
                          　   場 所：管理棟３階　大会議室

資　料 備　考

１. 令和元年度第４回沖縄県がん診療連携協議会幹事会議事要旨(1月24日開催) 資料１ P３

２. 令和元年度第４回沖縄県がん診療連携協議会議事要旨(2月7日開催) 資料２ P６

３. 令和元年度第４回沖縄県がん診療連携協議会議事録(2月7日開催) 資料３ 5/8協議会にて提出

１. 協議会・幹事会・部会新委員について 資料４ P１１

１. 沖縄県がん診療連携協議会  要項の改正について 資料５ P１６

２. 沖縄県がん診療連携協議会幹事会  運営に関する申し合わせの改正について 資料６ P２３

３. 沖縄県がん診療連携協議会 部会申し合わせの改正について 資料７ P２７

４. がんゲノム医療について 資料８ P３１

５. がん患者さんの生殖機能温存について 資料９ P７４

６. 令和２年度の協議会・幹事会の開催の日時について 資料１０ P７８

７. 第１回沖縄県がん診療連携協議会議題調整について 資料１１ P７９

８. その他

２. 沖縄県におけるがん対策費について(令和元年度当初予算及び令和２年度当初予算) 資料１２ P８０

３. 患者会よりの報告 資料１３ 5/8協議会にて提出

４. がん教育について 資料１４ P８１

５. 沖縄県がん地域連携クリティカルパス適用状況について 資料１５ P８６

６. 沖縄県がん患者等支援事業の活動報告 資料１６ P８７

７. 沖縄県地域統括相談支援センターの活動報告について 資料１７ P１０６

８. 厚生労働省におけるがん関連審議会及び各種会議

(１)第４回がんとの共生のあり方に関する検討会 資料１８ P１３５

(２)第１６回 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会 資料１９ P１６６

９. その他

１. 医療部会 報告なし

２. 緩和ケア・在宅医療部会 資料２０ P２１５

３. 小児・AYA部会 資料２１ P２１８

４. 離島・へき地部会 報告なし

５. 情報提供・相談支援部会 資料２２ P２２２

６. ベンチマーク部会 報告なし

　審議事項

　報告事項

　部会報告事項

令和２年度第１回沖縄県がん診療連携協議会幹事会

議事次第 

　議事要旨・委員一覧

                           　  日 時：令和２年４月１３日（月）　１４：００～

　報告事項
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令和２年度第１回沖縄県がん診療連携協議会幹事会 資料一覧 
 
 
１．令和元年度第４回沖縄県がん診療連携協議会幹事会議事要旨(1 月 24 日開催) 
 
２．令和元年度第４回沖縄県がん診療連携協議会議事要旨(2 月 7 日開催) 
 
３．令和元年度第４回沖縄県がん診療連携協議会議事録(2 月 7 日開催) 協議会にて提出 
 
４．協議会・幹事会・部会新委員について  
 
５．沖縄県がん診療連携協議会  要項の改正について  
 
６．沖縄県がん診療連携協議会幹事会  運営に関する申し合わせの改正について  
 
７．沖縄県がん診療連携協議会 部会申し合わせの改正について  
 
８．がんゲノム医療について 
 
９．がん患者さんの生殖機能温存について 
 
１０．令和２年度の協議会・幹事会の開催の日時について 
  
１１．第１回沖縄県がん診療連携協議会議題調整について  
 
１２．沖縄県におけるがん対策費について(令和元年度当初予算及び令和２年度当初予算) 
 
１３．患者会よりの報告 協議会にて提出 
 
１４．がん教育について 
 
１５．沖縄県がん地域連携クリティカルパス適用状況について  
 
１６．沖縄県がん患者等支援事業の活動報告 
    
１７．沖縄県地域統括相談支援センターの活動報告について  
   

厚生労働省におけるがん関連審議会及び各種会議 
 

１８．(１)第４回がんとの共生のあり方に関する検討会 
１９．(２)第１６回 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会 
 
２０．緩和ケア・在宅医療部会 
 
２１．小児・AYA 部会   
 
２２．情報提供・相談支援部会 
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令和元年度 第４回沖縄県がん診療連携協議会幹事会議事要旨 

 
 
日  時  令和２年１月２４日（金）１４：００～１６：００ 

場  所  管理棟３階 大会議室 

構 成 員  ８名（出席者６名） 

 

（幹事会委員） 

  １０号委員（がんセンター長）       増田 昌人 

 １５号委員（那覇市立病院）       友利 寛文 

１６号委員（沖縄県立八重山病院）    尾﨑 信弘 

１６号委員（北部地区医師会病院）    柴山 順子 

１９号委員（沖縄県立宮古病院）     松村 敏信 

２０号委員（琉球大学医学部総務課長）  金城 不二子 

（欠席者） 

１５号委員（沖縄県立中部病院）     朝倉 義崇 

１９号委員（沖縄県保健医療部）      糸数  公 

（陪席者） 

 沖縄県保健医療部健康長寿課がん対策班  仲里 可奈理 

がんセンター              石川 千穂 

医学部総務課総務第二係         平良 英貴 

 
 
議事要旨・委員一覧 

 

１．令和元年度第３回沖縄県がん診療連携協議会幹事会議事要旨(10月21日開催)について 

増田議長から資料 1に基づき、第 3回幹事会議事要旨（令和元年 10月 21日開催）について説明及

び確認があった。 

 

２．令和元年度第３回沖縄県がん診療連携協議会議事要旨(11月 1日開催)について 

増田議長から資料 2に基づき、第 3回協議会議事要旨（令和元年 11月 1日開催）について説明及

び確認があった。 

 

３．令和元年度３回沖縄県がん診療連携協議会議事録(11月1日開催)について 

増田議長から資料 3に基づき、第 3回協議会議事録（令和元年 11月 1日開催）について説明及び

確認があった。 

 

４．協議会・幹事会・部会委員一覧について 

増田議長から資料4に基づき、前回から委員の変更等はない旨、報告があった。 

 

 

審議事項 

 

１．沖縄県がん診療連携協議会 要項の改正について 

２．沖縄県がん診療連携協議会幹事会 運営に関する申し合わせの改正について 

 増田議長から資料 5及び資料 6に基づき、沖縄県がん診療連携協議会 要項の改正及び沖縄県

がん診療連携協議会幹事会 運営に関する申し合わせの改正について、琉球大学医学部附属病院

の副病院長から選出される、琉球大学医学部附属病院がんセンター運営委員会委員長を協議会委

員へ追加したいとの提案があった。また、増田議長の発言を受け、平良琉球大学医学部総務課総

務第二係長から、病院長がやむを得ない状況で本協議会を欠席する場合に議長代行を務めていた

だくことが目的の１つとなるため、役職名を規程に追記する方法で協議会委員として追加したい

との補足説明があった。 
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資料１



 

３．がんゲノム医療について 

増田議長から、資料 7に基づき、がんゲノム医療について、国の動向や、琉球大学及び沖縄県

内医療機関におけるスケジュール案の説明があり、全国的にがんゲノム医療の症例検討の際にデ

ィスカッションを行えるだけの人材が育成されていないことや、遺伝カウンセラーの確保等が急

務となっているとの説明があった。 

また、尾崎 16号委員から、がんゲノム医療のスケジュール案について、県内医療機関への早

期情報提供について要望があった。 

 

４．がん患者さんの生殖機能温存について 

増田議長から、資料 8 及び当日配布資料「第２回小児・AYA 世代のがん患者に対する妊孕性温

存療法に関する研修会」に基づき、がん患者さんの生殖機能温存について説明があった。 

また、増田議長から、以下２点について、各委員の所属する医療機関への周知及び対応につい

て依頼があった。 

①がん患者に対する妊孕性温存療法について、該当患者へ周知するよう各医療機関で検討いた

だきたい。 

②次年度以降、琉球大学の銘苅桂子周産母子センター長が各医療機関を訪問し、妊孕性温存療

法の講演会を実施する予定であるので、その際は対応いただきたい。 

 

５．令和２年度の協議会・幹事会の開催の日時について 

増田議長から、資料 9に基づき確認があり、以下の日程について再調整を図ることとなった。 

協議会日程：第 3回 11 月 6日が学会と重複するため、11月 6日、11月 13日、11月 20日で調

整を検討する。 

幹事会日程：第1回4月13日を4月20日に変更することについて、本日欠席の朝倉15号委員及び 

糸数19号委員に確認することとなった。 

 

６．令和元年度第３回沖縄県がん診療連携協議会議題調整について 

増田議長から、審議事項についての確認があり、全審議事項とも協議会への議題として承認さ

れた。 

 
 

報告事項 

 

１．研修会の案内 

増田議長から、当日配布資料に基づき、講演会等の案内があった。 
・２月４日（火）がん診療連携拠点病院研修会「胃がん・大腸がんの術後障害と対応」 
・２月８日（土）第２２会タウンミーティング「あなたが住んでいるところのがん医療は大丈夫？

～自分の目とデータで確かめよう～」 
・３月３日（火）がん診療連携拠点病院研修会「緩和ケア等の専門知識・技術の習得のための研

修会」 
・３月１２日（木）「第２回小児・AYA世代のがん患者に対する妊孕性温存療法に関する研修会」 
・３月１３日（金）がん診療連携拠点病院研修会「放射線治療に関する専門的な知識・技術の習

得のための研修会」 
 

２．患者会等よりの報告 

増田議長から資料 11 及び 12に基づき、協議会当日、患者会から報告予定である旨、説明があ

った。 

 

３．がん教育について 

増田議長から、資料 13 基づき、沖縄県教育委員会が国から委託する事業として中学校・高等

学校において保健体育教員によるがん教育を実施したとの報告があった。 
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４．「都道府県がん診療連携拠点病院連絡会議 情報提供・相談支援部会」について 

５．「都道府県がん診療連携拠点病院連絡会議 緩和ケア部会」について 

増田議長から、資料14及び資料15に基づき、第１３回都道府県がん診療連携拠点病院連絡会議

情報提供・相談支援部会、緩和ケア部会ついて報告があった。 

 

６．沖縄県がん地域連携クリティカルパス適用状況について 

増田議長から、資料 16 に基づき、沖縄県がん地域連携クリティカルパス適用状況について報

告があった。 

 

７．沖縄県がん患者等支援事業の活動報告について 

増田議長から、資料 17 に基づき、沖縄県がん患者等支援事業の活動報告について報告があっ

た。 

 

８．沖縄県地域統括相談支援センターの活動報告について 

増田議長から、資料18に基づき、沖縄県地域統括相談支援センターの活動報告があった。 

 

９．厚生労働省におけるがん関連審議会及び各種会議 

増田議長から、資料 19から資料 28に基づき報告があった。 

 

１０．その他報告 

  松村１９号委員から、県立宮古病院において、次年度から薬剤に追加予算が計上されたことから、

予算の都合上、一部高額な薬剤を購入することができなかった現状から改善されるであろうとの報

告があった。 

 

 

部会報告事項 

 

   増田議長から、協議会当日に部会報告を予定している旨、説明があった。 
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令和元年度 第４回 沖縄県がん診療連携協議会議事要旨 
 

日  時  令和２年２月７日（金） １４：００～１６：４５ 

場  所  琉球大学医学部 管理棟３階 大会議室 

構 成 員  ３６名 （欠席者７名） 

 １号委員（琉大病院長） 大屋 祐輔 

 ２号委員（県立中部病院長） 本竹 秀光（代理）玉城 和光 

（那覇市立病院長） 屋良 朝雄 

 ３号委員（県立八重山病院長） 篠﨑 裕子 

（北部地区医師会病院長） 諸喜田 林 

 ４号委員（沖縄県医師会長） 安里 哲好 

 ５号委員（沖縄県歯科医師会長） 真境名 勉（欠席） 

 ６号委員（沖縄県薬剤師会長） 亀谷 浩昌 

 ７号委員（沖縄県看護協会長）  仲座 明美（欠席） 

 ８号委員（沖縄県政策参与） 対象者なし（構成員外） 

９号委員（沖縄県保健医療部長）          砂川 靖（欠席） 

１０号委員（琉大がんセンター長） 増田 昌人 

１１号委員（琉大医療福祉支援センター長） 平田 哲生 

１２号委員（琉大薬剤部長） 中村 克徳 

１３号委員（琉大看護部長） 大嶺 千代美 

１４号委員（琉大事務部長） 鬼村 博幸 

１５号委員（県立中部病院副病院長） 玉城 和光（代理）吉田 幸生 

（県立中部病院血液腫瘍内科部長） 朝倉 義崇（欠席） 

（那覇市立病院外科統括科部長） 宮里 浩 

（那覇市立病院外科部長） 友利 寛文 

１６号委員（県立八重山病院外科部長）        尾﨑 信弘 

（県立八重山病院副院長） 平良 美江 

（北部地区医師会病院副院長） 柴山 順子（欠席） 

（北部地区医師会病院看護部長）      我如古 春美 

１７号委員（沖縄県がん患者会連合会事務局長） 安里 香代子 

（がんの子供を守る会沖縄支部代表幹事） 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(離島圏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（国際医療福祉大学大学院教授）         埴岡 健一 

（一般社団法人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾈｸｻｽ理事長） 天野 慎介 

（沖縄タイムス編集局社会部記者） 新垣 綾子 

１９号委員（県立宮古病院長）            本永 英治（欠席） 

（県立宮古病院外科部長）         松村 敏信 

     （県立宮古病院副院長）          中山 幸子 

（琉大病院病理部長） 吉見 直己（欠席） 

（琉大病院小児科講師） 百名 伸之 

（那覇市立病院放射線科部長）       足立 源樹 

 
部会報告者 緩和ケア・在宅医療部会         笹良 剛史 

      小児・ＡＹＡ部会            百名 伸之 

離島・へき地部会            松村 敏信 

情報提供・相談支援部会         大久保 礼子 

 

陪 席 者 琉球大学医学部附属病院地域医療部特命准教授 中島 信久 

沖縄県保健医療部健康長寿課         仲里 可奈理 
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会議に先立ち、増田委員（10号委員）から、当日配布資料について説明があった。 

 

 

議事要旨・議事録・委員一覧 

 

１．令和元年度第４回沖縄県がん診療連携協議会幹事会議事要旨(1月24日開催) 

増田委員から、資料1の第４回幹事会議事要旨（令和2年1月24日開催）の確認があった。 

 

２．令和元年度第３回沖縄県がん診療連携協議会議事要旨(11月1日開催) 

増田委員から、資料2の第３回協議会議事要旨（令和元年11月1日開催）の確認があった。 

 

３．令和元年度３回沖縄県がん診療連携協議会議事録(11月1日開催) 

増田委員から、資料3の第３回協議会議事録（令和元年11月1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・幹事会委員一覧 

増田委員から、資料４に基づき、部会委員の一部に変更について報告があった。 

 

 

有識者報告事項 

 

１．埴岡委員報告 

埴岡委員（18号委員）から資料５に基づき、沖縄県がん対策推進計画の中間評価と指標データに

ついて報告があった。この指標データから、以下のとおり提案等がなされた。 

①沖縄県のがん死亡率は相対的に悪化し、特に大腸がん、子宮頸がんについては、対応の検討

について、提案がなされた。 

②沖縄県内のがん登録情報を、資料内容の増補改訂を行い、定期的に情報収集し、公表すること

について、提案がなされた。 

③薬剤使用料のデータを指標化しモニタリングすることで、がんに関する医薬品の使用方法等につ

いて、地域の医療行為頻度や医療行為の過不足を確認する手立てとなる可能性があることにつ

いて、説明があった。 

また、埴岡委員から、以下について意見及び要望があり、状況を把握する委員から回答があった。 

意見：県内離島で予算上使用不能となる薬剤が存在することについて、是正されるべきではない

か。 

回答：篠崎委員（３号委員）から、県立八重山病院では、薬剤の予算措置については、予算を増額

する等様々な方法で対応できるよう調整に努めているとの回答があった。 

要望：NDB-SCR資料について、今後「ベンチマーク部会」でモニタリング等実施いただきたい。  

回答：増田委員から、ベンチマーク部会で対応を検討する旨の回答があった。大屋委員長から、数

値の指標化等についてはベンチマーク部会で対応可能だが、外部識者として、今後とも引き

続き、埴岡委員にも指標等について意見等をいただきたいとの発言があった。 

また、安里香代子委員（1７号委員）から、県内各医療機関の個別動向についての指標等を知ること

はできないかとの質問があり、増田委員から沖縄県の医療計画では、詳細なデータを公表していない

との回答があった。また、埴岡委員から、今回の指標データは、国や県に様々な指標が掲載されてい

るデータを集積し、指標化したものであるとの説明があった。 

 

 

２．天野委員報告 

天野委員から資料6に基づき、前回の協議会に引き続き、国内でのがんに関する研究への患者・市

民参画（ＰＰＩ）について、日本医療研究開発機構（AMED）の作成したPPIガイドブックについて、紹介

があった。 

また、大屋委員長から、PPIは都道府県単位又は研究機関単位のどちらの単位で推進されているか

との質問があり、天野委員から、国立がん研究センターでは患者市民パネルの活動がされているよう

に、研究機関単位での推進となっているとの回答があった。 
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３．新垣委員報告 

新垣委員（18号委員）から資料７に基づき、がん教育について情報提供等報告があった。 

また、本報告の関連内容として、増田委員から、資料１５に基づき県内のがん教育の経緯と展開に

ついて報告があった。 

また、全国がん患者団体連合会が作成した外部講師のためのe-learningについて、天野委員から、

がん教育について協力可能であるとの発言があった。 

 

 

審議事項 

１．沖縄県がん診療連携協議会 要項の改正について 

２．沖縄県がん診療連携協議会幹事会 運営に関する申し合わせについて 

増田委員から資料８、資料９に基づき、琉球大学医学部附属病院ががん診療連携協議会への更

なる体制強化を図るために、琉球大学医学部附属病院がんセンター運営委員会委員長を協議会

の委員として加えたいとの提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

また、承認された琉球大学医学部附属病院がんセンター運営委員会委員長の青木産科婦人科

教授から、協議会委員就任の挨拶があった。 

 

 

３．がんゲノム医療について 

増田委員から資料１０及び当日配布資料に基づき、がんゲノム医療の現状及び琉大病院にお

ける今後のがんゲノム医療のスケジュール等の説明があった。また、琉大病院の院内外の対応

として、琉大病院のがんゲノム外来での対応の際は、各医療機関に琉大病院との対応窓口を１

か所に集約することについて提案があり、審議の結果、承認された。 

また、天野委員から以下３点について質問があり、増田委員が回答した。 

 質問①がんゲノムの拠点病院である九州大学病院へのエキスパートパネル照会について、制

限はあるか？ 

 回答②現状としては、制限されていない。また、琉大からの依頼予定も多くないことから、

当面は九州大学病院に制限なく対応いただけると考えている。 

質問②現状のがんゲノム医療では、効果的な薬物療法に至るのは１割程度となっていること

から、患者に対し、過剰な期待を持たせないことが重要であると考えるが、どのように

対応する予定か？ 

回答②がんゲノム医療の状況について、研修会で県内の医師へ情報提供を行っていく予定で

ある。また、各医療機関から琉大病院への窓口を設けることで、各医療機関で患者に対

し状況を説明する役割を果たしていただけると考えている。 

質問③院内における遺伝性がんについての相談体制はどのようになっているか？ 

回答③琉大病院では、コンパニオン診断を行う患者に対し、遺伝カウンセリング室外来を受

診することを推奨することで、対応を図っている。 

 

 

４．がん患者さんの生殖機能温存について 

百名委員（19 号委員）から資料１１に基づき、各医療機関に対し、小児・AYA 世代のがん

患者に対する妊孕性温存療法についての研修会への参加依頼があった。また、今後、小児ＡＹ

Ａ部会で、各医療機関において妊孕性温存窓口の開設について協議している予定であることの

報告があった。 
 また、安里香代子委員から、ＡＹＡ世代は就労していないことも多いことから、妊孕性温存

の説明だけではなく、経済的な支援も同時に行うこと等金銭面での補助について質問があり、

百名委員から、妊孕性温存療法は保険適応外であるため高額となること、現在既に県へ補助等

申請しているが、引き続き申請していくとの回答があった。 
 

 

５．令和元年度の協議会・幹事会の開催日時について 

増田委員から資料１２に基づき、令和２年度の協議会・幹事会の開催日時について説明があ

り、多くの医師の参加する学会と日程が重複していることから、第３回協議会の開催日程を、

11 月６日（金）から、11 月 13 日（金）へ変更したいとの提案があり、承認された。 
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報告事項 

 

１． 患者会等よりの報告 

（１）安里委員報告 

安里香代子委員から資料１３及び当日配布資料に基づき、前回協議会で報告された、令和元

年１０月１２日開催された第５回離島がんフォーラム開催ＩＮ久米島について、がんのステー

ジを誤って説明を受けた患者の心情について、追加報告があった。 

また、八重山でのフォーラム、うるま市でのフォーラムについての報告があった。今回、両

フォーラム参加者から講演会を SNSで知ったという回答があったことから、今後は SNSの利用

を積極的に検討したいとの発言があった。 

 

（２）片倉委員報告 

片倉委員（17 号委員）から資料１４に基づき、２月１５日の国際小児がんデーについての

報告があった。また、沖縄県では、令和２年２月９日にコープアップルタウン店、パレット久

茂地、サンエーメインプレイス２階、てんぷす沖縄で小児がん啓発キャンペーンを開催すると

の報告があった。また、アフラック（保険会社）の協力があり、郵便局窓口で募金を行えるこ

ととなったとの報告があった。 

 

 

（次第番号なし）沖縄県医師会からの報告事項「６５歳未満の健康・死亡率改善プロジェクト

『働き盛り世代の健康づくり』」について 

  安里哲好委員（４号委員）から当日資料に基づき、「６５歳未満の健康・死亡率改善プロ

ジェクト『働き盛り世代の健康づくり』」について報告があり、県医師会として大腸がん対

策を支援していきたいとの発言があった。 

 

２．「がん教育」について 

増田委員から、有識者報告（３．新垣委員報告）時に合わせて報告したため、割愛された。 

 

３、４．第１３回都道府県がん診療連携拠点病院連絡会議及び緩和ケア部会報告について 

増田委員から資料１６、資料１７に基づきに第１３回都道府県がん診療連携拠点病院連絡会

議及び各部会報告について報告があった。 

 

５．沖縄県がん地域連携クリティカルパス適用状況について 

６．沖縄県がん患者等支援事業の活動報告について 

７．沖縄県地域統括相談支援センターの活動報告について 

増田委員から、時間の都合上、内容は割愛するが、今後も活動予定がある旨の報告があった。 

 

８. 厚生労働省におけるがん関連審議会及び各種会議 

増田委員から資料２１～資料３０に基づき厚生労働省におけるがん関連審議会及び各種会

議について報告があった。 

 

 

 

部会報告事項 

 

１．医療部会 

宮里委員（15号委員）から資料３１に基づき、医療部会の活動・取り組み状況について報告があっ

た。 

 

２．緩和ケア・在宅医療部会 

笹良部会長から資料３２に基づき、緩和ケア・在宅医療部会の活動・取り組み状況について報告が

あった。 
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３．小児・ＡＹＡ部会 

 百名委員から資料３３に基づき、小児・ＡＹＡ部会の活動・取り組み状況について報告があった。 

 

４．離島・へき地部会 

松村委員から資料３４に基づき、離島・へき地部会の活動・取り組み状況について報告があった。 

また、「北部・宮古・八重山医療圏におけるがん医療をどこまでやるか」について、引き続き協議中

であるとの報告があった。 

その他、以下２点について、今後沖縄県へ要望するか等検討中であるとの説明があり、次回の協

議会までに、必要に応じて要望書を作成するよう努めることとなった。 

①高額の医薬品を購入することについて、県の規程上いくつかの障害や複雑な手続きはあるが、

全く対応不可能ではないことを確認した。現状で対応していくか、より手続き等を簡略化するよう改

善を求めるかについて。 

②院外の医療機関とのネットワークを構築するにあたり、ネットワーク環境が悪く、実質上対応が困

難である。今後ネットワーク環境の改善を要望するか、個人情報の流出防止策を講じた上で一般

のネットワーク回線を利用すること等を検討するかについて。 

   

５．情報提供・相談支援部会 

大久保情報提供・相談支援部会員から資料２７に基づき、情報提供・相談支援部会の活動・取り組

み状況について報告があった。 

 

６．ベンチマーク部会（報告なし） 

 

（以上） 
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沖縄県がん診療連携協議会委員 令和２度名簿　（任期：令和2年4月1日～令和3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 大屋　祐輔 継続 おおや　ゆうすけ 琉球大学病院 病院長 琉大病院の病院長

2 2 玉城　和光 変更 たまき　かずみつ 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 4 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 5 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 6 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 7 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 8
（役職対象者な
し）

継続（Ｈ31.4～役
職対象者なし）

沖縄県 政策参与 沖縄県政策参与

12 9 大城　玲子 変更 おおしろ　れいこ 沖縄県保健医療部 保健医療部長 沖縄県保健医療部長

13 10 増田　昌人 継続 ますだ　まさと 琉球大学病院がんセンター センター長 琉大病院のがんセンター長

14 11 青木　陽一 新規 あおき　よういち
琉球大学病院がんセンター運営
委員会

委員長
琉大病院のがんセンター運営委員会委員
長

15 12 平田　哲生 変更 ひらた　てつお
琉球大学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

16 13 中村　克徳 継続 なかむら　かつのり 琉球大学病院薬剤部 薬剤部長 琉大病院の薬剤部長

17 14 大嶺　千代美 継続 おおみね　ちよみ 琉球大学病院看護部 看護部長 琉大病院の看護部長

18 15 鬼村　博幸 変更 おにむら　ひろゆき 琉球大学上原キャンパス事務部 事務部長 琉大病院の事務部長

19 16 照屋　洋子 変更 てるや　ようこ 沖縄県立中部病院 副院長 地域がん診療連携拠点病院より２名

20 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

21 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より２名

22 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

23 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

24 17 中山　幸子 変更 なかやま　ゆきこ 沖縄県立宮古病院 副院長 地域がん診療病院から２名

25 17 尾﨑　信弘 継続 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名

26 17 平良　美江 継続 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名

27 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 地域がん診療病院から２名

28 17 我如古　春美 継続 がねこ　はるみ 北部地区医師会病院 看護部長 地域がん診療病院から２名

29 18 安里　香代子 継続 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

30 18 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 18 上原　弘美 変更 うえはら　ひろみ
サバイバーナースの会「ぴあナー
ス」

代表 患者関係の立場の者

32 18 島袋　百代 変更 しまぶくろ　ももよ
パンキャンジャパン沖縄アフィリ
エート

支部長 患者関係の立場の者

33 19 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

34 19 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

35 19 島　洋子 変更 しま　ようこ 琉球新報社編集局 次長・報道本部長 有識者

36 20 加留部　謙之介 変更 かるべ　けんのすけ 琉球大学病院病理部 病理部長 琉大の病院長が必要と認める者

37 20 百名　伸之 継続 ひゃくな　のぶゆき 琉球大学病院小児科 講師 琉大の病院長が必要と認める者

38 20 足立　源樹 継続 あだち　げんき 那覇市立病院 放射線科部長 琉大の病院長が必要と認める者
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申合わせ
条項

要項条項 氏名 所属 役職 備考

1 10 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

2 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

2 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

3 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

3 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

3 17 柴山　順子 北部地区医師会病院 副院長 地域がん診療病院から１名

4
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

4
その他協議会議
長が必要と認めた
者

金城　不二子
琉球大学上原キャンパス事務部総務
課

課長 その他琉大の病院長が必要と認める者

令和２年度 沖縄県がん診療連携協議会幹事会委員一覧（案）
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2019/10月時点

※2020年4月以降の人事異動等に伴う委員の変更については決まり次第随時更新します。
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 地域がん診療連携拠点病院

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 前地域がん診療病院

仲里　可奈理 沖縄県保健医療部健康長寿課 がん対策班　主任(技術) 沖縄県

又吉　賢弘 沖縄県友声会 理事 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 地域がん診療連携拠点病院

本仲　寛美 沖縄県立中部病院　 看護師 地域がん診療連携拠点病院

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 前地域がん診療病院

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

髙橋　秀徳 琉球大学医学部附属病院 地域医療部　特命講師 都道府県がん診療連携拠点病院

石井　岳夫 琉球大学医学部附属病院 がん専門薬剤師、外来がん治療認定薬剤師 都道府県がん診療連携拠点病院

鈴木　毅 琉球大学医学部附属病院 がん専門薬剤師、がん薬物療法認定薬剤師 都道府県がん診療連携拠点病院

永井　賢作 那覇市立病院 薬剤師 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

吉田　幸生 沖縄県立中部病院　 血液・腫瘍内科 地域がん診療連携拠点病院

勝連　真人 沖縄県立中部病院　 薬剤師 地域がん診療連携拠点病院

前森　里美 沖縄県立中部病院　 看護師 地域がん診療連携拠点病院

與世平一起 沖縄県立八重山病院 薬剤師 地域がん診療病院

大益　渉子 沖縄県立八重山病院 看護師 地域がん診療病院

神里　敬子 沖縄県立宮古病院 看護師長 前地域がん診療病院

比嘉　亜紀 北部地区医師会病院 看護師 地域がん診療病院

新井　麻紀子 北部地区医師会病院 薬剤師 地域がん診療病院

大城　真理奈 豊見城中央病院 薬剤師 豊見城中央病院

上原　政文 豊見城中央病院 薬剤師 豊見城中央病院

國吉　洋子 浦添総合病院 看護師 浦添総合病院

平良　智 中頭病院 薬剤師 中頭病院

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）
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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

友利　あかね 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 前地域がん診療病院

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

野里　栄治 北部地区医師会病院 医局長/外科外来医長 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

伊波　善之 沖縄県保健医療部健康長寿課 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

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 前地域がん診療病院

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 医局長/外科外来医長 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 前地域がん診療病院

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 訪問看護ステーションはえばる

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

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

國仲　弘一 琉球大学医学部附属病院 消化器・腫瘍外科学講座助教 都道府県がん診療連携拠点病院

銘苅　桂子 琉球大学医学部附属病院 周産母子センター講師 都道府県がん診療連携拠点病院

當銘　保則 琉球大学医学部附属病院 整形学科学講座准教授 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

大城　一郁 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

伊良波 史朗 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 放射線科副部長 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

調整中 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

太田　守克 沖縄県教育庁保健体育課 課長 沖縄県教育庁

友利　敏博 森川特別支援学校 学校長 森川特別支援学校

仲里　可奈理 沖縄県保健医療部健康長寿課 がん対策班　主任(技術) 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））

014



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 前地域がん診療病院

中山　幸子 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 看護部長 地域がん診療病院

仲里　可奈理 沖縄県保健医療部健康長寿課 がん対策班　主任(技術) 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

傳道　聡子 沖縄県立中部病院 連携室副看護師長 地域がん診療連携拠点病院

仲宗根　恵美 那覇市立病院 医療ソーシャルワーカー 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 前地域がん診療病院

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

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 地域がん診療病院

伊波　善之 沖縄県保健医療部健康長寿課 沖縄県

島袋　百代 パンキャンジャパン沖縄アフェリエート 支部長 患者関係者

調整中 患者関係者

樋口　美智子 沖縄国際大学 総合文化学部人間福祉学科准教授

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
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 前地域がん診療病院

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 地域がん診療病院

仲里　可奈理 沖縄県保健医療部健康長寿課 がん対策班　主任(技術) 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 前地域がん診療病院

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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沖縄県がん診療連携協議会要項の一部改正に伴う新旧対照表（案） 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県がん診療連携協議会要項（案） 

