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National  Hospital  Organizat ion
Kyushu Cancer Center

九州がんセンター 院長　藤　也寸志

2018年　年　皆様に信頼される

九州がんセンターを目指して

九州がんセンターは、2016 年３月１日に全面建替

えによる新病院がオープンし、早くも２年が経過しよう

としています。旧病院を解体し、今までご来院の皆様

におかけしていたご不便を解消するために、広い駐車

場を設置しました。この広報誌がお手元に届く頃には、

新病院関連の全工事がほぼ終わっている予定です。図

に示します様に、新病院の南側（都市高速側）には、種々

の樹木を植え芝生を張り散策道を作ります。その名前

をスタッフからの募集・投票により、「陽だまりの径
みち
」

と名付けました。少しでも患者さんやご家族の癒し・憩

いの場所になればと願っています。

この２年近くの間、多くの皆様から新病院について

色々なお言葉やご意見をいただきました。「明るい病院

で、患者さんにもスタッフにも笑顔が増えた」と、よく

お聞きします。とても嬉しいことです。一方、院内掲示

や身障者用駐車場の位置、建物外 ATM の必要性な

どについて、患者さん・ご家族に限らず、スタッフから

も多くの提案がありました。「なるほど、いい提案だ！」

と思うことが沢山あり、一つ一つ改善を図ってきました。

まだまだ、足りないところもあると思います。これからも、

ご意見をいただけましたら幸いです。

新年明けましておめでとうございます。

2018 年が、皆様にとって良き年となります様に

心よりお祈り申し上げます。
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さて、私たち新生九州がんセンターは、「患者さん
にもご家族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」をビジョンとして掲げ、さらに “世界

トップレベルのがん専門病院” になることを目指してい

ます。そして、まず何より大切な “皆様に信頼される
理想の九州がんセンター” になるために、私たち全
スタッフは、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＞に、地域の医療者にとっては＜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＞に、そ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＞になれるように、日々頑張っています。
本広報誌 2018 年新年号では、策定されたばかり

の第 3 期がん対策推進基本計画の根本理念となった

「がん対策基本法の改正」、そして、この基本計画の

目玉である「がんのゲノム医療」についてご紹介しま

す。さらに、一層の充実が求められている「チーム医療」

や、がん患者さんの在宅でのがん医療を支え、患者さ

んの「見放され感」をなくす取り組みとしての訪問看護

の開始や病棟での退院支援担当看護師の配置など、九

州がんセンターの活動についてもご紹介します。一方、

現在世の中で話題になっている「働き方改革」は、医

療現場、特に医師の労働環境は医療界だけでは解決で

きない大問題になっています。九州がんセンターでの

取り組みをお示ししたいと思います。

“皆様に信頼される理想の九州がんセンター” を実
現するためには、私たちは日々一人一人の実力・ス

キルをアップし続けなければなりません。それが、が

ん医療の質を向上させるための、遠回りに見えて実

は最も近い道なのだと信じています。医療安全や医

療経済の問題など、前途には色々な課題が待ち受

けていますが、皆様のお力添えをいただきながら一

つ一つを確実にクリアーできるように頑張っていきま

す。九州がんセンターの病院の基本理念＜私たちは
「病む人の気持ちを」、そして「家族の気持ちを」尊重し、
温かく思いやりのある、最良のがん医療をめざします＞
を常に心に刻みながら、地域のみならず日本のがん医

療の発展のために精一杯努力したいと存じます。皆様方

のご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

2018 年１月１日

初代院長　入江英雄先生 書 ２代院長　森脇滉先生 書
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2017 年 10 月、第３期がん対策推進基本計画が発表

