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平成２８年度 第４回 沖縄県がん診療連携協議会議事要旨（案） 
 

日  時  平成２９年２月１７日（金） １４：００～１６：５５ 

場  所  琉球大学医学部 管理棟３階 大会議室 

構 成 員  ３７名 （欠席者７名） 

 

 １号委員（琉大病院長） 藤田 次郎 

 ２号委員（県立中部病院長） 本竹 秀光（欠席） 

（那覇市立病院長） 屋良 朝雄 

 ３号委員（県立宮古病院長） 上原 哲夫 

（県立八重山病院長） 依光 たみ枝  

４号委員（北部地区医師会病院長） 諸喜田 林 

 ５号委員（沖縄県医師会長） 安里 哲好 

 ６号委員（沖縄県歯科医師会長） 比嘉 良喬（欠席） 

 ７号委員（沖縄県薬剤師会長） 亀谷 浩昌（欠席） 

 ８号委員（沖縄県看護協会長）  仲座 明美（代理）島袋富美子 

 ９号委員（沖縄県政策参与） 村田 譲二 

１０号委員（沖縄県保健医療部長）          砂川 靖 （欠席） 

１１号委員（琉大がんセンター長） 増田 昌人 

１２号委員（琉大医療福祉支援センター長） 藤田 次郎 

１３号委員（琉大薬剤部長） 中村 克徳（欠席） 

１４号委員（琉大看護部長） 下地 孝子 

１５号委員（琉大事務部長） 熊谷 圭司 

１６号委員（県立中部病院副病院長） 比嘉 真利子 

（県立中部病院血液腫瘍内科部長） 朝倉 義崇 

（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 

１７号委員（県立宮古病院外科部長） 松村 敏信 

     （県立宮古病院副院長） 本村 悠子 

（県立八重山病院副院長） 玉城 和光（欠席） 

     （県立八重山病院看護部長）        渡口 直子（欠席） 

１８号委員（北部地区医師会病院看護部長） 柴山 順子 

１９号委員（沖縄県がん患者会連合会） 田仲 康榮（代理）安里香代子 

（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 

２０号委員（国際医療福祉大学大学院教授）        埴岡 健一 

（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 

（沖縄タイムス社会部副部長待遇） 儀間 多美子 

２１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） 加留部謙之輔 

（琉大病院第一外科長） 西巻 正 （代理）狩俣弘幸 

（琉大病院小児科講師長） 百名 伸之 

 
部会報告者 緩和ケア部会副会長          新屋 洋平 

がん登録部会             増田 昌人（代理） 

研修部会報告             増田 昌人（代理） 

相談支援部会長            増田 昌人 

地域ネットワーク部会長        宮里 浩 

      普及啓発部会長            長井 裕 

 

陪 席 者 沖縄県外科会副会長（国立病院機構沖縄病院長）  川端 勉 

      沖縄消化器内視鏡会副会長（県立南部医療センター副院長） 岸本 信三 
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陪 席 者 沖縄県保健医療部健康長寿課がん対策班主査 徳田 麻紀子 

       琉大病院地域医療部（外来化学療法室）  髙橋 秀徳 

 

冒頭 

○藤田議長による協議会開会宣言後、前回会議の際に実施した毎年恒例の、がん検診啓発ポスタ

ーコンテストの結果報告と表彰式を執り行った。 

 

１．感謝状授与 

藤田議長から、株式会社宮平乳業 代表取締役社長 宮平隆一氏（同社取締役が代理出席）に

対して、感謝状の授与があった。 

 

２．がん検診啓発ポスターコンテスト表彰式 

藤田議長から、がん検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。    

賞 学校名 学年 氏名 

最優秀賞 沖縄市立宮里中学校 ３年 西村 涼咲 

優 秀 賞 

石垣市立白保中学校 ３年 小浜  藍 

南城市立大里中学校 ２年 仲吉菜々子 

沖縄県立小禄高等学校 ２年 田中 伶佳 

アイディア賞 名護市立大宮中学校 ３年 浜崎 佳奈 

 

○表彰式終了後、議事進行に先立ち、沖縄県外科会副会長で国立病院機構沖縄病院長の川端勉

先生、沖縄消化器内視鏡会副会長で県立南部医療センター副院長の岸本信三先生の陪席につい

て藤田議長から説明があり、自己紹介が行われた。 

 

議事要旨・議事録・委員一覧 

 

１．平成28年度第4回沖縄県がん診療連携協議会幹事会議事要旨(平成29年1月23日開催) 

増田委員（11号委員）から、資料１の第４回幹事会議事要旨（平成29年1月23日開催）の確認があっ

た。訂正等が必要な場合は、事務局へ申し出ることとした。 

 

