
　　　沖縄県がん診療連携協議会委員 平成28年度名簿　

No. 要項条項氏名 異動・変更 ふりがな 所属 役職 要項での位置づけ

1 1 藤田　次郎 継続 ふじた　じろう 琉球大学医学部附属病院 病院長 琉大病院の病院長

2 2 本竹　秀光
継続扱
（前16号委員）

もとたけ　ひでみつ 沖縄県立中部病院 病院長 地域がん診療連携拠点病院の病院長

3 2 屋良　朝雄 新規 やら　あさお 那覇市立病院 病院長 地域がん診療連携拠点病院の病院長

4 3 上原　哲夫 継続 うえはら　てつお 沖縄県立宮古病院 病院長 地域がん診療病院の病院長

5 3 依光　たみ枝 継続 よりみつ　たみえ 沖縄県立八重山病院 病院長 地域がん診療病院の病院長

6 4 諸喜田　林 継続 しょきた　はやし 北部地区医師会病院 病院長 地域がん診療連携支援病院の病院長

7 5 安里　哲好 新規 あさと　てつよし 沖縄県医師会 会長 沖縄県医師会長

8 6 比嘉　良喬 継続 ひが　よしたか 沖縄県歯科医師会 会長 沖縄県歯科医師会長

9 7 亀谷　浩昌 継続 かめや　ひろまさ 沖縄県薬剤師会 会長 沖縄県薬剤師会長

10 8 仲座　明美 継続 なかざ　あけみ 沖縄県看護協会 会長 沖縄県看護協会長

11 9 村田　謙二 新規 むらた　けんじ 沖縄県 政策参与 沖縄県政策参与

12 10 砂川　靖 新規 すなかわ　やすし 沖縄県保健医療部 保健医療部長 沖縄県保健医療部長

13 11 増田　昌人 継続 ますだ　まさと
琉球大学医学部附属病院がん
センター

センター長 琉大病院のがんセンター長

14 12 藤田　次郎 継続 ふじた　じろう
琉球大学医学部附属病院医療
福祉支援センター

センター長 琉大病院の医療福祉支援センター長

15 13 中村　克徳 継続 なかむら　かつのり
琉球大学医学部附属病院薬剤
部

薬剤部長 琉大病院の薬剤部長

16 14 下地　孝子 継続 しもじ　たかこ
琉球大学医学部附属病院看護
部

看護部長 琉大病院の看護部長

17 15 熊谷　圭司 新規 くまがい　けいじ 琉球大学医学部 事務部長 琉大病院の事務部長

18 16 比嘉　真利子 新規 ひが　まりこ 沖縄県立中部病院 副病院長 地域がん診療連携拠点病院より２名

19 16 朝倉　義崇 継続 あさくら　よしたか 沖縄県立中部病院 血液腫瘍内科部長 地域がん診療連携拠点病院より２名

20 16 友利　寛文 継続 ともり　ひろふみ 那覇市立病院 外科部長 地域がん診療連携拠点病院より２名

21 16 宮里　浩 継続 みやざと　ひろし 那覇市立病院 外科部長 地域がん診療連携拠点病院より２名

22 17 松村　敏信 継続 まつむら　としのぶ 沖縄県立宮古病院 外科部長 地域がん診療病院から２名

23 17 本村　悠子 新規 もとむら　ゆうこ 沖縄県立宮古病院 副院長 地域がん診療病院から２名

24 17 玉城　和光 新規 たまき　かずみつ 沖縄県立八重山病院 副院長 地域がん診療病院から２名

25 17 渡口　直子 新規 とぐち　なおこ 沖縄県立八重山病院 看護部長 地域がん診療病院から２名

26 18 柴山　順子 継続 しばやま　じゅんこ 北部地区医師会病院 副院長・看護部長 がん診療連携支援病院から１名

27 19 田仲　康榮 継続 たなか　こうえい がん患者会連合会 相談役 がん患者の立場の者

28 19 大城　松健 継続 おおしろ　しょうけん
公益社団法人 日本オストミー協
会　沖縄支部

支部長 がん患者家族の立場の者

29 19 真栄里　隆代 継続 まえさと　たかよ
ゆうかぎの会（離島圏におけるが
ん患者支援を考える会

会長 がん患者遺族の立場の者