された。昨年 12月に制定された「がん対策基本法改正法」

をうけ、当初は６月に発表される予定であったが、内閣改

造や衆議院解散等もあり、４ヶ月遅れた。概要は図に示す

とおりである。

前期（第１期と第２期）までの計画では、本邦におけ

るがん患者がどの地域に住んでいようが標準治療や診断早

期からの緩和ケアが享受できるよういわゆる「がん医療の

均てん化」をはかることが目的であった。この目標はある

程度達成されているのではないかと思うが、今回の計画、

特に、がん医療の充実における「がんゲノム医療、希少

がん、難治性がん、AYA 世代のがん」などは、均てん

化とは逆に集約化を図ったほうが良い分野ではないかと考

えられる。医学の進歩とがん医療提供体制の変化に応じ、

国の対応も変わるべくして変わって来ているように思う。

がん患者の相談支援と情報提供については、現状では

決して満足できるものではなく、看護師、心理士、ソーシャ

ルワーカーなどのマンパワー不足こそ焦眉の急である。高

齢化が急速に進む中、認知症をはじめとする様々な合併

症を持つがん患者の増加を考える時、スタッフ不足を速

やかに解消せねばならない問題として考えている。

昨今のがん治療の進歩により、がん患者の「がんと共

に生きる」期間は、年々延びている。がん患者の増加に

加え、高齢化もあり、がん医療を拠点病院だけで完結す

るのは不可能な時代になった。がんとの共生における「社

会連携に基づくがん対策・がん患者支援」「ライフステー

ジに応じたがん対策」、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における「関係者等の連携協力

のさらなる強化」「患者団体との協力」などは、その社会

事情を反映したものである。

九州がんセンターは、病院並びに診療所訪問、緊急緩

和ケア病床と患者受けいれ体制の推進、訪問看護ステー

ション設立、地域連携クリティカルパスの活用、患者会と

の意見交換会などを通じて、今後益々地域および住民と

の深い連携を構築していく決意でいる。

また、がん診療が入院主体から通院主体へ移行してお

り、今後外来診療を手厚くし、入退院支援体制を強化し

ていくことも重要なポイントと捉えています。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000181861.pdf
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「がんゲノム医療の推進」が次期

（第３期）がん対策基本計画に盛り

込まれることになっています。ゲノム

とは DNA や RNAといった遺伝情

報のことです。人のゲノム（全遺伝

子情報）が解読されて 14 年がたち

ます。「がん」は遺伝子の病気とい

われ、がん医療ではがん遺伝子の

異常に基づいた個別化医療が進ん

でいますが、それをさらに推進する

というものです。

最近のがんゲノム医療のキーワー

ドは①プレシジョン・メディシンと②

免疫チェックポイント阻害薬の二つ

です。

１
プレシジョン・メディシン

とは「精密医療」とも呼

ばれます。患者さんのが

ん組織の遺伝子（DNA や RNA）

を次世代シーケンサー（NGS）と

いう最新の機器を用いて一度に大量

に（100 ～ 160 程度）調べ、遺伝

子変異、増幅、融合遺伝子などの

検索を行います。見つかった遺伝子

異常を標的とした薬剤（分子標的薬）

で治療を行います。

これまでも一部のがんでは特定の

遺伝子異常に基づいて、分子標的

薬を用いた個別化治療が行われてき

ました。プレシジョン・メディシンで

は、がんを肺がん、胃がん、大腸

がんなどの臓器別ではなく、遺伝子

異常に基づいて分類します。現在大

学やがんセンターを中心に研究が進

められています。

一例として、約２％程度の肺がん

に見られる RET 融合遺伝子という

まれな異常があります。同じ異常を

もつ甲状腺がんに適応のあるバンデ

タニブで治療を行ったところ、高い

腫瘍縮小効果と延命効果がみられま

した。しかし、同じ遺伝子異常に対

する治療といっても簡単ではありま

せん。大腸がんでは約５～９％に

BRAF 遺伝子変異がみられ予後は

不良です。この変異を有する悪性黒

色腫に有効なベムラフェニブの効果

が期待されましたが、大腸がんに対

してはほとんど効果が見られません

でした。

また問題点として、現在、NGS

によるがん遺伝子の検査は数十万

円の患者自己負担で行い、まだ効

果の確認されていない、適応外の

薬剤を自費で購入して治療を受けて

いる場合もあります。これからは、

遺伝子検査の保険償還、薬剤の効

果を正しく評価していく治験や臨床

試験の体制整備がいっそう重要と

なってきます。

２
がん医療の考え方を変

える画期的新薬「免疫

チェックポイント阻害薬」

が注目されています。従来の免疫療

法とは異なり、免疫の働きにブレー

キをかけている分子（PD-1, PD-

L1, CTLA4 など）の働きを分子

標的薬で阻害することでリンパ球を

活性化させ、

がん細胞を

攻撃します。現在ニボルマブ、ペン

ブロリズマブ、イピリムマブが承認

され、悪性黒色腫、肺がん、頭頸

部がん、腎細胞がん、ホジキン病、

胃がんなどで使用されています。

免疫チェックポイント阻害薬は、

遺伝子変異数の多いがんに対して

効果があるといわれています。遺

伝子変異によりがん細胞は免疫細

胞の目印となるタンパク質を大量に

発現するため、この薬剤の効果が

高いのではないかといわれます。ま

た、「MSI-H（マイクロサテライト

不安定性高頻度）」または「dMMR

（ミスマッチ修復機構欠損）」とい

う遺伝子異常をもつがんでは大量の

遺伝子変異が見られます。この異常

が原因でがんとなっている場合、大

腸がんでも胃がんでも子宮がんで

も、がんの種類にかかわらず免疫

チェックポイント阻害薬の効果がみ

られます。2017 年、米国 FDA で

はペンブロリズマブ、ニボルマブを

MSI-H や dMMR を示す固形が

んに対して承認しています。これも

がんゲノム医療の一例です。

九州がんセンターでは、臨床研究

センターと統括診療部など他部門が

連携し、日常診療を行うのみならず、

同じ病で苦しむ未来のがん患者さん

のためにも、質の高いがん研究を推

進しています。
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１．職種横断的なチーム活動
平成 28 年度より、藤院長の号令のもと「オール九州がんセンター：進化のため

