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平成２５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２６年２月７日（金）１４：００～１７：２４ 

場  所  管理棟３階 大会議室 

構 成 員  ３４名  出席者２６名 欠席者８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 （欠席） 

（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 （代理）上原 貞良 

 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（欠席） 

 ８号委員（沖縄県政策参与） 玉城 信光  

 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）鈴木 毅 

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）城間 弘充 

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）前泊 朋子 

（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 

（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 

（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） 

 

有 識 者（国立病院機構沖縄病院呼吸器外科医長） 川畑 勉 

     （沖縄県福祉保健部健康増進課長）      糸数 公 

 

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 

      相談支援部会副部会長        樋口 美智子（代理）望月 祥子 

      地域ネットワーク部会     佐村 博範 

      普及啓発部会         長井 裕 

      がん政策部会長     天野 慎介 

 
陪席者 なし 

 資料２ 
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感謝状授与 
國吉議長から、株式会社宮平乳業 代表取締役 宮平隆雄氏に対して、感謝状の授与があった。 

 
がん健診啓発ポスターコンテスト表彰式 
 國吉議長から、がん健診啓発ポスターコンテストについて、次のとおり表彰状の授与があった。 
  最 優 秀 賞 沖縄県立北中城高等学校 國場 梨奈 
  優 秀 賞 浦添市立牧港中学校 又吉 志音 
  アイディア賞 沖縄県立北中城高等学校 幸喜 舜 
 
資料確認  増田委員から資料の確認があった。 
 
議事・報告説明事項 
 
１．平成２５年度第４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３の第４回幹事会議事録（平成26年1月20日開催）の確認があった。 
 

２．平成２５年度第３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４の第３回協議会議事要旨（平成25年11月15日開催）の確認があった。 
 

３．平成２５年度第３回沖縄県がん診療連携協議会議事録 

  増田委員から資料５の第３回協議会議事録（平成25年11月15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６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 國吉 幸男（新規） 

・緩 和 ケ ア 部 会 橋爪 佳代（新規） 

 
５．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) 医療上の必要性の高い抗がん剤を用いる先進医療の外部機関による技術的評価の実施体制等 
(2) 先進医療制度の運用の見直しの具体的方法について（案） 
(3) 先進医療の申請から保険適用までの流れについて 
(4) 先進医療制度の運用の見直しについて（案） 
(5) 医療上の必要性の高い抗がん剤を用いる先進医療の外部評価の対象について 
(6) 先進医療の外部評価の対象となる「医療上の必要性が高い抗がん剤」について 

 
 
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８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。 

  ・宮古病院の場合、隣接する南部医療圏の那覇市立病院と連携するということになると思うが、そ

うなった場合、紹介先の限定されてしまうのか。 

  ・毎年５月に開催される都道府県がん診療連携協議会における厚労省からの説明によると、系列化

や連携先にしか紹介できないということはないという説明だった。 

  ・医師、看護師、薬剤師等の専任、専従要件を満たすには、人員定数や予算配分が問題になるので、

沖縄県としてどう対応していくのかが問題ではないか。 

  ・連携する病院の情報が、患者会や患者本人にも広く周知されるようにしてほしい。 
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  ・本協議会から、地域がん診療病院の申請にあたって必要な人的配置等について、沖縄県に対して

要望書を提出してはいかがか。 

  ・宮古病院や八重山病院がグループ化を考えるとき、那覇市立病院と連携するとなると、人事交流

で難しい部分が出てくると考えられるので、中部病院ともグループ化するという形も考えられる

のではないか。 

  ・昨年度策定した沖縄県の保健医療計画に、特定のがんを専門としている病院についても記載がな

されているので、これも活用して、グループ連携を考えていく必要があるのではないか。 

 

審議の結果、県立病院が地域がん診療病院に申請するための人員定数や予算について、本協議会か

ら沖縄県知事へ要望書を提出することとなった。 
 
２．呼吸器系外科医の育成について(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、第3回の協議会で上がった意見等

を地域ネットワーク部会の肺がんWGで検討した結果の説明があった。 
 
  このことについて、委員から次のような意見等があった。 
  ・役割分担や機能分化を考えるうえで、沖縄県で年間に何例の手術が行われているのか。 
  ・県内全体では２５０～３００例になると予想される。 
  ・症例数だけから考えると３～５施設でカバーできる。 
  ・今度、９００億円が基金として各都道府県に配分されるので、その基金を使って、医療体制の見

直しを行ってはいかがか。 
  ・現在のような肺がんだけの専門ではなく、肺がんと肝臓がんの専門というように、医師の多機能

化ができるような育成を行う必要があるのではないか。 
  ・沖縄県の地域枠医師や、その他沖縄県の修学資金を受給している学生のキャリアパスについて、

沖縄県全体の地域医療支援センターで策定していきたい。 
 
  審議の結果、医育機関である琉球大学を含めて、引き続き議論していくこととなった。 
 
３．大腸がんの死亡率の高い原因対策について（協議会） 

増田委員から、資料１０に基づき、大腸がんの死亡率の高い原因対策について協議したい旨の説明・

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。 
  ・大腸がんの検診率に関しては、全国が18.0％に対して沖縄県が11.6％となっており、全国の2/3

しかないという状況。この傾向は平成22年も21年も続いている。 
  ・人間ドックや会社の健診と市町村が行う健診等を全てまとめたデータが必要ではないか。 
  ・健診も重要であるが、地域毎に患者が病院に行きやすい状況が必要なのではないか。 
  ・側に病院がないから放っておくというような沖縄県民の意識も変えていないといけない。 
 