 

 

第１条 がん診療連携拠点病院の整備に関する指針（平成２６年１月１０日

厚生労働省健発第０１１０第７号）に基づき，琉球大学病院（以下「琉

大病院」という。）に沖縄県がん診療連携協議会（以下「協議会」と

いう。）を置く。  

             

第２条～第８条         略 

 

第９条 協議会の事務は，琉球大学上原キャンパス事務部において処理する。 

  

第１０条             略 

 

別表１                   略 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

   沖縄県がん診療連携協議会要項 

 

 

第１条 がん診療連携拠点病院の整備に関する指針（平成２６年１月１０日

厚生労働省健発第０１１０第７号）に基づき，琉球大学医学部附属病

院（以下「琉大病院」という。）に沖縄県がん診療連携協議会（以下

「協議会」という。）を置く。 

 

第２条～ 第８条       略 

  

第９条 協議会の事務は，琉球大学医学部事務部において処理する。 

 

第１０条           略 

 

別表１                   略 

 

（改正理由） 
 
・琉球大学医学部附属病院の名称が４月１日から琉球大学病院となった

たこと、それに伴い琉球大学医学部事務部が上原キャンパス事務部と名

称変更になったため、名称変更を行う。 

・県立宮崎病院が地域がん診療病院となったことから、別表２の変更を

行う。 
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別表２（第２条第１項第３号関係） 

沖縄県の地域がん診療病院 

北部地区医師会病院 

沖縄県立宮古病院 

沖縄県立八重山病院 

 

附 則 

１ この要項は，平成２０年 ７月１５日から施行する。 

２ この要項施行後，最初に委嘱される第２条第１項第１４号から第 

１８号に規定する委員の任期は，同条３項の規定にかかわらず，平成

２２年３月３１日までとする。 

     附 則 

この要項は，平成２０年 ９月２２日から施行する。 

     附 則 

この要項は，平成２２年 ６月１１日から施行する。 

     附 則 

この要項は，平成２６年 ８月 １日から施行し、平成２６年 ４月 

１日から適応する。 

     附 則 

この要項は，平成２７年 ８月 ７日から施行し、平成２７年 ４月 

１日から適応する。 

附 則 

この要項は，平成２８年 ５月１３日から施行し、平成２８年 ４月 

１日から適応する。 

附 則 

この要項は，平成２９年 ６月 ２日から施行し、平成２９年 ４月 

１日から適応する。 

 

別表２（第２条第１項第３号関係） 

沖縄県の地域がん診療病院 
北部地区医師会病院 

沖縄県立八重山病院 

 

 

附 則 

１ この要項は，平成２０年 ７月１５日から施行する。 

２ この要項施行後，最初に委嘱される第２条第１項第１４号から第 

１８号に規定する委員の任期は，同条３項の規定にかかわらず，平成

２２年３月３１日までとする。 

     附 則 

この要項は，平成２０年 ９月２２日から施行する。 

     附 則 

この要項は，平成２２年 ６月１１日から施行する。 

     附 則 

この要項は，平成２６年 ８月 １日から施行し、平成２６年 ４月 

１日から適応する。 

     附 則 

この要項は，平成２７年 ８月 ７日から施行し、平成２７年 ４月 

１日から適応する。 

附 則 

この要項は，平成２８年 ５月１３日から施行し、平成２８年 ４月 

１日から適応する。 

附 則 

この要項は，平成２９年 ６月 ２日から施行し、平成２９年 ４月 

１日から適応する。 

 

017



附 則 

この要項は，令和元年 ５月１０日から施行し、平成３１年 ４月 

１日から適応する。 

 

附 則 

この要項は，令和２年 ２月 ７日から施行する。 

附 則 

この要項は，令和２年  ５月 ８日から施行し，令和 ２年 ４月 １

日から適用する。 

 

 

附 則 

この要項は，令和元年 ５月１０日から施行し、平成３１年 ４月 

１日から適応する。 

 

附 則 

この要項は，令和２年 ２月 ７日から施行する。 
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沖縄県がん診療連携協議会要項（0409案） 

 

平成２０年７月１５日 

制        定 

 

（設置） 

第１条 がん診療連携拠点病院の整備に関する指針（平成２６年１月１０日厚生労働省

健発第０１１０第７号）に基づき，琉球大学病院（以下「琉大病院」という。）に

沖縄県がん診療連携協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 協議会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  琉大病院の病院長 

(2)  沖縄県の地域がん診療連携拠点病院（別表１）の病院長 

(3)  沖縄県の地域がん診療病院（別表２）の病院長 

(4)  沖縄県医師会長 

 (5)  沖縄県歯科医師会長 

(6)  沖縄県薬剤師会長 

(7)  沖縄県看護協会長 

(8)  沖縄県政策参与 

(9) 沖縄県保健医療部長 

(10) 琉大病院のがんセンター長 

(11) 琉大病院のがんセンター運営委員会委員長 

(12) 琉大病院の医療福祉支援センター長 

(13) 琉大病院の薬剤部長 

(14) 琉大病院の看護部長 

(15) 琉大病院の事務部長 

(16) 沖縄県の地域がん診療連携拠点病院から 各２人 

(17) 沖縄県の地域がん診療病院から 各２人 

(18) 患者関係の立場の者から 若干人 

(19) 有識者  若干人 

(20) その他琉大病院の病院長が必要と認める者 若干人 

２ 前項に規定する委員は，琉大病院の病院長が委嘱する。 

３ 第１項に規定する委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ 第１項に規定する委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前項の規定にか

かわらず，前任者の残任期間とする。 
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（協議事項） 

第３条 協議会は，がん診療に関する次に掲げる事項を協議する。 

(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おける，地域性

に応じたグループ内での役割分担を明確にした上でのグループ指定の組み合わせを

決定すること。 

(2)  沖縄県内のがん診療連携拠点病院，特定領域拠点病院，地域がん診療病院の診

療実績等を共有すること。（地域連携クリティカルパスの活用実績や地域の医療機関

との紹介・逆紹介の実績，相談支援の内容別実績，がん患者の療養生活の質の向上に

向けた取組状況等を含む。） 

(3)  沖縄県におけるがん診療及び相談支援の提供における連携協力体制について検

討すること。 

(4)  沖縄県におけるがん診療連携拠点病院，特定領域拠点病院，地域がん診療病院

が作成している地域連携クリティカルパスの一覧を作成・共有すること。 

(5)  沖縄県内の院内がん登録のデータの分析，評価等を行うこと。 

(6)  沖縄県におけるがん診療連携拠点病院，特定領域拠点病院，地域がん診療病院

への診療支援を行う医師の派遣に係る調整を行うこと。 

(7)  沖縄県におけるがん診療連携拠点病院が実施するがん医療に携わる医師を対象

とした緩和ケアに関する研修その他各種研修に関する計画を作成すること。 

(8)  沖縄県内の医療機関における診療，緩和ケア外来，相談支援センター，セカン

ドオピニオン，患者サロン，患者支援団体，在宅医療等へのアクセスについて情報を

集約し医療機関間で共有するとともに，冊子やホームページ等でわかりやすく広報す

ること。 

(9)  都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会との体系的な連携体制を構築するこ

と。 

(10) 国立がん研究センターによる研修に関する情報や都道府県がん診療連携拠点病

院連絡協議会での決定事項が確実に沖縄県内で共有される体制を整備すること。 

(11) その他がん診療連携に関すること。 

（議長） 

第４条 協議会に議長を置き，琉大病院の病院長をもって充てる。 

２ 議長は，協議会を招集する。 

３ 議長に事故があるときは，議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 

（議事） 

第５条 協議会は，委員の３分の２以上が出席しなければ，議事を開くことができない。 

２ 委員は，やむを得ない理由により会議に出席することができないときは，その代理 

者を出席させることができる。 
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（意見の聴取） 

第６条 議長は，必要があるときは，委員以外の者を協議会に出席させ，意見を聴くこ 

とができる。 

（幹事会） 

第７条 協議会に，協議会の運営を円滑に行うため，幹事会を置く。 

２ 幹事会に関し必要な事項は，議長が別に定める。 

（部会） 

第８条 幹事会には必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会の設置，委員の構成，調査検討事項，その他運営事項等は議長が決める。 

（事務） 

第９条 協議会の事務は，琉球大学上原キャンパス事務部において処理する。 

（雑則） 

第１０条 この要項に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，議長が別

に定める。 

 

 

 

別表１（第２条第１項第２号関係） 

沖縄県の地域がん診療連携拠点病院 
那覇市立病院 

沖縄県立中部病院 

 

 

別表２（第２条第１項第３号関係） 

沖縄県の地域がん診療病院 

北部地区医師会病院 

沖縄県立宮古病院 

沖縄県立八重山病院 

 

 

附  則 

１ この要項は，平成２０年 ７月１５日から施行する。 

２ この要項施行後，最初に委嘱される第２条第１項第１４号から第１８号に規定す

る委員の任期は，同条３項の規定にかかわらず，平成２２年３月３１日までとする。 

   附 則 

この要項は，平成２０年 ９月２２日から施行する。 

   附 則 
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この要項は，平成２２年 ６月１１日から施行する。 

   附 則 

この要項は，平成２６年 ８月 １日から施行し，平成２６年 ４月 １日から適用

する。 

   附 則 

この要項は，平成２７年 ８月 ７日から施行し，平成２７年 ４月 １日から適用

する。 

附 則 

この要項は，平成２８年  ５月１３日から施行し，平成２８年 ４月 １日から適用 

する。 

附 則 

この要項は，平成２９年  ６月 ２日から施行し，平成２９年 ４月 １日から適用 

する。 

附 則 

この要項は，令和元年  ５月１０日から施行し，平成３１年 ４月 １日から適用 

する。 

附 則 

この要項は，令和２年  ２月 ７日から施行する。 

附 則 

この要項は，令和２年  ５月 ８日から施行し，令和 ２年 ４月 １日から適用 

する。 
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沖縄県がん診療連携協議会幹事会の運営に関する申合せの一部改正に伴う新旧対照表（案） 

新 旧 

 

沖縄県がん診療連携協議会幹事会の運営に関する申合せ（案） 

第１条～第８条 略 

第９条 幹事会の事務は，琉球大学病院の事務部及び各地域がん診療連携拠

点病院において処理する。 

第１０条  略 

附 則  

この申合せは，平成20年 9月30日から施行する。 

附 則  

この申合せは，平成20年12月19日から施行する。 

附 則  

この申合せは，平成22年 6月11日から施行する。 

附 則  

この申合せは，平成27年 8月 7日から施行する。 

附 則  

この申合せは，平成30年10月15日から施行し，平成30年5月11日から適

用する。 

沖縄県がん診療連携協議会幹事会の運営に関する申合せ 

第１条～第８条  略 

第９条 幹事会の事務は，琉球大学医学部附属病院の事務部及び各地域がん

診療連携拠点病院において処理する。 

第１０条   略 

附 則  

この申合せは，平成20年 9月30日から施行する。 

附 則  

この申合せは，平成20年12月19日から施行する。 

附 則  

この申合せは，平成22年 6月11日から施行する。 

附 則  

この申合せは，平成27年 8月 7日から施行する。 

附 則  

この申合せは，平成30年10月15日から施行し，平成30年5月11日から適用

する。 

（改正理由）

・琉球大学医学部附属病院が琉球大病院に名称変更したことに伴う変更。
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附 則  

この申合せは，令和元年 5月10日から施行し，平成31年4月 1日から適

用する。 

附 則  

この申合せは，令和 2年 2月 7日から施行する。 

附 則  

この申合せは，令和 2年 5月 8日から施行し，令和 2年 4月 １日

から適用する。 

 

附 則  

この申合せは，令和元年 5月10日から施行し，平成31年4月 1日から適

用する。 

附 則  

この申合せは，令和 2年 2月 7日から施行する。 
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沖縄県がん診療連携協議会幹事会の運営に関する申合せ（0409案） 

 

平成20 年 9月30日 

制      定 

 

（趣旨）  

第１条 沖縄県がん診療連携協議会要項（平成２０年７月１５日制定。以下「要項」という。）第７

条第２項の規定に基づき，沖縄県がん診療連携協議会幹事会（以下「幹事会」という。）に

関し，必要な事項を定める。 

 

（組織）  

第２条 幹事会は，沖縄県がん診療連携協議会（以下「協議会」という。）委員の中から，次に掲

げる者をもって組織する。 

(1) 協議会要項第２条第１項第１０号の者  

(2) 協議会要項第２条第１項第１６号の者 各１人 

(3) 協議会要項第２条第１項第１７号の者 各１人 

(4) その他協議会議長が必要と認めた者 

 

（任務）  

第３条 幹事会は，協議会を円滑に運営するため，協議会の協議事項について調整等を行う。  

 

（幹事長）  

第４条 幹事会に幹事長を置き，第２項第１号の者をもって充てる。  

第５条 幹事長は，幹事会の任務を掌理する。  

第６条 幹事長に事故があるときは，幹事長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。 

 

（報告）  

第７条 幹事長は，幹事会の結果を協議会議長に報告するものとする。  

 

（部会）  

第８条 幹事会に，協議会の活動を展開するため，次の部会を置く。  

(1) 医療部会 

(2) 緩和ケア・在宅医療部会 

(3) 小児・AYA部会 

(4) 離島・へき地部会 

(5) 情報提供・相談支援部会 

(6) ベンチマーク部会 

 

（事務）  

第９条 幹事会の事務は，琉球大学病院の事務部及び各地域がん診療連携拠点病院において

処理する。  

 

（雑則）  

第１０条 この申合せに定めるもののほか，幹事会の運営等に関し必要な事項は，別に定める。  
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附 則  

この申合せは，平成20年 9月30日から施行する。 

附 則  

この申合せは，平成20年12月19日から施行する。 

附 則  

この申合せは，平成22年 6月11日から施行する。 

附 則  

この申合せは，平成27年 8月 7日から施行する。 

附 則  

この申合せは，平成30年10月15日から施行し，平成30年 5月11日から適用する。 

附 則  

この申合せは，令和元年 5月10日から施行し，平成31年 4月 １日から適用する。 

附 則  

この申合せは，令和 2年 2月 7日から施行する。 

附 則  

この申合せは，令和 2年 5月 8日から施行し，令和 2年 4月 １日から適用する。 
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沖縄県がん診療連携協議会部会の申合せの一部改正に伴う新旧対照表（案） 

新 旧 

 

 

 

 

 

沖縄県がん診療連携協議会部会の申合せ（案） 

 

 

第１条～第３条         略 

 

第４条 部会員は部会長の推薦に基づき，琉球大学病院の病院長が委嘱

する。 

 

第５条 部会の事務は，琉球大学病院の事務部及び各地域がん診療連携

拠点病院において処理する。 

 

第６条              略 

 

附 則 

この申し合わせは，平成 20年 9月 30日から実施する。 

 

  附 則 

この申し合わせは，平成 22年 2月 5日から実施する。 

  附 則 

この申し合わせは，平成 24年 6月 11日から実施する。 

附 則  

この申合せは，令和元年 5月10日から施行し，平成30年 5月 11日か

ら適用する。 

 

 

 

 

 

沖縄県がん診療連携協議会部会の申合せ 

 

 

第１条～第３条         略 

 

第４条 部会員は部会長の推薦に基づき，琉球大学医学部附属病院の病院長

が委嘱する。 

 

第５条 部会の事務は，琉球大学医学部附属病院の事務部及び各地域がん診

療連携拠点病院において処理する。 

 

第６条              略 

 

附 則 

この申し合わせは，平成 20年 9月 30日から実施する。 

 

  附 則 

この申し合わせは，平成 22年 2月 5日から実施する。 

  附 則 

この申し合わせは，平成 24年 6月 11日から実施する。 

附 則  

この申合せは，令和元年 5月10日から施行し，平成30年 5月 11日から適用

する。 

（改正理由） 
・琉球大学医学部附属病院が琉球大病院に名称変更したことに伴う変更。 
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附 則  

この申合せは，令和２年 5月 8日から施行し，令和 2年 4月  1

日から適用する。 
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沖縄県がん診療連携協議会部会の申合せ（0409案） 

平成20年   9月30日 

制        定 

 

（趣旨） 

第１条 沖縄県がん診療連携協議会要項（平成 20年 7月 15日制定。以下「要項」という。）

第 8条第 2項規定に基づき，沖縄県がん診療連携協議会部会（以下「部会」という。）

に関し必要な事項を定める。 

（名称等） 

第２条 部会の名称，担当業務は，次のとおりとする。 

部会名称 担当業務 

医療部会 沖縄県におけるがん医療の質の向上を図る 

緩和ケア・在宅医療部会 沖縄県における緩和ケアの普及と質の向上、およびが

んにおける在宅医療の普及を図る 

小児・AYA部会 沖縄県の小児・AYA 領域のがん医療の質の向上と、学

業・就労等の患者・家族への支援の充実を図る 

離島・へき地部会 沖縄県の離島・へき地におけるがん医療の質の向上と

種々の支援の充実を図る 

情報提供・相談支援部会 沖縄県におけるがんの情報提供および相談支援体制の

強化と質的向上を図る 

ベンチマーク部会 沖縄県におけるがん医療の質的向上とがん対策の向上

に資するデータの収集、分析、活用、提言等を図る 

 

第３条 部会に部会長を置き，部会員の中から，幹事長が指名する。 

第４条 部会員は部会長の推薦に基づき，琉球大学病院の病院長が委嘱する。  

（事務） 

第５条 部会の事務は，琉球大学病院の事務部及び各地域がん診療連携拠点病院において

処理する。 

（雑則） 

第６条 この申合せに定めるもののほか，部会の運営等に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 

  附 則 

この申し合わせは，平成 20年 9月 30日から実施する。 

  附 則 

この申し合わせは，平成 22年 2月 5日から実施する。 
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  附 則 

この申し合わせは，平成 24年 6月 11日から実施する。 

附 則  

この申合せは，令和元年 5月10日から施行し，平成30年 5月 11日から適用する。 
附 則  

この申合せは，令和２年 5月 8日から施行し，令和 2年 4月  1日から適用する。 
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がんゲノム医療における
がん遺伝子パネル検査

オーダーの実際
～ FoundationOneⓇ CDx 編～

がんセンター
増田 昌人
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がん遺伝子パネル検査オーダーの実際

１．患者登録のための事前の２つのID取得

２．患者の選定

３．選定患者のキャンサーボードによる適格基準判定

４．主治医によるインフォームドコンセント

５．遺伝カウンセリング室によるプレ遺伝カウンセリング

６．各診療科外来の電子カルテを用いての検査オーダー

７．『がんゲノム診断関連：未染色標本依頼書』の提出

８．総合診療部のPCを用いての患者のC-CATへの登録

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼

１０．結果の参照方法
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がん遺伝子パネル検査オーダーの実際

１．患者登録のための事前の２つのID取得

２．患者の選定

３．選定患者のキャンサーボードによる適格基準判定

４．主治医によるインフォームドコンセント

５．遺伝カウンセリング室によるプレ遺伝カウンセリング

６．各診療科外来の電子カルテを用いての検査オーダー

７．『がんゲノム診断関連：未染色標本依頼書』の提出

８．総合診療部のPCを用いての患者のC-CATへの登録

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼

１０．結果の参照方法

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 5035



１．患者登録のための事前の２つのID取得

（１）C-CATの利用者登録（＝ID取得）

①利用を希望する教員は、

メール本文に氏名・病院名・連絡先・E-Mailアドレスの4つを入力し、

がんセンター(n-naka@jim.u-ryukyu.ac.jp)に、

メールしてください。

②がんセンターから、C-CAT情報管理室へ申請を行う

③ C-CATから、利用者に、

• 「利用者ID」
• パスワード

が送られてくるので、

各自で管理する

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 6036



（２）FoundationOneⓇ CDx がんゲノムプロファイルのID取得

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 7

①下記URLへアクセスし、アカウント申請を行う
https://chugai-pharm.jp/inquiry/f1t/

②登録したアドレスに、ログインIDとパスワードが届く
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がん遺伝子パネル検査オーダーの実際

１．患者登録のための事前の３つのID取得

２．患者の選定

３．選定患者のキャンサーボードによる適格基準判定

４．主治医によるインフォームドコンセント

５．遺伝カウンセリング室によるプレ遺伝カウンセリング

６．各診療科外来の電子カルテを用いての検査オーダー

７．『がんゲノム診断関連：未染色標本依頼書』の提出

８．総合診療部のPCを用いての患者のC-CATへの登録

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼

１０．結果の参照方法

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 8038



２．患者の選定

１．主治医が、患者を選定する

（１）標準治療がない固形がん患者。
または、局所進行若しくは転移が
認められ標準治療が終了となっ
た固形がん患者

（終了が見込まれる者を含む。）

（２）関連学会の化学療法に関する
ガイドライン等に基づき、全身状
態及び臓器機等から、本検査施
行後に化学療法の適応となる可
能性が高いと主治医が判断した
者

２．さらに、以下を満たす患者

（１）他院を含め、過去に「が
ん遺伝子パネル検査」を
受けたことが無い

（２）検査機関に提出できる腫
瘍組織検体がある。もし
くは再生検が可能である

（３）主治医が予後3か月以上
が見込まれると判断した
症例

（４）ECOGのPSが0または1

＊PS2は、通常のキャンサーボードでも協
議し、賛同が得られた場合のみ例外的
に認める

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 9

＜ECOG PS>
PS 0：全く問題なく活動できる。発病前と同じ日常生活が制限なく行える。
PS 1：肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。
PS 2：歩行可能で自分の身の回りのことはすべて可能だが作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす。

039



がん遺伝子パネル検査オーダーの実際

１．患者登録のための事前の３つのID取得

２．患者の選定

３．選定患者のキャンサーボードによる適格基準判定

４．主治医によるインフォームドコンセント

５．遺伝カウンセリング室によるプレ遺伝カウンセリング

６．各診療科外来の電子カルテを用いての検査オーダー

７．『がんゲノム診断関連：未染色標本依頼書』の提出

８．総合診療部のPCを用いての患者のC-CATへの登録

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼

１０．結果の参照方法

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 10040



３．選定患者の
キャンサーボードによる適格基準判定

１．主治医は、毎週水曜日7：30から開催されるキャンサーボードに
申し込む

２．キャンサーボードでは、「がん遺伝子パネル検査チーム」が、

以下の点を中心に適格基準の判定を行う

（１） A 標準治療がない固形がん患者かどうか

B 標準治療が終了、または終了が見込まれる患者かどうか

（２）関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身
状態及び臓器機等から、本検査施行後に化学療法の適応とな
る可能性が高いかどうか。特に、①PS 0か1であるかどうか、
②予後3か月以上が見込まれるかを判定する

（３）検査機関に提出できる腫瘍組織検体があるか、または再生検
が可能であるか

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 11041



キャンサーボード申込用紙
（がん遺伝子パネル検査オーダー用）

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 12

電子カルテ＞該当患者を開き＞文書入力＞各科共通フォルダ＞キャンサーボード

がん遺伝子パネル検査の場合、
赤枠内も記載すること
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がん遺伝子パネル検査オーダーの実際

１．患者登録のための事前の３つのID取得

２．患者の選定

３．選定患者のキャンサーボードによる適格基準判定

４．主治医によるインフォームドコンセント

５．遺伝カウンセリング室によるプレ遺伝カウンセリング

６．各診療科外来の電子カルテを用いての検査オーダー

７．『がんゲノム診断関連：未染色標本依頼書』の提出

８．総合診療部のPCを用いての患者のC-CATへの登録

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼

１０．結果の参照方法

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 13043



４．主治医によるインフォームドコンセント

１．キャンサーボードでの適格基
準判定後に、主治医は、がん
遺伝子パネル検査に関するイ
ンフォームドコンセント(IC)を
行う

２．ICの際には、電子カルテから、
右記の「がん遺伝子パネル検
査に関する説明文書」を印刷
して説明を行う

３．理解が得られた場合は、右
記の「同意書」に署名をしてい
ただく

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 14

電子カルテ＞該当患者を開き＞文書入力＞各科共通フォルダ＞がん遺伝子パネル検査
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がん遺伝子パネル検査オーダーの実際

１．患者登録のための事前の３つのID取得

２．患者の選定

３．選定患者のキャンサーボードによる適格基準判定

４．主治医によるインフォームドコンセント

５．遺伝カウンセリング室によるプレ遺伝カウンセリング

６．各診療科外来の電子カルテを用いての検査オーダー

７．『がんゲノム診断関連：未染色標本依頼書』の提出

８．総合診療部のPCを用いての患者のC-CATへの登録

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼

１０．結果の参照方法

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 15045



５．遺伝カウンセリング室による
プレ遺伝カウンセリング

１．ICが終了後に、主治医は、患者を、

遺伝カウンセリング室知念副室長の金曜日の外来へ、

院内紹介・予約を行う

２．知念副室長は、患者に対して、検査を行うことに関す
る説明を行う。

①場合によってはゲノム医療コーディネーターと共同で行う

②この場合の説明はICではなく、検査前のプレ遺伝カウンセリン
グである

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 16046



がん遺伝子パネル検査オーダーの実際

１．患者登録のための事前の３つのID取得

２．患者の選定

３．選定患者のキャンサーボードによる適格基準判定

４．主治医によるインフォームドコンセント

５．遺伝カウンセリング室によるプレ遺伝カウンセリング

６．各診療科外来の電子カルテを用いての検査オーダー

７．『がんゲノム診断関連：未染色標本依頼書』の提出

８．総合診療部のPCを用いての患者のC-CATへの登録

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼

１０．結果の参照方法

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 17047



６．各診療科外来の
電子カルテを用いての検査オーダー

１．電子カルテで対象患者を開き、「オーダー１」＞「検体検査」＞
「33.外注検査（伝票）」＞「10.外注検査（伝票）１枚」 をクリック
し確定する

２．主治医が、『外注検査伝票』に書き込み（詳細は次ページ）、
黄色のファイルに入れる

３．黄色のファイルを病理部へ提出する

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 18

①オーダー１

②検体・細菌

③ 33. 外注検査（伝票）

④ 10. 外注検査（伝票）1枚

⑤確定048



６．各診療科外来の電子カルテを用いての検査オーダー
＜外注検査伝票記入例＞

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 19

＜欄外項目＞
「F1CDx中外」

と記載

「組織」に〇
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がん遺伝子パネル検査オーダーの実際

１．患者登録のための事前の３つのID取得

２．患者の選定

３．選定患者のキャンサーボードによる適格基準判定

４．主治医によるインフォームドコンセント

５．遺伝カウンセリング室によるプレ遺伝カウンセリング

６．各診療科外来の電子カルテを用いての検査オーダー

７．『がんゲノム診断関連：未染色標本依頼書』の提出

８．総合診療部のPCを用いての患者のC-CATへの登録

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼

１０．結果の参照方法

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 20050



７．『未染色標本依頼書』の提出

• 主治医は、電子カルテから、右記の

『がんゲノム診断関連：未染色標本依頼書』

を印刷

• 必要事項を書き入れる

• 主治医自身で、病理部窓口に提出する

• 病理部は、標本の作製を開始する

• 病理部からの連絡を受け、主治医は病理
部受付へ、完成した標本を受け取りに行く

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 21

電子カルテ＞該当患者を開き＞文書入力＞各科共通フォルダ＞がん遺伝子パネル検査
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がん遺伝子パネル検査オーダーの実際

１．患者登録のための事前の３つのID取得

２．患者の選定

３．選定患者のキャンサーボードによる適格基準判定

４．主治医によるインフォームドコンセント

５．遺伝カウンセリング室によるプレ遺伝カウンセリング

６．各診療科外来の電子カルテを用いての検査オーダー

７．『がんゲノム診断関連：未染色標本依頼書』の提出

８．総合診療部のPCを用いての患者のC-CATへの登録

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼

１０．結果の参照方法

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 22052



８．総合診療部のPCを用いての
患者のC-CATへの登録（１）

• 主治医は、総合診療部において、専用ノートパソコンから患者を
C-CATへ登録する

①総合診療部に設置してあるがん遺伝子検査用のノートPCを起動する

②デスクトップにある「FENICS CONNECT」をクリックし、接続する

パスワードは、デスクトップにあるテキストファイル「C-CAT」の中に記載

③デスクトップにある「C-CATがんゲノム検査ポータル」をクリックし、サイトを表示

④ポータルサイトが開く

⑤「１」で取得したユーザーIDとパスワードで、ログインする

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 23053



①症例基本情報を入力する

②「症例登録」をクリックする

③C-CAT への情報提供同意を、

取得済みの場合は、「はい」をクリックする

④患者基本情報を入力し、「保存」をクリックする

※患者識別IDは、10桁化した琉大のカルテ番号

10桁化の方法；カルテ番号は通常7桁なので、前に0を3つ加える

カルテ番号が5桁の場合は、前に0を5つ加えて10桁とする

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 24

８．総合診療部のPCを用いての
患者のC-CATへの登録（２）
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①同意情報を入力する

②同意情報の「 -」をクリックする

③同意情報を入力し、「保存」をクリックする

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 25

８．総合診療部のPCを用いての
患者のC-CATへの登録（３）
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①登録情報を入力する

②登録情報の「 -」をクリックする

③登録情報を入力し、「保存」をクリックする

※登録ID 空欄で「登録」を押すと自動発番される

※登録日 本日日付が初期表示され、編集不可

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 26

８．総合診療部のPCを用いての
患者のC-CATへの登録（４）
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①検体情報を入力する

②「検索」をクリックすると、全検索され表示される

③検体情報を入力する症例の「登録ID」をクリックする

④検体情報の「 -」をク リックする。検体情報のテンプレートが表示される

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 27

８．総合診療部のPCを用いての
患者のC-CATへの登録（５）
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⑤「入力」をクリックする

⑥検体情報を入力し、「保存」をクリックする

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 28

８．総合診療部のPCを用いての
患者のC-CATへの登録（６）
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がん遺伝子パネル検査オーダーの実際

１．患者登録のための事前の３つのID取得

２．患者の選定

３．選定患者のキャンサーボードによる適格基準判定

４．主治医によるインフォームドコンセント

５．遺伝カウンセリング室によるプレ遺伝カウンセリング

６．各診療科外来の電子カルテを用いての検査オーダー

７．『がんゲノム診断関連：未染色標本依頼書』の提出

８．総合診療部のPCを用いての患者のC-CATへの登録

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼

１０．結果の参照方法

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 30060



９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼（１）

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 31

①総合診療部に設置してあるがん遺伝子検査用のノートPCを起動する

②デスクトップにある「L-AXeS接続」をクリックし、接続する
パスワードは、デスクトップにあるフォルダ「L-AXeS」の中に記載

③デスクトップにある「中外FMIポータル」
をクリックサイトを表示

④「１」で取得したユーザーIDとパスワードで
ログインする

⑤開いたサイトで、「検査依頼」と「検査依頼書の印刷」を行う

061



2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 32

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼（２）

⑥サイドメニューの「依頼登録」をクリックし、
依頼登録画面をポップアップで表示する

⑦依頼内容を入力し、依頼する

クリック

依頼内容を入力し、「依頼」をクリックする
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2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 33

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼（３）
※ 匿名化IDについて
「カルテ番号（7桁）」の後に続
けて「-」（ﾊｲﾌﾝ）と「C-CAT ID」を
記載する
（カルテ番号が5桁の場合は前
に0を2個つけて7桁にする）

※ 検体番号について

病理組織診断報告書の左上
の「標本番号」を入力
＜例外＞

・検体番号に枝番がある場合
があるので、枝番の有無を、
毎回病理医に確認する
・枝番が3だった場合の入力は、
H2019-062813 となる

＜例外＞
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2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 34