の土壌作り」を合い言葉に、診療の質の向上、地域連携強化、経営改善、研究・

教育の推進などを目的としたチーム活動を行っています。各々のチームは医師・看

護師・薬剤・検査・放射線・栄養・リハビリなど職種横断的なメンバーで組織され、

PDCA サイクルをまわすことにより目標達成をめざしています。現在、約 30 のチー

ムがありますが、毎月、３～４チームがその活動内容をチーム外のスタッフの前で

プレゼンテーションし、全職員で共有しています。

診療面では、周術期管理チーム、栄養サポートチーム、感染予防対策チーム、リ
ハビリテーションチームなど日常診療に直結した活動を代表として、がんセンター特
有の活動である皮膚対策チームや自己免疫疾患関連副作用対策チームなどが、抗
癌剤の副作用対策を行っています。また、高齢社会に対応して、高齢者・認知症対
策チームを立ち上げ、勉強会、患者評価などを行っています。禁煙対策チームは、
施設内完全禁煙、禁煙外来の立ち上げを行いました。ユニークな活動としては防火
防災対策チームや IT 活用推進チーム、カルテ・返書の質的評価チームなどを作り
活動しています。これらはチーム活動の一例に過ぎませんが、他にも多数のチーム

が活動しています。このように職種横断的な活動を行うことにより、患者に寄り添っ

た質の高い医療の提供ができるものと信じています。

２．医師を中心とした働き方改革
近年、研修医の自殺などを初めとして、医療の現場でも過重労働がクローズアッ

プされ、働き方改革の必要性が取り上げられています。当院でも、医師は非常に仕

事熱心で、毎日、夜遅くまで仕事をし、休日も多数の医師が出勤しています。そこで、

医師の働き方について考え、改善する試みを始めました。もちろん、医療の質を決
して下げることなく改善することが大前提です。

まず、今まで非常に曖昧であった時間外勤務の実態を正確に把握することより始
めました。具体的には、実際の日々の超過勤務時間を一週間ごとに管理課で把握し、

それを診療科長および各医師へフィードバックして、診療科内で状況を共有すること

に努めました。その上で、時間外勤務が長い医師は診療科長とともに、私（統括診

療部長）および管理課長と面接を行い、いかにしたら効率的に仕事ができるかを真
剣に考える場を設けました。さらに、超過勤務の極端に多い医師は産業医と面接し、

健康状態の把握をすることに努めました。
一方、休日などすべての医師が自分の患者を診療しに来るのを避けるために、各

診療科で当番医師を決めることとしました。さらに、患者の病状説明は原則、勤務
時間内に行うこととし、これらを、院内に掲示しました。また、末期患者が夜中や休
日に死亡された時に主治医が出勤しお見送りまでする従来の方法は、次の日も平常

勤務の医師にとっては極めて重い負担となっていました。したがって、家族や当直

医、病棟スタッフに申し送りをした上で、当直医が死亡時の確認を行うことにしまし
た。このような活動が少しでも医師の負担を減らし、活き活きと、そして安全に質の

高い診療を行えることに繋がることを期待しています。
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年度を振り返ると思い出に残

