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九 州 がんセンターは、 昭 和 47 年（1972 年 ） に九

を新生九州がんセンターのビジョンとして掲げ、さらに

州で唯一のがん専門診療施設として開設され、今年で

『世界トップレベルのがん専門病院』を目指していこう

44 年目を迎えました。九州がんセンターの基本理念は、
＜私たちは「病む人の気持ちを」、
そして「家族の気持ちを」

と思います。
超高齢社会が到来し、がん患者は今後も当分の間増

尊 重し、 温 かく、 思いやりのある、 最 良のがん医 療を

加し続けます。がん患者さんやご家族、国民の希望や期

めざします＞です。この基本理念は、初代入江院長の

待を受け止めながら、九州がんセンターは単なる治療後

「病む人の気持を」、２代森脇院長の「家族の気持を」

の生存率の向上だけでなく、がん患者さんやご家族のサ

という言葉をベースとして作られました。今まさにがん医

ポート体制を充実し、生活の質や満足度の向上を求めて

療で大切だと言われていることを 40 年以上前から強く

いかなければなりません。

認識し、九州がんセンターの今に受け継がれている言葉
です。

新しい九州がんセンターでは、外来・病棟ともに患者
さんのためのスペースを広く取り、各所に中庭を設ける
など採光に配慮し、明るく安らぎのある病院を目指しまし
た。例えば、ゆったりと落ち着いた療養環境を提供する
ために外来の『化学療法センター』を大幅に拡張しまし
た。また、患者さんやご家族の相談支援やがんの情報
発信のために、『がん相談支援センター』を強化拡張し、
新設した『緩和ケアセンター』、大きな『患者サロン』、
『患 者 図 書 室』とともに玄 関 横 に集 結させ、 ＜ 患 者・
家族支援センター＞として機能させます。
最高のがん医療を提供するための設備もさらに充実さ

九州がんセンターでは、本年３月１日に全面建て替え

せました。胸腔鏡・腹腔鏡手術の推進のための手術室

による新病院がオープンしました。九州がんセンターが

の広さと数の拡充に加えて、世界最高機能の放射線治療

新たな大きな一歩を踏み出すことになります。地域の医

装置を備えた『高精度放射線治療センター』のさらなる

療者の皆様のご協力をいただきながら、歴代の全スタッ

充実、 放射線診断部への PET/CT や高精度 CT の新

フが絶え間なく努力することによって築き上げられ継承さ

設など、多くの取り組みを行いました。

れてきた歴史と伝統を、さらに発展させ、またそれを次

九州がんセンターの使命の一つである臨床研究にもさ

世代へ継承しなければなりません。
「患者さんにもご家族

らに力を入れていきます。『臨床研究センター』を中心

にもスタッフにも優しい日本をリードするがん専門病院」

として、既に極めて多くの医師主導臨床試験や第１相試
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験を含む新薬の治験（世界規模で行われるグローバル

皆様のお力添えをいただきながら、一つ一つの課題

試験を多く含む）を施行しており、この分野で日本のリ

を確実にクリアーできるように頑張っていきたいと思いま

ーダー施設の１つになっています。

す。九州がんセンターのさらなる充実を図り、また地域

これら以外にも全スタッフの総力を結集した『チーム

のみならず日本のがん医療の発展のため、そして何より

による集 学 的 治 療』 のさらなる推 進など数 多くの取り

がん専門施設として、病院の基本理念である「病む人の

組みを行っていきますが、九州がんセンターにとって、

気持ちを」、さらに「家族の気持ちを」常に考えながら、

「＜フューチャーパーフェクト（理想の未来） ＞はどう

それらに十分にお応えするために精一杯努力したいと存

いう姿なのか？」をみんなでいっしょに考えていきたい

じます。皆様方のご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い

と思います。そして、その実現のためには、 ＜新たな

申し上げます。

パートナーシップの構築＞が必要です。がん患者さんと
ご家族にとっては＜ともに歩むパートナー＞として、地域
の医療者のみなさんにとっては＜福岡の、 九州の、そ
して日本のがん医療の質を高めていくパートナー＞とし
て、九州がんセンターのスタッフ相互にとっては＜一人
一人が意欲を高め、専門能力を最大に発揮させ、一流
のがん医療人として成長しあえるパートナー＞として、
九州がんセンターの未来を創造していきたいと考えてい
ます。最終の目標は、
「がんの克服」とともに「患者さん・
ご家族の満足」です。
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九 州 が ん