９．中外FMI ポータルを利用しての検査依頼（４）

⑧〈依頼〉ボタンをクリックすると、下図のような確認メッセージが表示される。
〈OK〉ボタンをクリックすると検査依頼が登録される。
依頼せずに戻る場合は、 〈キャンセル〉ボタンを押す。

⑨表示された『検査依頼書（４種）』を
A４用紙に片面印刷する

⑩印刷した『検査依頼書（４種）』は、
検査部のSRL窓口に、
主治医が直接提出する
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がん遺伝子パネル検査オーダーの実際

１．患者登録のための事前の３つのID取得

２．患者の選定

３．選定患者のキャンサーボードによる適格基準判定

４．主治医によるインフォームドコンセント

５．遺伝カウンセリング室によるプレ遺伝カウンセリング

６．各診療科外来の電子カルテを用いての検査オーダー

７．『がんゲノム診断関連：未染色標本依頼書』の提出

８．総合診療部のPCを用いての患者のC-CATへの登録

９．中外FMI ポータルでの書類作成と検査依頼

１０．結果の参照方法

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 35065



１０．結果の参照方法（概要）

2020/3/10 がん遺伝子パネル検査 院内説明会 36

クリック

クリック

クリック

① 依頼一覧画面で、確認したい検査依頼の依頼番号をクリックし、依頼詳細
画面をポップアップで表示させる

② 「変異情報と解析結果
レポートをダウンロード」
を行い、結果を参照する
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患者名 @@ORIBP_KANJI@@ （ID： @@SYPID@@ ） 

琉球大学医学部附属病院（FoundationOne® CDx用Ver.1.2） 

1 
※原本は患者へ交付、複写をカルテへ添付 

          ファウンデーションワン シーディーエックス 

「FoundationOne® CDx がんゲノムプロファイル」 
がん遺伝子パネル検査に関する説明文書 

 

説明日     年  月  日 

説明者 

診療科名       医師氏名              ㊞ 

 

0. はじめに 
この検査を受けるにあたっては、この説明文書および説明補助資料を最後までお読み下さい。もし

検査を受けることを希望される場合は、別途定める「意思表示書」をご提出ください。ただし、この

同意書では、検査を受ける段階で意思表示しなくてはならない複数の項目があります。わからない 

ことや疑問点がある場合は、十分に納得できるまで担当医師にお尋ねください。 
なお、この検査を行うかどうかはあなたの自由意思であり、受けないことを希望しても、それに 

よって当院における診療の中で不利益を受けることは一切ありません。 
また、あなたは、いったんこの検査を受けることに同意した後でも、下記「８．」に定める問い 

合わせ窓口に書面にて通知することにより、いつでも同意を撤回することができます。ただし、同意

撤回の時点で既に研究に用いられていた場合は、完全な情報の廃棄はできません。 

1. がん遺伝子パネル検査の目的 
本検査は、標準治療がない固形がん患者や、標準治療に抵抗性を示す進行期の固形がん患者に対して、

保険診療として実施可能な検査です。あなたのがん細胞の特徴をゲノム解析によって網羅的に調べ、がん

と関連する多数の遺伝子の状態を確認することを通して、あなたのがんの特徴を調べ、適切な薬剤や治療法、

あなたが参加できる可能性がある臨床試験・治験の有無を専門家チーム（“エキスパートパネル”と呼ばれま

す）が検討し、その結果をお伝えする検査です。 

2. がん遺伝子パネル検査の利点と限界 
この検査の結果、あなたの今後の治療に役立つ情報が得られる可能性があります。がんにかかわる遣伝

子の研究は日進月歩であり、その結果の解釈も複雑なため、専門家が最新かつ確かな情報を用いて検討し

ます。その結果、新たにアクセス可能となる医薬品や治療法、当該医療機関において参加の検討が可能と

なる臨床試験・治験などの存在が見出される可能性があります。しかし、それでも、あなたのがんの治療

に役立つ情報が得られない可能性は残ります。この検査を受けた方のうち、検査結果に基づいた治療が 

受けられるのは、約１１～３４％に留まる（海外実績）と想定されます。つまり、約６６～８９％の患者

さんはこの検査を受けても、検査結果がご自身の治療に直接つながらない可能性があります。 

また、解析に用いた検体の品質や量によっては、解析自体が不成功に終わる可能性があります。また、

あなたに適した薬剤が見つかった場合でも、以下のような場合には、あなたの治療法として選択できない

ことがあります。 
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－日本国内では販売が承認されていない薬剤の場合 
－あなたのがんへの適応が認められていない薬剤の場合 
－あなたが参加条件を満たさない臨床試験・治験でのみ使用されている薬剤の場合 
 など。 

3. 検査方法 
この検査には、あなたのがん細胞が必要となります。既にこれまでの検査で保存されたものが利用でき

る場合は、それを用いて検査しますが、新たにこの検査のためにがん細胞を採る場合もあります。検査は、

中外製薬（株）の関係会社であるファウンデーション・メディシン社（FMI）の「FoundationOne® CDx  
がんゲノムプロファイル」を使用し、あなたの検体や診療情報を同社の米国の解析機関に送り、そこで解

析が行われます。次に、解析後のデータや診療情報をもとに、専門家を交えた話し合い（エキスパートパ

ネル）を行います。この際、結果の解釈や治療方針の決定を適切に進めるために、がんゲノム医療（中核）

拠点病院・連携病院の間で情報を共有します。また、がんに関わる医療者の教育や他の患者さんへの対応

の参考にさせて頂くこともあります。 
 

4. がんに関する遺伝の情報（遺伝性腫瘍）が判明する可能性について 
この検査では、あなたのがん細胞の特徴を調べるために、様々な遺伝子を隅々に渡って調べます。その

過程で、あなたのがんの治療に役立つ情報の有無とは別に、あなたのがんが、あなたの生まれ持った体質

と関連している可能性（遺伝性腫瘍）が、疑われることがあります。すべての遺伝性腫瘍の可能性につい

て調べるわけではありませんが、予防法や治療法が存在するなど、あなたやあなたの血縁者の健康管理に

有益な結果はお知らせしたいと考えていますが、あなたのご希望を尊重します。もし、現時点で知りたく

なければ、その意思をお伝え下さい。 
ただし、この検査で判明する体質に関する情報は、あくまでも可能性を示す参考情報であり、確定診断

にならないことをご承知下さい。さらに詳細な情報を得たい場合には、別途、遺伝カウンセリングや遺伝

学的検査を受けて頂くなど、追加の費用が発生することがあります。 
 

5. がん遺伝子パネル検査の結果の説明 
あなたの治療に関する結果は、約６～８週程度で主治医からお伝えできる見込みです。遺伝的な体質と

の関連に関する結果は、それよりも遅くなる場合があります。急なご体調の変化やご家族に関係のある結

果が出る場合に備えて、ご家族にも結果を聞いて頂くことをお勧めします。 
 

6. がん遺伝子パネル検査の費用 
がん遺伝子パネル検査は、保険診療として実施されます。がんに関する遺伝的な体質について詳細な 

情報を得るために遺伝カウンセリングや遺伝学的検査を受けたい場合には、追加の費用が発生します。 
また、あなたの血縁者の方が、がんに関する遺伝に関心を持たれた場合には、別途、遺伝カウンセリン

グや遺伝学的検査を受けて頂く必要があり、追加の費用が発生します。 
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7. がん遺伝子パネル検査に用いたデータ等の取扱い 
あなたにご同意いただけた場合、がん遺伝子パネル検査で得られたデータ等を次の①～③の目的のため

に利用させていただきます。当院では、あなたのお名前を記号に置き換え、あなたを直接特定できない形

にした情報や、ゲノムデータを提供します。 
① 厚生労働省が設置した「がんゲノム情報管理センター（C-CAT）」（東京都中央区）に、ゲノムデータ、

診療情報、カルテ番号、被保険者番号（※１）を提供します。これらのうち、ゲノムデータの一部はFMI
から、それ以外の情報は当院から送ります。このセンターでは、今後のがんゲノム医療に必要 な情報

基盤として、日本のがん患者さんのゲノムや診療情報に関する大規模なデータベースを構築していま

す。あなたのデータをご提供いただければ、あなたの治療に役立つ情報を付け加えられる可能性があ

ります。 
② 「がんゲノム情報管理センター（C-CAT）」に集積されたデータの一部を、学術研究や医薬品等の開発

のために、学術研究機関や企業（海外（※２）を含む）に提供することがあります。提供にあたっては、

その目的に応じ、遵守すべき適正な法令や指針の規定の元に、同センターが第三者を交えて厳正な審査

を行います。また、同センターでは、データベースを常に正確なものにするため、診療情報を随時更新

するほか、将来、がん登録をはじめとして、医療・介護の様々なデータベースとの照合を行う可能性が

あります。提供の意思を撤回される場合、それ以降の利用を停止しますが、既に利用されているデータ

は削除できません。 
（※１）現在、被保険者番号は個人単位化が検討されており、将来、がんゲノム情報管理センター

（C-CAT）が収集したデータの整備を加速するために利用することを想定しています。 
（※２）日本と同等の水準にあると認められている個人情報の保護に関する制度を有している国また

は地城。 

③ あなたを直接特定できない形にした情報やゲノムデータは、検査の品質保証や業務上の目的で、

中外製薬（株）及び検査委託先で少なくとも5年間、米国のFMIで無期限に保管されます。検

体の管理及び情報の取り扱いは、個人情報保護法及び関連法規に則り適切に行われます。個人

情報は厳格に扱われ、情報漏洩を防止するために適切な安全対策が講じられますが、万が一、 

外部にもれた場合、あなたもしくはあなたの血縁者における不当な差別など不利益をもたらす

場合もあります。また、検査を行うFMIにより、FMI又は国内外の大学・企業・その他の研究

機関等の第三者による研究及びその他の目的（検査精度の向上、がんの発生・進行の理解、新

たな診断・治療法の開発、論文化等）で利用又は開示されることがあります。なお、同意撤回

されたとしても、既に同意撤回前にあなたの検査であることが特定できない形にされている情

報やゲノムデータは、事前に同意取得された範囲で活用されることがあります。 

上記データ等の取扱いに際しては漏洩等のリスクはありますが、安全性の高い方法を用いて管理し

ます。 

 

8. 問い合わせ先 
 琉球大学医学部附属病院  

がんセンターがんゲノム医療部門 
ＴＥＬ 098-895-1369 
ＦＡＸ 098-895-1497 

069



患者名 @@ORIBP_KANJI@@ （ID： @@SYPID@@ ） 

琉球大学医学部附属病院（FoundationOne® CDx用Ver.1.2） 

4 
※原本はカルテへ添付、複写を患者へ交付 

ファウンデーションワン シーディーエックス 

「FoundationOne® CDx がんゲノムプロファイル」 
がん遺伝子パネル検査に関する同意書 

琉球大学医学部附属病院 病院長殿 
 
私は、がん遺伝子パネル検査についての説明を十分に受け、検査の目的や内容について理

解しましたので、がん遺伝子パネル検査を受けることを希望します。 

■がんに関する遺伝の情報（遺伝性腫瘍）の情報提供（項目４） 

情報提供を希望する    ・     情報提供を希望しない 

■がん遺伝子パネル検査の結果（がんに関する遺伝の情報も含む）を家族等に伝えること（項目５） 

              伝えてよい       ・         自分以外誰にも伝えないでほしい 

※あなたががん遺伝子パネル検査の結果を伝えたい方の連絡先等 

氏名                                     続柄      

連絡先                                                                                                                                                      

■「がんゲノム情報管理センター（C-AT）」に提供された情報・ゲノムデータ等を、厳格な審査を経て、学術研究や医

薬品等の開発目的での利用を希望する第三者に提供すること。提供の意思を撤回される場合、それ以降の利用を停

止します。既に利用されているデータは削除できません。（項目７②） 

同意する       ・        同意しない 

同意日                     年 月 日 

ご本人（署名）           

代諾者（署名）     続柄      

住 所     〒  

説明日                     年 月 日   説明者（署名）                  

■あなたの治療に役立つ情報を発見するとともに、がん診療のデータベースをつくるため、あなたを直接特定で

きない形にした情報やゲノムデータ等を「がんゲノム情報管理センター（C-CAT）」へ提供すること（項目７①） 

同意する ・ 同意しない 

■あなたを直接特定できない形にした情報やゲノムデータは、検査を行う米国のFMIにより、FMI又は第三

者による研究及びその他の目的（検査精度の向上等）で利用又は開示されること。なお、同意撤回され

たとしても、既に同意撤回前にあなたの検査であることが特定できない形にされている情報やゲノムデ

ータは、事前に同意取得された範囲で活用されることがあります。（項目７③） 

同意する ・ 同意しない 
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ファウンデーションワン シーディーエックス 

「FoundationOne® CDx がんゲノムプロファイル」 
がん遺伝子パネル検査に関する意思変更申出書 

琉球大学医学部附属病院 病院長殿 
 
私は、私が受けたがん遺伝子パネル検査に関して、同意した内容を変更します。 

申出日                 年 月 日 

ご本人（署名）               

代諾者（署名）           続柄              

住 所     〒  

● がんに関する遺伝の情報（遺伝性腫瘍）が判明する可能性について（項目４）。 

□「情報提供を希望しない」から「情報提供を希望する」に変更する 
□「情報提供を希望する」から「情報提供を希望しない」に変更する 

● あなたの冶療に役立つ情報を発見するため、あなたを直接特定できない形にした情報やゲノムデータ等を

「がんゲノム情報管理センター」へ提供すること（項目７①）。 

□「同意しない」から「同意する」に変更する 
□「同意する」と回答したが、今後の提供と利用の停止を希望する 

● あなたを直接特定できない形にした情報やゲノムデータが、この検査を行うFMIにより、FMI又は第

三者による研究及びその他の目的（検査精度の向上等）で利用又は開示されること（項目７③）。 

□「同意しない」から「同意する」に変更する 

□「同意する」と回答したが、今後の利用と開示の停止を希望する 
 

● がん遺伝子パネル検査の結果（がんに関する遺伝の情報も含む）を家族等に伝えること（項目５）。 

□      「   自分以外誰にも伝えないでほしい」から「伝えてよい」に変更する 

※がん遺伝子パネル検査の結果を伝えたい方の連絡先等 

氏名                          続柄                        

連絡先     

□「伝えてよい」から「自分以外誰にも伝えないでほしい」に変更する 

 
 ●「がんゲノム情報管理センター」に提供された情報・ゲノムデータ等を、厳格な審査を経て、学術研究や医薬品

等の開発目的での利用を希望する第三者に提供すること（項目７②）。 

□「同意しない」から「同意する」に変更する 
□「同意する」と回答したが、今後の第三者提供の停止を希望する 
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受領者（署名）    
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資料 8-3 
 

令和 2 年 4 月 8 日 
 
沖縄県がん診療連携協議会 
幹事会委員各位 
 

琉球大学病院がんセンター 
増田昌人 

 
 

がんゲノム医療に関するスケジュール 
 
 
２０２０年 
３月 琉球大学病院がんゲノム医療部門連絡会議で選定した症例で検査開始 
４月 琉球大学病院のすべての診療科で検査オーダー開始 
 
 
６月 他の病院に対する研修会開催、がんゲノム相談外来終了（月末） 
７月 がんゲノム外来開設（増田担当） 

拠点病院からの患者紹受け入れを開始（紹介元医師を一本化） 
８月 診療病院からの患者紹受け入れを開始（紹介元医師を一本化） 
９月 沖縄県が選定した専門病院からの患者紹受け入れを開始（紹介元医師を

一本化） 
１０月 すべての病院からの患者紹受け入れを開始（紹介元医師を一本化） 
 
２０２１年 
３月 がんゲノム外来閉鎖 
４月 すべての病院の各医師が、琉大の担当診療科に直接紹介 
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 2020 年 3 月 18 日  
 
沖縄県がん診療連携協議会議長  
大屋 祐輔殿 
 

小児・AYA 部会長  
百名 伸之 

 
 

がん患者における生殖機能の温存について（提案） 
 
 
近年のがんに対する薬物療法をはじめとする集学的治療の進歩により、治癒

するがん患者や長期生存するがん患者が増えています。その反面、強力かつ長

期の薬物療法を受けること等により、性腺機能不全や妊孕性の消失、そして早

発閉経などに悩む患者さんが増加しています。 
がん診療連携拠点病院（以下、拠点病院）等においては、別紙の「がん診療

連携拠点病院等の整備に関する指針」により「生殖機能の温存に関しては、患

者の希望を確認し、院内または地域の生殖医療に関する診療科についての情報

を提供するとともに、当該診療科と治療に関する情報を共有する体制を整備す

ること。」が義務付けられています。 しかし、沖縄県の拠点病院等においては、

この点の体制整備が不十分であると、小児・AYA 部会では自己評価しています。 
そこで、『沖縄県における６つの拠点病院等における対象患者（すべての男性

患者および 0～50 歳の女性患者）の全員に、別紙のような資料を、主治医から

配布したうえで、説明を行うこと』を義務付けるように提案します。 
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がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針

Ⅰ がん診療連携拠点病院等の指定について

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について

１ 診療体制

（１）診療機能

① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供

コ 思春期と若年成人（Adolescent and Young Adult; AYA）世代（以下「ＡＹＡ世代」と

いう。）にあるがん患者については治療、就学、就労、生殖機能等に関する状況や希望

について確認し、必要に応じて、対応できる医療機関やがん相談支援センターに紹介す

ること。

サ 生殖機能の温存に関しては、患者の希望を確認し、院内または地域の生殖医療に関する

診療科についての情報を提供するとともに、当該診療科と治療に関する情報を共有する

体制を整備すること。

Ⅲ 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件について

Ⅳ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について

Ⅴ 国立がん研究センターの中央病院及び東病院の指定要件について

Ⅵ 特定領域がん診療連携拠点病院の指定要件について

Ⅶ 地域がん診療病院の指定要件について

１ 診療体制

（１）診療機能

① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供

コ ＡＹＡ世代にある、がん患者については治療、就学、就労、生殖機能等に関する状況や

希望について確認し、必要に応じて、対応できる医療機関やがん相談支援センターに紹

介すること。

サ 生殖機能の温存に関しては、患者の希望を確認し、院内または地域の生殖医療に関する

診療科について情報を提供するとともに、当該診療科と治療に関する情報を共有する体

制を整備すること。

Ⅷ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日につ

いて
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がん患者さんのための 妊孕性温存療法
にんようせいおんぞんりょうほう

に関する説明書 

～がん克服後に子供をもつことを考える～ 

 

医療 E

いりょう
Aの進歩によって、がんを克服できることが多くなってきました。この説明書では、

がんを乗り越えて後に子供をもてるようにするにはどのような方法があるのか、がん治

療前に知っておきたいことについて説明します。 

 

1. AE妊孕 E

にんよう
AAE性 E

せい
Aとは 

「妊孕
にんよう

性
せい
」とは、”妊娠

にんしん
のしやすさ“を指します。

男女とも、加齢
か れ い

よって妊娠しにくくなります。こ

れを 妊孕
にんよう

性
せい
が低下する、といいます。男性は緩

やかに低下しますが、女性は 35歳ころから急激に低下します。 

2. がん治療による妊孕 E

にんよう
AAE性 E

せい
Aへの影響 

がん治療には、手術、抗がん剤治療（化学
か が く

療法
りょうほう

）、放射
ほうしゃ

線
せん
治療
ちりょう

、造血
ぞうけつ

幹
かん
細胞
さいぼう

移植
いしょく

などがあります。治療により将来、子供をもつことができなくなる可能性がありま

す。これを「妊孕
にんよう

性
せい
の 消失

しょうしつ
」といいます。 

3. 妊孕性温存療法について知る 

がん治療によって妊孕性に影響が予想される場合に、事前に卵子や精子、卵巣を凍

結保存しておくことを「妊孕
にんよう

性
せい
温存
おんぞん

療法
りょうほう

」といいます。あなたが受ける予定のが
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ん治療が、妊孕性に影響するのか、がん克服後に子供をもてるようにはどのような

妊孕性温存療法が適切なのか、相談することが大切です。 

4. 「がんと生殖医療カウンセリング」へご紹介します。 

琉球大学病院の産婦人科では、妊孕性温存療法についての専門外来を開設していま

す。あなたが受ける予定のがん治療が、妊孕性に影響するのか、がん克服後に子供

をもてるようにはどのような妊孕性温存療法が適切なのか、がん治療の主治医と連

携をとりながら検討していきます。 

5. 納得した治療をうけるために 

がん告知と同時に抗がん剤治療や放射線治療、あるいは手術などの治療を目前にし、

頭の中が真っ白になり、将来こどもをもつことなど考える余裕はないかもしれませ

ん。しかしながら、がんは克服できる治癒
ち ゆ

する時代となり、がん克服後に子供をも

つことも可能となってきました。がん治療前に妊孕性温存療法について知っていた

だき、そのことを知った上で、ご自分の判断で納得した治療をうけていただきたい

と思います。 

      年   月    日 

        病院      科 

説明者              印 

同席者              印 
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●令和２年度の沖縄県がん診療連携協議会および幹事会の開催日時（案） 
 
■令和２年度 協議会開催日程 

回 数 日 時 場 所 備 考 
第１回 令和 2 年 5 月 8 日（金）14:00～17:00 大会議室  

第２回 令和 2 年 8 月 7 日（金）14:00～17:00 大会議室  

第３回 令和 2 年 11 月 6 日（金）14:00～17:00 
→令和 2 年 11 月 13 日(金) 14:00～17:00 

大会議室  

第 4 回 令和 3 年 2 月 5 日（金）14:00～17:00 大会議室  

 
■令和２年度 幹事会開催日程       

回 数 日 時 場 所 備 考 
第１回 令和 2 年 4 月 13 日（月）14:00～17:00 大会議室  

第２回 令和 2 年 7 月 13 日（月）14:00～17:00 大会議室  

第３回 令和 2 年 10 月 12 日（月）14:00～17:00 大会議室  

第 4 回 令和 3 年 1 月 18 日（月）14:00～17:00 大会議室  
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                          　   場 所：管理棟３階　大会議室

資　料 備　考

１. 令和２年度第１回沖縄県がん診療連携協議会幹事会議事要旨(4月13日開催) 資料１

２. 令和元年度第４回沖縄県がん診療連携協議会議事要旨(2月7日開催) 資料２

３. 令和元年度第４回沖縄県がん診療連携協議会議事録(2月7日開催) 資料３

１. 協議会・幹事会・部会新委員について 資料４

１. 埴岡委員報告 資料５

２. 天野委員報告 資料６

３. 島委員報告 資料７

１. 沖縄県がん診療連携協議会  要項の改正について 資料８

２. 沖縄県がん診療連携協議会幹事会  運営に関する申し合わせの改正について 資料９

３. 沖縄県がん診療連携協議会 部会申し合わせの改正について 資料１０

４. がんゲノム医療について 資料１１

５. がん患者さんの生殖機能温存について 資料１２

６. 令和２年度の協議会・幹事会の開催の日時について 資料１３

７. その他

２. 沖縄県におけるがん対策費について(令和元年度当初予算及び令和２年度当初予算) 資料１４

３. 患者会よりの報告 資料１５

４. がん教育について 資料１６

５. 沖縄県がん地域連携クリティカルパス適用状況について 資料１７

６. 沖縄県がん患者等支援事業の活動報告 資料１８

７. 沖縄県地域統括相談支援センターの活動報告について 資料１９

８. 厚生労働省におけるがん関連審議会及び各種会議 資料２０

(１)第４回がんとの共生のあり方に関する検討会 資料２１

(２)第１６回 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会 資料２２

１０. その他

１. 医療部会 報告なし

２. 緩和ケア・在宅医療部会 資料２３

３. 小児・AYA部会 資料２４

４. 離島・へき地部会 資料２５

５. 情報提供・相談支援部会 資料２６

６. ベンチマーク部会 報告なし

　審議事項

　報告事項

　部会報告事項

令和２年度第１回沖縄県がん診療連携協議会

議事次第 (案)

　議事要旨・委員一覧

                           　  日 時：令和２年５月８日（金）　１４：００～

　報告事項

　有識者報告
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2020年度 がん対策予算について

（単位：千円）

※がん対策関係予算：がん対策を主な目的としている予算

№ 事業名
2019年度

当初予算

2020年度

当初予算

1 地域がん診療拠点病院機能強化事業 44,120 44,100

2 がん医療連携体制推進事業 30,231 26,560

3 がん診療連携拠点病院等の患者に対する歯科保健

医療推進事業　※地域医療介護総合確保基金
4,604 4,594

4 離島患者等通院費支援事業

※予算額にはがん以外の疾病等も含む
14,481 15,597

5 がん対策推進協議会運営事業費 2,339 2,260

6 肝炎治療促進事業費 46,847 44,722

7 がん検診充実強化促進事業 31,156 30,355

計 173,778 168,188
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１ 趣 旨

学校におけるがん教育の充実を図るためには、がんに関する正しい知識と正しい認識、命の

大切さについて正しく理解させ、深める事が必要であることから、本県では文部科学省委託

事業「がん教育総合支援事業」を実施する。

２ 事業内容

（１）がん教育沖縄県連絡協議会の開催

（２）がん教育研修会の開催

（３）がん教育教材検討委員会

（４）モデル校による取り組み

３ 実施内容

（１）連絡協議会について（年２回開催）

がん教育の推進を図るための「がん教育に関する計画」に対し指導・助言を行う

ア 構成員：医師、がん患者会、県保健医療部、モデル校管理職、モデル校授業者

総合教育センター研究主事、県保健体育課指導主事

イ 第１回連絡協議会（がん教育の推進に向けた計画検討）

日時 令和元年７月２６日（金）１０：００～１２：００ 県庁第１階 会議室

○「がん教育に関する計画の作成・検討

・学校におけるがん教育の課題の把握

・がん教育に関する支援体制と方針の協議

○「がん教育研修会」について

○「がん教育教材検討」について

○「がん教育モデル校」における取り組みについて

ウ 第２回連絡協議会（がん教育に関する計画の検証・成果報告）

日時 令和２年１月２２日（水）

○「がん教育研修会」について

○「がん教育教材検討会」の成果について

○「がん教育モデル校」における取り組みについて

○効果の検証について

（２）がん教育研修会について

学校教育を通じてがんについて学ぶことにより、健康に対する関心をもち、正しく理解し、

適切な態度や行動が出来る児童生徒を育成し、がん教育を進めていく。

教職員、外部指導者を対象にした「がん教育研修会」を開催し、効果的ながん教育の在り

方について研修を行う。

ア 日時及び会場

令和元年 ８月２０日（火）１３：３０～ 八重山合同庁舎５階 参加者 ３１名

令和元年 ８月２７日（火） ９：３０～ 宮古教育事務所５階 参加者 ２１名

令和元年１０月３０日（水）１３：３０～ 県立総合教育センター参加者 ７７名

イ 対 象

小・中・県立学校の保健体育担当教諭、保健主事、その他の教職員

各市町村教育委員会担当主事、各教育事務所担当主事、医師、学校医、がん経験者等

文部科学省委託事業 令和元年度沖縄県「「がん教育総合支援事業 」 事業報告
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ウ 内 容

（ア）行政説明 県教育庁保健体育課

（イ）講義 「学校におけるがん教育の実際」

－ヘルスプロモーション実践事例から学ぶ－

講師 日本女子体育大学 体育学部スポーツ健康学科教授

助友 裕子（医学博士）

（３）がん教育教材検討委員会（年３回）

がん教育教材の効果的な指導方法を検討し、指導参考資料の作成を行う。

ア 構成員 モデル校授業者、総合教育センター研究主事、中学校保健体育科教諭

高等学校保健体育科教諭、保健体育課指導主事

イ 日時及び場所

○第１回がん教育教材検討委員会 令和元年 ８月３０日（金）県庁４階

○第２回がん教育教材検討委員会 令和元年１０月２１日（月）県庁 13階
○第３回がん教育教材検討委員会 令和元年１１月２７日（水）南部合同庁舎

（４）モデル校による取り組みについて

中学校、高等学校のモデル校において、「がん教育公開授業」を開催し効果的な指導方

法の検討と授業モデルの普及、指導参考資料の作成を行う。

ア 県立向陽高等学校の取り組み

（ア）事前事業 ２学年集会での「がん教育」

（イ）公開授業 令和元年 11月 13日（水）
○参加者 全校種教職員（教諭、養護教諭、保健主事等） ２３名参加

○単 元 科目保健 第１学年 生活習慣病とその予防

（ウ）事後事業 保健委員会による展示

イ 八重瀬町立具志頭中学校での取り組み

（ア）公開授業 令和元年 12月 18日（水）
○参加者 全校種教職員（教諭、養護教諭、保健主事等） ２９名参加

○単 元 保健分野 第３学年「（４）健康な生活と疾病の予防」

イ生活行動・生活習慣と健康

（イ）準備検討会 令和元年 12月 11日（水）

４ 他機関との連携等

（１）沖縄県学校体育研究発表大会でのがん教育の実践発表・授業研究

ア 日時 令和元年 11月 29日（金）
イ 場所 県立八重山商工高校 石垣市立白保中学校

ウ 対象者 小学校教諭、中学校・高等学校保健体育課教諭

（２）沖縄県がん診療連携協議会、同小児・ＡＹＡ部会への参加

（３）文科省主催研修会への参加

ア がん教育研修会

○日時 令和元年 10月 25日（金）
○場所 京都府 京都ガーデンパレス

○参加者 県立向陽高等学校、八重瀬町立具志頭中学校 保健体育教諭

イ がん教育シンポジウム

○日時 令和２年 1月 28日（火）
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○場所 東京都 国立オリンピックセンター

