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平成 27 年度の初めに当たり、ご挨拶申し上げます。

英国やわが国での苦い体験から明らかです。

昨年度は新病院に向けて、
「新病院アクションプラン

医療は「人間の安全保障」です。高齢化は誰の責任で

Ⅲ」を実行しました。新病院工事も本格化し、この広報

もなく、国民全体で取り組むべき課題ですし、医療の進

誌が届く頃には７階建ての５〜６階部分の骨格が出来

歩は国民に還元されます。したがって、国民に説明し、

上がる予定です。年末には建物が完成し、開院日は平

理解を得た上で、医療費増を全国民に負担して頂くこと

成 28 年３月１日と決まりました。昨年度は外来部門の

が、公正・公平に医療を受けられる国民皆保険制度を維

運用改革と電子カルテの導入が最大の課題でしたが、そ

持することになります。ひいては国や社会の安定基盤と

れぞれ大野前臨床研究センター長と古川統括診療部長の

なり、国民の生活を守ることになるのです。

下、職員一丸となって取り組んだ結果、いずれも成功裏
に終わり、大きな成果を挙げました。さらに次世代型高
精度放射線治療装置「バリアン社製 TrueBeam STx」

『新生九州がんセンター５年』はいよいよ最終年度で
す。次の４項目を目標にしています。

という世界レベルのハイテクマシーンを導入し、
「高精
度放射線治療センター」を新設しました。
一方、診療報酬改定と消費増税により、病院経営は厳
しい局面を迎えました。特に、急性期医療の見直し、厳

1. 安全で良質ながん医療の実践
2.

経 営 改 善 対 策 の 確 実 な 実 施、
「新病院
アクションプランⅣ」の実行

格化などにより、高度医療の病院は予想をはるかに越え

3. 地域との連携強化

る経営悪化をきたしています。この政策が続けば、急性

4. 質の高い臨床研究の実施

期医療、高度医療が破綻しかねない危機的状況です。
診療報酬改定の基本方針の根底には、団塊世代が 75

これらを目標に、特にこれからの厳しい医療環境・経

歳以上になる 2025 年問題があり、がんや認知症患者の

営対策に重点を置き、全職員、一致団結、日々研鑽、努

急増が想定されています。そのため、医療機関の機能分

力し、がん医療の完成度を高め、
「世界トップレベルの

化・強化と連携の推進、機能に応じた病床の役割の明確

がん専門病院」を目指してゆきます。

化、急性期以降の病床、主治医機能、在宅医療の充実等

来年度は新病院での新年度となります。本広報誌も
『新

の対策が立てられました。この基本方針に間違いはあり

生九州がんセンター５年』から『新・九州がんセンター

ませんが、問題は高齢化と医療の進歩に伴って、医療費

2016』へ。新たな世代の始まりです。

が確実に増える点です。
国は医療費の抑制に躍起になっていますが、医療費が

関係各位ならびに地域の医療関係をはじめ、広く国民

増えるから抑制するというのは話が逆。本末顛倒です。

の皆様方のご理解・ご支援・ご協力を切にお願い申し上

いまだに医療費が悪物のように扱われるのは間違ってい

げます。

ます。医療費亡国論が誤りであったことは歴史が証明し
ていますし、医療費抑制が医療崩壊を招くことは最近の
2

平成 27（2015）年４月１日

平成 27 年（2015 年）２月 28 日（土）に、日本医

待ったなしの状況がきており、福岡県でもこの問題を認

療マネジメント学会第 15 回福岡支部学術集会を福岡市

識して多職種間で情報交換をする必要があると考えて、

において開催しました（図１）
。九州がんセンターのス

メインテーマを「みんなで支えよう～がんと認知症～」

タッフを含めて約 280 人に参加していただきました。

としました。がんや認知症の患者さんを「みんなで支

関係の諸氏に感謝申し上げます。

える」ためにはチームで取り組むことが不可欠で、地

図１

域全体を巻き込んだチーム医療の確立が今後の目標と
なります。そのためには、患者さん個々の背景を考慮し、
意志や主観、価値観を重視することはいうまでもありま
せん。そして医療者だけでなく、患者さんを取り巻く
家族や社会的コミュニティも含めてチーム医療の一員
であることを理解し、医療も介護も一体となって、病
院から在宅へ地域ぐるみの連携も視野に入れたチーム
医療を展開していかなければなりません。
本学術集会では、このメインテーマに沿って、学術セ
ミナー・特別講演・シンポジウムを企画しました。学術
セミナーは、本学術集会初の試みとして、企業との共
催でランチョンセミナーの形式で開催しました。講師
は、認知症の診断治療の分野におけるリーダーのお一
人、木村武実先生（国立病院機構菊池病院・院長）に
お願いしました。われわれ医療者が、知っていそうで実
はよく知らない認知症について、「認知症の診断と治療
の可能性」というテーマでわかりやすくご講演いただ
きました。ご講演では、認知症の主要病型の紹介に加
えて、医療者は認知症患者の訴えを理解しようとする
姿勢が必要であることを話されました。さらに、認知