病院であり続けます。昨年国立がん研究センターから各

セ ン タ ー は、

がん腫の 10 年生存率が発表されましたが、昨今のがん

今年 44 年ぶり

医療の進歩は目覚ましく、乳がん、婦人科がん、肺がん

に病院の全面建替を行い、３月１日に新病院がスタート

などをはじめ、がん患者の寿命は着実に延びており、が

しました。設計のテーマは「開放感と安堵感、そして何

んサバイバーは増えていく一方です。そんななか、初め

よりも存在感のあるがんセンター」、そして新病院のコン

てがん告知を受けた者にとって、その先輩方の助言（ピ

セプトは「患者さんにもご家族にもスタッフにも優しい日

アサポート）は、医師や看護師からのそれ以上に心強い

本をリードするがん専門病院」です。

といいます。同じ疾患、同じ治療で苦しんだ境遇でない

旧病院から新病院へ移ってみると、確かに心地よい病
院です。天井が高く、廊下が広く、明るく、広々として、

とわからない気持。これこそまさに「病む人の気持」で
あると思います。
がん治療に伴う副作用の中には医療者がどう対応して

患者一人あたりのスペースが格段に広くなっています。
廊下には大きな絵画も数多く展示され、「ホテルのようや

いいか、どう返事したらいいか分からないものも決して

ね」とか「美術館のようやね」といった患者さんたちの

少なくありません。脱毛や皮膚・爪の変化（アピアランス）

声が聞こえてきます。新病院はまさしく
「開放感、安堵感、

などは、その代表格で、誰に聞いても明確な回答は返っ

存在感のある病院」と言えるでしょう。

てきません。
旧病院の四人部屋は、狭くはありましたが、その分、

しかし、スペースが広くなったということは、うらを返
せば、患者一人一人の間の隙間が広がったことでもあり

患者さん同士が、カーテン越しに簡単に会話ができまし

ます。空間的な隙間は心に隙間を生じるらしく、欧米で

た。病院で知り合った者同士、息が合ったものたちは、

は、人通りが少なくなる冬の間、うつ病患者が急増する

お互いに「がんとも」と呼び合い、励まし合いながら情

といいます。

報を交換していました。新病院は、各ベッドに窓があり

当院は、これまでもこれからも九州で唯一のがん専門

受
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とても快適な環境にありますが、一人一人のベッドの距

付

患者・家族支援センター

離が遠く、気軽に会話できる新患の患者さんは、きっと

支援センター、緩和ケアセンターを一体とした「患者家

少ないでしょう。

族支援センター」という一角を広いスペースとして設け

とある患者さんが、新病院に移ってうまいことを言って

てあります。このスペースを、いかに患者さんたちに利

いました。「1DK のマンションが 3LDK になったような

用してもらい、患者さん同士のコミュニケーションを促し、

もんですね」。各病室のネームプレートも以前は簡単に

ひいてはグループワークの場に導いていくことができる

名前を確認できましたが、新病院ではプライバシーを守

か、これこそ今後我々職員全員に課せられた使命だと思

るため、通常個人名が表示されていません。「あの人ま

います。

た入院してきているのかな？」なんて見て回れないので

患者さんと向き合う医療とともに、患者さんに寄り添う

す。良いところばかりが目につく新病院ですが、旧病院

医療の展開、まさにこのことこそ、今後九州がんセンタ