○参加者 県立向陽高等学校養護教諭 県教育庁指導主事

５ 事業の成果

学校におけるがん教育の充実を図るためには、がんに関する正しい知識と正しい認識、命

の大切さについて正しく理解させ、深めることが必要であることから、医療関係者等を含め

た「沖縄県連絡協議会」を設置し、「がん教育に関する計画」の作成等に対し、指導・助言

を行うことで、学校におけるより効果的ながん教育の在り方について理解を深め、県内への

啓発を図ることができた。

（１）「がん教育」研修会

ア がん教育に関する指導に携わる教職員のがんに対する正しい知識と意識の向上、及び学

校におけるがん教育に関する指導の充実を図るための研修会を実施したことで、がん教

育の必要性が理解され、実践事例や指導教材等の普及啓発ができた。

イ 行政説明の中で、学校におけるがん教育に関する内容の位置づけについて説明し、学校

におけるがん教育の具体的な方向性を示すことができた。

ウ 日本女子体育大学教授 助友裕子教授による講義「学校におけるがん教育の実際－ヘル

スプロモーション実践事例から学ぶ－」より学校におけるがん教育の考え方、進め方に

ついて理解を深める事ができた。

（２）がん教材検討会について

ア 各校種、発達段階に応じた適切な指導の在り方について検討を重ね、新指導要領の全

面実施に向けて、文科省作成の指導参考教材や県の推奨する健康副読本等を用いた、指

導用参考資料を作成することができた。

イ 新指導要領の全面実施に向けて、モデル校として保健体育の保健分野、科目保健とし

て、実践の参考となる指導案、ワークシートの作成ができた。

（３）モデル校による取り組みについて

ア アンケート結果より（次ページ参照）

生徒へのアンケート結果より、日本人の死因 1位や、早期発見すれば治りやすいなどの
正しい知識の理解において有意差がみられた。また健康な体づくりへの取り組みや、が

ん検診の受診、がんの治療法の決定、がん患者の生活の理解、家族との対話等の意識に

ついても変容が見られた。逆にたばこを吸わないでいようとする意識に関しては変容が

みられなかった。この結果についても、授業の課題と成果と捉えたい。

イ 中学校においては保健分野での授業実践を行い、健康な生活と疾病の予防において、

がんについて理解を深め、がんの治療、がん患者への認識についても学ぶことができ

た。

ウ 高等学校においては、学年集会におけるがん教育の実施、公開授業、生徒保健委員会

活動による展示等の事業を展開し、学校全体としての取り組みの実践事事例を示すこと

ができた。
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（３）研修会等の充実と普及・推進

ア がん教育に対する教職員の不安感は大きく、がん教育についての理解を深める必要が

ある。そのためにも指導者研修会を充実させ、保健体育科教諭、養護教諭への積極的な

参加を呼びかけていく必要がある。またがん教育実施状況調査が行われる事を管理職へ

も周知する必要がある。

イ モデル校の取り組みを、できるだけ県内各地に偏りなく選定を行い、普及・推進して

いく。

７ 令和２年度の事業計画について

（１）がん教育連絡協議会（継続）

（２）がん教育研修会（継続）

（３）がん教育教材検討委員会（継続）

【令和元年度目標】

（１）県内の学校におけるがん教育実施率の向上

（２）教職員・関係者等へのがん教育の普及・啓発

（３）県の推奨するがん教育教材の作成

【令和２年度目標】

（１）県内の学校におけるがん教育実施率の向上

（２）教職員・関係者等へのがん教育の普及・啓発

（３）効果的な指導方法の実践研究

【令和元年度主な取り組み】

（１）モデル校教諭及び中学校・高等学校教諭、総合教育センター研修主事を中心

とした教材検討委員会を設置し、がん教育における教材の検討

（２）モデル校による公開授業

（３）教職員・関係者等への地区別「がん教育研修会」の実施

（４）県健康教育研究大会へでの実践発表

【令和２年度主な取り組み】

（１）モデル校教諭を中心とした効果的な指導方法の実践研究委員会

を開催し、モデル校で行う事業の検討を行う

（２）モデル校による公開授業

（３）教職員・関係者等への「がん教育研修会」の実施

（４）研修会における実践発表

（５）外部講師養成研修（プログラム）の実施
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施設名 肺がん 胃がん 肝がん 大腸がん 乳がん
前立腺
がん

在宅緩和
パス

合計

琉大病院 7 7

那覇市立病院 8 8

県立中部病院 0

合計 7 8 15

令和2年3月31日現在

令和2年度沖縄県がん地域連携クリティカルパス適用状況について
（令和2年1月1日〜3月末まで）　　　　

7

8

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

琉大病院 那覇市立病院 県立中部病院

施設別パス適用状況

肺がん

胃がん

肝がん

大腸がん

乳がん

前立腺

がん

在宅緩和パ

ス

肺がん
0%

胃がん
0%

肝がん
0%

大腸がん
47%

乳がん
53%

前立腺

がん
0%

在宅緩和パス
0%

がん種別適用状況

086

miyazato2
鬯ｯ・ｯ繝ｻ・ｩ髯晢ｽｷ繝ｻ・｢繝ｻ繝ｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬯ｮ・ｫ繝ｻ・ｴ髫ｰ・ｫ繝ｻ・ｾ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｴ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｯ・ｩ隰ｳ・ｾ繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｵ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｺ鬯ｮ・ｯ繝ｻ・ｷ繝ｻ縺､ﾂ�鬮ｫ・ｴ闔ｨ螟ｲ・ｽ・ｽ繝ｻ・ｦ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｹ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｧ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｹ鬯ｯ・ｯ繝ｻ・ｩ髯晢ｽｷ繝ｻ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬯ｮ・ｫ繝ｻ・ｴ髣包ｽｳ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ鬮ｫ・ｶ隰撰ｽｺ繝ｻ・ｻ郢晢ｽｻ驕呈汚・ｽ・ｭ髮懶ｽ｣繝ｻ・ｽ繝ｻ・｢驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｯ・ｯ繝ｻ・ｩ髯晢ｽｷ繝ｻ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬯ｮ・ｫ繝ｻ・ｴ髫ｰ・ｫ繝ｻ・ｾ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｴ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｰ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ郢晢ｽｻ陷ｿ螟懶ｽｱ蝣､・ｹ譎｢・ｽ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｧ鬯ｩ蟷｢・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬯ｮ・ｫ繝ｻ・ｴ鬮ｮ諛ｶ・ｽ・｣郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｯ・ｩ陝ｷ・｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・｢鬮ｫ・ｴ髮懶ｽ｣繝ｻ・ｽ繝ｻ・｢驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｹ
資料１５



【がん情報提供講演会　開催一覧】

年度 離島訪問一覧 開催日時 備考

① 西表島（竹富町） H28.3.18 がん療養場所ガイドブック活用説明会

② 座間味島（座間味村） H28.3.22 がん療養場所ガイドブック活用説明会

③ 与那国島（与那国町） H28.7.15 がん療養場所ガイドブック活用説明会 in 与那国島

④ 久米島（久米島町） H28.9.16 もしも島でがんになったら

⑤ 伊平屋島（伊平屋村） H28.9.30 もしも島でがんになったら

⑥ 北大東島（北大東村） H28.12.9 もしも島でがんになったら

⑦ 南大東島（南大東村） H28.12.10 もしも島でがんになったら

⑧-1 石垣島（石垣市） H29.1.21 もしも島でがんになったら 図書館でまるごと一日「がん」のこと

⑨ 宮古島（宮古島市） H29.9.9 がん専門医に学ぶ 医師とのコミュニケーション

那覇市 H29.11.19 がんで後悔しないためのヘルスリテラシーってなんだ？

⑩ 国頭村 H30.7.27 もしも国頭村でがんになったら

⑪ 伊江村 H30.9.13 もしも伊江島でがんになったら

⑫ 小浜島（竹富町） H30.10.5 もしも小浜島でがんになったら

⑧-2 石垣市 H30.10.6 がん相談できる島づくりがんピアキャラバン

⑬ 伊是名村 H30.11.2 もしも伊是名村でがんになったら

⑭ 多良間村 H30.11.30 もしも多良間村でがんになったら

⑮ 鳩間島（竹富町） H31.2.22 もしも鳩間島でがんになったら

⑯ 東村 R1.5.17 もしも東村でがんになったら

⑰ 伊良部島（宮古島市） R1.6.7 もしも伊良部島でがんになったら

⑱ 波照間島（竹富町） R1.7.12 もしも波照間島でがんになったら

⑲ 粟国村 R1.9.26 もしも粟国村でがんになったら

⑳ 黒島（竹富町） R1.10.17 もしも黒島でがんになったら

㉑ 久高島（南城市） R2.2.20 もしも久高島でがんになったら

2015年度
（H27年度）

2016年度
（H28年度）

2017年度
（H29年度）

2018年度
（H30年度）

2019年度
（R1年度）
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普及啓発活動をパッケージで行った
離島・へき地市町村

⑥北大東村⑤伊平屋村⑧久米島町

④石垣市

③与那国町

⑬伊是名村 ⑩国頭村⑪伊江村

⑮竹富町
（鳩間島）

⑯東村

⑭多良間村

⑰伊良部島 ⑨宮古島市 ⑦南大東村

⑫竹富町
（小浜島）

⑱竹富町
（波照間島）

①竹富町
（西表島）

②座間味村
（座間味島）

⑳竹富町
（黒島）

⑲粟国村

㉑南城市
（久高島）
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がん情報及び地域がん医療説明会
「もしも久高島でがんになったら」

に関する報告書

2020年2月20日

1

琉球大学医学部附属病院 がんセンター
令和元年度（2019）がん患者等支援事業
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がん情報及び地域がん医療説明会 もしも久高島でがんになったら 概要

2

地域の療養情報「おきなわ がんサポートハンドブック」の刊行に際し、本書の活用説明会
を久高島（南城市）で実施した。開催について、事前に南城市長・担当課長らと面会を実施
した。南城市におけるがん医療の在り方において、久高島では、がん検診の受診率が低いこ
とが課題としてあると南城市より情報提供があった。
また、講師をされる県立南部医療センター・こども医療センター附属 久高診療所の医師

とも事前に面会を行った。
その後、地域の住民を対象にがん情報提供の講演会および相談会を実施した。
地域の方より、事前にたばこや飲酒についての影響も知りたいと希望があり、がんとの関

係についても講演内容に追加して説明を行った。

■久高島におけるがん情報提供説明会開催に伴う面会
（南城市役所）
日 時：令和2年2月20日（木）13：10～13：50
場 所：南城市役所 応接室
出 席 者：南城市 市長 瑞慶覧 長敏 様

南城市役所 健康増進課 課長 森田 ゆかり 様
南城市役所 健康増進課 主幹兼係長 知念 政幸 様
琉球大学医学部附属病院がんセンター センター長 増田 昌人
琉球大学医学部附属病院がんセンター 事務補佐員 東 啓子

（県立南部医療センター・こども医療センター附属 久高診療所）
日 時：令和2年2月26日（木）17：00～17：30
場 所：久高診療所
出 席 者：久高診療所 医師 安座間 由美子 様

琉球大学医学部附属病院がんセンター センター長 増田 昌人
琉球大学医学部附属病院がんセンター 事務補佐員 東 啓子

■がん情報及び地域がん医療説明会「もしも久高島でがんになったら」
日 時：令和2年2月20日（木）18：05～20：00
場 所：久高島離島振興総合センター
参加人数：13人
内 容：(1) 講演「がん情報のさがし方勉強会 in 久高島」

琉球大学医学部附属病院 がんセンター長 増田 昌人
(2) 講演「久高島でできるがん医療」

県立南部医療センター・こども医療センター附属
久高診療所 安座間由美子様

(3) 質疑応答

■個別相談
日 時：令和2年2月20日（木）17:30～17:50 ※説明会終了後も予定
場 所：久高島離島振興総合センター
相 談 者：1人
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告知ツール（チラシ・ポスター）

3
■広報手段 ：久高島区長及び関係者の協力で島内配布の南城市広報誌へ

チラシを挟み込み全世帯へ配布
公民館及び診療所、島内掲示板へのポスター掲示
防災無線による島内放送
久高診療所による外来者への周知
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当日スライド表紙など

4

安座間先生スライド表紙など
増田先生スライド表紙など

092



アンケート結果 1

参加者13人 アンケート回収8人 アンケート回答率62%

5

５．４の理由を教えてください。

島でうまれて、島で亡くならせてあげた
いと思います。

できるかぎり、よりそってあげたい。

本人の意思を尊重してあげたいから。

治る見込みがあれば良いが、治る見込
みがなければ。

人が生まれる時、最初にすった息を最
後はその場所のかえす！自宅で生ま
れて、自宅でおえるために。
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6

アンケート結果 ２

７．６の理由を教えてください。

なじんだところでなくなりたいです。
祖母が自宅でなくなったので。

家の方が落ち着くから。

住み慣れたところで最期をむかえたい。
しかし、家族に負担がかかる様なら、ホ
スピスや緩和ケア病院でもよい。

治る見込みがなければ。

自宅には自分と一緒に育った自然があ
るから。
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7

アンケート結果 ３

１７．説明会の感想や、病院への要望など何かあれば自由に記載してください。

今日は貴重なお話をありがとうございました。人生会議したいと思います。

わかりやすい説明会でした。

いい説明会でした。ありがとうございました。

大変良かった。

“人生会議”とてもありがたい情報でした。ニフェー！！
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当日の様子（意見交換）

8

■南城市（久高島）におけるがん情報提供説明会に伴う面会

（南城市役所）
瑞慶覧 長敏 南城市長
森田 ゆかり 健康増進課長
知念 政幸 健康増進課 主幹兼係長

(県立南部医療センター・こども医療センター附属 久高診療所）
安座間 由美子 先生
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9

当日の様子(講演会）

質疑応答

■がん情報及び地域がん医療説明会 もしも久高島でがんになったら
講演：「がん情報のさがし方勉強会 in 久高島」

琉球大学医学部附属病院がんセンター長 増田 昌人

講演：「久高島でできるがん医療」
県立南部医療センター・こども医療センター附属 久高診療所
安座間 由美子 先生

会場（久高島離島振興総合センター）
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地域の療養情報

「がんと言われたとき、すぐに役立つヒント＆リスト」巻頭綴じ込み付
沖縄県のがん患者さんとそのご家族に向けて、がんに関する正確な情報をわかりやすくお伝えするガイドブックです。
納得して治療を受けていただくために治療開始前に知っておきたい情報や、相談窓口、県内の医療体制、地域の支え
あいの場など、がんと向き合う方々をサポートする一冊です。

● 病名と病期を知る
● がん相談支援センターを利用する
● 主治医と話す
● セカンドオピニオンを活用する

● 痛みやつらさを和らげる
● すぐに仕事を辞めない
● 情報を集める
● 治療費の負担を減らす

● 妊娠の可能性を知る
● 大事にしたいことを
　 考える

診断後に
どうすれば
いいか？

お問い合わせ

琉球大学病院がんセンター
TEL.098-895-1531　FAX.098-895-1497

おきなわがんサポート
ハンドブック

2020年版／令和元年度 沖縄県委託事業

〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207

URL : https://www.okican.jp
E-mail : mail@ryukyucc.jp

おきなわがんサポートハンドブック
は無料です。このポスターが貼って
ある施設やがん診療を行っている
病院や診療所、がん相談支援セン
ターで配布しています。
ぜひお手に取ってご覧ください。

「面談にのぞむときの質問集」
「わたしのメモ」付き

治療と療養の過程
（ライフコース）を
図で示すことにより、
がん治療の流れを
理解しやすく説明。

令和2年3月末より
サイト開設

ホームページより
ダウンロードも可能です。 
https://www.okican.jp 

ネットでもより
検索しやすくなりました。

無料
配布
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沖縄県地域統括相談支援センター

がん相談業務
（院内におけるピアサポート）

相談記録シート集計報告

実施期間：令和2年1月1日～令和2年3月31日
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がん相談業務（院内におけるピアサポート）集計結果

■ 調査対象期間 令和2年1月1日～令和2年3月31日

■ 調査件数  51　件

＊新型肺炎影響に伴い減少。

合　計 51

相談月 件　数

1月 25

2月 21

3月 5

20件, 
39%

17件, 
33%

12件, 
24%

2件, 4%

相談時間

10分未満

10分～30分未

満

30分～60分未

満

60分～90分未

満

90分以上

10件, 
20%

36件, 
71%

2件, 4% 3件, 6%

相談形式

相談室

病棟

外来

電話相談

その他

3件, 6%

7件, 14%

6件, 12%

12件, 
24%

11件, 
22%

9件, 18%

3件, 6%

相談者の年代

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代

1件, 2%

12件, 
24%

17件, 
33%

2件, 4%

1件, 2%

7件, 14%

11件, 
22%

住居エリア

北部

中部

南部

宮古

八重山

その他

不明
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18件, 
35%

33件, 
65%

相談者の性別

男性

女性
44件, 
86%

6件, 12%

1件, 2%

相談者のカテゴリー

患者本人

家族・親戚

友人・知人

一般

医療関係者

その他

不明

31件, 
61%

20件, 
39%

相談者の利用回数

初めて

２回目以上

不明

3件, 6%

7件, 14%

6件, 12%

12件, 
24%

9件, 18%

9件, 18%

5件, 10%

患者本人の年代

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代

23件, 
45%

28件, 
55%

患者本人の性別

男性

女性

不明 35件, 
69%

6件, 12%

1件, 2%

7件, 14%

1件, 2%
1件, 2%

受診状況

自施設入院中

自施設通院中

他施設入院中

他施設通院中

受診医療機関な

し
その他
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1件, 2%

37件, 
73%

4件, …

6件, 12%

2件, 4%
1件, 2%

現在の治療状況

診断なし(精査中

含) 
治療前(診断後)

治療中

治療後

経過観察中

その他

27件, 
53%15件, 

29%

9件, 18%

がんの状況

初発

再発・転移

その他

不明

未記入

3
0
0
0
0
0
0

1
1
1

2
3
3

4
5

6
6

7
7

19

不明

肝・胆

原発不明

骨

中皮腫

皮膚

膵

甲状腺・副腎

腎・尿管・膀胱

大腸・小腸

肉腫・腹膜・後腹膜

食道

前立腺・精巣

胃

肺・縦隔・心臓

リンパ・血液

乳房

眼・脳・神経

子宮・卵巣

耳鼻咽喉

がんの部位
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0
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
3
4
4
5
5

9
16

29
34

不明

その他

治療実績

セカンドオピニオン（受入）

受診方法・入院

告知

がん予防・検診

医療機関の紹介

補完代替療法

介護・看護・養育

友人・知人・職場の人間関係

セカンドオピニオン（他へ紹介）

転院

ホスピス・緩和ケア

在宅医療

医療費・生活費・社会保障制度

医療者との関係

患者会・家族会（ピア情報）

セカンドオピニオン（一般）

症状・副作用・後遺症への対応

食事・服薬・入浴・運動・外出…

社会生活（仕事・就労・学業）

患者－家族間の関係

がんの検査

不安・精神的苦痛

症状・副作用・後遺症

がんの治療

相談内容

（実施したものすべて）

15

7

30

4

72

ピア情報

関係性についての相

談

日常生活の相談

医療機関情報

一般医療情報

相談内容
（実施したものすべて・大項目別）

0
0

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1

2
2

3
3

4
5

8
11

未記入

不明

その他

友人・知人・職場の人間関係

補完代替療法

転院

治療実績

セカンドオピニオン（他へ紹介）

セカンドオピニオン（受入）

セカンドオピニオン（一般）

受診方法・入院

在宅医療

告知

がん予防・検診

介護・看護・養育

医療費・生活費・社会保障制度

医療機関の紹介

ホスピス・緩和ケア

患者会・家族会（ピア情報）

がんの検査

医療者との関係

症状・副作用・後遺症への対応

食事・服薬・入浴・運動・外出…

患者－家族間の関係

社会生活（仕事・就労・学業）

症状・副作用・後遺症

がんの治療

不安・精神的苦痛

相談内容

（最も比重の高いもの）

0

12

5

20

0

14

未記入

ピア情報

関係性についての相談

日常生活の相談

医療機関情報

一般医療情報

相談内容
（最も比重の高いもの・大項目別）
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0

1

0

0

0

0

4

4

48

判断不明

その他

自施設受診の説明

他施設受診の説明

他施設への連携

自施設他部門への連携

情報提供

助言・提案

傾聴・語りの促進・支持的

な対応

対応内容

（実施したものすべて）

0

0

1

0

0

0

0

1

2

47

未記入

判断不明

その他

自施設受診の説明

他施設受診の説明

他施設への連携

自施設他部門への連携

助言・提案

情報提供

傾聴・語りの促進・支持

的な対応

対応内容

（最も比重の高いもの）

2

1

0

0

1

1

1

1

2

26

不明

その他

家族・友人・知人

同病者やその家族・患者

会

インターネット

パンフレット

相談員に声をかけられて

マスメディア

院内で見かけて

医療機関スタッフ

認知経路
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令和元年度 

がん相談できる島づくり がんピアキャラバン 

in 久米島 開催報告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施日：令和 2 年 2 月 21日（金） 
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【名 称】 

  がん相談できる島づくり がんピアキャラバン 

 

離島やへき地を含む沖縄全域に出向き、地域のがん関係者等との協働によりがん患  

 者支援を行うものである。主たる内容はがんピアサポーターや医療者によるがん相談 

とし、支援体制の普及啓発活動も同時に行う複合イベントである。 

 

【目 的】 

 １．がん患者や家族の不安軽減 

専門家による相談会や、当事者同士ががんに対する不安や悩み・気持ちを分かち

合い、必要とする情報を交換し合うことで病気に対する不安軽減につなげる。 

 ２．がんピアサポートの周知 

   他者へのがん相談の機会が少ない地域へ、センターの相談員によるピアサポート

を提供することでピアサポートを知る機会を与え、地元のピアサポーターの活用に

つなげる。 

 

【概 要】 

 １．日 時  令和 2年 2月 21 日（金） 

 ２．場 所  公立久米島病院 〒901-3121 久米島町字嘉手苅 572番地 3 

 ３. スタッフ 沖縄県地域統括相談支援センター 

        琉球大学医学部附属病院がんセンター 

          センター長、事務補佐員 2名、相談員 2名 

 ４．対 象  地域住民の皆様 

 ５．主 催  沖縄県地域統括相談支援センター（令和元年度 沖縄県委託事業） 

 ６．共 催  琉球大学医学部附属病院がんセンター 

 ７．協 力  公立久米島病院 

 ８．参加費  参加無料・相談無料 

 

＜講演会＞  16：00～17：00 

●「ピアサポート活動とがんについて」 

        ●「わたしとピアサポート（体験談）」 

＜相談会＞  17：00～18：30 ＊当日受付 

全３回（各 30分）開始時間 17：00、17：30、18：00 予定 

        相談会① 医師による相談 

        相談会② がんピアサポート相談 

 ＜パネル展＞ 14：00～18：00 
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【タイムスケジュール】 

開始 終了 時間 内 容 

14：00   

手荷物搬入、会場設営 

事前打ち合わせ 

公立久米島病院スタッフとの打ち合わせ 

14：30   ピアサポート展スタート 

16：00 17：00 60分 講演会 

17：00 17：30 30分 相談会 1回目 

17：30 18：00 30分 相談会 2回目 

18：00 18：30 30分 相談会 3回目 

18：00   ピアサポート展終了 

18：30 18：50 20分 振り返り、片付け、退館 

 

 

 

 

【会場】1Ｆ会議室 

 ＜講演会＞ スクール形式 

 ＜相談会＞ 

①：医師による相談 

                    ②：がんピアサポート相談（2名 1組） 

                    ＊テーブルを挟んで向かい合い、またホワ

イトボードで仕切り、相談者同士が顔を 

                     合わせないよう配慮。 

                    ＊ピアサポート展は入口玄関にて開催。 

 

 

【参加人数】 

 ＜講演会＞ 12名 

＜相談会＞ ①医師による相談 2件 ②がんピアサポート相談 1件  計 3名 

 

 

受
付 

スクリーン 
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【振り返り】 

・初の久米島開催で、新型肺炎の影響、また地域性を考えると厳しく参加者は少ないの

ではと思われたが、病院スタッフの周知、お声掛けにより 12 名参加、何とか形にな

ったのでホッとした。 

・講演会、特にピアサポーターの体験談ではお話に聞き入り、うなずいたり相槌を打っ

たりしていた。やはり、体験したからこその心情や現状が一番響いていたようで、関

心度の高さが伺えた。 

・ある程度治療を終えているが、まだかなりの不安が強く不安定。また主治医とのコミ

ュニケーション不足、治療に関しての質問もみられたことから、途中、増田先生にも

入ってもらった。医師からの言葉で納得、落ち着いたようだった。相談を受けたから

とはいえ無理に解決しようとはせず、みんなで対応できたので良かった。 

・ご家族のことで相談にいらした方が、涙を流しながらも笑顔を見せてくれた。地域連

携室スタッフもフォローしてくれ、安堵されたようで良かった。 

・ピアサポーター養成講座をぜひ受講したいという方がおり、ご自身の経験を活かして

久米島でもピアサポートができればと話してくれた。地域連携室スタッフとも面識が

あり、協力・連携していくことで一致した。 

・講演会前に、院内にいる患者さんへ声かけ、チラシ配りをした。今回、参加はなかっ

たが、イベント当日の対応としては今後も続けたい。 

 

 

【反省点】 

・何度も確認したつもりだったが、パネル展スペースなど実際には異なり、思うように

展示できなかった。離島とはいえ、臨機応変に対応できるような準備、また病院スタ

ッフにも詳細連絡し、理解・協力してもらえるようにしなければ。 

・急遽決まったイベントとはいえ、役場広報誌に掲載するなど周知不足は否めなかった。 

 

 

【今後の課題】 

・離島やへき地でのパネル展は、どうしても短時間となってしまうので、広く周知する

ためにも 1日だけでなく 1週間ほど期間を設けて設置した方がいい。チラシやポスタ

ーだけでなく、他にも方法を考える必要がある。 

・病院側から、どうしても久米島は地域的に病院に足を運ぶこと自体が敬遠されがちな

ので、次回は役場にも協力を仰ぎ、別の場所、ホール等で開催するとさらに大勢の方

が参加してくれるのではと提案があったので、協議し対応したい。 
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【アンケート集計結果】回答者 6名 

  

 

 
 

 
 

3名3名

Ｑ１.性別

男性

女性

1名

1名

1名

3名

Ｑ２.年齢

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

2名

4名

Ｑ３.立場

がん患者

医療従事者

1名

5名

Ｑ４.認知経路

チラシ・ポスター

医療者からの紹介

2件

3件

3件

Ｑ５.参加のきっかけ

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄに関心があった

情報が知りたかった

体験者の話が聴きたかった
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Ｑ１0.ご意見・ご感想 
・「がんに罹ることとは」の中で、門中や一族のお話が出たが、解りきったこととはいえ、

先生にちゃんと説明してもらって良かった。納得した。 
・ピアサポートについて知らなかったが、講演を聴いたことで理解できたので、周りに

も教えてあげたい。 
・途中参加だったので、またぜひ開催してほしい。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6名

Ｑ6.講演内容

とても良かった

1名

4名

1名

Ｑ7.ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ活動について

ある程度知っ

ていた
聞いたことは

あった
知らなかった

1名

4名

1名

Ｑ8.ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ活動について

とても良く理解で

きた

ある程度理解でき

た

やや理解できた

1名

2名
1名

1名

1名

Ｑ9.ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄを利用したいか

とても思った

ある程度思った

やや思った

どちらでもない

思わなかった
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【当日の様子】 

  
▲講演会 

  

▲相談会                ▲がんピアサポート展 

 

 

【案内チラシ】 
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がんピアサポーター派遣事業 

沖縄県内各拠点病院院内患者サロン参加報告書 １ 

 

 

【目 的】 

沖縄県地域統括相談支援センターで養成したがんピアサポーターを各拠点病院の

院内患者サロンへ派遣して活動の場の創出を図る。 

 

【概 要】 

１. 名 称  中部地区ゆんたく会（がんピアサロン） 

２. 日 時  平成 31年 4月 23日（火）14：00～16：00 

３. 場 所  沖縄県立中部病院 第 3会議室 

４. 派遣者  ピアサポーター2名 

５. 引率者  沖縄県地域統括相談支援センター相談員 1名 

       沖縄県地域統括相談支援センター事務補佐員 1名 

６. 内 容  交流サロン 

７. 主 催  沖縄県立中部病院 がん相談支援センター 

 

【当日スケジュール】 

開 始 終 了 時 間 内 容 

13：30 13：55 25分 

ピアサポーター、相談員集合 

事前打ち合わせ 

（自己紹介、がんﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰの心得読み合わせ） 

沖縄県立中部病院スタッフとの打ち合わせ 

14：00 16：10 130分 サロン（フリートーク） 

16：10 16：30 20分 ピアサポーターとの反省会（振り返り） 

16：30   終了 
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【当日の様子】 

 新年度 1 回目、担当者も新しくなり緊張感があったが終始和やかに進んだ。術後間も

ない初参加の方が告知されたとき、術後、治療中のことや「がん」についての勉強も含め

お話を聞きたいということで、みなさんがそれぞれお話をされ、フリートークに。不安も

あるだろうが、同じがん種でも年齢や体質、体力も違うので、神経質にならずストレスを

溜めず、無理しない程度に運動を心がけ自分らしくいればよいとお声かけをすると「頑張

ります」と笑顔で帰られた。お互いが体験談をお話したり聞いたり励ましたりと全員でピ

アサポートする形となったが、参加人数が多いと全員がお話をするには物足りなさを感じ

る場合があるので、次回はグループに分かれての対応が望ましい。 

参加者 13名 
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がんピアサポーター派遣事業 

沖縄県内各拠点病院院内患者サロン参加報告書 ２ 

 

 

【概 要】 

１. 名 称  那覇がん患者ゆんたく会 がんピアサロン 

２. 日 時  令和元年 5月 15日（水）14：00～15：30 

３. 場 所  那覇市北保健センター 

４. 派遣者  ピアサポーター3名 

５. 引率者  沖縄県地域統括相談支援センター事務補佐員 1名 

６. 内 容  交流サロン 

７. 主 催  那覇市立病院 がん相談支援センター 

 

 

【当日スケジュール】 

開 始 終 了 時 間 内 容 

13：30 13：50 20分 

ピアサポーター集合 

事前打ち合わせ 

（自己紹介、がんﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰの心得読み合わせ） 

那覇市立病院スタッフとの打ち合わせ 

14：00 15：30 90分 サロン(フリートーク) 

15：30 15：45 15分 ピアサポーターとの反省会（振り返り） 

15：45   終了 
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【当日の様子】 

急遽、相談員が参加できずピアサポーターのみでの対応に。個人対応はなし、経験

豊富なベテランピアサポーターに進行役を務めてもらいながらフリートークに徹し

た。初参加の方が 4 名おり「がん」と診断された時の気持ち、治療に対しての不安感、

お仕事を続けながらの治療について思うことをそれぞれ吐露してくれた。他の参加者の

中に元外科医の方がいらして、主治医との信頼関係やセカンドオピニオンについて詳し

くお話してくれた。また、病気と向き合い闘うことは大事だが真面目に取り組みすぎて

自分自身に余裕がなくなることはいけないので、自分のやりたいことや楽しいこと、も

う少し外にも目を向けて明るく前向きに過ごすことも大事だとも話してくれた。サロン

終了後、お一人お一人に声をかけたが「また参加したい」と言ってくれたので良かった。 

参加者 10名 
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がんピアサポーター派遣事業 

沖縄県内各拠点病院院内患者サロン参加報告書 ３ 

 

 

【概 要】 

１. 名 称  中部地区ゆんたく会（がんピアサロン） 

２. 日 時  令和元年 7月 16日（火）14：00～16：10 

３. 場 所  沖縄県立中部病院 第 3会議室 

４. 派遣者  ピアサポーター2名 

５. 引率者  沖縄県地域統括相談支援センター相談員 1名 

       沖縄県地域統括相談支援センター事務補佐員 1名 

６. 内 容  交流サロン 

７. 主 催  沖縄県立中部病院 がん相談支援センター 

 

 

【当日スケジュール】 

開 始 終 了 時 間 内 容 

13：40 13：55 15分 

ピアサポーター、相談員集合 

事前打ち合わせ 

（自己紹介、がんﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰの心得読み合わせ） 

沖縄県立中部病院スタッフとの打ち合わせ 

14：00 16：10 130分 サロン（フリートーク） 

16：10 16：30 20分 ピアサポーターとの反省会（振り返り） 

16：30   終了 
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【当日の様子】 

最初の 15 分間、理学療法士の方より座ってできるストレッチの指導があり、リラッ

クスした状態で始まった。自己紹介を兼ねてお一人ずつ近況等をお話、その合間に質問

したりと全体でのフリートークで進んだ。その中で、砂の上を素足で歩くと気持ちが良

く足の裏の刺激にもなるので、海に行けないときは購入した砂を自宅でたらい等に敷き

詰め足踏みしたりとリフレッシュしているとお話があった。参加者からは自分も試した

いとの声が多く、また砂浜でのヨガ体験も開催してほしいとの提案もあった。最後 20

分ほど、2グループに分かれてのトークとなったが、沖縄ならではの野草（薬草）のお

話だったり、女子会のように世間話と終始明るい雰囲気でのゆんたく会だった。 

参加者 14名 
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がんピアサポーター派遣事業 

沖縄県内各拠点病院院内患者サロン参加報告書 ４ 

 

 