一年前に会長を拝命した後、院内でワーキンググルー

症患者がもつ認知症以外の疾患の治療を行う際に、認

プを作り、まずメインテーマを考えてみました。2025

知症自体が悪化することがあることも示唆されました。

年問題を待つまでもなく、既に 65 歳以上が人口の 25

200 人近い福岡県の医療者が、認知症についての知識

％を超える超高齢社会が来ています。また、がんという

を深めることができたと思います。

病気を抱えながら自分らしい生活を送ることが主眼と

学術セミナーに引き続き、退院支援や在宅支援の分野

なりつつある昨今、病院と在宅での生活を行き来する人

で全国的にご高名な宇都宮宏子先生（在宅ケア移行支援

が増えています。高齢化が急速に進み、認知症のお年寄

研究所・宇都宮宏子オフィス代表）に「この町で生き

りも増え、がんと認知機能障害との合併も医療の現場

きるために～どう生きたいかに寄り添う～」というタ

に様々な問題を投げかけています。このような人々を“地

イトルで特別講演をしていただきました。多くの医療

域でどう支えるか” が課題となり、医療者が一丸となっ

機関では、がん患者の退院支援や外来での在宅療養支

て取り組んでいくことが求められています。その対策は

援は実施できるようになってきているが、今後は非が
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んの高齢者、特に認知症を持つ高齢者への在宅療養支

人が果敢に挑戦してくれました。当学術集会の世話人

援を地域とともに考えていくことの必要性を強調され

を中心とした５人の先生方に審査員になっていただき、

ました。さらに、当事者目線で「受けたい支援」をプ

閉会式で演者・指導者をペアとして最優秀新人賞１組、

ロセスとして共有して、どの時期にどのような支援が

優秀新人賞２組を表彰しました。公正を期するために、

各地域でできるかを明確にするように訴えられました。

審査員に九州がんセンタースタッフは入らないように

福岡県の多くの医療者に強烈なインパクトを与えてい

したのですが、九州がんセンター診療情報管理士の伊

ただいたと思います。

藤裕子さんが「２時間外来の実現に向けての取り組み」

学術セミナーと特別講演を引き継ぐ形で、シンポジ

で最優秀新人賞（図２）に、さらに看護師の塩塚未来さ

ウム「がんと認知症～病院と地域のチーム医療～」を

んが「外科病棟におけるクロストリジウム・ディフィシ

開きました。本シンポジウムでは、「がんと認知症の地

ル感染症発生について」で優秀新人賞を獲得しました。

域連携」について、病院内のみならず地域との連携も

新人とは思えない立派な発表と、指導者や仲間との入念

含むチーム医療について議論しました。シンポジスト

な準備の賜だと思います。とてもうれしい結果でした。

として、福岡県内でご活躍されている 4 人の先生方（病
院医師の立場から：飯塚病院緩和ケア科・柏木秀行先生、

図２

在宅医の立場から：にのさかクリニック・二ノ坂保喜
先生、ケアマネージャーの立場から：医療法人安藤内科・
循環器科医院介護支援センターふれあい・末次香代子
先生、がん相談支援センターの立場から：九州がんセン
ター・竹山由子先生）にそれぞれの立場からご講演を
いただき、その後にコメンテーターとして宇都宮宏子
先生を交えて総合討論を行いました。討論の最後には、
「５年後に向けてどのような医療を求めていかなければ
ならないか」の議論が行われました。
福岡県の学術集会ですが、県外からも参加をいただ

最後に、本学術集会の準備や当日の運営を通じて、

きました。明日からの診療に大きな示唆を与える企画

九州がんセンターのスタッフ 50 名近くが、ボランティ

ができたのではないかと思います。

アで大いなる貢献をしてくれました（図３）。この学術

もちろん、医療マネジメントの広い領域に関わる発

集会の企画運営を通じた九州がんセンターのパワーや

表もしていただきました。医療安全・感染対策・クリ

チームワークの良さについて、他医療機関の多くの方々

ティカルパス・緩和ケア・退院支援・医療情報解析など、

からお褒めや感嘆の声をいただきました。皆様に心か

医療の質の向上に関する広い分野に関して、約 50 演題

ら感謝申し上げます。

の各施設での取り組みや成果が発表され熱心な討論が
行われました。九州がんセンターからは、15 演題もの
発表がなされて頼もしく感じました。
その中で、本学術集会では福岡県で初の試みとして
「新人セッション」を設けました。自らの活動について
情報発信し、他者の評価を受けるということは大切なこ
とです。しかし、メディカルスタッフの皆さんにはまだ
まだ発表の機会は少なく、その機運もまだ十分ではあ
りません。そのための第一歩として、この学術集会を
活用して欲しいと思い企画しました。全部で 10 人の新
4