30 19 片倉　政人 継続 かたくら　まさんど がんの子供を守る会　沖縄支部 代表 がん患者遺族の立場の者

31 20 天野　慎介 継続 あまの　しんすけ
一般社団法人グループ・ネクサ
ス・ジャパン

理事長 有識者

32 20 埴岡　健一 継続 はにおか　けんいち 国際医療福祉大学大学院 教授 有識者

33 20 儀間　多美子 継続 ぎま　たみこ 沖縄タイムス社　社会部 副部長待遇 有識者

34 21 新崎　章 継続 あらさき　あきら
琉球大学医学部附属病院歯科
口腔外科

歯科口腔外科長 琉大の病院長が必要と認める者

35 21 加留部　謙之輔新規 かるべ　けんのすけ
琉球大学医学部附属病院病理
部

病理部長 琉大の病院長が必要と認める者

36 21 西巻　正 継続 にしまき　ただし
琉球大学医学部附属病院第一
外科

第一外科長 琉大の病院長が必要と認める者

37 21 百名　伸之 継続 ひゃくな　のぶゆき
琉球大学医学部附属病院小児
科

講師 琉大の病院長が必要と認める者
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要項条項 氏名 所属 役職 備考

11 増田　昌人 琉球大学医学部附属病院がんｾﾝﾀｰ センター長 琉大病院のがんセンター長

16 朝倉　義崇 県立中部病院 血液・腫瘍内科部長 地域がん診療連携拠点病院より１名

16 友利　寛文 那覇市立病院 外科部長 地域がん診療連携拠点病院より１名

17 松村　敏信 県立宮古病院 外科部長 地域がん診療病院から１名

17 玉城　和光 県立八重山病院 副院長 地域がん診療病院から１名

18 柴山　順子 北部地区医師会病院
副院長・
看護部長

がん診療連携支援病院から１名

その他協議会議
長が必要と認めた
者

糸数　公 沖縄県保健医療部 保健衛生統括監 その他琉大の病院長が必要と認める者

その他協議会議
長が必要と認めた
者

金城　邦光 琉球大学医学部附属病院総務課 課長 その他琉大の病院長が必要と認める者

平成２８年度 沖縄県がん診療連携協議会幹事会委員一覧



緩和ケア部会

氏名 所属 役職 備考

◎笹良　剛史 友愛会南部病院 診療部長 身体的緩和ケア専門家

○新屋　洋平 沖縄県立中部病院 緩和ケア医長 沖縄県立中部病院

○中村　清哉 琉球大学医学部附属病院 緩和ケアセンター副センター長 琉球大学医学部附属病院

栗山　登至 嬉野が丘サマリヤ人病院 緩和ケア医 精神科医

伊藤　昌徳 ｴﾑｽﾘｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社 薬剤師 ｴﾑｽﾘｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社

島袋　恭子 那覇市立病院 総合相談センター主査 医療ソーシャルワーカー

野里　栄治 北部医師会病院 外科医師 北部医師会病院

福地　泉 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽﾄﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 医療福祉相談室長 医療ソーシャルワーカー

喜納　美津男 きなクリニック 院長 在宅医

大湾　勤子 国立病院機構沖縄病院 副病院長 緩和医療医

足立　源樹 那覇市立病院 放射線科部長 那覇市立病院

川田　聡 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 精神科医長 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