２．平成28年度第3回沖縄県がん診療連携協議会議事要旨(平成28年11月11日開催) 

増田委員（11号委員）から、資料２の第３回協議会議事要旨（平成28年11月11日開催）の確認があ

った。訂正等が必要な場合は、事務局へ申し出ることとした。 

 

３．平成28年度第3回沖縄県がん診療連携協議会議事録(平成28年11月11日開催) 

増田委員（11号委員）から、資料３の第３回協議会議事録（平成28年11月11日開催）の確認があっ

た。訂正等が必要な場合は、事務局へ申し出ることとした。 

 

４．協議会・幹事会・部会委員一覧 

増田委員（11号委員）から、資料４に基づき本協議会委員、幹事会及び部会委員について説明が

あり、部会委員の変更について報告があった。 

 

報告事項（１） 

１．中頭教育事務所 平成28年度中学校教科研修会「公開授業（保健体育）」について 

沖縄市立宮里中学校保健体育教員花木先生から、資料５に基づき平成28年11月に行われた教科

研修会の概要について、生活習慣病の飲酒、喫煙、薬物乱用と絡めて「がん教育」を行い、がんを身

近に感じさせることができたとの報告があった。また、がんから身を守るための行動変容は時間がかか

り、生活習慣が確立する前にがん教育を継続的に行っていくことの必要性、がん患者家族の視点で

の配慮や細心の注意等、学校現場がサポートする必要性も感じられたとの報告があった。 

 

有識者報告事項 

 

１．埴岡委員報告 
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埴岡委員（20号委員）から資料６に基づき、年齢調整死亡率から確認できる沖縄県のデータ結果、

及び、レセプトデータ由来のＮＤＢデータ「レセプト情報・特定健診等情報データベース」における人

口割り県間比較が可能となったデータに基づき説明があり、今後、地域医療の内容をチェックする手

立ての一方策としてデータを活用し、がん対策を戦略的に行うことができればよいとの報告があった。 

 

２．天野委員報告 

天野委員（20号委員）から資料７に基づき、改正がん対策基本法の概要について、がん患者団体

から要望して追加された新たな基本理念、及び基本的施策について説明があった。また、改正法を受

けて厚生労働省が開催した「がんゲノム医療フォーラム2016」、「がん教育総合支援事業」、「多用な新

ニーズに対応する『がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）』養成プラン」について報告があっ

た。 

 

審議事項 

 

１．「大腸がん激減プロジェクト（仮称）」について 

増田委員（11号委員）から資料８に基づき、委員人選の現状及びプロジェクトのロジックモデルと今

後の予定について説明があり、協議の結果、プロジェクトの推進と委員メンバーについて了承された。 

なお、天野委員から、予防検診チームについて、市町村の役割が重要となることが想定されること

によるメンバーの追加、患者や患者家族から委員やオブザーバーとしてのメンバー追加について質問

があり、増田委員から、死亡率の高い市町村や検診率の悪い市町村からのメンバー参入、保健師や

職域、産業医のメンバー参入の検討、患者の立場の参入等に関して、今後検討していくことの説明が

あった。また、モデル地域で好事例を作り成功させることの検討についての補足説明があった。 

なお、協議の中で次のような意見があった。 

・プロジェクトは結果を変えることが重要。ロジックモデルをフォーマットにすることで、チェック及び意

識合わせができる。スピード感を伴って結果を探求していけたらよい。 

・プロジェクトと同時に、ブロックごとのチームを作ることの提案に対して、今後プロジェクト実施の中

で、軌道修正しながら対応していくことが確認された。 

 

２．がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の受講率について 

増田委員（11 号委員）から資料９に基づき、がん診療におけるがん患者の主治医や担当医となる者

の算定基準の説明があり、沖縄県のがん診療連携拠点病院における緩和ケア研修会の受講率につ

いて説明があった。今後、６月までに追加で緩和ケア研修を実施し、受講率を向上させることが確認さ

れた。 

 

３．平成 29年度の協議会・幹事会の開催の日時について 

増田委員（11号委員）から資料10に基づき、協議会日程（案）の提案があり、今後、県議会との兼ね

合を沖縄県庁と調整し、改めて連絡することの説明があった。 

 

４．その他 

特になし。 

 

報告事項 

 

１．がん対策基本法の改正について 

増田委員（11号委員）から、改正の概要は天野委員の報告があったことにより詳細を割愛する旨の

発言があった。加えて、天野委員から、希少がん、難治がんについて研究の形で示されたが対策とし

ては不十分であること、がん患者の就労支援に関して、合理的配慮を含めて支援することが示された

ことの意義は大きく、今後、がん患者に対して就労支援がより積極的に行われる見通しである旨、補足

説明があった。 

 