図３

2015 年４月１日より、臨床研

れています。当センターでもこれまで以上に総合的な

究センター長を拝命いたしまし

がん研究の基盤を整える必要があります。当センター

た。

のスタッフのみならず、各診療科の医師・メディカル

九州がんセンターの臨床研究

スタッフがさらに臨床研究に参加しやすい環境を整備

部 門 は 2011 年 に 臨 床 研 究 セ ン

して行きたいと考えています。臨床研究センター３部

ターとなり、現在３つの研究部（臨床腫瘍研究部、腫

と統括診療部など他部門との連携を強化し、質の高い

瘍情報研究部、腫瘍病態研究部）と 12 の研究室を有し、

がんの基礎・臨床研究を推進して参ります。

企業主導治験、医師主導治験など多数の治験、臨床試

当院の理念である「病む人の気持ちを」という原点

験、および新たな免疫療法の開発、トランスレーショ

に立ち返る時、国民の健康を脅かす最大の疾患である

ナルリサーチなどに積極的に取り組んでいます。また

「がん」を克服するためには、目の前の患者さんに対

医学統計家を配置、データセンターを構築し、基礎研

する実臨床に力を注ぐと共に、がんの病態解明から治

究の体制も整っています。

療法の開発・応用までの基礎・臨床研究にも同時に取

昨今一部の基礎・臨床研究においてずさんなデータ

り組んでいくことが欠かせません。安全でより有効な

管理、不透明な企業との関係などが大きな社会問題と

薬剤、治療法をいち早くがん患者さんに届けることは

なり、医学研究の在り方が問われる出来事が続いてい

九州がんセンターとしての使命の一つであり、私もこ

ます。研究の倫理性、透明性、信頼性の確保など、研

れまでの臨床、研究での経験を生かし、微力ながら尽

究に関わるすべてにおいて改めて厳格な対応が求めら

力して参る所存です。

このたび 2015 年（平成 27 年）

造血幹細胞移植法の開発、抗がん剤の副作用を軽減す

４月１日から血液内科の部長（責

る支持療法の発達などにより、患者さんの生命予後は

任者）になりました安部と申し

大幅に改善してきており、一部の血液がんでは完治を

ます。九州大学医学部を卒業後、

目指せるようになりました。ただ今後も更なる改善を

九州大学病院での勤務が長かっ

目指して、患者さんに最良の医療を提供すべく、新薬

たのですが、九州がんセンターには 2011 年４月から

の開発（治験）や様々な全国規模の臨床研究にも積極

赴任しており、今年で５年目になります。

的に取り組んでいきたいと考えております。九州がん

血液内科が担当する疾患は主に白血病（急性、慢性）

センターはがん専門病院であり、それだけ皆様の期待

や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫であり、これらの疾患

も大きいと思います。それらの期待に応えるべく、医

は抗がん剤が効きやすいといった特徴を有するため、

師のみならずスタッフ一同で協力して、毎日の診療に

治療の中心は抗がん剤治療になります。私は 1986 年

あたっていきたいと考えております。４月からは医師

に医学部を卒業しましたが、このおよそ 30 年間で、

６名（安部、末廣、崔、中嶋（康）、中嶋（恵）、宇都宮）

がん細胞を狙い撃ちにする分子標的抗がん剤治療、難

で入院および外来診療にあたっていますので、よろし

治性血液がんに対する骨髄移植や臍帯血移植といった

くお願い申し上げます。
5

このたび、乳腺科部長として

学的特性やサブタイプを考慮した治療が求められるよ

九州大学からまいりました徳永

うになってきました。また、新規薬剤や治療法・診断

えり子といいます。

法が次々に臨床応用され、それに応じて様々な知識が

九州大学病院では、乳癌およ

必要とされるようになっています。今回乳腺科部長と

び乳腺疾患の診断、治療や、医

して就任するにあたり、それぞれの患者さんに最良の

学部生・大学院生の教育、乳癌に関する様々な研究を

治療を提供するために、自らが日々研鑽を積むととも

行ってきました。また、乳癌の診療にあたっては、病

に、科内のスタッフと力を合わせて診療レベルの向上

気をみるのみならず、患者さんの社会的背景まで把握

や臨床試験・臨床研究の推進に努めていきたいと考え

したうえで全人的医療を行うことを第一に考え、患者

ております。そして、他科との皆様との連携や、診療

さんやご家族との対話を重視し、チーム医療にも積極

に携わるさまざまな職種とのコミュニケーション・情

的にかかわってきました。

報の共有を大切にしたいと考えております。何卒よろ

乳癌は非常に多様性に富んだ疾患であり、その生物

このたび、新設された肝胆膵
外科に責任者として九州大学よ
り 赴 任 し ま し た 山 下 洋 市 で す。

しくお願い申し上げます。

