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平成２６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２６年８月１日（金）１４：０５～１７：１５ 

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） 國吉 幸男 

 ２号委員（県立中部病院長） 松本 廣嗣 （欠席） 

（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（代理）宮城 雅也 

（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  

 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（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 （代理）国吉 秀樹 

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（琉大薬剤部長事務取扱（併）） 國吉 幸男 （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 

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）徳森 朝子 

（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 （欠席） 

（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 （欠席） 

１７号委員（沖縄県がん患者会連合会） 田仲 康榮  

（がんの子供を守る会沖縄支部代表） 片倉 政人 （欠席） 

（公益社団法人日本ｵｽﾄﾐｰ協会沖縄支部長） 大城 松健 （欠席） 

（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（欠席） 

１８号委員（東京大学公共政策大学院医療政策教育・研究ユニット特任教授） 埴岡 健一 

（沖縄タイムス社会部北部報道部長） 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） 吉見 直己 （代理）齊尾 征直 

（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  

 

 

 

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          喜舎場 朝雄（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長     佐村 博範 （代理）宮里 浩 

      普及啓発部会長         長井 裕   

      がん政策部会長     埴岡 健一 

 
陪席者   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（１０号委員）から，資料の確認があった。 
 
 
議事・報告説明事項 

 
１．平成２６年度第２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２回幹事会議事要旨（平成26年7月7日開催）の確認があった。 
 

２．平成２６年度第１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１回協議会議事要旨（平成26年5月9日開催）の確認があった。 
 

３．平成２６年度第１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１回協議会議事録（平成26年5月9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，部会委員の変更について，報告があった。 

   
（相談支援部会） 

・社会医療法人友愛会 ケアプランセンター 介護支援専門員 / 高良 清健（新規） 

・沖縄県立宮古病院 地域連携室室長 / 古堅 敦子（新規） 

・沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児担当医療ソーシャルワーカー / 

 石嶺 彩香（新規） 

・患者関係の立場の者 副会長 / 當銘 由則（新規） 

 

（地域ネットワーク部会） 

・那覇市立病院 看護師 / 高江洲 和代（新規） 

・那覇市立病院 医療ソーシャルワーカー / 高江洲 アヤ子（新規） 

・沖縄県立中部病院 看護師 / 翁長 悦子（新規） 

・琉球大学医学部附属病院 看護師 / 宮城 みづえ（新規） 

 

（普及啓発部会） 

・沖縄県教育長保健体育課 課長 / 座安 純一（新規） 

 

５．埴岡委員からの報告 

 今回，埴岡委員（１８号委員）からの報告はなかった。 
   
６．天野委員からの報告 

 天野委員（１８号委員）から，資料６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第６回小児がん拠点病院の指定に関する検討会の議事 
 ②第１回がん登録部会の議事 
 
 
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指定について 

 増田委員から，資料７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 
指定について，説明があった。 
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（案） 

 

Ａ 北部地区医師会病院と那覇市立病院   

Ｂ 県立宮古病院と県立中部病院      ※ お互いの病院の立場を尊重して，協力

Ｃ 県立八重山病院と県立中部病院      を行っていく。 

 

 

  このことについて，齊尾委員（１９号委員代理）から，都道府県がん診療連携拠点病院

も連携する旨明記した方がいいのではないか，との意見が出された。 

増田委員から，グループ指定は，他病院との連携の否定や系列化を意味するものではな

く，病院間の連携はこれまでどおり行われるとの説明があった。 

  審議の結果，提案のとおり了承された。 

 