を懐かしく思う患者さんもいます。

ーに求められ、また与えられた大きな課題なのです。こ

果して「患者にも家族にもスタッフにも優しい日本をリ

れからが、新九州がんセンター誕生の正念場だと思いま

ードするがん専門病院」となるには、これからの我々職

す。職員全員で力を合わせて頑張っていきます。引き続

員全員の双肩にかかっていると言って過言ではないでし

き、皆様のご指導とご鞭撻を賜りたく思います。よろしく

ょう。新病院には、患者サロン、患者図書室、がん相談

お願いします。

図書室

患者サロン
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臨床研究センターは３つの研究部（臨床腫瘍研究部、

臨床試験データ管理室などのスタッフが働いています。フ

腫瘍情報研究部、腫瘍病態研究部）と 12 の研究室を

ロアの中央には約 320 ㎡の中央実験室があり、病理学、

有し、治験、臨床試験、トランスレーショナルリサーチ

遺伝学、生化学、分子生物学、細胞生物学などほぼすべ

などを含め広くがんの研究に取り組んでいます。

ての基礎的がん研究が行える設備を整えています。

新病院では、４階の西フロア全体が臨床研究センター

新病院開院により、これまで以上に総合的ながん研究

として整備されました。北側半分は治験・臨床試験推進

の基盤が整いました。臨床研究センター３部と統括診療

室、SDV 室、カンファレンス室となっています。治験病

部など他部門との連携を強化し、当センターのスタッフ

棟と位置付けている４階東病棟と同一フロアであり、治験

のみならず、各診療科の医師・メディカルスタッフがさ

業務は大幅に効率化されました。南側には腫瘍情報研究

らに臨床研究に参加しやすい環境を整備して質の高いが

部、腫瘍病態研究部があり、研究員および、腫瘍バンク、

んの基礎・臨床研究を推進していきたいと思います。

新病院２階Ⅰブロックに 26 床の「化学療法センター」
を開設しました。これまでの 15 床約 120 ㎡から 36 床
まで増床可能な約 480 ㎡の広さとなりました。病院東側
玄関の直上に位置し、３面に広く窓が配置された明るい
空間です。現在ベッド 20 床、リクライニングソファチェ
ア６脚を使用し１日平均 40 数名に外来での抗がん剤治
療を行っています。
日常業務は専任看護師６名（がん化学療法認定看護
師１名）、当番医１名で行います。薬剤部と隣り合って
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おり、薬剤師が無菌調製を行う抗がん剤調製室から、看

化学療法センターはがん患者さんの生活を支える院内の

護師が輸液の準備を行なうセンター中央部までダイレク

拠点の一つです。

トに抗がん剤が搬入されます。導線が短く業務は効率的
です。センター内には２か所のトイレが設置され、その

多職種のチーム医療でその役割を再認識し充実した外
来化学療法の体制を築いていきます。

うち１か所はオストメイト対応です。抗がん剤治療は長
時間に及ぶ場合や嘔気・嘔吐など気分不良をもたらすこ
ともあり、患者さん達に好評です。
センター入口横にある３つの診察室では、再来日以
外でも医師の治療前の診療が可能です。また、看護師・
薬剤師による看護ケア、副作用管理、服薬指導などをプ
ライバシーの保たれた空間で行うことができます。
抗がん剤治療の進歩により、患者さんは治療を続け
ながら長期に在宅での療養生活を送るようになりました。