【概 要】 

１. 名 称  那覇がん患者ゆんたく会 がんピアサロン 

２. 日 時  令和元年 8月 21日（水）14：00～15：40 

３. 場 所  那覇市北保健センター 

４. 派遣者  ピアサポーター2名 

５. 引率者  沖縄県地域統括相談支援センター相談員 1名 

沖縄県地域統括相談支援センター事務補佐員 1名 

６. 内 容  交流サロン 

７. 主 催  那覇市立病院 がん相談支援センター 

 

 

【当日スケジュール】 

開 始 終 了 時 間 内 容 

13：40 13：55 15分 

ピアサポーター集合 

事前打ち合わせ 

（自己紹介、がんﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰの心得読み合わせ） 

那覇市立病院スタッフとの打ち合わせ 

14：00 15：40 100分 サロン(フリートーク) 

15：40 15：50 10分 ピアサポーターとの反省会（振り返り） 

15：50   終了 
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【当日の様子】 

社会福祉士実習生も参加、輪の中に入ってもらったことでお子さんやお孫さんと接す

るように皆さん笑顔になり場が和んだ。脱毛ケアやお食事について質問があり、半年も

すれば生えてくるので安心してほしい。健康管理のため野菜や野草でスムージーを作り

飲んでいるが、好きなものを飲んだり食べたりし我慢しないこと。医師の言うことは大

事だが、ストレスを抱え込まず気の持ちようが大事だと皆さん一様にお話していた。最

後にピアサポーターが三線と歌を一曲披露し終了。三線の音色に癒されたと、皆さん笑

顔で帰られた。保健センターは、窓が大きく陽が差し込み明るい。地域性もあると思う

が、もう少し参加者が増えてくれるよう促しが必要。 

参加者 12名。 
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がんピアサポーター派遣事業 

沖縄県内各拠点病院院内患者サロン参加報告書 ５ 

 

 

【概 要】 

１. 名 称  中部地区ゆんたく会（がんピアサロン） 

２. 日 時  令和元年 9月 26日（木）14：00～16：00 

３. 場 所  沖縄県立中部病院 第 3会議室 

４. 派遣者  ピアサポーター2名 

５. 引率者  沖縄県地域統括相談支援センター相談員 2名 

       沖縄県地域統括相談支援センター事務補佐員 1名 

６. 内 容  交流サロン 

７. 主 催  沖縄県立中部病院 がん相談支援センター 

 

 

【当日スケジュール】 

開 始 終 了 時 間 内 容 

13：40 13：55 15分 

ピアサポーター、相談員集合 

事前打ち合わせ 

（自己紹介、がんﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰの心得読み合わせ） 

沖縄県立中部病院スタッフとの打ち合わせ 

14：00 16：00 120分 サロン（フリートーク） 

16：05 16：20 15分 ピアサポーターとの反省会（振り返り） 

16：20   終了 
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【当日の様子】 

最初の 10 分ほど栄養士による簡単な栄養指導があり、自己紹介へ。その中で再発さ

れた方が「家族の前では弱音を吐けないが、この場所ならみんな分かってくれると思っ

て来た。」また、ステージ 4と診断されたご家族が「どう対応していいのか分からない。」

と、それぞれ涙ながらにお話された。絶対に負けない、勝つんだ。家族一緒になって取

り組み前向きに捉え戦うこと。気の持ちようで変わるし大事だとみんなでお声かけ。そ

の後、初めての方も含め今回参加者が多かったので、お一人お一人が満遍なくお話しで

きるよう 5～6 のグループに分かれてのフリートークとなった。ピアサポーターとの振

り返りでも仲間として共感・共有し、いろいろな話しができて良かったとサロンの意義

を実感、お互い充実な時間を過ごせたようだった。 

参加者 20名 
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がんピアサポーター派遣事業 

沖縄県内各拠点病院院内患者サロン参加報告書 ６ 

 

 

【概 要】 

１. 名 称  中部地区ゆんたく会（がんピアサロン） 

２. 日 時  令和元年 11月 28日（木）14：00～16：00 

３. 場 所  沖縄県立中部病院 第 3会議室 

４. 派遣者  ピアサポーター3名 

５. 引率者  沖縄県地域統括相談支援センター相談員 1名 

       沖縄県地域統括相談支援センター事務補佐員 1名 

６. 内 容  交流サロン 

７. 主 催  沖縄県立中部病院 がん相談支援センター 

 

 

【当日スケジュール】 

開 始 終 了 時 間 内 容 

13：35 13：55 20分 

ピアサポーター、相談員集合 

事前打ち合わせ 

（自己紹介、がんﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰの心得読み合わせ） 

沖縄県立中部病院スタッフとの打ち合わせ 

14：00 16：00 120分 サロン（フリートーク） 

16：05 16：25 20分 ピアサポーターとの反省会（振り返り） 

16：25   終了 
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【当日の様子】 

  初参加の方がいなかったので近況報告となった。転移がみられるということでセカ

ンドオピニオンを受け、年明けに手術される方。再発→入院と落ち込んだが、前回参加

して元気になったのでまた来たという方。愛知県へ 100 ㎞ウォーキング大会に出場した

が脛を負傷し、来年リベンジしたいとお話された 83歳の方。それぞれがん種は違うが、

お話をしたり聞いたりして元気になって下を向くことなく前向きにいこうと最後はみ

んな笑顔だった。今回 120 回目、満 10 年を迎えた節目でもあり、クリスマス前でもあ

ったので、みんなでハンドベルを演奏したり三線を披露するなど終始明るかった。初め

て参加したピアサポーター2 名いたが、温かい雰囲気の中、緊張もほぐれ、こちらも終

始笑顔での対応となった。 

参加者 16名 
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がんピアサポーター派遣事業 

沖縄県内各拠点病院院内患者サロン参加報告書 ７ 

 

 

【概 要】 

１. 名 称  中部地区ゆんたく会（がんピアサロン） 

２. 日 時  令和 2年 1月 23日（木）14：00～16：00 

３. 場 所  沖縄県立中部病院 第 3会議室 

４. 派遣者  沖縄県地域統括相談支援センター相談員 1名 

５. 引率者  沖縄県地域統括相談支援センター事務補佐員 1名 

６. 内 容  交流サロン 

７. 主 催  沖縄県立中部病院 がん相談支援センター 

 

 

【当日スケジュール】 

開 始 終 了 時 間 内 容 

13：40 13：55 15分 
集合 

沖縄県立中部病院スタッフとの打ち合わせ 

14：00 16：00 120分 サロン（フリートーク） 

16：05 16：15 10分 相談員、中部病院スタッフとの反省会（振り返り） 

16：25   終了 
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【当日の様子】 

 新年最初のゆんたく会ということで、近況を含め、今年の抱負をそれぞれお話した

後、グループに分かれてのフリートークに。たまたま参加者は女性だけ、皆さん体調

が落ち着いている方達だったので、病気のことだけでなく、女子会のように笑い声が

各グループから聞こえ賑やかだった。また、北部医師会病院から視察にいらしており、

ゆんたく会運営に対しての手順や心構え、雰囲気作りなどについて、中部病院、琉大

病院スタッフと話し合った。最初から詰め込まず、気負わずゆっくり、他病院とも連

携しながら進めていくことを確認した。 

 参加者 15名 
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がんピアサポーター派遣事業 

沖縄県内各拠点病院院内患者サロン参加報告書 ８ 

 

 

【概 要】 

１. 名 称  ゆんたく会（がんピアサロン） 

２. 日 時  令和 2年 2月 4日（火）14：00～16：00 

３. 場 所  琉球大学医学部附属病院 大学院セミナー室 

４. 派遣者  ピアサポーター2名 

５. 引率者  沖縄県地域統括相談支援センター相談員 1名 

       沖縄県地域統括相談支援センター事務補佐員 1名 

６. 内 容  交流サロン 

７. 主 催  琉球大学医学部附属病院 がん相談支援センター 

 

 

【当日スケジュール】 

開 始 終 了 時 間 内 容 

13：30 13：55 25分 

ピアサポーター、相談員集合 

事前打ち合わせ 

（自己紹介、がんﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰの心得読み合わせ） 

がん相談支援センタースタッフとの打ち合わせ 

14：00 16：00 120分 サロン（フリートーク） 

16：05 16：25 20分 ピアサポーターとの反省会（振り返り） 

16：25   終了 
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【当日の様子】 

 初参加、2回目以上の方と 2グループに分かれてのフリートーク。ピアサポーター

と同じがん種の方がおり、お互いの術後、治療後の不安、対応について質問が多くあ

った。帰り際「自分と一緒だと思い安心し、気が楽になった。また目の前に元気に過

ごしている方がいると励みになる。また次回も参加したい。」と話してくれた。その

一方では、若い世代のがんについて話し合った。若い時は体力もあり無理がきくので、

がんだけでなく病気についても無関心だが、自分たちの経験を通して、がんについて、

検診の重要さについてなど、もっと関心を持ってほしい。自分のことを知る上でも大

事ではないか。といろいろな意見があった。ピアサポーターからは「参加した方がそ

れぞれの思いを吐き出し、気持ちを発散できたように見え、また来月と声をかけても

らい安堵した。」との感想。終始笑顔での対応となった。 

参加者 14名 
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第４回がんとの共生のあり方に関する検討会 

日 時： 令和２年１月 29 日（水）16：00-18：00 

場 所： 厚生労働省 11 階 共用第８会議室 

 

議 事 次 第 

１ 開  会 

２ 議  題 

（１） 緩和ケアに関する実地調査について 

（２） がん患者の自殺の実態調査と専門的ケアにつなぐ体制について 

（３） その他 

 

【資  料】 

議事次第 

座席表 

資料１ 前回の議論の整理 

資料２ 緩和ケアに関する実地調査について② ～パイロット調査を踏まえて～ 

資料３ がん患者の自殺の実態調査と専門的ケアにつなぐ体制について 

資料４ がん患者の自殺対策について-現状と課題および今後の方向性-（内富参考人提出資料） 

 

 

参考資料１ 「がんとの共生のあり方に関する検討会」開催要綱 

参考資料２－１  緩和ケア提供体制に関する実地調査チェックリスト（案）（地域がん診療連携拠点病

院）（第 1 回がんとの共生のあり方に関する検討会資料） 

参考資料２－２  緩和ケア提供体制に関する実地調査マニュアル（案）（地域がん診療連携拠点病

院）（第 1 回がんとの共生のあり方に関する検討会資料） 
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前回の議論の整理

厚生労働省健康局がん・疾病対策課

第４回がんとの共生のあり方
に関する検討会

令和２年1月29日

資料

１

1136



○ がん患者・経験者の仕事と治療の両立支援の更なる推進について

１．拠点病院の取組について

• 診断初期は、病気そのものに対する不安が大きく、仕事に関するニーズは潜在化しやすい。また、治療の
時期によって、支援ニーズや離職を考慮する時期も異なる。経時的スクリーニングや、情報提供する適切
な時期の検討、社会的苦痛とニーズを引き出せるよう支援者の資質向上が必要。

• 体力低下を理由に就労継続を断念せざるを得ない方が一定数いる。リハビリ等も含めた就労支援の介入
効果に関するエビデンスづくりとプログラムの検討が必要ではないか。

２．企業の取組について

• 雇用側に両立支援に対する理解を促し、従業員全体へ制度の情報提供を行う等の仕組みが求められる。
• 中小規模を含む企業が両立支援に取り組めるよう、健康経営優良法人認定制度の活用等インセンティブ
をつける、好事例を共有することが必要。それによって、患者（労働者）側も企業に相談しやすくなる。

第３回がんとの共生のあり方に関する検討会における主な議論の整理

2

３．施策の整理・改善の必要性について

• 拠点病院と就労専門家の協働体制、企業に対する制度等は拡充されつつあるが、患者（労働者）や企業
等に十分届いておらず、積極的に広報すべきである。

• 「療養・就労両立支援指導料」の算定要件のハードルが高い。診療報酬の仕組みの簡便化や、対象疾患、
中小企業への対応等、実態に合ったものに改善してほしい。

• 産保センターには、企業に出向き支援できる強みがあるが利用率が低い。国による人材確保と質の担保、
ノウハウの共有を図りつつ、ハローワーク事業のような全国展開が求められる。他事業との整合性も必要。

• 両立支援コーディネーター研修は、企業側にもさらに受講を促してほしい。同時に、養成された人の配置
状況や活躍の広がりを可視化することも必要ではないか。137



１．アピアランスケアの提供体制

• がんの診断時から渡せるようなきちんとした冊子やグループプログラムなどで情報提供ができ
るとよいでのではないか。

• 相談の入り口としてがん相談支援センターを活用し、アピアランスケアという言葉が対応できる
相談内容としてきちんと入れていくのはどうか。

• 入院中や、外来の化療室治療中での相談に対応できる体制は重要である。
• 将来的には、アピアランスケアに対する診療報酬等において、病院の中でしっかりと対価がと
れるような仕組みになるとよい。

○ アピアランスケアによるがん患者の生活の質向上に向けた取組について

２．アピアランスケアの教育・研修

• 看護師・薬剤師がアピアランスケアについて理解することは重要であり、教育の中に入れたり
勉強会等、課題を要件にきちんと入れていくべきではないか。

• 支持療法のエビデンスレベルが高いものはほとんどなく、本当にそれが患者さんに資するもの
かどうかも含めながら、今後検討していく必要がある。

• 認定看護師や専門看護師の役割として、院内でアピアランスケアに関してのシステムが整って
いるか、患者の多様なニーズに合わせてシステム整備できるような教育内容を入れていくこと
も必要である。

第３回がんとの共生のあり方に関する検討会における主な議論の整理

3138



緩和ケアに関する実地調査について②
～パイロット調査を踏まえて～

厚生労働省健康局がん・疾病対策課

第４回がんとの共生のあり方
に関する検討会

令和２年1月29日

資料

２
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（１）がん研究
（２）人材育成
（３）がん教育、普及啓発

「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」
①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

第２ 分野別施策

第１ 全体目標

第３ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

４．これらを支える基盤の整備

（１）がんの１次予防
（２）がんの早期発見、がん検診

（２次予防）

（１）がんゲノム医療
（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法
（３）チーム医療
（４）がんのリハビリテーション
（５）支持療法
（６）希少がん、難治性がん

（それぞれのがんの特性に応じた対策）
（７）小児がん、ＡＹＡ（※）世代のがん、高齢者のがん

(※)Adolescent and Young Adult：思春期と若年成人

（８）病理診断
（９）がん登録
（10）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

（１）がんと診断された時からの緩和ケア
（２）相談支援、情報提供
（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題
（５）ライフステージに応じたがん対策

３．がんとの共生２．がん医療の充実１．がん予防

１．関係者等の連携協力の更なる強化
２．都道府県による計画の策定
３．がん患者を含めた国民の努力
４．患者団体等との協力

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
６．目標の達成状況の把握
７．基本計画の見直し

第３期がん対策推進基本計画（平成30年３月９日閣議決定）（概要）
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（現状・課題）

患者とその家族に提供された緩和ケアの質については、施設間で格差がある等の指摘がある。（中略）
「身体的苦痛や精神心理的苦痛の緩和が十分に行われていないがん患者が３～４割ほどいる」との指摘が
あり、がん診療の中で、患者とその家族が抱える様々な苦痛に対して、迅速かつ適切なケアが十分に提供
されていない状況にある。

３ 尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築
（１）がんと診断された時からの緩和ケアの推進

（取り組むべき施策）

• 実地調査や遺族調査等を定期的かつ継続的に実施し、評価結果に基づき、緩和ケアの質の向上策
の立案に努める

第３期がん対策推進基本計画における実地調査に関する記載の抜粋

がん診療連携拠点病院等の指定要件
６．PDCAサイクルの確保

（１）自施設の診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状況の他、がん患者の療養生活の質について把握・
評価し、課題認識を院内の関係者で共有したうえで、組織的な改善策を講じること。なお、その際には、Quality Indicator
の利用や、第三者による評価、拠点病院間の実地調査等を用いる等、工夫をすること。

（２）これらの実施状況につき都道府県拠点病院を中心に都道府県内のがん診療連携拠点病院、特定領域病院、地域が
ん診療病院において、情報共有と相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広報すること。

3
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拠点病院等の実地調査に関するこれまでの取り組み

2006年 がん対策基本法成立

2007年 がん対策推進基本計画（第１期）策定 「治療の初期段階からの緩和ケアの実施」

2008年 がん医療に携わる医師に対する緩和ケア研修等事業【基本的緩和ケア研修、普及啓発】

2012年
がん対策推進基本計画（第２期）策定 「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」
緩和ケア推進検討会の設置

2013年
具体的な施策の医療現場での反映、及び課題抽出のために
厚生労働省が、拠点病院６カ所の実地調査を実施

2014年
拠点病院の拠点病院の緩和ケア提供体制における実地調査に関する
ワーキンググループ報告書

2014-
2015年

拠点病院９カ所の実地調査の実施

2015年 がん対策加速化プラン

2016年 緩和ケア推進検討会報告書

これまでに、全国１５カ所の実地調査を実施。
緩和ケアの医療現場から抽出した課題を踏まえ、具体的な施策を立案・推進。

第1回がんとの共生のあり方に関する
検討会（平成31年3月13日）資料３より
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国・都道府県の実地調査 ピアレビュー 第三者評価

利点

• 整備指針への準拠等に
ついて、一定の判断・相
談ができる

• 都道府県や医療圏全体
の状況を鑑みた課題解
決につなげることができ
る

• 調査から抽出された課
題を国・都道府県のがん
対策に活用できる

• 拠点病院同士で問題点
を共有し、改善に繋げる
ことができる

• 評価者は他の拠点病院
の医療者であり、拠点病
院の状況に関する理解
がある

• ニーズに基づく評価を確
保しやすい

• 評価者の独立性が高い

• 評価の方法や評価基準
が一定であり、公開され
ている

課題

• 調査の頻度が、都道府
県毎に異なる

• 拠点病院以外の実施が
困難である可能性があ
る

• 評価が方法全て統一さ
れているわけではない

• コストは地域の状況に
よって異なる

• 評価者の拠点病院に関
する精通度が低い可能
性がある

• 評価の頻度が数年に一
度である

• 審査料がかかる（数百
万円程度）

国・都道府県の実地調査、ピアレビュー、第三者評価について
第1回がんとの共生のあり方に関する
検討会（平成31年3月13日）資料３より
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実地調査から抽出された課題に基づく効果的ながん対策の推進（案）

⃝ 目的

– 拠点病院等における指定要件に関する理解の促
進や病院の課題整理

– 調査から得られた課題とその解決策について、都
道府県のがん対策・国のがん対策に活用

⃝ 方法

– 緩和ケアに関する有識者を含む都道府県による調
査班により施設を訪問し、厚生労働省作成の実地
調査マニュアルを参考に、概ね半日程度で以下の
調査を実施。結果は、がん対策に関する協議会や
厚生労働省に報告。

• 指定要件に関する具体的な整備状況の確認

• 病院幹部・緩和ケア等に関わる医療従事者
からのヒアリング

• 課題抽出後の問題解決に向けた指導や相談

⃝ 調査対象病院

- 拠点病院等の中で、診療実績が少ない、経過措置
が含まれる病院等を優先的に調査

⃝ 今後の予定

– 2019年度にパイロット調査の実施、及び2020年度
以降の全国実施に向けた検討を行う

都道府県のがん対策に関する協議会等
（課題に対する有効ながん対策の検討）

実地調査や調査の
検討状況の報告

実地調査の報告必要に応じて調査依頼

都
道
府
県
に
よ
る

調
査
班

拠
点
病
院
等

指定要件の理解の促進や病院の
課題整理
事業・予算等の活用に関する助言

質の高い緩和ケアを実現するため
の現状把握・課題抽出

都道府県

国・厚生労働省

がん医療・緩和ケアに関する検討会等
（医療提供体制や整備指針に関する議論への活用）

マニュアルの提供
有識者の紹介等の支援

実地調査

必
要
に
応
じ
て
ヒ
ア
リ
ン
グ

第1回がんとの共生のあり方に関する
検討会（平成31年3月13日）資料３より
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A県でのパイロット調査の準備～調査までの経緯

時期 実施行事 内容

平成31年
3月

第1回がんとの共生のあり方に関する検討会
で議論

・2019年度にパイロット調査の実施
・2020年度以降の全国実施に向けた検討を行う方針

令和元年
6-7月

都道府県にパイロット調査を依頼 A県とB県が承諾
（県への協力依頼通知発出、予算確保など）

7月3日 実地調査マニュアル（案）を用いた打ち合わせ
（厚労省とA県担当者）

・調査の意義や準備について
・対象病院や県内有識者の候補について
・県外有識者は厚労省が紹介

第1回は加藤雅志先生（国立がんセンター）に依頼
第2回はB県の有識者に依頼

7月下旬 対象病院がX病院、Y病院に決定 →対象病院
と打ち合わせ（A県担当者）

・目的や調査内容

8-11月 日程調整、事前準備 →確認作業など（A県担
当者、対象病院、有識者）

・A県職員が主体となり、適宜厚労省・有識者と相談
・対象病院により事前資料作成

11月15日 第1回パイロット調査（X病院） ・第1回調査の経験を踏まえ、第2回の調査方法の一部
見直しをして第2回調査を実施
・調査後に対象病院の評価結果を作成11月21日 第2回パイロット調査（Y病院）

12月 有識者より評価結果、アンケートの回収

令和2年
1月

評価結果のまとめを厚労省へ報告し、対象施
設へもフィードバック

厚労省にて、アンケート結果等を参考に実地調査の全
国実施に向けたマニュアル改定
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Y病院でのパイロット調査実施スケジュール

時間 内容 個別事項 対応者

12時集合 ※
当日打ち合わせ
事前資料確認

事前資料を確認すると共に、当日の評価
方法などを確認

×

13:30～
13:40 10分 実地調査の説明

実地調査の担当者から実地調査の
趣旨を説明

病院長、看護部長、
緩和ケアチームメンバー、

事務担当者

13:40～
14:00 20分

対象施設からの
全体説明 病院長、看護部長、緩和ケアチームの担当

者等から、緩和ケアの提供体制の現状・課
題について説明14:00～

14:15 15分 質疑応答

14:15～
15:00 30分～60分 施設内訪問

予定されていた訪問場所を訪問

・正面玄関／緩和ケア外来／一般病棟／緩
和ケアチームカンファレンス／緩和ケア病

棟／患者サロン／がん相談支援センター等

緩和ケアチームメンバー、
一般病棟（医師、看護師

等）、事務担当者

15:00～
16:00 45分～75分

緩和ケアチーム個別
ヒアリング

緩和ケアチームの各担当者からのヒアリン
グを実施

緩和ケアチームメンバー

16:00～
16:30 30分

訪問メンバーでの
課題整理

総括・意見交換に先立ち、訪問メンバーに
て、病院の課題及びその対応策を整理

×

16:30～
17:30 60分 総括・意見交換

病院長、看護部長、緩和ケアチームの担当
者等に対する実地調査の総括と、及び課題

解決に向けた意見交換

病院長、看護部長、
緩和ケアチームメンバー、

事務担当者

計3～4時間
総括・意見交換に先立ち、訪問メンバーに
て、病院の課題及びその対応策を整理

※ 行政と有識者の一部メンバーで、午前中から事前資料確認を行った。
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A県でのパイロット調査についての事後アンケート結果

回答者
アンケート結果の中で今後の方針に係る主なご意見（抜粋）

見直しが必要な点 活用できる点

都道府県担当
者

・ マニュアル等の書面だけでは、全体像をイメージするのが

難しく、有識者向け、行政担当者向けそれぞれに研修会や
説明会を開催してほしい。
・ ヒアリングを行政が行うのは難しいため、有識者との役割
分担が必要であった。
・カンファレンスの時間に日程調整するのは難しかった。

・指定要件が不十分だった場合の対応についての説明が必
要である。
・県外有識者を探すのは、打ち合わせ等負担になる。

・ 初回の調査は準備等大変だったが、2回目は、少し慣れ
て調査を進行することができた。

・当日の調査前にも有識者と行政側で打ち合わせを行い、
調査は円滑にできた。
・ 現場での取り組み状況を実際に見ることで、行政側でも
把握でき、理解が深まった。

有識者
・医師
（緩和ケア医）
・看護師

（ジェネラルマ
ネージャー）
・薬剤師

・ チェックリスト等のマニュアルは、より効率的かつ効果的に
調査ができるよう改善する必要がある。
・ ピアレビューとの棲み分けが必要である。
・限られた時間での進行の工夫が必要である。

・ヒアリングについては、同職種の有識者でないとわからな
いところも多いと思われた。

・総括は、行政が行ったほうが有識者と対象病院との関係
性が保たれると感じた。
・対象施設をどう選択するか検討が必要。

・ 調査当日までの準備の段階で、既に病院の問題点を把
握されているのが分かった。
・ 行政が行う実地調査は監査的な印象が強く、受け手側の

準備時間や心理的負担が大きいようだが、その反面ピアレ
ビューよりしっかりと準備することで、自施設の課題を見直
す機会につながるように感じた。
・実際に施設内の状況を確認できることはよかった。
・ヒアリングでは、個別にアドバイスができたのが良かった。

・調査をしながら、自施設の課題や改善方法を考える機会
となった。

対象病院
スタッフ

・ 日程調整/変更、事前準備資料の作成、当日のスケジュー
ル調整等が負担となった。
・当日は緩和ケアチームの診療ができず時間外に対応した。

・ 調査を受ける準備の中で課題を改めてチームで共有し
全体的に緩和ケアの質が向上したと思う。

・病院長を含む幹部に院内の緩和ケアチームの活動をを
知ってもらう良い機会になった。

※その他、実地調査について、準備から当日の流れ、評価結果のフィードバック等について、マニュアル等
の見直しのための様々なご意見を頂くことができた。（B県については、調査実施中。）
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パイロット調査を実施したところ、

・ がん拠点病院の現場の課題や工夫などを行政が把握することができた。

・ 個々の施設の立場からも自施設の緩和ケア提供体制の見直しや、組織管理者への理解へつ
ながり、今後の取組の改善が期待された。

・ マニュアル（案）やチェックリスト（案）の見直しに対する具体的な課題だけでなく、目的、 方法、
調査対象病院、 今後の予定などの方向性についても再確認の必要性が得られた。

今後の予定について、

・ がんの緩和ケアに係る部会を設置し、B県のパイロット調査の結果も踏まえながら、全国で実
施可能な実地調査の運用について検討をしていく。

→マニュアル等の具体的な見直し、ピアレビューとの棲み分け方法、対象病院の選び方などの
議論を含めて進める。

緩和ケアに関する実地調査について

今後の進め方（案）
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第１回 ・緩和ケアの質の向上（実地調査①、緩和ケア外来）
（2019年3月13日） ・相談支援・情報提供の質の向上（相談員研修①、地域における相談支援①）

第２回 ・緩和ケアの提供体制（緩和ケア研修、拠点病院等と地域との連携、苦痛のスクリーニング）
（2019年7月31日） ・地域における相談支援②

第３回 ・仕事と治療の両立支援の更なる推進
（2019年10月23日） ・アピアランスケアによる生活の質の向上

第４回 ・緩和ケアに関する実地調査②
（2020年1月29日） ・自殺の実態調査と専門的ケアにつなぐ体制

第５回以降 ・患者体験調査の結果を踏まえた評価と課題（相談員研修②、相談支援センター等）
・遺族調査の結果を踏まえた評価と課題
・小児・ＡＹＡ世代のがん患者・経験者の支援
・高齢世代のがん患者の支援 等

2020年 とりまとめ

11

本検討会のスケジュール（案）

「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」について別途議論の場を設ける
ことが必要である

↓
がんの緩和ケアに係る部会を設置し議論を進める
・苦痛のスクリーニング
・緩和ケアに関する実地調査 等
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がん患者の自殺の実態調査と
専門的ケアにつなぐ体制について

厚生労働省健康局がん・疾病対策課

1

第４回がんとの共生のあり方
に関する検討会

令和２年1月29日

資料

３
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（１）がん研究
（２）人材育成
（３）がん教育、普及啓発

「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」
①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

第２ 分野別施策

第１ 全体目標

第３ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

４．これらを支える基盤の整備

（１）がんの１次予防
（２）がんの早期発見、がん検診

（２次予防）

（１）がんゲノム医療
（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法
（３）チーム医療
（４）がんのリハビリテーション
（５）支持療法
（６）希少がん、難治性がん

（それぞれのがんの特性に応じた対策）
（７）小児がん、ＡＹＡ（※）世代のがん、高齢者のがん

(※)Adolescent and Young Adult：思春期と若年成人

（８）病理診断
（９）がん登録
（10）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

（１）がんと診断された時からの緩和ケア
（２）相談支援、情報提供
（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題
（５）ライフステージに応じたがん対策

３．がんとの共生２．がん医療の充実１．がん予防

１．関係者等の連携協力の更なる強化
２．都道府県による計画の策定
３．がん患者を含めた国民の努力
４．患者団体等との協力

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
６．目標の達成状況の把握
７．基本計画の見直し

第３期がん対策推進基本計画（平成30年３月９日閣議決定）（概要）
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がん患者の自殺対策について

3

自殺総合対策 がん対策

自殺対策基本法（平成18年10月制定） がん対策基本法（平成18年6月成立）

自殺対策基本法（平成28年4月1日改正） がん対策基本法（平成28年12月9日改正）
－がん患者が尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築を目指す

ことを掲載

第63回がん対策推進協議会（平成28年12月21日）
－がん患者の自殺対策について議論

自殺総合対策大綱（平成29年7月閣議決定）
－専門的、精神心理的なケアにつなぐことができるよう、がん相談

支援センターを中心とした体制の構築と周知を行うことを記載

第3期がん対策推進基本計画（平成30年3月9日）
－専門的、精神心理的なケアにつなぐことができるよう、がん相談

支援センターを中心とした体制の構築と周知を行うことを記載

各研究班の取り組み

期間 研究課題 研究代表

がん対策推進
総合研究事業

H30-R2 WHOの自殺予防戦略に基づくがん患者自殺予防プログラムの

開発
松岡 豊

革新的自殺研究
推進プログラム

H29-30 がん医療における自殺ならびに専門的・精神心理的ケアの実態
把握

内富庸介

H31- がん患者の専門的・精神心理的なケアと支援方策に関する研究 内富庸介
152



自殺総合対策の背景と取組
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○平成30年の自殺者数は20,840人で、前年よりも481人
（約2.3％）減少。９年連続で減少し、昭和56年以来37
年ぶりに21,000人を下回った。

○男女比は男７：女３。

自殺の現状① 日本の自殺者数
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（人 自殺者数の年次推移

資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成

～９歳

0.0
10～19歳

2.9
20～29歳

10.3

30～39歳

12.5

40～49歳

16.8

50～59歳

17.2

60～69歳

14.8

70～79歳

14.4

80歳～

11.0

不詳

0.2

○50代（17.2％）が最も多く、次いで40代（16.8％）、60代
（14.8％）、70代（14.4％）の順となっている。

（％）

年齢階級別の自殺者数の構成比
（平成３０年）

総数 ～９歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳～ 不詳

20,840 0 599 2,152 2,597 3,498 3,575 3,079 2,998 2,290 52

(100.0%) (0%) (2.9%) (10.3%) (12.5%) (16.8%) (17.2%) (14.8%) (14.4%) (11%) (0.2%)

資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成

厚生労働省社会・援護局
自殺対策推進室より資料提供
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自殺の現状② 自殺死亡率

○年齢階級別の自殺死亡率（人口10万人当たりの
自殺者数）をみると、全体的には低下傾向にあるが、
19歳以下は平成10年以降おおむね横ばい。

年齢階級別（10歳階級）の自殺死亡率

資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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○我が国の自殺死亡率は、他の先進国より高い。