２．平成28年度第1回沖縄県がん対策推進協議会について 

３．平成28年度第2回沖縄県がん対策推進協議会について 

４．「沖縄県がん対策推進計画（第2次）中間評価」について 

沖縄県保健医療部健康長寿課がん対策班徳田麻紀子主査から、資料 12、資料 13及び資料 14に
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基づき、一括して報告があった。なお、協議の状況や中間評価結果の詳細については沖縄県のＨＰ

を各自確認いただくよう発言があった。また、評価にあたり、関係各位への謝辞が述べられた。 

 

５．沖縄県がん患者等支援事業の活動報告について 

増田委員（11号委員）から資料15に基づき、各離島圏でのがん患者等支援事業について報告があ

った。 

 

６．沖縄県地域統括相談支援センターの活動報告について 

増田委員（11号委員）から資料16に基づき、琉大病院内におかれた沖縄県地域統括相談支援セン

ターのピアサポート業務の集計結果報告があった。また、がんピアサポーター養成講座の実施状況に

ついても報告があった。 

 

７．第61回 がん対策推進協議会 

８．第62回 がん対策推進協議会 

９．第63回 がん対策推進協議会 

10．第64回 がん対策推進協議会 

増田委員（11号委員）から資料17、資料18、資料19及び資料20に基づき、がん対策推進協議会に

ついて報告があった。 

 

11．第10回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 

12．第23回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、 

  平成28年度第9回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催） 

増田委員（11 号委員）から資料 21 及び資料 22 に基づき、各分科会における審議状況について報

告があった。調査結果を踏まえて、接種と接種後に生じた症状との明かな因果関係は言及できないと

いうことで、ワクチン接種が再会の方向で調整されるとの説明があった。 

 

13．がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会 

増田委員（11号委員）から資料23に基づき報告があり、添付資料を各自で確認するよう発言があっ

た。 

 

14．がん検診のあり方に関する検討会 

15．がん検診受診率等に関するワーキンググループ 

増田委員（11号委員）から資料24及び資料25に基づき報告があった。 

 

16．がん診療提供体制のあり方に関する検討会 

増田委員（11号委員）から資料26に基づき報告があり、拠点病院の指定要件に関する議論が開始

されることの説明があった。 

 

17．第7回 小児がん拠点病院の指定に関する検討会 

増田委員（11号委員）から資料27に基づき報告があった。 

 

18．第12回 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会 

増田委員（11号委員）から資料28に基づき、北部地区医師会病院の地域がん診療病院への新規

指定について報告があった。併せて、北部地区医師会病院長の諸喜田委員（4号委員）から、謝辞が

述べられた。 

 

19．その他 

真栄里委員（19号委員）から、離島がん患者への渡航費や宿泊費等の経済的な支援の実施につ

いて県に対して謝辞が述べられた。また、離島域圏における専門医師不在の解消に向けた環境整備、

がん患者会の支援活動拠点の場の提供について支援要請があった。 

沖縄県がん患者会連合会田仲委員（19号委員）の代理出席された安里氏から、八重山で実施され

たがんフォーラムについて報告があった。また、患者支援の課題として、聴覚障害者への配慮につい

て協力依頼があった。なお、聴覚障害者への支援について、増田委員から国立がん研究センターの

ホームページからダウンロードできる小冊子について、情報提供があった。 
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部会報告事項 

 

１．緩和ケア部会 

新屋部会副会長から資料29に基づき、緩和ケア部会の活動・取り組み状況について、報告があっ

た。 

 

２．がん登録部会 

３．研修部会 

４．相談支援部会 

増田委員（11号委員、相談支援部会長）から資料30に基づき、がん登録部会の取り組み状況、資

料31に基づき、研修部会の取り組み状況、資料32に基づき相談支援部会の活動・取り組み状況につ

いて、纏めて報告があった。 

 

４．地域ネットワーク部会 

宮里委員（16号委員、地域ネットワーク部会長）から資料33に基づき、地域ネットワーク部会の活動・

取り組み状況について報告があった。 

 

５．普及啓発部会 

長井普及啓発部会長から資料34に基づき、普及啓発部会の活動・取り組み状況について報告が

あった。 

 

その他 

・大城委員（19号委員）から、宮古病院で実施したオストメイトのための講習会開催について報告が

あった。 

・安里委員（5号委員）から、沖縄県医師会主催の県民健康フォーラムの参加呼びかけが行われ

た。 

 