ごとにわけました。例えば、診察部門は赤に、検査・放
射線治療部門は青に、患者スペースは茶色に統一しま
正面玄関より院内に入ると幅が広く天井の高い通路に

した。外来診察は複数科が一つの受付にて行うブロッ

驚かされることと思います。“ホスピタルモール” と呼ば

ク体制を取り入れることにより効率化し、患者さんにで

れるこの通路は 100m にもおよび奥には広いガラス窓を

きるだけ快適に受診していただくように心がけています

施し、明るいイメージを醸し出しています（図１）。

（図２、３）。

外来の設計に当たっては、「患者さんにわかりやすい
こと」をめざしました。その一つとして、柱の色を部門

図２

図１

ホスピタルモール

B 外来

外来診察は複数科が一つの受付にて行うブロック体制を取り
入れている。
例えば、B 外来では、呼吸器・消化器系の診療科が診察を
おこなっている。

7

患者さんにできるだけリラックスしていただけるよう、
景観、採光には特に心がけ、各外来は大きな窓と中庭
を施して開放感あふれるように設計しています（図５）。

さらに、壁には多数の絵画も展示しています（図６）。

図３

外来受付
複数の診療科の受付を行い効率化をはかる。

この際、B 外来には、呼吸器・消化器系の診療科、J
外来には女性外来というように、各外来にはできるだけ
関連した診療科を集めるように努めています。また、診
察室の番号などの文字はできるだけ大きく見やすいよう

図６

一階廊下の絵画

にしています（図４）。

全ての医師・研究補助員が一箇所に集まれるよう設計
されました。
面積は 900 ㎡にもおよび総合医局としては日本有数
の広さを誇っています。110 名の医師の殆どが本医局
にて集いつつ、個人のスペースはパーティションにより
仕切られています。プライバシーも確保される一方で、
図４

図５
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外来待合

診療科を超えたコミュニケーションがとれるようになり、

中庭に面した明るい外来、診察室の文字も大きくみやすくし
ている。

チーム医療の推進に貢献しています。

中庭

図７

医局

本年、３月１日に外来をオープンし、はや２ヶ月が経
とうとしています。

東西 100m 及び幅 5m の廊下があり、患者・家族の皆
さんはもちろん、職員も解放感があり明るい、ゆとりのあ

当院が有する最新施設設備機能についてご紹介させ

る空間を提供しています。

ていただきます。
当院は、地下１階、地上７階建て鉄筋コンクリート造

防災センター

りであり、また免震機能を有する近代的病院建築となっ
ています。免震についてですが、病棟エリアなどは免震
構造となっており、免震ピットエリアには免震積層ゴムダ
ンパーが 64 本並んでいます。万が一、 南海地震、 警
固断層地震が起きても震度７までの地震であれば大きな
被害はないといわれています。

また、 外 来 にはホスピタルモールと称し高 い 天 井、
消防設備については、最新機能を有する設備を整備
しており消火器なども自家据え置き型ではなく、消火器
具収納庫に設置され、患者家族の皆さんなどが消火器等
で転ばないように配慮しています。
また、当院は防災センターを有し、24 時間病院の光
熱水の管理をはじめ、防火・防災や盗難防止に務めて
います。
免震ピットエリア

このように、患者・家族の皆さんに安全で快適な病院
で、高度な医療が受けられるように日々努めています。

5㎜

免震積層ゴムダンパー

消火ポンプ設備

0

5㎜

※平成 28 年熊本地震による免震層 ｢ けがき針 ｣ の軌跡

9

新病院の病棟紹介

看護部長

扇

玲子

「明るい」「ホテルみたい」内覧会にこられた方々の第一声です。
エレベーターを降りると、一面がガラス窓のデイルームがあります。患者さんのお食事の場とし
て、ご家族やご面会の方々と過ごされる憩いの場として利用していただくことができる空間です。
病室は、個室の数を増やし、お体の状況や生活のペースにあわせて療養に専念していただける
ようにしました。個室も 4 床室も、病室にいながら少しでも季節を感じていただきたいと考え、
大きな窓をつけました。晴れた日には窓から陽光がふりそそぎ、眼下や遠くに木々の緑や家並み
が見えます。時折、鳥や飛行機が飛んでいくのが見えます。雨の日には雨の粒が窓ガラスを濡ら
します。そんな何気ない日常を、療養生活の中でひと時でも感じていただきたいと思っています。