２．新指針による拠点病院の指定の見直しについて 

 増田委員から，資料８に基づき，新指針によるがん診療連携拠点病院等の指定の見直しに

ついて，説明があった。 

増田委員から，現在，琉大病院では，都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件の一

つである緩和ケアセンターの設置に取り組んでいるとの状況説明があった。 

また，宮里委員（１５号委員）は那覇市立病院について，玉城委員（１５号委員）は中部

病院について，概ね指定要件は満たしているとの現状報告があった。 

 増田委員から，がん診療連携拠点病院等の新規指定の経過措置について，人的要件のみ１

年間猶予があることの説明があった。 

依光委員（３号委員）から，人的要件の確保に関連して，がん相談支援センター相談員研

修会が受講難である現状について，意見が出された。 

審議の結果，がん診療連携協議会長名で，研修回数の増加や受講者人数の増員について要

望書を作成し，国立がん研究センターに提出することとなった。 

 また，今回の新指針で望ましいという文言は，その後，必須要件となる傾向が見受けられ

るので，整備を順次進めていくことを共通認識とした。 

 

３．７つの専門部会の見直しについて 

埴岡委員から，資料９に基づき，７つの専門部会の所掌，枠組み，再編成についての説明

があった。 

各部会から現状報告や今後の課題について意見が出され，審議の結果，見直しを検討するこ

ととなった。 

 
４．協議会および幹事会の規約の改定について 

増田委員から，資料１０に基づき説明があり，審議の結果，提案のとおり承認された。協

議会要項の改正点は，次のとおりであった。 
 

（改正理由） 
平成２６年１月１０日付け厚生労働省健発０１１０第７号で通知のあったがん診療連携

拠点病院等の整備に関する指針に基づき所要の改正を行う。また，事務組織の改組に伴う

名称等を変更する。 

 

（改正点） 
①第１条：がん診療連携拠点病院等の整備に関する新指針の通知文に合わせて，文書番号

及び日付を変更する。 

②第２条及び第９条：県や琉球大学の事務組織の改組に伴い名称を変更する。 

③第３条：がん診療連携拠点病院等の整備に関する新指針で示された協議会 

の事項に基づき，既存の事項を改める。 

④附則の記載方法についての訂正。 
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５．平成２６年度の幹事会・協議会の開催日時について 

増田委員から，資料１１に基づき，平成２６年度幹事会・協議会の開催日時について，

次のとおり報告があった。 

 

 （平成２６年度） 
  ○協議会開催日程 
   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 

 
６．その他（２件） 

 ①埴岡委員から，資料２８及び資料１９－４３に基づき，がん診療連携協議会の審議事項の

年間サイクルについての説明があり，審議の結果，提案のとおり承認された。 

 

 ②宮里委員から，当日資料に基づき，がんリハビリテーション研修会の沖縄県開催について，

説明があった。 

審議の結果，那覇市立病院（ライフプランニングセンターが実施する企画者研修修了者在）

が中心となって立案し，研修部会を通じて，協議会で引き続き協議していくこととなった。 

 

 

部会報告事項 

 

１．緩和ケア部会報告 

笹良緩和ケア部会長から，資料１２に基づき，報告があった。 

 依光委員から，宮古・八重山での緩和ケア研修会の開催予定はないかとの質問があった。

笹良緩和ケア部会長から，来年度以降の開催を検討して行きたいとの説明があった。 

  

２．がん登録部会報告 

仲本がん登録副部会長から，資料１３に基づき，報告があった。 

 

３．研修部会報告  

増田委員から，資料１４に基づき，報告があった。 

 

４．相談支援部会報告  

樋口相談支援部会長から，資料１５に基づき，報告があった。 
また，樋口相談支援部会長から，がん相談支援センター相談支援員について，研修会の回数

増加や受講者を増やすことのみならず，研修修了者の労働環境整備も必要であるとの意見がだ

された。 

石郷岡相談支援副部会長から『おきなわ小児がん相談マニュアル 第1版』 の作成について，

報告があった。 

          

５．地域ネットワーク部会報告 

宮里地域ネットワーク副部会長から，資料１６に基づき，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１７に基づき，報告があった。   
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７．がん政策部会報告 

埴岡がん政策部会長から，昨日がん政策部会を開催したため，口頭で審議事項の報告があ

った。主な内容は次のとおりであった。 
 
①がん政策部会の年間カレンダー 
②沖縄県がん診療連携協議会の年間サイクル 
③７つの専門部会の所掌，枠組み，再編成 
④沖縄県がん計画のロジックモデル化，指標マップ化  
⑤沖縄県がん計画の中間評価のための指標の作成 