思います。
私の専門は肝胆膵癌で、動門脈合併切除・再建から
腹腔鏡手術まで幅広く行ってきました。治るべき患者

６年前に１年間消化器外科のスタッフとして在籍して

さんは最小の外科侵襲で根治を目指し、『私でなけれ

おりました。『またこの病院で働けたら素敵だな』と

ば治らなかった』といえる患者さんを一人でも多く誕

は思っていましたが、建設中の新病院を目の当たりに

生させたいと願っています。

して、身の引き締まる思いです。『全ては患者さんの
ために』全力で臨みたいと思っています。

肝胆膵の手術のみではなく、大動脈や下大静脈周囲
のリンパ節転移を含めた後腹膜腫瘍や褐色細胞腫など

今まで当院では、肝胆膵外科は消化器外科の一部と

の切除、腎癌の下大静脈腫瘍栓の手術など境界領域の

しての診療でした。しかし、肝胆膵癌の手術は侵襲が

癌の切除も多数行ってきました。何でも気軽に御相談

大きく、複雑な手術手技と周術期管理を必要とします

下さい。

ので、今や専門化された独立の診療領域となっていま
す。その時代のニーズにしっかりと応えていきたいと
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皆様と協調しながら、肝胆膵外科も１歩１歩前進し
て行ければと思っています。宜しく御願い致します。

日頃より当センター緩和ケアチームに対するご支援
とご協力に感謝申し上げます。

１．全てのがん患者に対する苦痛スクリーニングを
行う。２．苦痛への対応の明確化と診療方針の提示を

さて、都道府県がん診療連携病院の指定要件の一つ

行う。３．緩和ケアチームの看護師による外来看護業

として、地域におけるさらなる緩和ケアの充実と普及

務の支援・強化を行う。４．迅速な苦痛緩和（医療用

啓発のために「緩和ケアセンター」の設置が新たに加

麻薬の処方等）への対応を行う。５．入院中だけでな

わりました。そこで、九州がんセンターはこの 3 月に

く退院後の症状緩和を地域連携パスなどにより継続し

福岡県がん診療連携拠点病院として九州大学病院とと

て行う。また、６．がん診療に携わる全ての医師が緩

もに指定更新を受けたのに伴い、４月より緩和ケアセ

和ケア研修会を修了する体制整備を行う。

ンターを立ち上げましたので、ご報告いたします。
改めて、皆さんは「緩和ケア」という言葉でどのよ
うなイメージをもたれますか？緩和ケアについてご存
知ですか？何を今更とおっしゃる方も多いと思います
し、ご理解いただいているのなら嬉しい限りですが、

地域の緩和ケア充実のために
緩和ケアセンターを中心とした病院全体
での取り組みを強化します！

「緩和ケア」はまだ誤解の多い分野です。それは、一
般市民や患者・家族だけでなく、医療従事者において
もまだ、“終末期における最後のケア “といった誤解が
見られるからです。
そこで、ＷＨＯ（世界保健機関）の定義に基づいて、
日本緩和医療学会が平成 26 年に市民向けの説明文を
公表しました。「緩和ケアとは、重い病を抱える患者
やその家族一人一人の身体や心などの様々なつらさを
やわらげ、より豊かな人生を送ることができるように
支えていくケア」であると。これにより、市民の緩和
ケアに対する正しい理解が促進されることが期待さ
れ、ひいては患者・家族そして医療従事者の誤解が少
なくなることの波及効果を期待しています。
がん対策基本法に基づき、平成 24 年６月に閣議決
定された第 2 期がん対策推進基本計画に沿って、がん
対策が推進されています。その中で、緩和ケアは重点
的に取り組むべき４課題の１つです。「がん患者とそ
の家族が可能な限り質の高い生活を送れるよう、緩和
ケアが、がんと診断された時から提供されるとともに、
診断、治療、在宅医療など様々な場面で切れ目なく実
施される必要がある。」と明記されています。

そして、都道府県がん診療連携病院においては前述

そこで、がん診療連携拠点病院が地域のがん診療提

した緩和ケアセンターの設置を行い、地域の緩和ケア

供体制の中心を担い、患者とその家族が、がんと診断

の充実を図ることとなりました。緩和ケアセンターの

された時から身体的・精神心理的・社会的苦痛などに

人員構成としては、センター長から今までの緩和ケ

対して適切に緩和ケアを受け、こうした苦痛が緩和さ

アチーム員にさらに多職種（歯科医師など）が加わ

れることを目標に、平成 26 年１月、地域がん診療連

り、新たに全体をマネジメントするジェネラルマネー

携拠点病院の指定要件が改訂され、次のような緩和ケ

ジャーという職種が加わりました。地域の方々に知っ

アの提供が求められています。

ておいて欲しい機能としては、緩和ケア外来の運営、
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緊急緩和ケア病床の確保、地域医療機関に対する相談