尾崎　信弘 沖縄県立八重山病院 外科部長 沖縄県立八重山病院

垣花　真紀子 沖縄県立宮古病院 副薬局長 沖縄県立宮古病院

親泊　美香 ちばなクリニック がん化学療法認定看護師 ちばなクリニック

笠原　大吾 福寿薬局 薬剤師 福寿薬局

友利　健彦 沖縄赤十字病院 外科医 沖縄赤十字病院

多和田　慎子 琉球大学医学部附属病院 緩和ケアセンタージェネラルマネージャー琉球大学医学部附属病院

崎枝　久美 しなさき訪問看護ステーション 看護師 患者関係の立場の者

増田　昌人 琉球大学医学部附属病院 がんセンター長 琉球大学医学部附属病院

（山口　元子） （琉球大学医学部附属病院がんセンター） （事務） （事務担当（陪席））

がん政策部会 沖縄県立宮古病院

氏名 所属 役職 備考

◎埴岡　健一 国際医療福祉大学大学院 教授 有識者

○天野　慎介 一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン 理事長 有識者

○増田　昌人 琉球大学医学部附属病院がんセンター がんセンター長 相談支援部会部会長兼任

井岡　亜希子 医療法人ケイズ会茶屋町レディースクリニック 有識者

東 尚弘
国立がん研究センターがん対策情報センター
がん臨床情報部

部長 有識者

笹良　剛史 友愛会南部病院 診療部長 緩和ケア部会長

仲本　奈々 琉球大学医学部附属病院がんセンター 診療情報管理士 がん登録部会長

喜舎場　朝雄 沖縄県立中部病院 呼吸器内科部長 研修部会長

宮里　浩 那覇市立病院 外科部長 地域ネットワーク部会長

長井　裕 琉球大学医学部附属病院 産婦人科准教授 普及啓発部会長

（城間　彩乃） （琉球大学医学部附属病院がんセンター） （事務） （事務担当（陪席））

がん登録部会

氏名 所属 役職 備考

◎仲本　奈々 琉球大学医学部附属病院がんセンター 診療情報管理士 琉球大学医学部附属病院

○安里　邦子 中部徳洲会病院診療情報管理室 診療情報管理士 中部徳洲会病院

宮里　貴子 北部地区医師会病院医事課 診療情報管理士 北部地区医師会病院

比嘉　初枝 沖縄県立精和病院 診療情報管理士 沖縄県立精和病院

嘉手苅　林俊 沖縄県立中部病院経営課 沖縄県立中部病院

金城　香澄 沖縄県立八重山病院経営課 沖縄県立八重山病院

戸倉　さおり 沖縄県立宮古病院 診療情報管理士 沖縄県立宮古病院

平安　政子 那覇市立病院医事課 診療情報管理士 那覇市立病院

大城　裕子 沖縄県衛生環境研究所 地域がん登録 沖縄衛生環境研究所

増田　昌人 琉球大学医学部附属病院がんセンター センター長 琉球大学医学部附属病院

知念　恵実 琉球大学医学部附属病院がんセンター 診療情報管理士 琉球大学医学部附属病院

（高橋　ユカ） 沖縄県がん対策関連サイト構築等事業 （診療情報管理士・事務） （琉球大学医学部附属病院（陪席）)

研修部会

氏名 所属 役職 備考

◎喜舎場　朝雄 沖縄県立中部病院 呼吸器内科部長 沖縄県立中部病院

○宮国　孝男 那覇市立病院 外科部長 那覇市立病院

○吉澤　龍太 那覇市立病院 看護師 那覇市立病院

山城　篤 那覇市立病院 臨床検査技師 那覇市立病院

池間　龍也 沖縄県立宮古病院 主任技師（検査技師） 沖縄県立宮古病院

尾崎　信弘 沖縄県立八重山病院 外科部長 沖縄県立八重山病院

伊藤　昌徳 ｴﾑｽﾘｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社 薬剤師 ｴﾑｽﾘｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社

