成27年 2月13日（金）午後2時から午後5時 

 

  ○幹事会開催日程 

第2回開催予定：平成26年 7月 7日（月）午後3時から午後6時 

第3回開催予定：平成26年10月 6日（月）午後3時から午後6時 

第4回開催予定：平成27年 1月19日（月）午後3時から午後6時 

 

報告事項 

 

１．患者家族部会の設置に関する要望書（がん患者関係者部会設置発起人一同）について 

増田委員から、資料９に基づき、患者家族部会の設置に関する要望書（がん患者関係者部会設置発起人一同）

について、平成２６年４月２４日付けで回答を行ったとの報告があった。 

 

２．厚労省がん関連検討会等の報告について 

  増田委員から、資料１０に基づき、第４２回、４３回がん対策推進協議会について、報告があった。 

 

３．昨年度と今年度の沖縄県のがん関連予算について（沖縄県保健医療部）  

  沖縄県保健医療部 保健医療政策課 兼城主査から、資料１１に基づき、昨年度と今年度の沖縄県のがん関連

予算と前年度比４０００万円強の減額の理由について、報告があった。 

 

 このことについて、委員から以下のような意見等があった。 

  ・全国約沖縄を含む３０の県でがん条例が制定されているが、がん条例ができた県の中で唯一 

沖縄県の予算だけが減っているのではないか。 

  ・１１－４がんの医療の質の評価設置事業も０になっているが、これから PDCAサイクル 

を実施し、指標を計測していく必要があるので、組織的な取り組みが必要である。 

  ・沖縄県の予算について議論できる立場の方に本協議会へご参加をお願いしたい。 

 

４．第４回院内がん登録研修会（がん登録部会） 

仲本がん登録副部会長から、資料１２に基づき、第４回院内がん登録研修会について、報告があった。 

 

５．院内がん登録集計報告書について（がん登録部会・沖縄県がん医療の質の向上センター） 

仲本がん登録副部会長から、資料１３に基づき、院内がん登録集計報告書について報告があった。 

 

６．がんサポートハンドブック第４版発行のお知らせ（相談支援部会） 

  樋口相談支援部会長から、資料１４に基づき、がんサポートハンドブック第 4版作成発行のお知らせについ

て報告があった。 

  このことについて、埴岡委員から、全国への波及効果を考慮し、有償化については慎重に検討すべきである

との意見があった。 
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７．平成 25年度第３回、第４回 沖縄県がん相談支援実務者研修会について（相談支援部会） 

樋口相談支援部会長から、資料１５に基づき、平成２５年１２月１１日（木）及び平成２６年３月１４日（金）

に開催された、平成２５年度第３回、第４回 沖縄県がん相談支援実務者研修会について報告があった。 

 

８．おきなわ小児がん相談支援マニュアルについて（相談支援部会） 

樋口相談支援部会長から、資料１６に基づき、おきなわ小児がん相談支援マニュアルについて報告があった。 

 

９．第 2回九州・沖縄ブロック地域相談支援フォーラム in福岡参加報告について（相談支援部会） 

樋口相談支援部会長から、資料１７に基づき、平成２６年２月８日（土）に開催された、第 2回九州・沖縄

ブロック地域相談支援フォーラム in福岡について報告があった。 

 

10．企業向け冊子「事業者と働く人のためのがん治療と仕事その両立支援のポイント」発行について（相談支援

部会） 

樋口相談支援部会長から、資料１８に基づき、企業向け冊子「事業者と働く人のためのがん治療と仕事その

両立支援のポイント」発行について報告があった。 

 

11．第 3回がん健診啓発ポスターコンテスト受賞作品の牛乳パック広告について（普及啓発部会） 

増田委員から、資料１９に基づき、第 3回がん健診啓発ポスターコンテスト受賞作品の牛乳パック広告につ

いて報告があった。 

 

12．ご当地カフェ in 沖縄～がんになったあとの暮らしを学ぶ・語るイベント～の開催について（沖縄県地域統

括相談支援センター） 

増田委員から、資料２０に基づき、平成２６年１月１９日（日）に開催されたご当地カフェ in沖縄～がん

になったあとの暮らしを学ぶ・語るイベント～の開催について報告があった。 

 

13．琉大病院 がんピアサロン開催報告（第 1回から第 6回）（沖縄県地域統括相談支援センター） 

増田委員から、資料２１に基づき、第 1回～第 6回琉大病院がんピアサロンについて、報告があった。 

 

14．がんピアサロン inジュンク堂開催報告について（沖縄県地域統括相談支援センター） 

増田委員から、資料２２に基づき、平成２６年３月７日（金）に開催されたがんピアサロン in ジュンク堂

開催報告について報告があった。 

 

15．平成 25年度沖縄県地域統括相談支援センター がん相談業務（院内におけるピアサポート）報告 

増田委員から、資料２３に基づき、平成２５年度沖縄県地域統括相談支援センターがん相談業務について報

告があった。 

 

16．緩和ケアフォローアップ研修会について（沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター） 

増田委員から、資料２４に基づき、平成２６年３月１６日（日）に開催された、緩和ケアフォローアップ研

修会について報告があった。 

 

17．その他 

  真栄里委員から、沖縄県とホテル旅館業組合の助力により、放射線治療のための離島患者について、宿泊支

援事業が開始されたことについて、謝辞があった。 

 

 

 

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２５に基づき、報告があった。 

 このことについて、真栄里委員から、医師のみでなく看護師も受講するようにして欲しいとの意見があり、

笹良緩和ケア部会長から、現在緩和ケア研修会は医師のみが対象であるが、その他の職種も受講することは可

能である旨の説明があった。 

 

(2) がん政策部会 
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埴岡がん政策部会長から、資料２６に基づき、報告があった。 

 

(3) がん登録部会 

仲本がん登録副部会長から、資料２７に基づき、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２８に基づき、報告があった。 

 

(5) 地域ネットワーク部会 

宮里副部会長から、資料２９に基づき、報告があった。 

 

(6) 普及啓発部会 

増田委員から、資料３０に基づき、報告があった。 

 

 


