
【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
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普及啓発活動をパッケージで行った
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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
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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



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
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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



告知ツール（チラシ・ポスター）
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■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



当日スライド表紙など
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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



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%
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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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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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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！！



当日の様子（意見交換）
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■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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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）



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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