
　　　沖縄県がん診療連携協議会委員 平成30年度名簿　（任期：平成30年4月1日～平成32年3月31日）

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 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 継続 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 本永　英治 継続 もとなが　えいじ 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 篠﨑　裕子 新規 しのざき　ゆうこ 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 3 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 地域がん診療病院の病院長

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

8 6 真境名　勉 継続 まじきな　つとむ 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 真栄田　篤彦 新規 まえだ　あつひこ 沖縄県 政策参与 沖縄県政策参与

12 10 砂川　靖 継続 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 大嶺　千代美 継続 おおみね　ちよみ
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 継続 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 玉城　和光 継続 たまき　かずみつ 沖縄県立中部病院 副院長 地域がん診療連携拠点病院から２人

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から２人

20 16 宮里　浩 継続 みやざと　ひろし 那覇市立病院 外科総括科部長 地域がん診療連携拠点病院から２人

21 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から２人

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人

23 17 平良　弘子 新規 たいら　ひろこ 沖縄県立宮古病院 副院長 地域がん診療病院から２人

24 17 尾﨑　信弘 新規 おさき　のぶひろ 沖縄県立八重山病院 外科部長 地域がん診療病院から２人

25 17 平良　美江 新規 たいら　よしえ 沖縄県立八重山病院 副院長 地域がん診療病院から２人

26 17 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 地域がん診療病院から２人

27 17 我如古　春美 継続 がねこ　はるみ 北部地区医師会病院 副看護部長 地域がん診療病院から２人

28 19 安里　香代子 新規 あさと　かよこ 沖縄県がん患者会連合会 事務局長 患者関係の立場の者

29 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 患者関係の立場の者

30 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 患者関係の立場の者

31 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 代表幹事 患者関係の立場の者

32 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

33 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

34 20 新垣　綾子 新規 あらかき　あやこ 沖縄タイムス編集局社会部 記者 有識者

35 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 琉大病院の病院長が必要と認める者

36 21 吉見　直己 新規 よしみ　なおき
琉球大学医学部附属病院病
理部

病理部長 琉大病院の病院長が必要と認める者

37 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 琉大病院の病院長が必要と認める者

38 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 琉大病院の病院長が必要と認める者

39 21 足立　源樹 継続 あだち　げんき 那覇市立病院 放射線科部長 琉大病院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 尾﨑　信弘 県立八重山病院 外科部長 地域がん診療病院から１名

17 柴山　順子 北部地区医師会病院
副院長・
看護部長

地域がん診療病院から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　不二子 琉球大学医学部総務課 課長 その他琉大の病院長が必要と認める者