 
８．その他（４件） 

①田仲委員（１７号委員）から，県のがん推進条例に基づき，がん患者ゆんたく会の会場

費補助を検討してほしいとの要望があった。 
国吉委員（９号委員代理）は，これから県として要望に基づいてヒヤリングを行い，検

討していきたいと応じた。 
 
②宮城委員（３号委員代理）から，離島の委員が参加しやすいよう，ネット会議を整備し

てほしいとの要望があった。 
増田委員から，宮古病院や八重山病院所属の部会委員は，原則，スカイプ参加であると

の説明があった。 
協議の結果，今後，台風等の緊急時はスカイプ等で参加できるように，今回の台風対応

時と同様，協議会においても引き続き整備を進めていくことで，了承された。 
 

③田場委員（６号委員代理）から，資料１４に基づき，薬剤師対象の研修を開催してほし

いとの要望があった。 
増田委員から，研修会はアウトプット目標として，今後開催していく予定であるとの説

明があった。 
 

④田仲委員から，各部会に患者会関係者を委員として委嘱してほしいとの要望があった。 
増田委員から，昨年度の患者会連合会からの要請に基づき，委員の委嘱については対応

済みではあるが，再度要望があった場合には対応したいとの説明があった。 
 
 
報告事項 

 

１．厚生労働省 第４３回・４４回がん対策推進協議会の報告について 

 増田委員から，資料１９に基づき，平成２６年４月２３日に厚生労働省で開催された第４３ 

回がん対策推進協議会及び平成２６年７月２日に航空会館で開催された第４４回がん対策推 

進協議会について，報告があった。 

   

２．厚生労働省 がん対策関連会議 

増田委員から，資料２０に基づき，６つの検討会について，それぞれ説明があった。主な内

容は次のとおりであった。 
 
①緩和ケア推進検討会 
②がん検診のあり方に関する検討会 
③小児がん拠点病院の指定に関する検討会 
④がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会 
⑤HTLV-1 対策推進協議会 
⑥子宮頸がん予防ワクチンに関する意見交換会 
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３．第７回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２１に基づき，平成２６年７月４日に国立がん研究センターで開催され

た第７回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，報告があった。 
 

４．第３回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 

増田委員から，資料２２に基づき，平成２６年７月８日に国立がん研究センターで開催され 

た第３回臨床試験部会について，報告があった。 

     

５．平成２６年度第１回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 

仲本がん登録副部会長から，資料２３に基づき，平成２６年５月１７日に国際研究交流会館 

で開催された第 1回がん登録部会について，報告があった。 

埴岡委員から，今後，院内がん登録のデータ集計を協議会で検討することについて，提案が 

あった。 

協議の結果，今後，データ分析で必要があれば有識者に事前に意見を聞き，協議会で検証し 

ていくこととなった。 

  

６．第３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 

増田委員から，資料２４に基づき，平成２６年６月１２日に国立がんセンターで開催された 

第３回情報提供・相談支援部会について，報告があった。 

 

７．第１回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 

増田委員から，資料２５に基づき，平成２５年１２月９日に国立がんセンターで開催された 

第１回緩和ケア部会について，報告があった。 

 

８．沖縄県統括相談支援センターの活動報告について 

増田委員から，資料２６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院内がんピアサロン開催報告 
②小児がん経験者の会Ｔｉ－ｄａわらばーむ交流会開催報告 
③がんサロン研修会開催報告 
④「患者会／がんサロンの勉強会～組織力アップのために～」開催報告 
 

９．沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センターの活動報告について 

増田委員から，資料２７に基づき，委員会の開催状況や委員の紹介，今年度は県外での研究 

会への派遣や県内での研修会の開催など，事業の柱であるプロジェクトを推進していくことに

ついて，報告があった。 