Ｓ２
個室

デイルーム
病

室

Ｓ１
個室

10

４床

部門の紹介

高精度放射線治療装置 TrueBeam STx

64 列 CT 装置 Aquilion CXL

PET-CT 装置 Biograph mCT

乳房 X 線撮影装置
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４月から九州がんセンターのホームページがリニュー

としてそれぞれのがんの情報と九州がんセンターで受け

アルされました。ご存知でしょうか。ネットで「九州がん

られる診療について情報提供いたしました。ここでは患

センター」で検索していただくと新しいホームページを

者さんに分かりやすいよう体の臓器の絵と一緒に代表的

見ることができます。どのように感じられましたでしょう

ながんの名前を選択できるようにしています。更にがん

か。薄いピンクにびっくりされたかもしれません。新病院

について患者さんとご家族の方の相談窓口である「がん

のコンセプトの一つは明るい病院をつくることでした。こ

相談支援センター」と地域の先生方と一緒にがんの患者

の明るさにホームページで何を添えたいか。私達の出し

さんを支えるための「地域医療連携」を掲載いたしまし

た答えは「優しさと暖かさ」でした。これがピンクを基調

た。なお、コンピューターだけではなくスマートフォンや

に選んだ理由です。今回私達リニューアル担当者は「患

タブレット端末にも対応しています。情報過多のこの時

者さんのためのホームページを作ろう」とこれだけを目

代に少しでも「わかりやすい」「役に立った」と感じてい

標にデザインしました。トップページには「私たちの診療」

ただけたら幸いです。

13

このたび、肝胆膵外科医長を
拝命しました辻田英司です。
２年前に消化器外科のスタッ
フとして九州がんセンターへ赴

また、専門医を目指す後進の医師に対してもそういっ
た教育を重視したいと考えています。
肝胆膵外科は疾患が多岐にわたり解剖も複雑で、他
科との連携が極めて重要で、看護師、薬剤師、栄養士、

任しました。昨年の肝胆膵外科の新設に参加させて頂

理学療法士等のチームとしての質の高い医療が不可欠

き、現在に至ります。これまでも私は学会に認定され

です。新病院開設後も、患者さんやご家族とのコミュ

た肝胆膵外科高度技能専門医の第一期生として、肝胆

ニケーションを重視しバランスのとれた肝胆膵外科を

膵領域疾患の手術療法を中心とした診療、研究を行っ

めざしたいと考えています。
今後ともご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申

てきました。
今回、科長に就任するにあたり、安全で確実な医療

し上げます。

を行い、その成果を発表していく姿勢を心掛けます。

この度、歯科口腔外科にスタ

医科歯科連携ならびに病診連携をより推進させたいと

ッフとして就任致しました永井

考えております。歯科医師会と十分な連携を図り、が

清志です。

ん治療に関連する口腔領域の重要性を広めていければ

2015 年９月より前任の西村先

と思っています。また、当科だけでなく院内のスタッ

生に代わり九州がんセンターへ赴任しました。以前よ

フで口腔の知識を持ち、管理を実践できる人材の育成

り病院歯科での勤務に携わり、歯科口腔外科医として

を目指したいと考えています。

口腔領域の手術や口腔管理を中心に診療を行ってきま

現在、歯科と全身との関わりが重要視されています。

した。また、国立病院機構で社会人大学院生として勤

口腔領域だけでなく摂食嚥下、NST など多岐にわたる

務を続けながら学位を取得し、全身と口腔との関連に

仕事を行い、当院の情報を発信できるよう尽力したい

ついて研究を行っております。

と思います。

就任にあたり、安全で適切な診療はもちろんのこと、

14

今後ともよろしくお願い致します。
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外来担当医一覧表
外来

診療科

月

頭頸科
小児科

A

稲垣 二郎 *

血液内科

崔（新患・再来） 崔（再来）
中嶋（康）（再来） 中嶋（康）
中嶋（恵）（再来）（新患・再来）

消化管・腫瘍内科
消化管・内視鏡科
消化管外科
消化器・肝胆膵内科
肝胆膵外科
歯科口腔外科 ※2
遺伝相談外来／消化管二次検診
循環器科 ※3
婦人科
乳腺科
J