平成３０年度 沖縄県がん診療連携協議会幹事会委員一覧



2018/7/31

医療部会
氏名 所属 役職 備考

調整中 琉球大学医学部附属病院 都道府県がん診療連携拠点病院

宮里　浩 那覇市立病院 外科統括課部長 地域がん診療連携拠点病院

朝倉　義崇 沖縄県立中部病院 血液・腫瘍内科部長 地域がん診療病院

照屋　淳 北部地区医師会病院 副院長・外科部長　 地域がん診療病院

篠﨑　裕子 沖縄県立八重山病院 院長 地域がん診療病院

岸本　信三 沖縄県立宮古病院 副院長 地域がん診療病院

調整中 沖縄県

又吉　賢弘 沖縄県友声会 理事 患者関係者

島袋　百代 パンキャンジャパン沖縄アフィリエート 支部長 患者関係者

増田　昌人 琉球大学医学部附属病院 がんセンター長 事務局

（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））

　医療部会　地域連携ワーキング
氏名 所属 役職 備考

金城　達也 琉球大学医学部附属病院 第一外科講師 都道府県がん診療連携拠点病院

當山　美奈子 琉球大学医学部附属病院 看護師 都道府県がん診療連携拠点病院

宮里　浩 那覇市立病院 外科総括科部長 地域がん診療連携拠点病院

新垣　千春 那覇市立病院 看護師 地域がん診療連携拠点病院

伊江　将史 沖縄県立中部病院 外科医長 地域がん診療病院

本仲　寛美 沖縄県立中部病院　 看護師 地域がん診療病院

照屋　淳 北部地区医師会病院 副院長・外科部長　 地域がん診療病院

中上　弘茂 沖縄県立八重山病院 産婦人科部長 地域がん診療病院

川満　博昭 沖縄県立宮古病院 外科副部長 地域がん診療病院

増田　昌人 琉球大学医学部附属病院 がんセンター長 事務局

（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））

　医療部会　薬物療法ワーキング
氏名 所属 役職 備考

調整中 琉球大学医学部附属病院 都道府県がん診療連携拠点病院

調整中 琉球大学医学部附属病院 都道府県がん診療連携拠点病院

調整中 那覇市立病院 地域がん診療連携拠点病院

調整中 那覇市立病院 地域がん診療連携拠点病院

朝倉　義崇 沖縄県立中部病院　 血液・腫瘍内科部長 地域がん診療病院

調整中 沖縄県立中部病院　 地域がん診療病院

調整中 北部地区医師会病院 地域がん診療病院

調整中 沖縄県立八重山病院 地域がん診療病院

調整中 沖縄県立宮古病院 地域がん診療病院

増田　昌人 琉球大学医学部附属病院 がんセンター長 事務局

（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（案）



緩和ケア・在宅医療部会
氏名 所属 役職 備考

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 都道府県がん診療連携拠点病院

中島　信久 琉球大学医学部附属病院 地域医療部　特命准教授 都道府県がん診療連携拠点病院

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 都道府県がん診療連携拠点病院

足立　源樹 那覇市立病院 放射線科部長 地域がん診療連携拠点病院

三浦　耕子 沖縄県立中部病院 婦人科副部長 地域がん診療連携拠点病院

屋良　尚美 沖縄県立中部病院 外来師長 地域がん診療連携拠点病院

朝川　恵利 沖縄県立宮古病院 地域連携室 看護師 地域がん診療病院

尾﨑　信弘 沖縄県立八重山病院 外科部長 地域がん診療病院

野里　栄治 北部地区医師会病院 大腸肛門科科長 地域がん診療病院

笹良　剛史 友愛会南部病院 診療部長 友愛会南部病院

調整中 沖縄県

名嘉眞　久美 沖縄県がん患者会連合会 事務局 患者関係者

調整中 患者関係者

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 事務局

（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））

　緩和ケア・在宅医療部会　研修ワーキング
氏名 所属 役職 備考

中村　清哉 琉球大学医学部附属 緩和ケアセンター副センター長 都道府県がん診療連携拠点病院

足立　源樹 那覇市立病院 放射線科部長 地域がん診療連携拠点病院

三浦　耕子 沖縄県立中部病院 婦人科副部長 地域がん診療連携拠点病院

神里　敬子 沖縄県立宮古病院 看護師長 地域がん診療病院

篠﨑　裕子 沖縄県立八重山病院 病院長 地域がん診療病院

野里　栄治 北部地区医師会病院 大腸肛門科科長 地域がん診療病院

久志　一朗 国立病院機構沖縄病院 緩和医療科医長 緩和ケア研修会開催予定病院

新里　誠一郎 浦添総合病院 緩和ケアセンター長 緩和ケア研修会開催予定病院

笹良　剛史 豊見城中央病院 診療部長 緩和ケア研修会開催予定病院

西原　実 ハートライフ病院 外科系統括部長 緩和ケア研修会開催予定病院

林　正樹 中頭病院 血液腫瘍内科部長 緩和ケア研修会開催予定病院

友利　健彦 沖縄赤十字病院 第二外科副部長 緩和ケア研修会開催予定病院

増田　昌人 琉球大学医学部附属病院 がんセンター長 事務局

（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））

　緩和ケア・在宅医療部会　在宅ワーキング
氏名 所属 役職 備考

金城　隆展 琉大病院地域医療部 臨床倫理士 都道府県がん診療連携拠点病院

長野　宏昭 沖縄県立中部病院 呼吸器内科医師 地域がん診療連携拠点病院

具志堅　春香 那覇市立病院 看護師 地域がん診療連携拠点病院

朝川　恵利 沖縄県立宮古病院 地域連携室　看護師 地域がん診療病院

大上　永利子 沖縄県立八重山病院 緩和ケア認定看護師 地域がん診療病院

成田　奈緒子 北部地区医師会病院 緩和ケア専従師長 地域がん診療病院

荷川取　尚樹 花あかり合資会社 代表所長 花あかり合資会社

笹良　剛史 友愛会南部病院 診療部長 友愛会南部病院

喜納　美津男 きなクリニック 院長 きなクリニック

宮城　愛子 訪問看護ステーションはえばる 所長 訪問看護ステーションはえばる

末武　美奈子 指定居宅介護支援事業所東風の里 介護支援専門員 指定居宅介護支援事業所東風の里

德盛　裕元 すまいるサポート株式会社 代表取締役 すまいるサポート株式会社

福地　泉 アドベンチストメディカルセンター 医療福祉相談室・地域連携室室長 アドベンチストメディカルセンター

増田　昌人 琉球大学医学部附属病院 がんセンター長 事務局

（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））

小児・AYA部会
氏名 所属 役職 備考

百名　伸之 琉球大学医学部附属病院小児科 講師 都道府県がん診療連携拠点病院

浜田　聡 琉球大学医学部附属病院小児科 助教 都道府県がん診療連携拠点病院

森島　聡子 琉球大学医学部附属病院 第二内科准教授 都道府県がん診療連携拠点病院