資料：世界保健機関資料（2018年９月）より厚生労働省自殺対策推進室作成

※最新のデータ（2017年の人口動態統計）によると、日本の自殺死亡率は、16.4
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厚生労働省社会・援護局
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自殺の現状③ 原因・動機別

○健康問題は、年齢が上がるほど割合が大きくなる。
○19歳以下では学校問題が最も多い。
○健康問題を除くと、20代では勤務問題、30代～60代まで

は経済・生活問題、70代・80代以降では家庭問題が多い。
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原因・動機の構成比
（平成30年）

○原因・動機は、多くの場合、複合的に連鎖。

個別にみると、健康問題、経済・生活問題、家庭問
題、勤務問題の順に多くなっている。

原因・動機別の自殺者数の推移

※遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき３つまで
計上可能としている。
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資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成 資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成

厚生労働省社会・援護局
自殺対策推進室より資料提供
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※遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき３つまで
計上可能とした上で、構成比を算出している。
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「自殺総合対策大綱」（概要）

平成28年の自殺対策基本法の改正や我が国の自殺の実態を踏まえ抜本的に見直し平成28年の自殺対策基本法の改正や我が国の自殺の実態を踏まえ抜本的に見直し
第1 自殺総合対策の基本理念第1 自殺総合対策の基本理念

自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、
「生きることの促進要因」を増やすことを通じて、社会全体の自
殺リスクを低下させる

第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す

第4 自殺総合対策における当面の重点施策第4 自殺総合対策における当面の重点施策
１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
４．自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る
５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
７．社会全体の自殺リスクを低下させる
８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
９．遺された人への支援を充実する
10. 民間団体との連携を強化する
11. 子ども・若者の自殺対策を更に推進する
12. 勤務問題による自殺対策を更に推進する

第6 推進体制等第6 推進体制等
1. 国における推進体制
2. 地域における計画的な自殺対策の推進
3. 施策の評価及び管理
4. 大綱の見直し

第3 自殺総合対策の基本方針第3 自殺総合対策の基本方針
1. 生きることの包括的な支援として推進する
2. 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む
3. 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
4. 実践と啓発を両輪として推進する
5. 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明

確化し、その連携・協働を推進する

自殺は、その多くが追い込まれた末の死である

年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ
続いている
地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて
推進する

第5 自殺対策の数値目標第5 自殺対策の数値目標
先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、平成38年までに、
自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減少
(平成27年18.5 ⇒ 13.0以下)

（WHO:仏15.1(2013)、米13.4(2014)、独12.6(2014)、
加11.3(2012)、英7.5(2013)、 伊7.2(2012)）

阻害要因：過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等
促進要因：自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等

※下線は旧大綱からの主な変更箇所

「がん患者について、必要
に応じ、専門的、精神心理
的なケアにつなぐことがで
きるよう、がん相談支援セ
ンターを中心とした体制の
構築と周知を行う。」

厚生労働省社会・援護局
自殺対策推進室より資料提供
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自殺対策における支援の形

自殺に関して専門的知識
を有する者が、緊急支援
や専門的対応を実施する

各種相談機関が、複合的課
題をアセスメントし支援する

状態が深刻化する前に早期
に対象者を発見し支援する

自

殺

予

防

【本人の状況】
状況が深刻化する前であり、
身近に相談にのってくれる人
がいれば改善できる状態

【本人の状況】
市町村圏域に配置される
各種相談機関が支援して改
善できる状態

【本人の状況】
自殺のリスクが高く状態
が切迫している

自

殺例）複合的な課題を抱えており、
ごみ屋敷や引きこもりの人

例）うつ状態や希死念慮
のある人

対象者の状態に応じた相談の受け止め

自殺に至るプロセス

支援の実施

地域共生社会 生活困窮者自立支援 自殺対策事業

例）子育ての悩みを抱える人の
中で、誰かに相談できれば状
況が良くなるような人

○ 関係者の連携による包括的
な生きる支援や、自殺予防
に向けた居場所づくり。

○ 自殺のリスクが高い人への
専門的支援の実施。

○ 早期に対象者を発見し、本人の
抱える課題を分野に捉われず
丸ごと受け止める。

○ 地域の中で居場所や参加する
場をつくる。

○ 複雑化した課題を整理し、プラン
を作成する。

○ 本人の状態に応じて、適切な機
関を紹介したり、関係機関の間
を調整する。

9

厚生労働省社会・援護局
自殺対策推進室より資料提供
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がん患者の自殺対策について
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がん診断後1週間13倍

1

23.9

1.1

0

20

40

がん診断からの期間
1年以上罹患なし1年以内

Yamauchi, Psycho-Oncology 2014

がん診断後自殺リスク24倍

相
対
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ス
ク
比

がん診断後のストレス

1
10.2

0.5
0

20

40

卒中診断からの期間
罹患なし5年以内 5年以上

Yamauchi, Psychol Med 2014
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卒中後自殺リスク10倍

厚労省多目的コホート:JHPC

30歳以上の一般住民600万人スウェーデン住民
コホート（追跡期間1991年-2006年）

Fang F et al, N Engl J Med 2012

4.8（4.0-5.8）

2.5（2.1-2.9）

1.8（1.6-2.0）

12.6（8.6-17.8）

相
対
リ
ス
ク
比

早期乳がん患者222名のうつと不安を面接
調査：一ヶ月有病率％）

Burgess, C. et al. BMJ 2005

40歳以上の男女約14万人を20年以上追跡

102,843人中11,187人ががん発症、
34人が自殺.
そのうち13人(0.12％、RR=23.9)が1年
以内に自殺.二年目以降21人が自殺
（RR=1.1）.
→がん患者100万人/年にあてはめる
と、がん罹患後1年以内の自殺者は
1,162人（全自殺者の約5％を占める）.
罹患後2年目以降は？

6,073,240人中534,154人ががん発症、
786人が自殺.そのうち、
最初の1週以内に29人(0.005％、
RR=12.6)が自殺.
最初の12週の自殺は110人（ＲＲ＝
4.8）.
最初の52週の自殺は260人（0.05％、
RR＝3.1）
53週以降の自殺は526人（ＲＲ＝1.8）
*最初の12週の自殺を比較すると、
食道・肝・膵（ＲＲ＝16.0）＞肺（12.3）＞
脳（7.8）＞大腸（4.7）＞乳（3.4）＞前立
腺（3.2）＞皮膚（1.4）.

有
病
率
％

がん診断からの期間

がん診断後のストレスと自殺 第63回がん対策推進協議会（H28.12.21）
資料７（内富参考人資料）より
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・ がんの悪いイメージがついてしまっている可能性があり、がん教育が重要な役割を
果たすと考える。特に、成人に対しては､企業での教育が必要ではないか。

・ 心情に配慮した告知が重要ではないか。

・ 悪い知らせの伝え方のトレーニングが必要ではないか。

・ 主治医とのコミュニケーションは重要であり、がん告知を行う医師や医療従事者と
の良好な関係を築くことが重要ではないか。

・ 医師だけの問題ではなく、全ての医療従事者が、チームとして自殺の問題に取り
組むべきであり、医療文化として根付かせることが重要ではないか。また、そうする
ことで、自殺の問題は防げることを認識すべきではないか。

・ 自殺対策は、予防・早期発見・早期ケアによる対応が重要ではないか。

第63回がん対策推進協議会の主なご意見 第64回がん対策推進協議会
（H29.1.19）資料２より抜粋

○がん患者の自殺対策について
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（現状・課題）

我が国のがん患者の自殺は、診断後１年以内が多いという報告があるが、拠点病院等であっ
ても相談体制等の十分な対策がなされていない状況にある。がん診療に携わる医師や医療従
事者を中心としたチームで、がん患者の自殺の問題に取り組むことが求められる。

３ 尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築
（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援）
②就労以外の社会的な問題について

（取り組むべき施策）

国は、拠点病院等におけるがん患者の自殺の実態調査を行った上で、効果的な介入のあり
方について検討する。また、がん患者の自殺を防止するためには、がん相談支援センターを中
心とした自殺防止のためのセーフティーネットが必要であり、専門的・精神心理的なケアにつな
ぐための体制の構築やその周知を行う。

13

第３期がん対策推進基本計画における自殺防止に関する記載の抜粋
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がん診療連携拠点病院における自殺対策に関する取組例
調査実施主体：がん診療連携拠点病院 情報提供・相談支援部会
対 象 ：がん相談支援センター（21機関）
方 法 ：情報提供・相談支援部会メーリングにてヒアリング
期 間 ：2020年1月9日～1月20日

地域の取組 病院の取組

自殺予防普及啓発、
人材育成

・自治体、保健所、職能団体主催の研修、自殺予防相談会、
街角カフェ、ゲートキーパーの養成、事例検討

・県の自殺対策に「がん拠点病院等は自殺予防の視点を
持って診療及び相談支援を行うよう努める」と明記

・がん相談員向け自殺対策研修会

・地域医療者対象のオープンセミナー
・全職員対象の研修（がん患者の自殺率、院内の危険な場

所、患者の変化や発言などをキャッチし記録）
・カンファレンスにて精神科によるレクチャー
・がん看護外来やがん相談支援センター等の周知

協議の場への参画
・自殺総合対策ネットワーク会議
・自殺対策計画策定の委員会
・自殺未遂支援事業の検討・評価

実態把握、分析
・自殺対策推進センターの地域自殺実態プロファイルを基

に、2次医療圏、市町村別の実態を把握

院内・院外連携
（発見時）

・自殺未遂支援事業に基づき、同意が得られた患者には、
保健所へ専用様式を使用して情報提供

・希死念慮のある方への対応フロー、マニュアルの作成
・対応者が担当医師に報告、精神科、リエゾンチーム、
緩和ケアチーム、がん相談支援センター等につなぎケア、
アセスメント、対策の検討

・他施設の患者の場合、通院医療機関へ橋渡し
・匿名相談の場合、相談員のアセスメントや現状の危険性

を伝え、主治療機関への相談、精神科への受診勧奨

院内・院外連携
（退院時、外来）

･未遂者について保健所と情報共有しモニタリング
・未遂者の搬送時、必ず退院時に専門医療機関と連携
・必要に応じて、精神科への受診、転院の支援

ヒアリングで寄せられた、がん患者等の自殺対策に関する現状課題
・夜間休日に搬送された方への対応。
・介護負担の増大や相談先がなく思い詰めた未遂の事例は増加の印象。がん相談時にも、その視点を含めた評価が必要。
・地方都市のマンパワー不足（医師、看護師、コメディカル）が深刻でスクリーニングが形骸化している。
・がんで亡くなった方のご遺族が生きていることに意味をもてない等、グリーフケアにあたる相談が続いている。
・がん患者の自殺にかかわりのあった医療従事者の心のケアも重要。
・未遂・既遂対策はある程度進んでいるが、希死念慮のある方への行政的対策が進んでいない。 14163



15

がん患者の自殺防止に関する取組の状況

取り組むべき施策 内容

拠点病院等におけるがん患者の自殺
の実態調査の実施

・がん登録を用いた自殺の実態調査（内富班）

効果的な介入のあり方に関する検討 ・自殺ハイリスク患者への介入（松岡班）

専門的・精神心理的なケアにつなぐた
めの体制の構築

・コミュニケーション・スキル研修事業
・緩和ケアスクリーニング、がん患者指導管理料（※）の活用

自殺防止に関する周知 ・自殺予防週間（9月10日～16日）、自殺対策強化月間 （3月）に
おける啓発活動（自殺対策基本法第7条）

・SNSを活用した相談体制の拡充

（※） がん患者指導管理料 ：がん患者の精神的なケア、抗悪性腫瘍剤の副作用等の管理の重要

性が増してきていることを踏まえ、医師又は看護師が行う心理的不安を軽減するための介入及び
医師又は薬剤師が行う抗悪性腫瘍剤の副作用等の指導管理の評価。
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[課題の例]

１．自殺につながるサインへの気づき
－がんの告知、治療中、治療方針の変更、再発時、治療の中止 等
－医療費・生活費、就労、介護、育児、療養にかかわる不安やストレス 等

２．希死念慮のある方への対応
－コミュニケーション、傾聴、信頼関係の構築、危険性のアセスメント 等

３．専門職・専門機関との連携、安心できる人とのつながり

４．継続的な見守り

５．日頃からの普及啓発

16

自殺の実態調査と専門的ケアにつなぐ体制について

本日の論点（案）

がん患者の方が尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築をめざし、身体的・精神心理
的・社会的な苦痛の緩和を図り、自殺を防ぐためには、専門的ケアにつなぐ体制にどの
ような課題があり、今後どう取り組むべきか。

• 自殺は、その多くが “追い込まれた末の死”。

• 背景にはさまざまな要因がかかわり合っており、社会全体で取り組むべき課題である。

• 我が国のがん患者の自殺は、診断後１年以内が多い。
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第１６回  がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会  

議事次第  

 

                                 日  時：令和２年２月 19 日（水） 

１３：００～１５：００  

                                場  所：厚生労働省  11 階  第８会議室  

 

１ 開会  

２ 議題  

（１） 新規指定・指定更新・指定類型変更の医療機関について 

（２） その他  

 

【資料】 

議事次第  

  座席表  

資料１  がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会開催要綱  

資料２  がん診療連携拠点病院等の指定に関する考え方  

資料３  新規指定・指定更新・指定類型変更の医療機関一覧（案） 

 

参考資料１ がん診療連携拠点病院等の整備について 

（平成 30 年７月 31 日付健発 0731 第１号厚生労働省健康局長通知） 

参考資料２ 都道府県の推薦について（都道府県提出資料） 
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がん診療連携拠点病院等の指定に
関する考え方

厚生労働省健康局

がん・疾病対策課

第16回がん診療連携拠点病院等
の指定に関する検討会

令和2年2月19日

資料

２
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拠点病院等の指定要件見直しについて

• 医療安全管理部門の設置
• 医療安全管理者の配置
• 医療安全管理者の権限付与 等

医療安全の更なる推進

• 病院一体でのがん相談支援センターの周知
• 専門的な施設へ「繋ぐ」
• 地域連携の推進
• がん教育への協力 等

病院完結型から地域完結・循環型医療へ

• チーム医療の更なる推進
• 保険適応外の治療に関する事前審査
• 診療機能による拠点病院の分類
• 第三者評価の活用等による質の評価 等

がん医療の更なる充実

• 同一医療圏に複数推薦があった場合の方針
• 要件を満たせていない場合の指導
• 移転・分離・統合があった場合の届出 等

指定に関する課題の整理

今回の指定要件見直しのポイント

第14回 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会（平成31年３月７日） 資料２より抜粋 2
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特定領域がん診療連携拠点病院
• 特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する医療機関を指定する。

都道府県がん診療連携拠点病院
• 都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療連携協力体制の構築、PDCAサイクルの確保に関し、
中心的な役割を果たす。

地域がん診療病院
• 隣接する二次医療圏のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定し、がん診療連携拠
点病院の無い二次医療圏に１カ所整備する。

がん診療連携拠点病院等の種類（H30.7月 整備指針）

国立がん研究センター
• 我が国全体のがん医療の向上を牽引していくために、医師、その他の診療従事者の育成、都道府県がん
診療連携拠点病院連絡協議会の開催などが要件化されている。

地域がん診療連携拠点病院
• 二次医療圏に１カ所整備し、専門的ながん医療の提供、がん診療の連携協力体制の整備、がん患者に対
する相談支援及び情報提供を担う。

• 診療体制、診療従事者、診療実績、研修の提供、情報の収集提供体制等について満たすべき要件がある。

地域がん診療連携拠点病院（高度型）※新設
• 拠点病院の必須要件を満たし、望ましい要件を複数満たす。

• 同一医療圏のうち診療実績が最も優れている、高度な放射線治療の実施が可能、相談支援センターへの
医療従事者の配置や緩和ケアセンターの整備、医療安全に関する取組、
等の条件を満たし、診療機能が高いと判断された場合に同一医療圏に1カ所のみ指定。

地域がん診療連携拠点病院（特例型）※新設
• 平成31年以後に既指定の拠点病院で、指定要件の充足状況が不十分であると判断された場合に経過措
置的に指定類型を見直す。

3
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令和元年７月１日時点

都道府県がん診療連携拠点病院 地域がん診療病院

43カ所339カ所

がん診療連携拠点病院等

2カ所

がん診療連携拠点病院：３９３カ所
地域がん診療病院：４３カ所

国立がん研究センター

地域がん診療連携拠点病院

都道府県内の拠点病
院全体のとりまとめ

隣接する２次医療圏の
拠点病院とグループ化

51カ所

①地域がん診療連携拠点病院（高度型）：１４か所
②地域がん診療連携拠点病院：３２５か所

• 様々な研修
• 都道府県がん診療連携拠点病院
連絡協議会の開催 等

特定領域
がん診療連携拠点病院

1カ所

第12回 がん診療提供体制のあり方に関する検討会（令和元年６月28日） 資料２－１より抜粋・一部改変
4
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類型の見直しについて

地域がん診療
連携拠点病院

地域がん診療連携拠点病院
（高度型）

地域がん診療連携拠点病院
（一般型）

地域がん診療連携拠点病院
（特例型）

• 必須要件に加え、望ましい要件を複
数満たす。

• 高度な放射線治療の実施が可能

• 同一医療圏のうち診療実績が最も優
れている。

• 相談支援センターへの医療従事者の
配置や緩和ケアセンターの整備

• 医療安全に関する取組

等の条件を満たし、診療機能が高いと判
断された場合に同一医療圏に1カ所のみ
指定。

従来の地域がん診療連携拠点病院と
同様。

平成31年以後に既指定の拠点病院で、
指定要件の充足状況が不十分であると
判断された場合に経過措置的に指定類
型を見直す。
未充足である状況が持続した場合は、
指定の取消しも検討する。

診療機能による分類

指定類型の
見直し

指定類型の
見直し

指定類型の
見直し

指定要件を
充足した場合

復帰

【現行】 【見直し後】

※昨年度は適応なし

※便宜上、地域
がん診療拠点病
院を一般型とする

第14回 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会（平成31年３月７日） 資料２より抜粋・一部改変 5171



経過措置項目について

【平成31年４月から１年間の経過措置項目（今回は適用されない）】
①専任の放射線診断に携わる常勤の医師
②専従の薬物療法に携わる常勤の医師
③専任の身体症状の緩和に携わる常勤の医師
④精神症状の緩和に携わる常勤の医師
⑤専従の薬物療法に携わる常勤の看護師
⑥緩和ケアの診療実績
⑦院内がん登録の実務を担当する者の中級認定者研修
⑧医療安全に関する研修の受講

【平成31年４月から２年間の経過措置項目（今回はあと１年間指定）】
①専従の放射線治療に携わる常勤の医師
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拠点病院等の選定の方針について①

必須項目をすべて満たしている

３年

新規推薦である

指定不可

既指定病院を対象とした経過措置項目のみが未充足

1年

未充足内容が
①施設改修によるもの
②放射線機器の入れ替えによるもの
③本年度中の充足が確認できるもの

YES NO

【すべての類型で共通の方針】

7
第14回 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会（平成31年３月７日） 資料２より抜粋・一部改変

要件未充足がある場合の選定方針(P10)
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拠点病院等の選定の方針について②

一般型の必須項目をすべて満たしている

高度型として指定

高度型の要件をすべて満たしている

YES NO

【がん診療連携拠点病院（高度型）として推薦された場合の付加的方針】

一般型として検討

一般型として指定

※平成31年４月に高度型として指定された病院

についても、引き続き高度型の要件をすべて
満たしているかどうか確認する

8第14回 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会（平成31年３月７日） 資料２より抜粋・一部改変174



要件未充足がある場合の対応について

① 全ての拠点病院等に対し、毎年現況報告書にて指定要件の充足状況について報告を求める。

② 指定要件の充足状況に疑義があると判断された場合に文書での確認や実地調査を行い、指定要件の充足
状況を確認する。

③ 調査の結果、指定要件の未充足が確認された場合、勧告、指定類型見直し、指定取り消し等の指導方針を
指定の検討会に提案する。

④ 指定の検討会からの答申を受け、当該拠点病院等への通知を行う。

文書での確認や実地調査による充足状況の確認

指定の検討会にて対応を検討

指定取り消し指定類型の見直し勧告

充足状況に疑義がある場合

現況報告書にて充足状況を確認

未充足であることを確認した場合

•未充足状況が軽微である。

•機器の故障や入れ替えなど理由
が明確である。

等

•診療実績に著しく低い項目がある。

•勧告を受けているが改善が見られ
ない。

•自施設だけでは集学的治療等を
提供できずグループ化が妥当で
ある。 等

•医療安全上の重大な疑義がある。
•意図的に虚偽の報告をしている。

•地域がん診療連携拠点病院（特
例型）に指定類型を見直されてい
るが改善が見られない。

等

第11回がん診療提供体制のあり方に関する検討会（平成30年４月11日 資料５より抜粋・一部改変 9
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10

下記のような選定方針としてはどうか。

１）要件充足を確認する基準日としては、令和元年９月１日を基準として選定する。
ただし、既指定のがん診療連携拠点病院等436施設のうち、指定要件を充足していな
い病院が、99施設あったため、地域医療への影響を考慮して、昨年の指定検討会と

同様に、検討会前日までに要件を充足したことを書面（電子媒体で提出可）で証明で
きた病院については、要件を充足したとみなして選定する。

２）検討会前日までに要件を充足していない病院で、未充足内容が①施設改修による
もの②放射線機器の入れ替えによるもの③本年度中の充足が確認できるものである
場合には、昨年の選定方針と同様に、１年指定とする。

未充足内容が上記の①～③に該当しない場合には、地域がん診療連携拠点病院
（特例型）として指定する、または指定更新をしない。

３）上記の選定方針により、指定類型を変更して指定された病院または指定を更新さ
れなかった病院については、令和２年６月を目途に本検討会において再度審議を行う。

要件未充足がある場合の選定方針について
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11

R2.2.19.
第16回指定検討会

R1.9.1.
基準日 第17回指定検討会（仮）

R2.4.1.
指定開始

R3.3.31
1年指定

R4.3.31
2年指定

R5.3.31
3年指定

基準日に要件未充足かつ指定検討会前日までに要件充足を書面で証明できる

全ての要件を満たす場合（全類型共通）：3年指定

要件未充足が、「経過措置項目の専従放射線治療常勤医師のみ」「施設改修によるもの」「放射線機器入れ替えによるもの」：1年指定

基準日に要件未充足かつ指定検討会前日までに要件充足を書面で証明できない

次回検討会で要件充足を確認できた場合、それぞれ認められる年限を指定

×：未充足あり ○：すべて充足

次回検討会で要件充足を確認できた場合、再指定

特例型に類型変更して指定された施設が、次年度
も要件充足しない場合、指定更新しない

年度内に要件充足できない場合、地域がん診療連携拠点病院（特例型）として指定

年度内に要件充足を確認できた場合、1年指定

地域がん診療病院で年度内に要件充足できない場合、指定更新しない

選定方針と指定年限について
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検討会 都道府県 病院 特定のがん種 議論要点 指定

第9回 鹿児島県 相良病院 乳がん 乳がんの高度な集学的治療及び緩和ケアを提供し、乳がん手術実績が県
内の約９割程度で最も多くの患者を診療していることの要件を充足している

指定

第10回 鹿児島県 C病院 胃・大腸・肝がん 放射線治療を提供しておらず、集学的治療等を提供する体制を有することの
要件を充足していない

３種類のがん種の合計手術実績が県内で最も多いという申請であり、当該
がんそれぞれについて県内で最も多くの患者を診療していることの要件を充
足していない

不可

第12回 宮城県 D病院 肺がん 肺がん手術は県内の３割程度と最も診療実績が多いが、化学療法・放射線
治療も含めて肺がん診療実績を見た場合には、県内で最も多くの患者を診
療していることの要件を充足していない

不可

第14回 福島県 E病院 乳がん 放射線治療を提供しておらず、集学的治療等を提供する体制を有することの
要件を充足していない
地域がん診療連携拠点病院の指定要件を充足していない

不可

12

（参考：過去に特定領域がん診療連携拠点病院に推薦された病院について、議論要点と指定結果を抜粋）

特定領域がん診療連携拠点病院に新規指定推薦された2施設について推薦意見書・都道府県提出資料から抜粋

検討会 都道府県 病院 特定のがん種 推薦意見書・都道府県提出資料より抜粋 指定

第16回 福島県 A病院 乳がん 乳がんの手術実績は県内の約３割で、県内で最も多い
放射線治療は提供していないため県内施設と連携している

審議

第16回 福岡県 B病院 前立腺がん 前立腺がんの手術実績は県内で２番目に多い
その他の治療方法についても多数診療している

審議

特定領域がん診療連携拠点病院の新規指定推薦について
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13

病院
（現在の指定類型）

高度要件② 同一医療圏地域拠点病院の診療実績
がん登録／手術／薬物／放射線／緩和（順位）

高度要件③
IMRT／核医学治療（件）

指定

A （一般型） ７／４／２／４／４ （７病院／医療圏） １７８／５ 審議

B （一般型） １／１／１／１／１ （１病院／医療圏） ０／３ 審議

C （一般型） １／１／１／１／１ （１病院／医療圏） ０／２７ 審議

D （高度型） １／１／１／２／２ （２病院／医療圏） ０／９ 審議

E （高度型） １／１／１／１／１ （１病院／医療圏） ０／３５ 審議

F （一般型） １／１／１／１／２ （３病院／医療圏） ０／２２ 審議

下記の２点について、高度型の指定要件を満たしていると扱ってよいか。

１．A病院は、同一医療圏の地域拠点病院の中で、Ⅱの２の（１）の①に規定する各診療実績の項目について、当該医療圏内
の順位が1位ではなかった。同一医療圏の他施設から高度型への申請はなく、当該施設のみが高度型を申請している。

２．B、C、D、E、Fの5病院は、強度変調放射線療法について実績がないが、核医学治療について下記の実績がある。

B病院：ストロンチウム（メタストロン注®）3件 ※現在はラジウム（ゾーフィゴ®）治療を実施

C病院：ヨード131カプセル9件・ラジウム（ゾーフィゴ®）18件

D病院：ストロンチウム（メタストロン注®）3件、ラジウム（ゾーフィゴ®）4件、イットリウム（ゼヴァリン®）2件

E病院：ラジウム（ゾーフィゴ®）31件、ストロンチウム（メタストロン注®）4件

F病院：ラジウム（ゾーフィゴ®）22件

既指定14施設、新規推薦34施設のうち、高度型要件を充足しているか検討すべき施設と要件実績抜粋

がん診療連携拠点病院（高度型）の指定について
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診療実績に関する要件

診療実績

下記①または②を概ね満たすこと。
ただし、同一医療圏に複数の医療機関を推薦する場合は①をすべて満たすこと
①．以下の項目をそれぞれ満たすこと。
• 院内がん登録数 500 件以上
• 悪性腫瘍の手術件数 400 件以上
• がんに係る化学療法のべ患者数 1000 人以上
• 放射線治療のべ患者数 200 人以上
• 緩和ケアチームの新規介入患者数 50 人以上

②．相対的な評価

• 当該医療圏に居住するがん患者のうち、２割程度について診療実績があること。

医療施設に関する要件

医療施設

• 放射線治療に関する機器の設置（リニアックなど、体外照射を行うための機器であること。）
• 外来化学療法室の設置
• 原則として集中治療室設置
• 白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌室設置

• 術中迅速病理診断実施可能な病理診断室の設置

14

がん診療連携拠点病院等の整備について（平成30年7月31日付健康局長通知 健発300731号）

（参考）がん診療連携拠点病院の指定要件（抜粋）①
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診療従事者に関する要件

手術 • 手術療法に携わる常勤の医師

放射線診断・治療

• 放射線治療に携わる常勤かつ専従の医師
• 放射線診断に携わる常勤かつ専任の医師
• 常勤かつ専従の放射線技師（２名以上の配置が望ましい、専門資格の有資格者であることが望ましい）

• 機器の精度管理、照射計画等に携わる常勤かつ専任の技術者（専門資格の有資格者であることが望ま
しい）

• 放射線治療室に常勤かつ専任の看護師（専門資格の有資格者であることが望ましい）

薬物療法

• 化学療法に携わる常勤かつ専従の医師
• 常勤かつ専任薬剤師の配置（専門資格の有資格者であることが望ましい）

• 外来化学療法室に常勤かつ専任の看護師（がん看護専門看護師等であることが望ましい）

病理
• 病理診断に携わる常勤かつ専従の医師
• 専任の細胞診断業務に携わる者（専門資格の有資格者であることが望ましい）

緩和ケアチーム

• 身体症状の緩和に携わる常勤かつ専任の医師（専従が望ましい）
• 精神症状の緩和に携わる常勤の医師（専任が望ましい）
• 専従かつ常勤の看護師（専門資格の有資格者であること）
• 緩和ケアチームに協力する者の配置（薬剤師、医療心理に携わる者、相談支援に携わる者）が望ましい。

相談支援センター • 専従と専任の相談支援に携わる者をそれぞれ１人ずつ（相談員基礎研修１～３を修了していること）

院内がん登録 • 国立がん研究センターが提供する研修で中級認定者の認定を受けた専従の院内がん登録実務者

15

がん診療連携拠点病院等の整備について（平成30年7月31日付健康局長通知 健発300731号）

（参考）がん診療連携拠点病院の指定要件（抜粋）②
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地域拠点病院（高度型）の指定要件

• 地域拠点病院の指定要件において、「望ましい」とされる要件を複数満たしていること

• 同一医療圏に複数の地域拠点病院がある場合には、診療実績が当該医療圏において最も優れていること

• 強度変調放射線療法や核医学治療等の高度な放射線治療を提供できること

• 緩和ケアセンターに準じた緩和ケアの提供体制を整備していること

• 相談支援センターに看護師や社会福祉士、精神保健福祉士等の医療従事者を配置し、相談支援業務の強
化が行われていること

• 医療に係る安全管理体制について第三者による評価を受けているか、外部委員を含めた構成員からなる医
療安全に関する監査を目的とした監査委員会を整備していること

16

がん診療連携拠点病院等の整備について（平成30年7月31日付健康局長通知 健発300731号）

（参考）がん診療連携拠点病院の指定要件（抜粋）③
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特定領域がん診療連携拠点病院の指定要件

• 特定のがんについて、集学的治療等を提供する体制を有するとともに、標準的治療等がん患者
の状態に応じた適切な治療を提供すること

• 当該がんについて当該都道府県内で最も多くの患者を診療していること

• 地域がん診療連携拠点病院の指定要件を満たすこと

• ただし、がんの種類に応じて必要な治療法が異なる可能性があるため、指定にあたっては地域
がん診療連携拠点病院の要件のうち満たしていない項目がある場合には、個別に指定の可否
を検討する

• 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対してがん診療連携拠点病
院と連携し適切ながん医療の提供を行うこと

• 特定領域における高い診療技術や知識を共有する観点から、がん診療連携拠点病院等との人
材交流、合同のカンファレンス、診療業務や相談支援業務における情報共有等を行うことが望ま
しい

17

がん診療連携拠点病院等の整備について（平成30年7月31日付健康局長通知 健発300731号）

（参考）がん診療連携拠点病院の指定要件（抜粋）④
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（参考）医療安全について