及び地域における専門的緩和ケアの提供を担い、入院・

連絡窓口の設置、緩和ケアに関する高次の専門相談支

外来の新規の紹介患者・家族が年間 400 名以上で推移

援、地域の緩和ケア提供体制の実情把握と適切な緩和

しています。緩和ケアセンター設置に伴いその機能を

ケア提供体制の構築などがあります（図参照）。

さらに高め、地域の緩和ケア推進に貢献していく所存

当センター緩和ケアチームは 2004 年に発足し院内

ですので、今後ともよろしくお願いいたします。

細胞療法（Cell Therapy）とは、従来の移植療法も

は、九州がんセンターが主体となり開発した成人Ｔ細

含め既存の薬物の代替としてヒトの細胞や、組織を体外

胞白血病（ATL）に対する治療用ワクチンの医師主導

で加工して治療に用いる治療法の総称です。細胞治療科

治験です（厚生労働省科学研究費補助金

は、がん免疫療法の一環として細胞治療を取り入れて

実用化研究事業

います。2011 年のノーベル生理医学賞は、生物が外敵

ウイルスⅠ型（HTLV-1）に乳幼児期感染したキャリ

である細菌等から身を守る免疫システムの研究で業績

アの中から３〜５% の頻度で発症する血液がんですが、

をあげた３人の博士に贈られました。その中の一人が

西日本、特に九州地方に多い病気です。急性型、リン

1973 年に樹状細胞を発見したラルフ・スタインマン教

パ腫型では化学療法のみでの生存期間中央値は 13 ヶ月

授です。1990 年代には種々のがん抗原が特定されたこ

と極めて予後不良です。九州がんセンターでは、2000

とも追い風となり、2010 年に米国 FDA が、転移性ホ

年から厚生労働省がん臨床研究事業（岡村班・鵜池班）

ルモン療法抵抗性の前立腺癌患者を対象として初の免

移植療法の臨床研究で一定の効果を上げ、付随研究から

疫細胞製剤（provenge：樹状細胞製剤）を承認、さ

HTLV-1 に発現している Tax 蛋白を標的とする細胞傷

らに翌 2011 年、切除不能の悪性黒色腫を対象とする抗

害性Ｔ細胞（CTL）が ATL を抑制する可能性が高いこ

CTLA4 抗体（ipilimumab）が承認、抑制系免疫の排

とを明らかにしてきました。2012 年に既治療 ATL 患

除を目的とした PD-1 抗体（nivolumab）は、2013

者を対象に Tax を標的にした樹状細胞ワクチンの第Ⅰ

年 Science の「Best of the year」のトップを飾りま

相臨床研究が実施され、３症例で安全性を確認していま

した。特にこの臨床試験では悪性黒色腫、腎癌のみな

す。内２例では２年以上外来で無治療経過観察ができ

らず非小細胞性肺癌でも効果が認められたということ

ており、極めて予後不良な本疾患で臨床的反応が得ら

で、世界中で抗腫瘍免疫に対する関心、評価が高まり

れた事は注目に値する結果です。このワクチン製剤は

つつあります。さて 2020 年は東京五輪開催の年ですが、

抑制系免疫を排除する抗 CCR4 抗併用の複合的免疫療

もう一つ大きなテーマがあります。団塊世代が 70 歳を

法として、今年の３月に国内では数少ない再生医療等

超え、団塊ジュニア世代が 50 代に差し掛かるというこ

製品の第 Ia/Ib 相治験として登録を開始しました。二

とです。かくいう私もその集団に含まれますが。国立

つ目は、新病院に向けて ATL キャリア外来開設を予定

社会保障・人口問題研究所の推計では、毎年の死亡数

しています。ATL キャリアの中から発症危険因子を抽

は 150 万人に達し、出生数の２倍になり、高齢化率は、

出し、ワクチン製剤の改良を重ね、将来的には危険因

30％を超します。今後加速的に増加する高齢者のがん

子を有する ATL キャリアに対しての発症予防ワクチン

医療の問題について、従来の侵襲的治療の適応にならな

として展開させていく事も視野に入れています。三つ

い、もしくは従来の治療では健康寿命が著しく低下する

目は、他科と連携しフローサイトメトリーによるマル

ことが深刻な問題と考えられています。がん医療に関し

チカラー解析でがん患者さんの免疫学的解析（制御性

ても 10 年後、20 年後を見据えて今から準備して計画

Ｔ細胞、PD-1, CTLA4, CCR4 等の発現）を行います。