E

火
水
檜垣（新患）
若崎／打田（再来）
深野／野口
岡村（純）

泌尿器科

呼吸器腫瘍科

C

土・日・祝日
年末年始

古林（新患）
中村 （再来
*
・午前中）
根岸（新患）
中村 元信 *（新患）
根岸（再来・午前中）
古林（再来・午後）

細胞治療科 ※1

B

休 診

江﨑 泰斗 *（再来） 江﨑 *（新患）
薦田（新患）
薦田（再来）
上田 真信 *2
森田 勝 *
南／吉田
久野／荒武
杉本／正月／永塩

永井 清志 *
永井
織田 信弥
織田
河野 美穂子 *
河野 *
齋藤 俊章 * ／岡留／山口

副院長
古川 正幸

統括診療部長：森田

崔（再来）
中嶋（康）（再来） 崔（新患・再来）
中嶋（恵）
（新患・再来） 中嶋（康）（再来）
宇都宮（再来）
竹之山 * ／瀬戸
島松／枝川／鈴木

江﨑 *（再来）
江﨑 *（新患）
江﨑 *（新患）
薦田（新患）／髙吉（再来） 薦田（再来）／桑山（再来） 髙吉（再来）
内田（再来）
（午後）上田 *2
池部
山本
太田
古川 正幸 * ／正月／田中 古川 * ／杉本
久野／荒武／永塩
辻田 英司 *
井口
永井
永井
永井
織田
織田
織田
河野 *
河野 *
河野 *
有吉／島本／長山 齋藤 * ／北出／富田 当番医

徳永 * ／石田／秋吉
中村／伊地知／増田
古閑／神代

井上 *（再来のみ）

大谷 *

大谷 *

大谷 *

大島 *
國武 * ／植田

國武 * ／植田

國武 * ／植田

臨床研究センター顧問
一瀬 幸人
勝

根岸
（新患・第 1、3、5）
古林
（新患・第 2、4）

井上 要二郎 *
横山 良平 *

國武 * ／植田

也寸志

臨床研究センター長
江﨑 泰斗

平成28年４月１日現在

末廣 陽子 * ／藤岡 末廣 * ／藤岡
竹之山 * ／山口
瀬戸／野崎
平井／枝川／豊澤

＊
院長：藤

午前 8：30 〜 11：00

中村 *（新患）
根岸（再来）
古林（再来）

徳永 えり子 * ／石田 徳永 * ／石田／秋吉
秋吉／中村／伊地知 中村／伊地知／増田 徳永 * ／田中
増田／古閑／神代
古閑／神代

形成外科 ※1
整形外科／骨軟部腫瘍科
緩和ケア外来 ※4
大谷 弘行 *
緩和治療科
サイコオンコロジー科 大島 彰 *
放射線治療 ※5
國武 直信 * ／植田

時 間

木
金
益田 宗幸 *（新患） 益田 * ／檜垣（新患）
力丸／田中（久）
（再来） 藤／本郷（再来）
稲垣 * ／野口
深野

末廣（再来）
中嶋（恵）
（新患・再来）

藤岡
竹之山 光広 * ／山口
瀬戸／野崎
平井／島松／鈴木／豊澤

受 付

＊
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 ：辻田 英司
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

横山 *

＊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
歯科口腔外科 ：永井 清志
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
ちください。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）をお持ちください。
※ 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ください（がんの一次検診施設に
ついてはがん相談支援センター［TEL：092-541-8100］にお問合せください）。
※1 形成外科、細胞治療科を初診の際は、電話にてご予約を確認ください。（地域医療連携室）
※2 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。
※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 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。
※5 放射線治療は事前に放射線治療科に連絡し、地域医療連携室へ紹介状等を FAX して受診してください。

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：（代表①）092-541-3231 （代表②）092-557-6100
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