４．子宮がんの死亡率の高い原因対策について（協議会） 

増田委員から、資料１１に基づき、子宮がんの死亡率の高い原因対策について協議したい旨の説明・

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。 
・子宮がんの検診率に関しては、全国が23.9％に対して沖縄県が22.6％となっている。 

  ・沖縄県の生存率については、沖縄県の衛生環境研究所のウェブサイトで、平成５年の全がん種別

にデータが公開されているので、毎年このようなデータが取れれば、大阪府にも近づくことが出

来るのではないか。 
 
５．緩和ケア部会「平成26年度事業計画と予算の骨子案」について 

  笹良緩和ケア部会長から、資料１２に基づき、緩和ケア部会「平成26年度事業計画と予算の骨子案」

について、説明・提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。 
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６．がん政策部会「平成26年度事業計画と予算の骨子案」について 

  天野がん政策部会長から、資料１３に基づき、がん政策部会「平成26年度事業計画と予算の骨子案」

について、説明・提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。 
 
７．がん登録部会「平成26年度事業計画と予算の骨子案」について 

  仲本がん登録部会副部会長から、資料１４に基づき、がん登録部会「平成26年度事業計画と予算の

骨子案」について、説明・提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。 
 
８．研修部会「平成26年度事業計画と予算の骨子案」について 

  宮国研修部会長から、資料１５に基づき、研修部会「平成26年度事業計画と予算の骨子案」につい

て、説明・提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。 
 
９．相談支援部会「平成26年度事業計画と予算の骨子案」について 

  望月相談支援部会副部会長から、資料１６に基づき、相談支援部会「平成26年度事業計画と予算の

骨子案」について、説明・提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。 
 
10．地域ネットワーク部会「平成26年度事業計画と予算の骨子案」について 

  佐村地域ネットワーク部会長から、資料１７に基づき、地域ネットワーク部会「平成26年度事業計

画と予算の骨子案」について、説明・提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。 
 
11．普及啓発部会「平成26年度事業計画と予算の骨子案」について 

  長井普及啓発部会長から、資料１８に基づき、普及啓発部会「平成26年度事業計画と予算の骨子案」

について、説明・提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。 
 
12．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１９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２６年度） 
  ○協議会開催日程 
   第1回開催予定：平成26年 5月 9日（金）午後2時から午後5時 

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 7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1回開催予定：平成26年 4月 7日（月）午後3時から午後6時 
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 

 
13．その他 

  増田委員から、福祉保健部に対する予算が１億７０００万円純増したことを新聞紙上で知ったが、

このうちのいくらかをデータをコントロールするための予算として使えないかとの意見があった。 

 糸数科長から、予算積算の段階で細かい使い道のチェックをされているので、予算配分後に使い道

を変更するのは難しいが、沖縄県でも議論をして、継続的に予算を取っていく努力は行いたいとの回

答があった。 

 

  片倉委員から、患者家族が参加出来るような部会の設置の要望があり、協議会へ文書を送付し、検

討することとなった。 
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報告事項 

 

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） 

増田委員から、資料２０に基づき、がん医療に携わる認定看護師の要請に関する要望書にかかるニ

ーズ調査の進捗状況について、報告があった。 

 

２．今年度と次年度の沖縄県のがん関連予算について（沖縄県福祉保健部） 

  増田委員から、資料２１に基づき、次年度の沖縄県のがん関連予算について、平成２６年度第 1 回

の協議会において報告する予定であるとの報告があった。 

 

３．３拠点病院および３支援病院の強化事業費について（幹事会）  

  増田委員から、資料２２に基づき、３拠点病院および３支援病院の強化事業費について、報告があ

った。 

 

４．厚労省がん関連検討会等の報告について（40 回、41 回）（幹事会） 

増田委員から、資料２３に基づき、第 40 回、41 回 厚労省がん関連検討会等の報告について、報告

があった。 

 

５．第 15 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２４に基づき、平成２５年１１月１６日（土）に浦添市てだこホー

ルにおいて開催された、第 15 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。 

 

６．がんサポートハンドブック第４版の作成についての進捗報告（相談支援部会） 

  望月相談支援部会副部会長から、資料２５に基づき、がんサポートハンドブック第 4版作成の進

捗状況について報告があった。 

 

７．かかりつけ医とがん専門医の２人の主治医を持ちましょう～新しいがん医療のかたち～講演会（地

域ネットワーク部会） 

佐村地域ネットワーク部会長から、資料２６に基づき、平成２６年１月１１日（土）に沖縄県薬

剤師会館において開催された、７．かかりつけ医とがん専門医の２人の主治医を持ちましょう～新し

いがん医療のかたち～講演会について報告があった。 

 

８．琉大病院がんピアサロン（沖縄県地域統括支援センター） 

９．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～（沖縄県地域統括支援セ

ンター） 

  増田委員から、資料２７，２８に基づき、琉大病院がんピアサロン及びご当地カフェ in 沖縄～がん

になったあとの暮らしを学ぶ・語るイベント～について報告があった。 

 

10．その他 

  なし 

 

 

各部会報告事項 

 (1) 緩和ケア部会 

  増田委員から、資料２９に基づき、報告があった。 

 

(2) がん政策部会 

天野がん政策部会長から、資料３０に基づき、報告があった。 

 

(3) がん登録部会 

仲本がん登録部会副部会長から、資料３１に基づき、報告があった。 
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(4) 研修部会 

宮国研修部会長から、資料３２に基づき、報告があった。 

 

(5) 相談支援部会 

望月相談支援部会副部会長から、資料３３に基づき、報告があった。 

 

(6) 地域ネットワーク部会 

佐村地域ネットワーク部会長から、資料３４に基づき、報告があった。 

 

(7) 普及啓発部会 

長井普及啓発部会長から、資料３５に基づき、報告があった。 