18

施設要件

人的配置

その他

医師 薬剤師 看護師

都道府県拠点

•医療安全管理部門
の設置

•医療安全管理者の
配置（右記参照）

•未承認薬や適応外
使用、高難度新規
医療技術の実施等
の事前審査・事後
評価

•医療安全に関する
窓口の設置

常勤かつ専任
常勤かつ専任

（専従が望ましい）
常勤かつ専従

•医療安全管理者
の権限の付与

•医療安全管理者
の研修の受講

地域拠点
・

特定領域
常勤 常勤かつ専任 常勤かつ専従

地域診療 常勤
常勤

（専任が望ましい）
常勤かつ専従

がん診療連携拠点病院等の整備について（平成30年7月31日付健康局長通知 健発300731号）
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がん診療連携拠点病院等の指定について 
 

令和２年２月 19日に開催された「第 16回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会」

の検討を踏まえ、以下のとおり、がん診療連携拠点病院等として令和２年３月 27日付けで新

規指定、令和２年３月 30日付けで指定期間変更をすることとしましたので、お知らせいたし

ます。 

（詳細は別紙１） 

 

  
 

新規指定 

【都道府県がん診療連携拠点病院】 11施設 

 

【地域がん診療連携拠点病院（高度型）】 33施設 

 

【地域がん診療連携拠点病院】 158施設 

 

【地域がん診療連携拠点病院（特例型）】 26施設 

 

【特定領域がん診療連携拠点病院】 １施設 

 

【地域がん診療病院】 26施設 

 

【国立がん研究センター】 １施設 

 

指定期間の変更（※） 

【地域がん診療連携拠点病院】 ６施設 

 

【地域がん診療病院】 ５施設 

 

 
※新型コロナウイルスの影響により年度内に指定要件を満たせなくなった病院のみ、次回検討会が

６月を目途に開催されることから、現行の指定区分にて指定期間を令和２年６月 30 日までに変

更しています。 

 

 

 

令和２年３月 30日 

照会先 健康局がん・疾病対策課 

がん対策推進官 丸山（内線３８２５） 

課長補佐    片岡（内線４６０５） 

（代表番号)０３－５２５３－１１１１ 
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以上のとおり、令和２年４月１日時点で、がん診療連携拠点病院の数は 402施設（都道府県

がん診療連携拠点病院 51 施設、地域がん診療連携拠点病院（高度型）47 施設、地域がん診療

連携拠点病院 275施設、地域がん診療連携拠点病院（特例型）26施設、特定領域がん診療連携

拠点病院１施設、国立がん研究センター２施設）、地域がん診療病院の数は 45施設となります。 

（詳細は別紙２） 
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(別紙１）

【都道府県がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限

1 秋田県 秋田大学医学部附属病院 3年

2 山形県 山形県立中央病院 3年

3 茨城県 茨城県立中央病院 3年

4 新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院 3年

5 滋賀県 滋賀県立総合病院 3年

6 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 3年

7 広島県 広島大学病院 3年

8 熊本県 熊本大学病院 3年

9 大分県 大分大学医学部附属病院 1年

10 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 3年

11 沖縄県 琉球大学病院 1年

計 11病院

がん診療連携拠点病院等一覧（新規指定）
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【地域がん診療連携拠点病院（高度型）】

都道府県名 医療機関名 指定年限

1 宮城県 大崎市民病院 3年

2 宮城県 石巻赤十字病院 3年

3 山形県 地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院 3年

4 茨城県 国立大学法人 筑波大学附属病院 3年

5 埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター 3年

6 千葉県 船橋市立医療センター 3年

7 千葉県 総合病院国保旭中央病院 3年

8 東京都 武蔵野赤十字病院 3年

9 神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属病院 3年

10 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 3年

11 神奈川県 北里大学病院 3年

12 神奈川県 東海大学医学部付属病院 3年

13 長野県 諏訪赤十字病院 3年

14 岐阜県 大垣市民病院 3年

15 静岡県 静岡県立総合病院 3年

16 静岡県 藤枝市立総合病院 3年

17 滋賀県 国立大学法人　滋賀医科大学医学部附属病院 3年

18 大阪府 大阪大学医学部附属病院 3年

19 大阪府 関西医科大学附属病院 3年

20 大阪府 八尾市立病院 3年

21 大阪府 近畿大学病院 3年

22 大阪府 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 3年

23 大阪府 市立岸和田市民病院 3年

24 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 3年

25 兵庫県 兵庫医科大学病院 3年

26 広島県 広島市立広島市民病院 3年

27 広島県 福山市民病院 3年

28 香川県 香川県立中央病院 3年

29 福岡県 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 3年

30 福岡県 久留米大学病院 3年

31 福岡県 北九州市立医療センター 3年

32 大分県 大分県立病院 3年

33 鹿児島県 鹿児島市立病院 3年

計 33病院

がん診療連携拠点病院等一覧（新規指定）
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限

1 北海道 市立函館病院 3年

2 北海道 市立札幌病院 3年

3 北海道 社会医療法人 恵佑会札幌病院 3年

4 北海道 ＫＫＲ札幌医療センター 3年

5 北海道 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 3年

6 北海道 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 3年

7 北海道 ＪＡ北海道厚生連 旭川厚生病院 3年

8 北海道 旭川医科大学病院 3年

9 北海道 ＪＡ北海道厚生連 帯広厚生病院 3年

10 北海道 市立旭川病院 1年

11 青森県 八戸市立市民病院 3年

12 岩手県 岩手県立中央病院 3年

13 岩手県 岩手県立中部病院 3年

14 岩手県 岩手県立大船渡病院 3年

15 岩手県 岩手県立釜石病院 3年

16 岩手県 岩手県立宮古病院 3年

17 岩手県 岩手県立久慈病院 3年

18 岩手県 岩手県立二戸病院 3年

19 宮城県 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 3年

20 山形県 置賜広域病院企業団　公立置賜総合病院 3年

21 福島県 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 3年

22 福島県 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 3年

23 福島県 一般社団法人竹田健康財団　竹田綜合病院 3年

24 福島県 いわき市医療センター 3年

25 茨城県 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 3年

26 茨城県 株式会社 日立製作所日立総合病院 3年

27 茨城県 総合病院 土浦協同病院 3年

28 茨城県 東京医科大学茨城医療センター 1年

29 茨城県 友愛記念病院 3年

30 栃木県 栃木県済生会宇都宮病院 3年

31 栃木県 上都賀総合病院 3年

32 群馬県 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 3年

33 群馬県 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター 3年

34 群馬県 伊勢崎市民病院 3年

35 群馬県 桐生厚生総合病院 3年

36 群馬県 群馬県立がんセンター 3年

37 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 3年

38 埼玉県 さいたま赤十字病院 3年

がん診療連携拠点病院等一覧（新規指定）
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限

がん診療連携拠点病院等一覧（新規指定）

39 埼玉県 さいたま市立病院 1年

40 埼玉県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 3年

41 埼玉県 川口市立医療センター 3年

42 埼玉県 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院 3年

43 埼玉県 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 3年

44 埼玉県 深谷赤十字病院 3年

45 千葉県 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター 1年

46 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 3年

47 千葉県 学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 3年

48 千葉県 松戸市立総合医療センター 3年

49 千葉県 亀田総合病院 3年

50 千葉県 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 3年

51 東京都 日本医科大学付属病院 3年

52 東京都 聖路加国際病院 3年

53 東京都 東京都立墨東病院 3年

54 東京都 東京医科大学病院 3年

55 東京都 青梅市立総合病院 3年

56 東京都 東海大学医学部付属八王子病院 3年

57 東京都 杏林大学医学部付属病院 3年

58 東京都 東京都立多摩総合医療センター 3年

59 東京都 公立昭和病院 3年

60 神奈川県 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 3年

61 神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 3年

62 神奈川県 恩賜財団済生会横浜市東部病院 3年

63 神奈川県 横浜市立市民病院 3年

64 神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 3年

65 神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 3年

66 神奈川県 川崎市立井田病院 1年

67 神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 1年

68 神奈川県 医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院 3年

69 神奈川県 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 1年

70 神奈川県 藤沢市民病院 3年

71 神奈川県 大和市立病院 3年

72 神奈川県 小田原市立病院 3年

73 新潟県 新潟市民病院 3年

74 新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 3年

75 富山県 黒部市民病院 3年

76 富山県 厚生連高岡病院 3年
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限

がん診療連携拠点病院等一覧（新規指定）

77 富山県 市立砺波総合病院 3年

78 石川県 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター 3年

79 石川県 石川県立中央病院 3年

80 石川県 国民健康保険 小松市民病院 3年

81 福井県 独立行政法人国立病院機構 敦賀医療センター 3年

82 長野県 伊那中央病院 3年

83 岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院 3年

84 岐阜県 岐阜県立多治見病院 3年

85 岐阜県 高山赤十字病院 3年

86 静岡県 順天堂大学医学部附属 静岡病院 3年

87 静岡県 磐田市立総合病院 3年

88 静岡県 社会福祉法人 聖隷福祉事業団総合病院 聖隷三方原病院 3年

89 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 3年

90 愛知県 独立行政法人国立病院機構　名古屋医療センター 3年

91 愛知県 名古屋第二赤十字病院 3年

92 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 3年

93 愛知県 豊橋市民病院 3年

94 三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　鈴鹿中央総合病院 3年

95 三重県 三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院 3年

96 滋賀県 彦根市立病院 1年

97 京都府 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 3年

98 京都府 京都岡本記念病院 3年

99 大阪府 市立豊中病院 3年

100 大阪府 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 3年

101 大阪府 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 3年

102 兵庫県 神戸市立西神戸医療センター 3年

103 兵庫県 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 3年

104 兵庫県 加古川中央市民病院 3年

105 兵庫県 西脇市立西脇病院 3年

106 兵庫県 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 3年

107 兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院 3年

108 兵庫県 兵庫県立丹波医療センター 3年

109 兵庫県 兵庫県立淡路医療センター 3年

110 奈良県 市立奈良病院 3年

111 奈良県 奈良県総合医療センター 3年

112 奈良県 公益財団法人　天理よろづ相談所病院 3年

113 奈良県 近畿大学奈良病院 3年

114 和歌山県 紀南病院 1年
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限

がん診療連携拠点病院等一覧（新規指定）

115 和歌山県 独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター 3年

116 鳥取県 鳥取県立厚生病院 3年

117 岡山県 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 3年

118 岡山県 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 3年

119 岡山県 津山慈風会津山中央病院 3年

120 広島県 広島赤十字・原爆病院 3年

121 広島県 広島市立安佐市民病院 3年

122 広島県 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 3年

123 広島県 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 3年

124 広島県 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター 3年

125 広島県 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター 3年

126 広島県 市立三次中央病院 3年

127 香川県 独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 3年

128 香川県 三豊総合病院 3年

129 愛媛県 住友別子病院 3年

130 愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 3年

131 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 3年

132 愛媛県 愛媛県立中央病院 3年

133 愛媛県 市立宇和島病院 3年

134 高知県 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター 3年

135 福岡県 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 3年

136 福岡県 公立学校共済組合　九州中央病院 3年

137 福岡県 独立行政法人国立病院機構　福岡東医療センター １年

138 福岡県 公立八女総合病院 3年

139 福岡県 飯塚病院 3年

140 福岡県 独立行政法人労働者健康安全機構　九州労災病院 3年

141 佐賀県 唐津赤十字病院 3年

142 長崎県 地方独立行政法人長崎市立病院機構　長崎みなとメディカルセンター 3年

143 長崎県 日本赤十字社長崎原爆病院 3年

144 長崎県 佐世保市総合医療センター 3年

145 長崎県 長崎県島原病院 3年

146 熊本県 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター 3年

147 熊本県 荒尾市民病院 3年

148 熊本県 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 3年

149 熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター 3年

150 大分県 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター 3年

151 大分県 中津市立中津市民病院 3年

152 大分県 大分赤十字病院 3年
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限

がん診療連携拠点病院等一覧（新規指定）

153 宮崎県 宮崎県立宮崎病院 3年

154 宮崎県 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター 3年

155 鹿児島県 独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター 3年

156 鹿児島県 公益社団法人昭和会　今給黎総合病院 3年

157 鹿児島県 鹿児島県立薩南病院 3年

158 沖縄県 地方独立行政法人　那覇市立病院 3年

計 158病院

193



【地域がん診療連携拠点病院（特例型）】

都道府県名 医療機関名 指定年限

1 北海道 ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院 1年

2 北海道 砂川市立病院 1年

3 北海道 市立釧路総合病院 1年

4 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター 1年

5 山形県 山形市立病院済生館 1年

6 山形県 山形県立新庄病院 1年

7 福島県 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 1年

8 福島県 一般社団法人温和会会津中央病院 1年

9 福島県 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 1年

10 東京都 東京医科大学八王子医療センター 1年

11 新潟県 新潟県立中央病院 1年

12 富山県 高岡市民病院 1年

13 山梨県 市立甲府病院 1年

14 山梨県 富士吉田市立病院 1年

15 長野県 飯田市立病院 1年

16 愛知県 半田市立半田病院 1年

17 京都府 宇治徳洲会病院 1年

18 和歌山県 公立那賀病院 1年

19 和歌山県 橋本市民病院 1年

20 鳥取県 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター 1年

21 島根県 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター 1年

22 広島県 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 1年

23 高知県 高知県立幡多けんみん病院 1年

24 福岡県 地方独立行政法人　大牟田市立病院 1年

25 福岡県 社会保険田川病院 1年

26 佐賀県 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター 1年

計 26病院

がん診療連携拠点病院等一覧（新規指定）
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【国立がん研究センター】

都道府県名 医療機関名 指定年限

1 国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院 3年

計 1病院

がん診療連携拠点病院等一覧（新規指定）
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【特定領域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限

1 鹿児島県 社会医療法人博愛会　相良病院 3年

計 １病院

がん診療連携拠点病院等一覧（新規指定）
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【地域がん診療病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限 グループ指定先医療機関名

1 青森県 十和田市立中央病院 3年 青森県立中央病院

2 青森県 むつ総合病院 3年 青森県立中央病院

3 秋田県 北秋田市民病院 3年
秋田県厚生農業協同組合連合会　秋田厚生医療セ

ンター

4 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 能代厚生医療センター 3年
秋田県厚生農業協同組合連合会　秋田厚生医療セ

ンター

5 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院 3年 秋田赤十字病院

6 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 大曲厚生医療センター 3年
秋田県厚生農業協同組合連合会　秋田厚生医療セ

ンター

7 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院 3年
秋田県厚生農業協同組合連合会　秋田厚生医療セ

ンター

8 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 雄勝中央病院 3年
秋田県厚生農業協同組合連合会　秋田厚生医療セ

ンター

9 茨城県 医療法人社団善仁会小山記念病院 3年
独立行政法人水戸医療センター

茨城県立中央病院

10 栃木県 芳賀赤十字病院 3年 自治医科大学附属病院

11 千葉県 さんむ医療センター 3年
千葉県がんセンター

総合病院国保旭中央病院

12 山梨県 山梨厚生病院 3年 山梨県立中央病院

13 長野県 独立行政法人国立病院機構　信州上田医療センター 3年 信州大学医学部附属病院

14 静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 3年 静岡県立静岡がんセンター

15 静岡県 富士市立中央病院 3年 静岡県立静岡がんセンター

16 滋賀県 高島市民病院 3年 大津赤十字病院

17 京都府 京都府立医科大学附属北部医療センター 3年 京都府立医科大学附属病院

18 京都府 京都山城総合医療センター 3年 京都府立医科大学附属病院

19 奈良県 南和広域医療企業団　南奈良総合医療センター病院 3年 奈良県立医科大学附属病院

20 岡山県 医療法人清梁会 高梁中央病院 3年
川崎医科大学

岡山大学

21 鹿児島県 独立行政法人国立病院機構 南九州病院 3年 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター

22 鹿児島県 県民健康プラザ鹿屋医療センター 3年 鹿児島大学病院

23 鹿児島県 社会医療法人義順顕彰会　種子島医療センター 3年 鹿児島大学病院

24 鹿児島県 鹿児島県立大島病院 3年 鹿児島大学病院

25 沖縄県 北部地区医師会病院 3年 琉球大学医学部附属病院

26 沖縄県 沖縄県立宮古病院 3年 沖縄県立中部病院

計 26病院

がん診療連携拠点病院等一覧（新規指定）
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限

1 岩手県 岩手県立磐井病院
令和2年6月30日まで指
定期間変更

2 長野県 長野県厚生農業協同組合連合会　佐久総合病院　佐久医療センター
令和2年6月30日まで指
定期間変更

3 滋賀県 大津赤十字病院
令和2年6月30日まで指
定期間変更

4 兵庫県 公立学校共済組合近畿中央病院
令和2年6月30日まで指
定期間変更

5 兵庫県 赤穂市民病院
令和2年6月30日まで指
定期間変更

6 大分県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大分県済生会日田病院
令和2年6月30日まで指
定期間変更

計 ６病院

がん診療連携拠点病院等一覧（指定期間の変更）
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【地域がん診療病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限 グループ指定先医療機関名

1 北海道 小樽市立病院
令和2年6月30日まで
指定期間変更

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター

2 北海道 独立行政法人労働者健康安全機構　北海道中央労災病院
令和2年6月30日まで
指定期間変更

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター

3 新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　佐渡総合病院
令和2年6月30日まで
指定期間変更

新潟大学医歯学総合病院
新潟県立がんセンター新潟病院

4 滋賀県 公立甲賀病院
令和2年6月30日まで
指定期間変更

国立大学法人　滋賀医科大学医学部附属病院

5 岡山県 金田病院
令和2年6月30日まで
指定期間変更

岡山医療センター
津山中央病院

計 ５病院

がん診療連携拠点病院等一覧（指定期間の変更）
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（別紙２）

【都道府県がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名

1 北海道 北海道がんセンター

2 青森県 青森県立中央病院

3 岩手県 岩手医科大学附属病院

4 宮城県 宮城県立がんセンター

5 宮城県 東北大学病院

6 秋田県 国立大学法人　秋田大学医学部附属病院

7 山形県 山形県立中央病院

8 福島県 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院

9 茨城県 茨城県立中央病院

10 栃木県 栃木県立がんセンタ－

11 群馬県 群馬大学医学部附属病院

12 埼玉県 埼玉県立がんセンター

13 千葉県 千葉県がんセンター

14 東京都 東京都立駒込病院

15 東京都 公益財団法人がん研究会　有明病院

16 神奈川県 神奈川県立がんセンター

17 新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院

18 富山県 富山県立中央病院

19 石川県 国立大学法人　金沢大学附属病院

20 福井県 福井県立病院

21 山梨県 山梨県立中央病院

22 長野県 信州大学医学部附属病院

23 岐阜県 国立大学法人　岐阜大学医学部附属病院

24 静岡県 静岡県立静岡がんセンター

25 愛知県 愛知県がんセンター中央病院

26 三重県 三重大学医学部附属病院

27 滋賀県 滋賀県立総合病院

28 京都府 京都府立医科大学附属病院

29 京都府 京都大学医学部附属病院

30 大阪府 大阪国際がんセンター

31 兵庫県 兵庫県立がんセンター

32 奈良県 奈良県立医科大学附属病院

33 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

34 鳥取県 国立大学法人　鳥取大学医学部附属病院

35 島根県 国立大学法人　島根大学医学部附属病院

36 岡山県 岡山大学病院

37 広島県 広島大学病院

38 山口県 国立大学法人　山口大学医学部附属病院

がん診療連携拠点病院等一覧表（令和２年４月１日現在）
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【都道府県がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名

39 徳島県 徳島大学病院

40 香川県 香川大学医学部附属病院

41 愛媛県 四国がんセンター

42 高知県 高知大学医学部附属病院

43 福岡県 独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター

44 福岡県 国立大学法人　九州大学病院

45 佐賀県 国立大学法人　佐賀大学医学部附属病院

46 長崎県 国立大学法人　長崎大学病院

47 熊本県 国立大学法人　熊本大学病院

48 大分県 国立大学法人　大分大学医学部附属病院

49 宮崎県 国立大学法人　宮崎大学医学部附属病院

50 鹿児島県 鹿児島大学病院

51 沖縄県 琉球大学医学部附属病院

計 51病院
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【地域がん診療連携拠点病院（高度型）】

都道府県名 医療機関名

1 宮城県 大崎市民病院

2 宮城県 石巻赤十字病院

3 山形県 地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院

4 茨城県 国立大学法人 筑波大学附属病院

5 埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター

6 埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

7 千葉県 船橋市立医療センター

8 千葉県 総合病院国保旭中央病院

9 東京都 ＮＴＴ東日本関東病院

10 東京都 独立行政法人国立病院機構東京医療センター

11 東京都 慶應義塾大学病院

12 東京都 帝京大学医学部附属病院

13 東京都 武蔵野赤十字病院

14 神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属病院

15 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院

16 神奈川県 北里大学病院

17 神奈川県 東海大学医学部付属病院

18 富山県 富山大学附属病院

19 長野県 諏訪赤十字病院

20 岐阜県 大垣市民病院

21 静岡県 静岡県立総合病院

22 静岡県 藤枝市立総合病院

23 愛知県 藤田医科大学病院

24 滋賀県 国立大学法人　滋賀医科大学医学部附属病院

25 大阪府 大阪大学医学部附属病院

26 大阪府 大阪医科大学附属病院

27 大阪府 関西医科大学附属病院

28 大阪府 八尾市立病院

29 大阪府 近畿大学病院

30 大阪府 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院

31 大阪府 市立岸和田市民病院

32 大阪府 大阪市立総合医療センター

33 兵庫県 神戸大学医学部附属病院

34 兵庫県 兵庫医科大学病院

35 兵庫県 姫路赤十字病院

36 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

37 島根県 松江市立病院

38 広島県 　広島市立広島市民病院

39 広島県 福山市民病院

40 徳島県 徳島県立中央病院
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41 香川県 香川県立中央病院

42 福岡県 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター

43 福岡県 久留米大学病院

44 福岡県 北九州市立医療センター

45 佐賀県 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館

46 大分県 大分県立病院

47 鹿児島県 鹿児島市立病院

計 47病院
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名

1 北海道 市立函館病院

2 北海道 市立札幌病院

3 北海道 日鋼記念病院

4 北海道 王子総合病院

5 北海道 旭川厚生病院

6 北海道 北見赤十字病院

7 北海道 帯広厚生病院

8 北海道 函館五稜郭病院

9 北海道 ＫＫＲ札幌医療センター

10 北海道 恵佑会札幌病院

11 北海道 札幌医科大学附属病院

12 北海道 手稲渓仁会病院

13 北海道 北海道大学病院

14 北海道 旭川医科大学病院

15 北海道 市立旭川病院

16 北海道 釧路労災病院

17 青森県 弘前大学医学部附属病院

18 青森県 八戸市立市民病院

19 岩手県 岩手県立中央病院

20 岩手県 岩手県立中部病院

21 岩手県 岩手県立磐井病院

22 岩手県 岩手県立宮古病院

23 岩手県 岩手県立二戸病院

24 岩手県 岩手県立胆沢病院

25 岩手県 岩手県立大船渡病院

26 岩手県 岩手県立久慈病院

27 岩手県 岩手県立釜石病院

28 宮城県 仙台医療センター

29 宮城県 東北労災病院

30 秋田県 秋田赤十字病院

31 秋田県 大館市立総合病院

32 山形県 山形大学医学部附属病院

33 山形県 公立置賜総合病院

34 福島県 総合南東北病院

35 福島県 太田西ノ内病院

36 福島県 一般社団法人竹田健康財団　竹田綜合病院

37 福島県 白河厚生総合病院

38 福島県 いわき市立総合磐城共立病院

39 茨城県 株式会社日立製作所　日立総合病院

40 茨城県 総合病院土浦協同病院
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名

41 茨城県 筑波メディカルセンター病院

42 茨城県 東京医科大学茨城医療センター

43 茨城県 友愛記念病院

44 茨城県 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター

45 茨城県 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

46 栃木県 自治医科大学附属病院

47 栃木県 栃木県済生会宇都宮病院

48 栃木県 獨協医科大学病院

49 栃木県 足利赤十字病院

50 栃木県 上都賀総合病院

51 栃木県 那須赤十字病院

52 群馬県 前橋赤十字病院

53 群馬県 高崎総合医療センター

54 群馬県 渋川医療センター

55 群馬県 公立藤岡総合病院

56 群馬県 公立富岡総合病院

57 群馬県 伊勢崎市民病院

58 群馬県 桐生厚生総合病院

59 群馬県 群馬県立がんセンター

60 埼玉県 春日部市立医療センター

61 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター

62 埼玉県 さいたま赤十字病院

63 埼玉県 さいたま市立病院

64 埼玉県 川口市立医療センター

65 埼玉県 独立行政法人国立病院機構埼玉病院

66 埼玉県 深谷赤十字病院

67 埼玉県 済生会川口総合病院

68 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター

69 埼玉県 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院

70 千葉県 千葉大学医学部附属病院

71 千葉県 独立行政法人国立病院機構　千葉医療センター

72 千葉県 東京歯科大学市川総合病院

73 千葉県 学校法人順天堂　順天堂大学医学部附属浦安病院

74 千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院

75 千葉県 松戸市立総合医療センター

76 千葉県 日本医科大学千葉北総病院

77 千葉県 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院

78 千葉県 国保直営総合病院　君津中央病院

79 千葉県 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院

80 東京都 東京大学医学部附属病院
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名

81 東京都 日本医科大学付属病院

82 東京都 聖路加国際病院

83 東京都 東京都立墨東病院

84 東京都 日本赤十字社医療センター

85 東京都 日本大学医学部附属板橋病院

86 東京都 青梅市立総合病院

87 東京都 東海大学医学部付属八王子病院

88 東京都 杏林大学医学部付属病院

89 東京都 順天堂大学医学部附属　順天堂医院

90 東京都 昭和大学病院

91 東京都 東京医科大学病院

92 東京都 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院

93 東京都 東京都立多摩総合医療センター

94 東京都 公立昭和病院

95 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院

96 東京都 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院

97 東京都 東邦大学医療センター大森病院

98 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院

99 東京都 独立行政法人国立病院機構　災害医療センター

100 神奈川県 独立行政法人労働者健康安全機構　横浜労災病院

101 神奈川県 横浜市立市民病院

102 神奈川県 川崎市立井田病院

103 神奈川県 国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院

104 神奈川県 藤沢市民病院

105 神奈川県 医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院

106 神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同病院

107 神奈川県 小田原市立病院

108 神奈川県 昭和大学横浜市北部病院

109 神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院

110 神奈川県 大和市立病院

111 神奈川県 恩賜財団済生会　横浜市東部病院

112 神奈川県 公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター

113 神奈川県 関東労災病院

114 新潟県 新潟県立新発田病院

115 新潟県 新潟市民病院

116 新潟県 新潟大学医歯学総合病院

117 新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　長岡中央綜合病院

118 新潟県 長岡赤十字病院

119 富山県 黒部市民病院

120 富山県 厚生連高岡病院
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名

121 富山県 市立砺波総合病院

122 石川県 独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター

123 石川県 石川県立中央病院

124 石川県 金沢医科大学病院

125 石川県 国民健康保険小松市民病院

126 福井県 福井大学医学部附属病院

127 福井県 福井赤十字病院

128 福井県 福井県済生会病院

129 福井県 国立病院機構　敦賀医療センター

130 山梨県 山梨大学医学部附属病院

131 長野県 佐久総合病院　佐久医療センター

132 長野県 相澤病院

133 長野県 長野赤十字病院

134 長野県 長野市民病院

135 長野県 伊那中央病院

136 岐阜県 地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター

137 岐阜県 岐阜市民病院

138 岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院

139 岐阜県 社会医療法人厚生会　木沢記念病院

140 岐阜県 地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院

141 岐阜県 高山赤十字病院

142 静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院

143 静岡県 静岡市立静岡病院

144 静岡県 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷三方原病院

145 静岡県 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院

146 静岡県 浜松医療センター

147 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

148 静岡県 磐田市立総合病院

149 愛知県 国立病院機構　名古屋医療センター

150 愛知県 名古屋大学医学部附属病院

151 愛知県 地域医療機能推進機構　中京病院

152 愛知県 名古屋市立大学病院

153 愛知県 名古屋第一赤十字病院

154 愛知県 名古屋第二赤十字病院

155 愛知県 名古屋市立西部医療センター

156 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院

157 愛知県 公立陶生病院

158 愛知県 愛知医科大学病院

159 愛知県 一宮市立市民病院

160 愛知県 小牧市民病院
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名

161 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

162 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院

163 愛知県 豊橋市民病院

164 愛知県 岡崎市民病院

165 三重県 伊勢赤十字病院

166 三重県 松阪中央総合病院

167 三重県 鈴鹿中央総合病院

168 三重県 市立四日市病院

169 滋賀県 大津赤十字病院

170 滋賀県 市立長浜病院

171 滋賀県 彦根市立病院

172 京都府 市立福知山市民病院

173 京都府 社会福祉法人　京都社会事業財団　京都桂病院

174 京都府 京都市立病院

175 京都府 京都第一赤十字病院

176 京都府 京都第二赤十字病院

177 京都府 独立行政法人国立病院機構　京都医療センター

178 京都府 京都岡本記念病院

179 大阪府 市立豊中病院

180 大阪府 市立東大阪医療センター

181 大阪府 大阪南医療センター

182 大阪府 大阪赤十字病院

183 大阪府 大阪市立大学医学部附属病院

184 大阪府 大阪医療センター

185 大阪府 大阪急性期・総合医療センター

186 大阪府 堺市立総合医療センター

187 兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院

188 兵庫県 独立行政法人労働者健康安全機構　関西労災病院

189 兵庫県 公立学校共済組合　近畿中央病院

190 兵庫県 市立伊丹病院

191 兵庫県 加古川中央市民病院

192 兵庫県 西脇市立西脇病院

193 兵庫県 独立行政法人国立病院機構　姫路医療センター

194 兵庫県 赤穂市民病院

195 兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院

196 兵庫県 兵庫県立丹波医療センター

197 兵庫県 兵庫県立淡路医療センター

198 兵庫県 神戸市立西神戸医療センター

199 奈良県 奈良県総合医療センター

200 奈良県 天理よろづ相談所病院
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名

201 奈良県 近畿大学奈良病院

202 奈良県 市立奈良病院

203 和歌山県 紀南病院

204 和歌山県 独立行政法人国立病院機構　南和歌山医療センター

205 鳥取県 鳥取県立中央病院

206 鳥取県 鳥取県立厚生病院

207 島根県 松江赤十字病院

208 島根県 島根県立中央病院

209 岡山県 岡山済生会総合病院

210 岡山県 岡山赤十字病院

211 岡山県 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター

212 岡山県 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院

213 岡山県 川崎医科大学附属病院

214 岡山県 津山中央病院

215 広島県 県立広島病院

216 広島県 広島赤十字・原爆病院

217 広島県 広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院

218 広島県 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター

219 広島県 独立行政法人国立病院機構　東広島医療センター

220 広島県 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター

221 広島県 市立三次中央病院

222 広島県 広島市立安佐市民病院

223 山口県 独立行政法人国立病院機構　岩国医療センター

224 山口県 山口県厚生農業協同組合連合会　周東総合病院

225 山口県 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院

226 山口県 地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立総合医療センター

227 山口県 山口県済生会下関総合病院

228 徳島県 徳島赤十字病院

229 徳島県 徳島市民病院

230 香川県 香川県立中央病院

231 香川県 高松赤十字病院

232 香川県 独立行政法人労働者健康安全機構　香川労災病院

233 愛媛県 住友別子病院

234 愛媛県 済生会今治病院

235 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

236 愛媛県 愛媛県立中央病院

237 愛媛県 松山赤十字病院

238 愛媛県 市立宇和島病院

239 高知県 高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター

240 福岡県 福岡県済生会福岡総合病院
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【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名