朝倉　義崇 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

友寄　毅昭 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 血液・腫瘍内科 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

比嘉　猛 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児科部長 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

松田　竹広 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児科副部長 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

佐久川　夏実 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター チャイルド・ライフ・スペシャリスト 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

大鷲　しのぶ 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター がん化学療法認定看護師 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

調整中 森川特別支援学校

調整中(伊良波先生）沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

調整中 沖縄県

金城　敦子 がんの子どもを守る会　沖縄支部 幹事 患者関係者

調整中 患者関係者

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 事務局

（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））



離島・へき地部会
氏名 所属 役職 備考

朝倉　義崇 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

戸板　孝文 沖縄県立中部病院 放射線科副部長 地域がん診療連携拠点病院

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

松村　敏信 沖縄県立宮古病院 外科部長 地域がん診療病院

平良　弘子 沖縄県立宮古病院 副院長 地域がん診療病院

尾﨑　信弘 沖縄県立八重山病院 外科部長 地域がん診療病院

平良　美江 沖縄県立八重山病院 副院長 地域がん診療病院

赤松　道成 北部地区医師会病院 外科科長 地域がん診療病院

我如古　春美 北部地区医師会病院 副看護部長 地域がん診療病院

調整中 沖縄県

真栄里　隆代 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 患者関係者（宮古医療圏）

田盛　亜紀子 やいまゆんたく会(八重山のがん患者を支援する会） 副会長 患者関係者（八重山医療圏）

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 事務局

（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））

情報提供・相談支援部会
氏名 所属 役職 備考

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 都道府県がん診療連携拠点病院

山田　綾美 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 都道府県がん診療連携拠点病院

島袋　幸代 沖縄県立中部病院 がん相談支援センター副看護師長 地域がん診療連携拠点病院

樋口　美智子 那覇市立病院 総合相談センター長 地域がん診療連携拠点病院

慶田　博子 沖縄県立宮古病院 地域連携室長 地域がん診療病院

金城　美奈子 沖縄県立八重山病院 地域連携室看護師 地域がん診療病院

宮城　郁美 北部地区医師会病院 医療ソーシャルワーカー 地域がん診療病院

調整中 沖縄県

阿波連　愛香 沖縄県がん患者会連合会 事務局補佐　会計 患者関係者

調整中 患者関係者

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 事務局

（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））

承諾

ベンチマーク部会
氏名 所属 役職 備考

伊佐　奈々 琉球大学医学部附属病院 診療情報管理士 琉球大学医学部附属病院

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

朝倉　義崇 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

松村　敏信 沖縄県立宮古病院 外科部長 地域がん診療病院

尾﨑　信弘 沖縄県立八重山病院 外科部長 地域がん診療病院

柴山　順子 北部地区医師会病院 副院長・
看護部長 地域がん診療病院

調整中 沖縄県

調整中 患者関係者

調整中 患者関係者

井岡　亜希子 まるレディースクリニック

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 事務局

（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））

　ベンチマーク部会　がん登録ワーキング
氏名 所属 役職 備考

伊佐　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 都道府県がん診療連携拠点病院

新里　明美 沖縄県立中部病院　経営課 課長 地域がん診療連携拠点病院

仲嶺　八紀 沖縄県立中部病院　経営課 地域がん診療連携拠点病院

仲尾次　恭子 那覇市立病院 地域がん診療連携拠点病院

戸倉　さおり 沖縄県立宮古病院　診療情報管理室 診療情報管理士 地域がん診療病院

本村　太志 沖縄県立八重山病院　医事課 地域がん診療病院

宮里　貴子 北部地区医師会病院　医事課 地域がん診療病院

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

比知屋　春奈 国立病院機構沖縄病院　診療情報管理室 診療情報管理士 国立病院機構沖縄病院

古謝　由紀子 沖縄県衛生環境研究所　全国がん登録担当 全国がん登録 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 がんセンター長 事務局

新垣　萌未 （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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