し時間軸に沿って実行に移していくことが必要になり

将来は、CAR や遺伝子改変型 CTL、制御性免疫排除を

ます。このような社会背景の中で新設される細胞治療

併用した複合的免疫療法で、より副作用が少なく持続

科は、免疫の力を利用して、がん患者さんが治療をし

的な抗腫瘍効果を引き出せる可能性があり、当科もが

ながらでも元気に過ごせる次世代の医療を目指したい

ん患者さんの福音となるよう微力ながら貢献していき

と考え、以下の３つのことを計画しています。一つ目

たいと思います。
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革新的医療

末廣班）。ATL は、ヒトＴ細胞白血病

当院では毎月、相談支援センター主催の「患者さん
とご家族のためのがん教室」を開催しています。

だきました。また、自宅でも実践できるようにレシピ
を配布しました。試食中に、栄養士が参加者のもとを
まわり個別に質問や相談を受けました。参加者からは
「紹介されたレシピを実際に食べられるのがよかった」、
「もっと早くこのような会があればよかったのに」とい
う声をいただきました。

平成 26 年度は９月と２月を栄養管理室が担当しまし
た。外来患者さんとその家族を対象に、がん治療の副作
用で食べられない時の食事の工夫についての情報提供
を目的とした試食会を開催しました。第１回は「吐き気・
嘔吐」、第２回は「下痢・便秘」をテーマとし、それぞ

今後も、栄養管理室スタッフ一丸となって患者さん

れ 19 名、13 名の参加がありました。内容は管理栄養

の「治療中、食べられなくて困った！」、ご家族の「が

士によるテーマに基づいた講義、調理師によるメニュー

んの治療中はどんな食物が食べやすいの？」といった

の説明と調理のポイント、アレンジメニューの紹介を行

食に関するお悩みを少しでも解決できる試食会を継続

い、その後、参加者にバイキング形式で試食をしていた

していきたいと思います。

左下から

左下から

・ 梅とちりめんじゃこの香りごはん

・ おにぎり（ ひじきご飯・２色そぼろ）

・ 冷しゃぶ

・ 豆腐チキンハンバーグ

・ トマトサラダ

・ 寒天サラダ

・ さつま芋と南瓜のスープ

・ ホットサラダ

・ 茶碗蒸し

・ ヨーグルトの簡単フロマージュ（ ブラン） 風

・ 手作りシャーベット

・ 牛蒡ポタージュ

・ フルーツ盛り合わせ

・ きのこの中華スープ

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会

７月４日 （土） ・ ５日 （日）

第５回

７月 25 日 （土） ・ 26 日 （日）

親と子の 『がんと遺伝子』 夏の講習会

キッズフェス

お父さんお母さんががん治療をしている子どもたちのための
サポートプログラム ８月２日 （日）

第５回九州がんセンター市民公開講座 「がんと生きる女性のために」

９月 12 日 （土）
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ACP：アドバンス・ケア・プランニング

2015 年度

患者・家族教室

テーマ『がんと上手につきあっていくためのコツ』
～がんになっても自分らしい過ごし方をするためにできること～
講師：九州がんセンター

■ 年間計画

日

緩和ケアチーム

付

大島

日

彰・大谷

弘行

付

第１回

2015 年４月

14 日（火）

第６回

2015 年 ９月 １日（火）

第２回

2015 年５月

12 日（火）

第７回

2015 年 10 月 ６日（火）

第３回

2015 年６月

５日（金）

第８回

2015 年 11 月 ５日（木）

第４回

2015 年７月

７日（火）

第９回

2015 年 12 月 １日（火）

第５回

2015 年８月

11 日（火）

＊参加費は無料

患者・家族教室は毎回、同じ内容です

時

間

13：00 ～ 13：30

場

所

九州がんセンター２階会議室

受け付け開始時間

12：30 ～

お問い合わせ先：がん相談支援センター（1 階）
電 話：０９２−５４１−８１００（10：00 〜 16：00） ０９２−５４２−８５３２（9：00 〜 17：00）
電話での事前予約をお願いします（当日でも参加可能です）