241 福岡県 福岡大学病院

242 福岡県 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院

243 福岡県 公立学校共済組合　九州中央病院

244 福岡県 独立行政法人国立病院機構　福岡東医療センター

245 福岡県 久留米大学病院

246 福岡県 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院

247 福岡県 公立八女総合病院

248 福岡県 飯塚病院

249 福岡県 独立行政法人労働者健康安全機構　九州労災病院

250 福岡県 独立行政法人地域医療機能推進機構  九州病院

251 福岡県 産業医科大学病院

252 福岡県 社会医療法人共愛会　戸畑共立病院

253 佐賀県 唐津赤十字病院

254 長崎県 地方独立行政法人長崎市立病院機構　長崎みなとメディカルセンター

255 長崎県 日本赤十字社長崎原爆病院

256 長崎県 佐世保市総合医療センター

257 長崎県 独立行政法人　国立病院機構　長崎医療センター

258 長崎県 長崎県島原病院

259 熊本県 熊本赤十字病院

260 熊本県 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター

261 熊本県 社会福祉法人恩賜財団　済生会熊本病院

262 熊本県 荒尾市民病院

263 熊本県 独立行政法人労働者健康安全機構　熊本労災病院

264 熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　人吉医療センター

265 大分県 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター

266 大分県 大分赤十字病院

267 大分県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大分県済生会日田病院

268 大分県 中津市立中津市民病院

269 宮崎県 宮崎県立宮崎病院

270 宮崎県 独立行政法人国立病院機構都城医療センター

271 鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター

272 鹿児島県 社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院

273 鹿児島県 公益社団法人昭和会　今給黎総合病院

274 沖縄県 沖縄県立中部病院

275 沖縄県 地方独立行政法人　那覇市立病院

計 275病院
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【地域がん診療連携拠点病院（特例型）】

都道府県名 医療機関名

1 北海道 ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院

2 北海道 砂川市立病院

3 北海道 市立釧路総合病院

4 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター

5 山形県 山形市立病院済生館

6 山形県 山形県立新庄病院

7 福島県 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院

8 福島県 一般社団法人温和会会津中央病院

9 福島県 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 

10 東京都 東京医科大学八王子医療センター

11 新潟県 新潟県立中央病院

12 富山県 高岡市民病院

13 山梨県 市立甲府病院

14 山梨県 富士吉田市立病院

15 長野県 飯田市立病院

16 愛知県 半田市立半田病院

17 京都府 宇治徳洲会病院

18 和歌山県 公立那賀病院

19 和歌山県 橋本市民病院

20 鳥取県 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター

21 島根県 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター

22 広島県 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院

23 高知県 高知県立幡多けんみん病院

24 福岡県 地方独立行政法人　大牟田市立病院

25 福岡県 社会保険田川病院

26 佐賀県 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター

計 26病院
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【国立がん研究センター】

都道府県名 医療機関名

1 国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院

2 国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院

計 ２病院
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【特定領域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名

1 鹿児島県 社会医療法人博愛会　相良病院

計 １病院
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【地域がん診療病院】

都道府県名 医療機関名 グループ指定先医療機関名

1 北海道 小樽市立病院 北海道がんセンター

2 北海道 独立行政法人労働者健康安全機構　北海道中央労災病院 北海道がんセンター

3 青森県 十和田市立中央病院 青森県立中央病院

4 青森県 むつ総合病院 青森県立中央病院

5 宮城県 みやぎ県南中核病院
東北大学病院

宮城県立がんセンター

6 秋田県 北秋田市民病院
秋田県厚生農業協同組合連合会　秋田厚生医療セン

ター

7 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　能代厚生医療センター
秋田県厚生農業協同組合連合会　秋田厚生医療セン

ター

8 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　由利組合総合病院 秋田赤十字病院

9 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　雄勝中央病院
秋田県厚生農業協同組合連合会　秋田厚生医療セン

ター

10 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 大曲厚生医療センター
秋田県厚生農業協同組合連合会　秋田厚生医療セン

ター

11 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院
秋田県厚生農業協同組合連合会　秋田厚生医療セン

ター

12 茨城県 医療法人社団善仁会小山記念病院
茨城県立中央病院

国立病院機構　水戸医療センター

13 栃木県 芳賀赤十字病院 自治医科大学附属病院

14 千葉県 さんむ医療センター
千葉県がんセンター

総合病院国保旭中央病院

15 東京都 東京女子医科大学東医療センター 東京都立駒込病院

16 新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　佐渡総合病院
新潟大学医歯学総合病院

新潟県立がんセンター新潟病院

17 山梨県 山梨厚生病院 山梨県立中央病院

18 長野県 北信総合病院 長野赤十字病院

19 長野県 信州上田医療センター 信州大学医学部附属病院

20 長野県 長野県立木曽病院 信州大学医学部附属病院

21 長野県 北アルプス医療センターあづみ病院 信州大学医学部附属病院

22 静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 静岡県立静岡がんセンター

23 静岡県 富士市立中央病院 静岡県立静岡がんセンター

24 滋賀県 公立甲賀病院 国立大学法人　滋賀医科大学医学部附属病院

25 滋賀県 高島市民病院 大津赤十字病院

26 京都府 京都府立医科大学附属北部医療センター 京都府立医科大学附属病院

27 京都府 京都中部総合医療センター 京都府立医科大学附属病院

28 京都府 京都山城総合医療センター 京都府立医科大学附属病院

29 奈良県 南奈良総合医療センター 奈良県立医科大学附属病院

30 岡山県 高梁中央病院
川崎医科大学附属病院

岡山大学病院

31 岡山県 金田病院
独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター

津山中央病院

32 山口県 山口県厚生農業協同組合連合会　長門総合病院 国立大学法人　山口大学医学部附属病院

33 山口県 都志見病院 国立大学法人　山口大学医学部附属病院

34 徳島県 徳島県立三好病院 徳島県立中央病院

35 高知県 高知県立あき総合病院 高知大学医学部附属病院

36 福岡県 福岡大学筑紫病院 福岡大学病院

37 福岡県 朝倉医師会病院 久留米大学病院

38 鹿児島県 出水郡医師会広域医療センター 社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院

39 鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　南九州病院 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター

40 鹿児島県 県民健康プラザ鹿屋医療センター 鹿児島大学病院

41 鹿児島県 社会医療法人義順顕彰会　種子島医療センター 鹿児島大学病院

42 鹿児島県 鹿児島県立大島病院 鹿児島大学病院

43 沖縄県 北部地区医師会病院 琉球大学医学部附属病院

44 沖縄県 沖縄県立八重山病院 沖縄県立中部病院

45 沖縄県 沖縄県立宮古病院 沖縄県立中部病院

計 45病院
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令和元年度第 4 回沖縄県がん診療連携協議会緩和ケア・在宅医療部会議事要旨 
 
日 時：令和 2 年 3 月 18 日（水）16：50～18：20 
場 所：琉球大学医学部附属病院 3 階がんセンター 
出 席 者：10 名（内スカイプ参加 3 名） 
     笹良剛史（南部病院）、中島信久（琉大病院）、友利あかね（琉大病院）、 

足立源樹（那覇市立病院）、三浦耕子（中部病院）、屋良尚美（中部病院）、 
増田昌人（琉大病院） 
スカイプ：野里栄治（北部地区医師会病院）、朝川恵利（宮古病院）、 
     大上永利子（八重山病院） 

欠 席 者：3 名 中村清哉（琉大病院）、伊波義之（沖縄県健康長寿課）、 
名嘉真久美（沖縄県がん患者会連合会） 

陪 席 者：1 名 山田綾美（琉大病院） 
 
報告事項 
1. 令和元年度第 3 回沖縄県がん診療連携協議会緩和ケア・在宅医療部会議事要旨 

 資料 1 に基づき、令和元年度第 3 回沖縄県がん診療連携協議会緩和ケア・在宅医療部

会議事要旨が承認された。 
 
2. 令和元年度緩和ケア・在宅医療部会、在宅ワーキング、研修ワーキング委員名簿 
   資料 2 に基づき、増田委員より部会・各ワーキング委員の確認があった。 
 
3. 令和元年度緩和ケア研修会日程 
   資料 3 に基づき、増田委員より令和元年度緩和ケア研修会日程の確認があった。 
 
4. 沖縄県緩和ケア研修会の報告 
 ①.ハートライフ病院（第 8 回） 
   資料 4 に基づき、増田委員より第 8 回緩和ケア研修会について報告があった。 
 
 ②浦添総合病院（第 9 回） 
   報告書の提出が遅れているため、次回報告することとなった。 
 
 ③県立宮古病院（第 10 回） 

資料 6 に基づき、朝川委員より第 10 回緩和ケア研修会について報告があった。参加

者は 11 名（医師 6 名、看護師 5 名）、県立中部病院よりファシリテーター3 名の派遣が

あり、スムーズに開催することができたとのことだった。 
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5. 患者の意向を尊重した意思決定のための研修会（E-FIELD）について 
資料 7 に基づき、増田委員より患者の意向を尊重した意思決定のための研修会（E-FIEL）

について報告があった。県外より 3 名の講師を招いて開催し、86 名（23 チーム）の参加

があった。また、南部病院にて木澤先生によるアドバンスケアプランニングの講演会が開

催されたと報告があった。 
 
6. 緩和ケア普及啓発ツールセットの活用について 

資料 8 に基づき、増田委員より緩和ケア普及啓発ツールセットの活用について報告

があった。講演会や研修会にて活用するよう周知があった。 
 
協議事項 
1. 痛みのスクリーニングと結果のフィードバック及び主治医（チーム）の行動変容 
 ①琉球大学医学部附属病院 
   資料 9 に基づき、友利委員より報告があった。各病棟で差はあるが、平均除痛率は

60％となっており、痛みのフローシートを作成し、アセスメント方法の統一を図り看護

介入の強化を図っている。次年度より、外来カンファレンスを強化し看護介入のスクリ

ーニングを実施していきたいと報告があった。 
 
 ②那覇市立病院 
   資料 10 に基づき、足立委員より報告があった。11 月～2 月、緩和ケアリンクナース

が病棟にて疼痛スクリーニングの勉強会を実施したことで除痛率が上昇した。課題と

して、レスキューの頻回使用、主治医へのフィードバックが難渋しているとのことだっ

た。 
 
 ③県立中部病院 
   資料 11 に基づき、屋良委員より報告があった。がん告知された患者全てにスクリー

ニングを実施していたが、担当看護師が必要と判断した患者へ実施するようになって

おり、件数の減少傾向がある。毎日聞くと嫌な顔をされる、がん告知がどのようにされ

たか不明確なため踏み込んだ質問ができない、看護師からの緩和ケアチーム依頼が少

ない等、課題として挙げられている。スクリーニングの結果からケアを繋げられるよう

リンクナース・緩和ケアチームとの強化を図っていきたいとのことだった。 
    

中島委員より、各施設のスクリーニング対象の土台が異なることもありアウトカム

が出せていないが、ツールの活用を継続していくためにも、3 病院が実施していること

の評価が必要でないかと意見があった。スクリーニング実施後のフィードバック方法

について引き続き検討することとなった。 
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2. 拠点病院における PDCA サイクル体制強化について 
資料 13 に基づき、増田委員より他県の取り組みについて報告があった。拠点病院間

で相互訪問しピアレビューを実施することが次年度以降に義務付けられる可能性があ

るが、沖縄県では義務されたら実施することとなった。 
 
3. 日本緩和医療学会 第 3 回九州支部学術大会（沖縄県）について 

資料 14 に基づき、笹良委員より今年開催予定の緩和医療学会九州支部学術大会につ

いて報告があった。沖縄県看護研究センターと小児保健センターを会場として企画中

で、大会長は笹良委員、事務局長は増田委員となっている。3 月 24 日に実行委員会を

開催する予定とのことだった。今後、部会委員へも協力依頼をしたいとのことだった。 
 
4. 次回、令和 2 年度第 1 回緩和ケア・在宅医療部会開催日程について 
   開催時間の見直しについて協議が行われ、次回は 14 時、15 時、16 時で日程調整す

ることとなった。部会長・副部会長の 3 名の日程を合わせ、メーリングにて各委員へ出

席確認し、定刻通り開始できるよう協力依頼があった。 
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令和元年度 第４回沖縄県がん診療連携協議会 小児・AYA部会 議事要旨  

 

日 時：令和 2 年 3 月 26 日（木） 17：00～19：00 
場 所：琉大病院がんセンター 
構 成 員：16 名 

 
出 席 者：7 名 

百名伸之(琉大病院小児科)、 森島聡子(琉大病院第二内科)、太田守克・(代理 大城まち子 沖

縄県教育庁健体育課)、當銘保則(琉大病院整形外科)、金城敦子(がんの子どもを守る会 沖縄支

部)、友利敏博(森川特別支援学校)、増田昌人（琉大病院がんセンター） 
      

欠 席：9 名 
朝倉義崇(中部病院血液・腫瘍内科)、比嘉猛(南部医療センター・こども医療センター小児科)、
伊良波史朗(南部医療センター・こども医療センター放射線科)、佐久川夏実(南部医療センター・

こども医療センターＣＬＳ)、大城一郁(南部医療センター・こども医療センター血液・腫瘍内科)、
國仲弘一(琉大病院第一外科)、仲里可奈理（沖縄県保健医療部健康長寿課）、銘苅桂子(琉大病院

産婦人科)、浜田聡(琉大病院小児科)、 
 
陪 席 者：1 名 

石川 千穂(がんセンター事務) 
 

【報告事項】 

１．第３回小児・AYA 部会 議事要旨(10月 30日) 

百名委員より資料 1に基づき、第 3回小児・AYA部会 議事要旨について説明があった。 

 

   ２．「がん教育」について  

太田委員代理の大城様より資料 2 に基づき、文部科学省委託事業「がん教育総合支援事業」 
について、令和元年度に行われた事業の実施内容報告と次年度の事業計画について報告があっ

た。 
 

３. 琉大病院における小児がん・移植長期フォローアップ外来の開設について 

     資料３に基づき、百名委員より昨年１２月より琉大病院小児科に長期フォローアップ外来が

開設されたと報告された。現在は月２回枠だが状況を見て毎週行えるようになればと考えてい

るとの説明がされた。 

     

【協議事項】 

    １. 次年度の部会長及び副部会長について 
      次年度も部会長は百名委員、副部会長は森島委員・銘苅委員の継続と承認された。             
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２．次年度の部会委員について 

 医療者以外でこういう方が入った方が良い等提案はあるかと、増田委員より質問があった。 

金城委員より、院内学級の先生や看護師さん、保育士さんがいてくれると病院の中で患者さん

がどのように過ごしているかわかれば患者会としても外側で啓発活動がしやすくなると意見が

あった。百名委員より小児科の看護師長に入って頂くのはどうかと提案があり、承認された。            
    また、増田委員より金城委員へ患者会からも委員就任をお願いしたい方がいらっしゃいました

らご提案頂ければと発言があった。 

 

３. 小児・ＡＹＡ世代の生殖機能温存について 

(１)協議会議長への提案書の改訂について 

増田委員より、資料５に基づき、文言に修正があるかもしれないが次回幹事会及び協議会に

がん患者の妊孕性温存について提案するつもりであるとの発言があり承認された。 

 

(２)沖縄県共通の妊孕性温存の説明文について 

 銘苅委員の代理で増田委員より簡単に説明があり、次回引き続き協議となった。 

 

(３)次年度の院内医療者向け研修会の企画について 

 銘苅委員の代理で増田委員より説明があり、次回引き続き協議となった。 

 

(４)沖縄県内の各医療機関での出張研修会について 

 銘苅委員の代理で増田委員より、新型コロナウイルスの影響で変更も考えられるが、まずは

５月に中頭病院で研修会を行う予定であり、拠点病院でも６月以降に開催予定であると説明が

あった。 

 

(５)妊孕性温存の窓口設置について 

銘苅委員の代理で増田委員より、琉大病院は外来までできているが、他５病院はまだなので、

精子の採取・一時保存等、できることは各病院でして頂くための窓口を開設してもらえるよ

うアプローチしていき、何かあった時は琉大病院へ移してもらうような形に出来ればとの発

言があった。増田委員より各病院に声掛けしているので、次回も引き続き協議することとな

った。 

 
４．小児がん患者の長期フォローアップについて 
(１)フォローアップ手帳の運用について 

       百名委員より、前回も議題にあがったが、フォローアップ手帳を患者さんごとに作成し

持参して頂くことになっているとの説明があった。 
 
５. 小児がんに関する学校現場への啓発につい 
  百名委員より、現状まだ進捗無いことが説明された。入院中は森川支援学級に通い、退院

後現籍校に戻った際、養護教員や担任の先生方へは説明があるのだが、学校全体へ理解を深め

てもらうためにも校長など管理者の方にも状況を知ってもらうよう講演会等を行ったほうがよ
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いのだが、学校現場としては可能かどうか質問があった。友利委員より、必要に迫られている

学校であれば受け入れやすいかもしれない、学校管理者に理解をしてもらわないと学校全体で

の共有は難しいと思うのでやる意義は大いにあると思うとの発言があった。また、金城委員か

ら、学校に戻ってからの生活が重要になってくる、患者会としても共有のためにどういうふう

に学校と話をするのか、どうアプローチをかけるかを協議しているところだとの発言があった。 
    また、友利委員から実体験をもとに、多くの学校を対象にするよりは、実際に必要がある学校

に派遣するような事業の方が深い理解をえられ、直接学校運営に影響しやすいのかもしれない

との意見があった。百名委員からも、今は個別に対応しているが、病院と支援学校、在籍校と

がつながるシステムがあればいいかもしれないとの発言があった。制度化できるよう、今後も

患者会とも相談しながら詰めていこうということで承認された。次回部会までに百名委員と金

城委員の方で原則論文書のたたき台を作成することとなった。 
 

６. 小児・ＡＹＡ世代に対するがん相談支援センターの在り方について 
 増田委員より、予算的に特化した相談員を置くことは難しいが、状況を改善するためにも何

か提案があるかと質問があった。 
金城委員より、患者会からもピアサポート研修会を受けるつもりであるが、例えばピアサポ

ート研修を受けて相談に入るということは可能かとの確認があり、増田委員より可能であると

の回答があった。百名委員からの患者会から是非研修を受けて頂き、相談に入って頂ければ紹

介しやすいとの発言があり、その方向で進めることとなった。 
 
７. ＡＹＡがんの集約化について 
 増田委員より、幸いなことに沖縄県は小児がんに関しては集約出来ているのでＡＹＡ世代の

がんに関しても進めて頂きたいとの発言があった。當銘委員より、骨・軟部腫瘍に関してはほ

とんど他の病院では取り扱っていないとの発言があった。百名委員より、実際のＡＹＡ世代の

がん患者さんの現況をまとめたものをもとにして集約化を考えてはどうかとの提案があり、次

回増田委員よりデータ資料を用意し次回も協議することとなった。 
 
８. １５～２０歳(～２５歳)のがん患者に対する小児科領域のプロトコールの準用について 
 協議 7 とつながり、増田委員よりこちらの方も何パーセント準用されているかデータを出す

必要があるとの発言があり承認された。 
 
９. 今後の沖縄県における小児・ＡＹＡ世代への種々の支援や助成について 
 百名委員より、資料 9 に基づき、九州他県における小児・ＡＹＡ世代がん患者に関する取り

組みについて報告があり、各県で比較して沖縄県は教育において先進的であるとの報告があっ

た。一方、妊孕性温存に関してはなかなか助成がおりてないこと、在宅に関しても手つかずの

状態であることを挙げ、県の方へもっと働きかけるべきであるとの提案があった。 
増田委員より、今後、予算をつけることができるよう条例の改正にアプローチをかけることが

できればとの発言があった。 
 
１０. 次回の開催日程について 
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 増田委員より、次回から第〇回の〇曜日にする、など固定するのはどうかとの提案があった。

後日事務局のほうで委員へ確認、また働き方改革の観点からも時間も早めに終われるように調

整していきたいということで承認された。 
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令和元年度第４回沖縄県がん診療連携協議会情報提供・相談支援部会議事要旨 
 

日 時：令和 2 年 2 月 6 日（木）14：00～16：35 
場 所：琉球大学医学部附属病院 3 階がんセンター 
出 席 者：9 名 
     傳道聡子（県立中部病院）、仲宗根恵美（那覇市立病院）、仲宗根るみ（北部地区

医師会病院）、金城美奈子（県立八重山病院）、伊波義之（沖縄県健康長寿課）、 
     島袋百代（ﾊﾟﾝｷｬﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ沖縄ｱﾌｪﾘｴｰﾄ）、増田昌人（琉球大学医学部附属病院）、 
     大久保礼子（琉球大学医学部附属病院）、山田綾美（琉球大学医学部附属病院） 
陪 席 者：2 名 
     東恩納貴子（那覇市立病院）、浦崎美由貴（沖縄県地域統括支援センター） 
欠 席 者：2 名 
     慶田博子（県立宮古病院）、樋口美智子（沖縄国際大学） 
 
【報告事項】 
1. 令和元年度第 3 回沖縄がん診療連携協議会情報言提供・相談支援部会議事要旨 

 資料 1 に基づき、令和元年度第 3 回沖縄県がん診療連携協議会情報提供・相談支援

部会議事要旨が承認された。 
 

2. がん患者ゆんたく会（10 月～12 月） 
 資料 2-1～2-3 に基づき、令和元年 10 月～12 月に各拠点病院で開催されたがん患者

ゆんたく会について報告があった。 
 県立中部病院では、医師向け研修会で患者遺族の立場から体験談スピーチを行った

方や在宅で看取り経験をされた方の参加があり、ACP の話題もあった。11 月は、三線

の演奏があったり、自作の琉歌を演奏されたり、全員でハンドベルを行い賑わっていた。

また、参加者よりゆんたく会に参加することで元気をもらっているという声があった

と報告があった。 
 那覇市立病院では、11 月は外部講師を招きハーブクラフトを実施した。ハーブの香

りが会場に広がり、リラックスしながら会話を楽しんでいた。12 月の食事と運動のテ

ーマには興味関心が強く、積極的に質問しメモされていた。体操のレクチャーや体力測

定を行い、車いすの方も楽しみながら実践されていたと報告があった。 
 琉大病院では、今回初めて精神科医を招き、「気持ちのつらさ」について講演を行い、

普段聞けない精神科薬のことや告知されてからの心理状態などについて、参加者から

積極的に質問もあり、とても好評だった。運営上の課題として、SNS への発信につい

て約束事の確認が必要であること、話題がサプリメントなど民間療法に偏っていく場

合は注意が必要であると報告があった。 
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 パンキャンジャパン沖縄では、赤十字病院にて開催し 10 月は 22 名、12 月は 16 名

の参加があり、フリートークやキャンサーフィットネスの講師を招き心と身体のケア

を行った。様々な視点からの意見を聞けるように医師と栄養士にはぜひ毎回参加して

欲しいとの声があったと報告があった。 
 北部地区医師会病院では、患者会を立ち上げたいというサバイバーがおり、今後県立

北部病院も巻き込み開催できるよう少しずつ進めていきたいと報告があった。 
 SNS への発信について、那覇市立病院では基本的に院内での写真・録音は禁止とな

っているが、講師の判断でスライド撮影は可能となっている。パンキャンジャパン沖縄

では、参加者の許可を得て写真を Facebook へ掲載しており、録音は自身で使う範囲で

許可している。 
 また、ピアサポーターの活用について、参加者はピアサポーターとの交流が励みにな

っていることもあり、是非定期的に各サロンへ参加して頂きたいとのことだった。地域

統括支援センターより、平日開催の院内サロンへの参加できるピアサポーターが限ら

れていることや体調の変化があること、同じ病院に同じピアサポーターを派遣しない

ようにと苦慮している部分もあると報告があった。 
 
3. がん相談件数（10 月～12 月） 
   資料 3-1～3-7 に基づき、令和元年 10 月～12 月の各拠点病院のがん相談件数につい

て報告があった。 
   北部地区医師会病院では、ADL は自立しているが高齢のため精査しない等、がん疑

いのままの相談がとても増えているが件数にはカウントしていないと報告があった。

各委員より、がん疑いであっても非がん等もその他で集計できるため、カウントしてい

るという意見があった。 
   県立中部病院では、ゲノム医療について患者からの相談だけでなく、医師からの問合

せも増えてきていると報告があった。増田委員より、6 月に拠点病院、7 月に診療病院、

8 月に専門病院、9 月に全ての病院、順次病院ごとの受入体制を整えていると報告があ

った。 
   那覇市立病院では、9 月よりがん専門看護師の派遣があり相談件数も増加している。

60 分を超える相談が増えてきており、電話相談で長くなる方は直接来所を薦めるがな

かなか切れない現状もあり、相談のあり方を検討している。また、インテーク時の判断

で看護師へ繋いだり、告知同席している看護師から MSW の介入依頼など、上手く連

携が取れて、患者を待たさず案内することができていると報告があった。 
   県立八重山病院でも、ゲノム医療の問合せもあり、傷病手当や障害年金について社労

士（両立支援促進員）との面談を実施することができたと報告があった。また、次年度

の相談センターの社会福祉士や看護師の増員について検討中であるとのことだった。 
   琉大病院では、部位に関して頭頸部や口腔外科、婦人科がんなど他病院では診ていな
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い診療科が集約されており、内容としては外来での在宅調整や医療費に関しての相談

が多く、また、外来化寮室で初期段階から介入し、仕事と治療の両立の相談が多い傾向

にあると報告があった。 
   地域統括支援センターでは、火～金曜日の半日（4 時間）対応しており、認定看護師

からの声掛けがあって病棟での相談が 8 割、相談室来所の相談が 2 割となっていると

報告があった。 
 
4. がん相談件数集計（10 月～12 月） 
   資料 4 に基づき、山田委員より令和元年 10 月～12 月の沖縄県がん相談件数集計に

ついて報告があった。各月 450～500 件前後の相談件数になっており、30 代未満の AYA
世代の相談が増加傾向にあると報告があった。年度途中より項目の変更があり、各病院

の報告にバラつきがあるため、揃えるよう協力依頼があった。 
 
5. がん相談支援センターの広報 
   資料 5に基づき、山田委員よりがん相談支援センターの広報について報告があった。

8 件投函中 4 件の掲載があり、前回指摘のあった電話番号記載について、各病院で区切

って掲載されるようになったと報告があった。 
 
6. 第 2 回がん相談員実務者研修会 
   資料 6 に基づき、大久保委員より第 2 回がん相談員実務者研修会について報告があ

った。「がんと就労」をテーマに就労関係機関の講演を行い、15 名の参加があった。実

際にがん相談を受ける方々の参加が多く、今後取り上げてほしいテーマに相談対応の

評価・モニタリング、高齢者・独居の対応、AYA 世代の対応について挙げられていた

と報告があった。 
 
7. 中皮腫キャラバン隊とのセミナー実施について 
   資料 7 に基づき、大久保委員より中皮腫キャラバン隊とのセミナー実施について報

告があった。3 月 7 日（土）13 時～15 時開催、国立がん研究センターより講師を招く

こととなった。医師以外に経験者の講話、アスベスト患者が利用できる制度についての

講演、気持ちのつらさについて心理士の講話をプログラムとしている。また、講演後に

よろず相談会を企画しており、部会委員への協力依頼があった。2 月下旬に出席確認を

行うとのことだった。 
 
8. がんピアサポートに関する意見交換会 
   資料 8 に基づき、伊波委員よりがんピアサポートに関する意見交換会について報告

があった。ピアサポート体制の強化を図るため、日本サイコオンコロジーの小川先生、
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グループ・ネクサス・ジャパンの天野会長を招き、がん患者サロンの世話人と意見交換

会が行われた。運営上の課題等について、小川先生、天野会長より他県の状況を交えな

がら助言を頂いたと報告があった。 
 
9. 2020 年度版がんサポートハンドブックについて 
   山田委員より 2020 年度がんサポートハンドブックの新着状況について報告があっ

た。現在、編集作業が終了し、2 月末より印刷入り、3 月中旬に納品され各医療機関へ

発送予定である。配布され次第、院内での配布・活用の協力依頼があった。 
 
10. その他 
  1）就労支援について 
   増田委員より、就労支援について 3 団体にて講演を行ったが、港などで働いている

肉体労働者の責任者より、がん相談支援センターの広報について意見があったと報告

がった。企業や各団体への周知アプローチも必要であるとのことだった。 
  2）がん教育について 
   増田委員より、沖縄県のほぼ全ての中学校・高等学校でがん教育が行われると報告が

あった。各学校でクラスごとに保健体育教諭が行い、医療者及びがん患者関係者など外

部講師の活用と学校教諭の両輪と言われている。次年度上半期に外部講師のカリキュ

ラム作成、下半期に外部講師カリキュラムの実施、再来年度には医療者向けのカリキュ

ラム作成を予定しているとのことだった。 
 
【協議事項】 
1. 第 3 回がん相談員実務者研修会 
   仲宗根恵美委員より、3 月 14 日（土）に南部医療センター認定チャイルドライフス

ペシャリストを講師に招き、「がんになった親をもつ子どもへの支援」のテーマで、第

3 回がん相談員実務者研修会を開催すると報告があった。取り入れて欲しい研修内容に

ついて、「子供へどう伝えたらいいのか」、「初期の段階や終末期などそれぞれの時期で

の対応方法」、「思春期の子への伝え方」や「冊子等のツールを用いて情報提供する際の

心得」等、各委員より意見があった。ファシリテーターの招集について協力依頼があっ

た。 
 
2. がん相談員マニュアルの作成 
   資料 10 に基づき、大久保委員よりがん相談員マニュアル作成について、前回協議し

た内容の最終確認があり、承認された。各施設での実情に合わせて修正し、活用するよ

う周知された。 
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3. がんサロンネットワーク会の開催について 
  山田委員より、今年度のがんサロンネットワーク会開催の報告があり、次年度の開催に

ついて協議が行われた。次年度は、世話人の連絡会を 1 回、講演会を交えた意見交換会を

1 回開催することとなった。 
 
4. PDCA チェックリストの実施について 
  資料 11 に基づき大久保委員より、国部会で決定された PDCA チェックリストについ

て報告があり、まずは全項目チェックしてみて、沖縄県に合わない項目については検討す

ることとなった。年度末に各病院でチェックし、取りまとめは琉大病院で行うこととなっ

た。 
 
5. 令和 2 年度部会計画について 
  資料 12 に基づき大久保委員より、令和元年度の部会計画実施の確認および次年度の計

画案について提案があり承認された。また、拠点病院以外への周知・広報活動について沖

縄県への協力依頼があった。 
 
6. 地域相談支援フォーラム in 佐賀 
  資料 13 に基づき大久保委員より、地域相談支援フォーラム in 佐賀が 2020 年 2 月 29

日の開催となっており、傳道委員と山田委員が実行委員として参加すると報告があった。

各県の取り組み発表のテーマが「8 年間の歩み」となっており、各病院の活動トピックを

メールにて連絡することとなっている。また、部会委員の参加についても声掛けがあった。 
 
7. その他 
 （1）次回、令和 2 年度第 1 回情報提供・相談支援部会開催日委ついて 
   第一候補の令和 2 年 5 月 14 日（木）に開催することとなった。 
  
 （2）部会委員の編成について 
   現在の委員は拠点病院と患者連合会で編成されているが、地域統括支援センターか

らの委員はおらず、部会での議論などの情報共有ができない状況がある。次年度、地域

統括支援センターへ招聘依頼することについて再検討することとなった。また、部会委

員の変更があれば事務局へ連絡するよう声掛けがあった。 
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