我如古　春美 北部地区医師会病院 副看護部長 北部地区医師会病院

仲真　良重 会営薬局　うえはら 薬局長 会営薬局　うえはら

患者関係の立場の者

青山　信和 琉球大学医学部附属病院 診療放射線技師長 琉球大学医学部附属病院

小渡　清江 琉球大学医学部附属病院 副看護部長 琉球大学医学部附属病院

金城　孝郎 那覇市立病院病院 リハビリテーション室主任理学療法士 那覇市立病院

増田　昌人 琉球大学医学部附属病院 がんセンター長 琉球大学医学部附属病院

（山口　元子） （琉球大学医学部附属病院がんセンター） （事務） （事務担当（陪席））

沖縄県がん診療連携協議会委員名簿（平成２８年度）



相談支援部会

氏名 所属 役職 備考

◎増田　昌人 琉球大学医学部附属病院 がんセンター長 琉球大学医学部附属病院

○樋口　美智子 那覇市立病院 医療ソーシャルワーカー 那覇市立病院

○島袋　幸代 沖縄県立中部病院 がん相談支援センター看護師 沖縄県立中部病院

仲宗根　るみ 北部地区医師会病院 医療ソーシャルワーカー 北部地区医師会病院

宮良　久美江 沖縄県立八重山病院 地域連携室室長 沖縄県立八重山病院

佐渡山　英子 沖縄県立宮古病院 地域連携室室長 沖縄県立宮古病院

大久保　礼子 琉球大学医学部附属病院がんセンター 医療ソーシャルワーカー 琉球大学医学部附属病院

（井上　亜紀） （琉球大学医学部附属病院がんセンター） （事務） （事務担当（陪席））

地域ネットワーク部会

氏名 所属 役職 備考

○宮里　浩 那覇市立病院 外科部長　 那覇市立病院

照屋　淳 北部地区医師会病院 外科部長　 北部地区医師会病院

上田　真 沖縄県立中部病院 乳腺外科部長 沖縄県立中部病院

中上　弘茂 沖縄県立八重山病院 産婦人科部長 沖縄県立八重山病院

川満　博昭 沖縄県立宮古病院 外科医長 沖縄県立宮古病院

金城　達也 琉球大学医学部附属病院 第一外科助教 琉球大学医学部附属病院

新垣　千春 那覇市立病院 看護師 那覇市立病院

長岡　弘子 沖縄県立中部病院　 看護師 沖縄県立中部病院　

宮城　みづえ 琉球大学医学部附属病院 看護師 琉球大学医学部附属病院

真鶴　善栄 患者関係の立場の者 連合会理事、中部ゆんたく交流会

増田　昌人 琉球大学医学部附属病院 がんセンター長 琉球大学医学部附属病院

仲本　奈々 琉球大学医学部附属病院がんセンター がんセンター 琉球大学医学部附属病院

（城間　彩乃） （琉球大学医学部附属病院がんセンター） （事務） （事務担当（陪席））

普及啓発部会

氏名 所属 役職 備考

◎長井　裕 琉球大学医学部附属病院 産婦人科准教授 琉球大学医学部附属病院

○長野　宏昭 沖縄県立中部病院 呼吸器内科 沖縄県立中部病院

○松野　和彦 那覇市立病院 内科 那覇市立病院

平良　朝治 沖縄県教育庁保健体育課 課長 沖縄県

徳田　麻紀子 沖縄県健康長寿課がん対策班 主査 沖縄県

赤松　道成 北部地区医師会病院 消化器外科 北部地区医師会病院

山本　孝夫 沖縄県立八重山病院 消化器外科部長 沖縄県立八重山病院

諸井　明仁 沖縄県立宮古病院 産婦人科 沖縄県立宮古病院

大湾　盛治 患者関係の立場の者

増田　昌人 琉球大学医学部附属病院 がんセンター長 琉球大学医学部附属病院

（井上　亜紀） （琉球大学医学部附属病院がんセンター） （事務） （事務担当（陪席））
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