主
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催：九州がんセンター

緩和ケアチーム

日

時

テーマ・内容

講

師

４月10日（金）

薬物療法

臨床研究センター長

江﨑

泰斗

５月８日（金）

緩和ケアの考え方
（がんと診断された時からの緩和ケアってなーに？）

消化器・肝胆膵内科医師

田尻

博敬

６月19日（金）

放射線治療

放射線治療科医師

白川

友子

７月10日（金）

臨床試験・治験について

呼吸器腫瘍科医師

瀬戸

貴司

８月７日（金）

がんの治療と口腔ケア

歯科・口腔外科医師

西村

祥子

９月11日（金）

がんの外科治療

消化管外科医師

河野

浩幸

10月９日（金）

がんと遺伝

11月13日（金）

血液の病気

12月11日（金）

検診で発見される泌尿器のがんについて

１月８日（金）

病院で行われる検査について

２月12日（金）

がんと仕事

３月11日（金）

薬物療法の副作用（外見の変化）
アピアランスケア

歯科衛生士

霜村

呼吸器腫瘍科医師

山口

臨床研究センター腫瘍遺伝学研究室長

由紀

正史

織田

信弥

血液内科部長

安部

康信

泌尿器科部長

中村

元信

副臨床検査技師長

染矢

賢俊

主任診療放射線技師

南出

哲也

ハローワーク就職支援ナビゲーター
がん相談支援センター

がん相談員

主任薬剤師

乳腺科看護師

魚井みゆき
福井

陽子

＊ 講師は変更になる可能性があります。
＊

講義の後に看護師・ソーシャルワーカーによる個別のがん相談を行います。
場

所

九州がんセンター２階会議室

時

間

13：00 〜 14：00（質疑の時間により超過するかもしれません。）

お問い合わせ先
電

話

がん相談支援センター（１階）

０９２−５４１−８１００（10：00 〜 16：00）
０９２−５４２−８５３２（9：00 〜 17：00）

＊ 予約が必要です。お電話でお申し込みください。

11

日

時

テーマ

講

師

５月13日（水）

肝臓病の予防
～肝臓病にかからないために～

消化器・肝胆膵内科 医長
感染管理認定看護師

杉本
木葉

理恵
勝美

７月８日（水）

肝臓病の治療
～治療法と効果・副作用～

消化器・肝胆膵内科 医長
薬剤師

杉本
宮本

理恵
聖子

９月９日（水）

肝臓病にかかったら
～生活の注意点や助成制度～

消化器・肝胆膵内科 医長
がん看護専門看護師
医療ソーシャルワーカー

杉本 理恵
野口久美子
松尾 由佳

11月４日（水）

肝臓病の早期発見
～定期検査や再発について～

消化器・肝胆膵内科 医長
検査技師

杉本
立山

理恵
弘樹

１月13日（水）

肝臓病の日常生活と食事
～肝臓病の栄養と食事療法～

消化器・肝胆膵内科 医長
管理栄養士

杉本
井上

理恵
聡美

＊ 患者さん、ご家族の参加をお待ちしております。

＊ 電話でお申し込み下さい。当日の参加もできます。
場

所

九州がんセンター２階Ａ会議室

時

間

14：00 〜 15：00

お問い合わせ先
電

話

＊ できれば事前予約をお願いします。参加費は無料です。

がん相談支援センター（１階）

０９２−５４１−８１００（10：00 〜 16：00） ０９２−５４２−８５３２（9：00 〜 17：00）

高座も手作り、周辺の飾り付けは看護師さんのお
手製です。毎回 30 〜 40 人程度の患者さんが集
まってくださり、とても熱心に笑っていただいて
います。車いすの患者さん、点滴台を押して来ら
れる患者さん、中には酸素をつけて来られる方も

12

皆さんはがんセンターでボランティアコンサー

あり、時にはこちらが心配になるほどですが、終

トが行われているのをご存知でしょうか？色々な

わった後には皆さんが笑顔で楽しかったー、元気

方々が様々な楽器や歌などで患者さんを慰めてく

が出たーと言ってくださいます。その笑う事への

ださっています。そんな催し物の中で少々異色な

熱気は本当に切実なものに感じられて、こんなに

のが不肖、私が行っているボランティア寄席です。

も患者さんが心の底から笑う事を求めておられた

医者が落語、と言うと医療を落語のねたにした噺

のかと思い知らされます。笑う事は免疫を活性化

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが当

させ体力をアップすると言われていますが、なに

院で行っているのは純粋に笑っていただく為の古

より患者さんたちが笑って心をリフレッシュして

典落語です。現在は年に３回看護師さんたちの協

元気を出して明日からの治療にまた前向きに取り

力のもと、落語仲間の助っ人を頼んで大体 15 分

組んでいただけるように、これからも続けて行き

程度の話を３席、約１時間の寄席を行っています。

たいと存じます。
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外来担当医一覧表
室番

診療科
消化管・腫瘍内科

1

緩和ケア外来 ※1
緩和治療科
サイコオンコロジー科

5

休 診

月
火
江﨑 泰斗 *（再来） 江﨑 *（新患）
小田（新患）／西村（再来） 小田（再来）
大谷 弘行 *
久野／荒武

杉本／田尻／永塩

消化管外科
肝胆膵外科
消化管・内視鏡科
遺伝相談外来／消化管二次検診

藤／森田 勝 *

南／吉田

頭頸科

9

形成外科 ※2

10

呼吸器腫瘍科

11

小児科

13

乳腺科

14

婦人科

19

泌尿器科

22

血液内科

竹之山 光広 * ／山口
豊川／平井／島松
稲垣 二郎 *
徳永 えり子 * ／石田
秋吉／中村／古閑
齋藤 俊章 *
岡留／山口
新患

中村 元信 *

23
24
28

整形外科／骨軟部腫瘍科
循環器科 ※3
歯科口腔外科 ※4
放射線治療 ※5
30
（医療者電話相談）

平成27年4月15日現在

金
江﨑 *（新患）
梶谷（再来）／西村（再来）
大谷 *

古川 正幸 *
田尻／橋本
池部

古川 * ／杉本

久野／荒武／永塩

河野
山下 洋市 *
上田 真信 *2
内田（再来）
（午後）上田 *2
織田
織田
織田
織田
檜垣（新患）
益田 宗幸 *（新患） 益田 * ／檜垣（新患）
若崎／西（再来）
力丸／佐野（再来） 藤／大森（再来）
井上 要二郎 *
井上 *（再来）
竹之山 * ／瀬戸
竹之山 * ／瀬戸
瀬戸／野崎
瀬戸／野崎
山口／平井／枝川
豊川／島松／枝川
倉内
岡村（純）
稲垣 * ／野口
深野
徳永 * ／石田
徳永 * ／石田
秋吉／中村／古閑
秋吉／中村／古閑

古林

山本
辻田

有吉／島本／長山

齋藤 * ／松下
当番医

根岸

中村 *

当番医
根岸（第 1、3、5）
古林（第 2、4）

根岸／古林

崔（新患）
安部 康信 *
安部 *（新患）
安部 *（再来）
中嶋（康）（再来）（新患・再来）
末廣（再来）
中嶋（康）（新患）
中嶋（恵）（再来） 崔（再来）／宇都宮（再来） 中嶋（恵）
（新患・再来） 中嶋（恵）（再来）
横山 良平 *
河野 美穂子 *
河野 *
河野 * ／浦田
河野 *
西村 祥子 *
西村
西村
西村

安部 （
* 新患・再来）
崔（再来）
中嶋（康）（再来）
横山 *
河野 *
西村

國武 直信 * ／白川 國武 * ／白川

國武 * ／白川

國武 * ／白川

國武 * ／白川
＊

院長：岡村
副院長
藤 也寸志

午前 8：30 〜 11：00

大島 *

（午前）中村 * ／根岸
（午後）古林

再来

時 間

大谷 *

消化器・肝胆膵内科

6

受 付

水
木
江﨑 *（再来）
江﨑 *（新患）
小田（新患）／西村（再来） 小田（再来）

大谷 *

大島 彰 *

織田 信弥

土・日・祝日
年末年始

健

臨床研究センター長
江﨑 泰斗
統括診療部長：古川

臨床研究センター顧問
一瀬 幸人
正幸

＊
各診療科
責任者

各診療科責任者

消化管・腫瘍内科：江𥔎 泰斗
緩和治療科 ：大谷 弘行
サイコオンコロジー科：大島
彰
消化器・肝胆膵内科：古川 正幸
消化管外科 ：森田
勝
肝胆膵外科 ：山下 洋市
消化管・内視鏡科：上田 真信
頭頸科
：益田 宗幸
形成外科
：井上要二郎
呼吸器腫瘍科 ：竹之山光広

＊2

診療科代表者

小児科
：稲垣 二郎
乳腺科
：徳永えり子
婦人科
：齋藤 俊章
泌尿器科
：中村 元信
血液内科
：安部 康信
整形外科
：横山 良平
循環器科
：河野美穂子（代）
歯科口腔外科 ：西村 祥子
放射線治療科 ：國武 直信

※

初めて診察を受けられる方は、現在受診しておられる病院や医院（かかりつけ医）からの紹介状（診療情報提供書）をお持ち
下さい。また、
「がん検診（一次検診）等で精密検査が必要とされた方も、検診機関や保健所などからの紹介状（精密検査依頼書）
をお持ち下さい。
※ 当院では「がん検診（一次検診）」で精密検査が必要と判断された方の診療（二次検診）は行っておりますが、
「がんの一次検診」
は行っておりません。がんの一次検診を希望される方はがん（一次）検診施設を受診されて下さい（がんの一次検診施設につ
いては相談支援・情報センター［TEL：092-541-8100］にお問合せ下さい）。
※1 緩和ケア外来は、全て予約制で、がん相談支援センターにて受付を行います。
※2 形成外科初診の際は、電話にてご予約を確認ください。（地域医療連携室）
※3 循環器科は基本的に院内他診療科からの紹介に限ります。
※4 歯科口腔外科（月～木 9：00 ～ 15：30 金 9：00 ～ 12：00）は基本的に院内他診療科からの紹介に限ります。
※5（医療者電話相談）
：放射線治療は事前に放射線治療科に連絡し、がん相談支援センターへ紹介状等を FAX して受診して下さい。

独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター
〒 811-1395 福岡市南区野多目３丁目 1-1
TEL：092-541-3231 FAX：092-551-4585
URL：http://www.ia-nkcc.jp/

がん相談支援センター
TEL：092-542-8532
FAX：092-541-3390