る事業が２つ挙げられます。

その１つが患者家族宿泊施設（キー

トス）の事業開始です。当院が位置

する福岡市南区にはビジネスホテル

等の宿泊施設が殆ど無く、遠方から

（離島を含む）来院された患者家族

の皆さんは、中央区や博多区のホテ

ルなどを利用されていました。

来院された患者家族の方からも、

「がんセンターに患者家族用の宿泊所

があれば本当に助かる」、「遠方から

来るのに宿泊などの費用が別にかか

る」などのご意見を頂いていました。

院内で検討し、看護師宿舎の集

約化を図りそこに患者家族のための

宿泊所12 室を設置することとなり

ました。

入札を行い平成 29 年４月から社

会福祉法人　猪位金福祉会に管理

委託をお願いし宿泊所の提供がで

きるようになりました。

患者家族宿泊所は「キートス」と

呼び、フィンランド語で「ありがとう」

という意味です。部屋の改装、建物

の外装塗装などを行い、また冷蔵

庫、洗濯機、電子レンジ、テレビな

どの日常生活に必要な備品を備えた

宿泊所となりました。

オープンから９ヶ月経過しました

が、現在、多い時は７割程度利用さ

れています。利用者の皆さんからも、

「病院に近く便利が良い」、「タクシー

代等が不要となった」などの感謝の

声を頂いています。今後とも少しで

も多くの方々に利用して頂ければと

思っています。

つめの事業は、３年前から

行っている健康フェスタにつ

いてです。

昨年９月16 日（土）に九州がん

センターの病院にて開催しました。

健康フェスタは、地域の住民の皆

さんや医療機関の皆さんなどに当院

の設備や特色などを広く理解して頂

くと共にがんを予防する方法、また

栄養相談、医師によるミニ講演会を

開催することで、地域の住民の皆さ

んなどに知識の付与と情報発信を行

うことを目的としています。

本年度も院長の挨拶の後、オー

プニングセレモニーとして花鼓周（女

性和太鼓演奏グループ）による躍動

的な和太鼓演奏、毎年恒例となった

福岡女学院高等学校・中学校によ

るオーケストラ演奏、ボランティア

による演奏・ダンス、風船の配布な

ど趣向を凝らした催しを行うことが

できました。

病院敷地では警察車両の展示や

消防車両の展示、搭乗体験コーナー

もあり、大変喜んで頂くことができ

ました。

職員も各職場からアロマセラ

ピー、血管年齢測定、骨密度測定、

薬剤師体験など多くの方々に体験し

学んで頂くことができました。

また、模擬店で販売した「揚げた

こ焼き」なども完売することができ

ました。来年も開催いたしますので

多くの皆様方のご来院をお待ちして

います。昨年度の思い出の２つの事

業については以上です。

年はじめの事業についてご説

明いたします。当院の病院新

築工事は２期に分かれており、１期

を病院新築躯体工事、２期を駐車

場外構工事となっています。当院で

は、以前患者さんの駐車場であった

区域を患者さんなどのために公園化

を図っています。旧病院では、病院

に森脇公園がありましたが、新築移

転工事に伴い縮小となりました。

現在、患者さんの駐車場、外構

工事に併せて公園化工事も行ってい

ます。

散歩道（陽だまりの径：職員に応

募し命名）や小さな丘、また桜をは

じめ沢山の木々を植栽予定です。朝

早い時間に、散歩道を散策するのも

気持ちが良く、また四季折々の木々

の変化を感じるのも楽しい気分にな

ります。

工夫を凝らした庭園を目指してお

り、本年１月末の完成を職員、患者

家族の皆様方も期待に胸膨らませ

て楽しみに待っているところです。

九州がんセンターにお立寄りの際

は、是非、がんセンター横の庭園を

ご覧ください。

事務部長　植松　裕
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地域連携強化の取り組み
かかりつけ医との「顔の見える連携」

呼吸器腫瘍科部長

竹之山　光広

当院の

図 訪問医療機関

従来、退院調整連携プログラムは

院内にあったのですが、系統だてて

活用できるような位置づけにはなっ

ていない現状でした。看護師長会、

副看護師長会、退院支援コアナース

会議が中心となり、入院時から退院

後の生活を見据えての関わりを意識

づけ、現場に即したプログラムに改

訂し、職員一人一人が在宅支援でき

るよう、勉強会の実施、退院前家

屋調査、退院後訪問を開始しました。

特に患者さんのご自宅へ訪問するこ

とで、自宅で元気に生活されている

姿を見て、安心するとともに、退院

後の生活を見据えて関われていただ

ろうかと振り返りの場となっていま

す。また、医療依存度の高い患者さ

んでも在宅での看取りや療養が可能

であることを体験し、在宅療養の限

界を医療者の判断だけで決めるもの

ではないことを学んでいます。在宅

の視点を養うことで、病棟看護も充

実したものになります。外来看護師

の役割も重要であり、院内留学研修

を設け、病棟看護師が外来やがん

相談支援センターで学ぶことで、継

続看護の重要性を学んでいます。現

在は複数病棟で、専従の退院調整

看護師を配置しています。

九州がんセンターでは、訪問看護

準備室が稼働しています。がん相談

あけましておめでとうございます。

今年度は、退院支援、退院調整に積極的に
取り組んでいます。

戊戌（つちのえいぬ）の 2018 年

がスタートしました。戊も戌も土の

象意ですが、土は「万物を育成し保

護する性質」であり、「四季の移り

替わりの象徴」だそうです。九州が

んセンターでは、オール九州がんセ

ンター進化のための土壌作りを、藤

院長の方針のもとに職員一丸となっ

て、取り組んでいます。患者さんご

家族、地域の方々にとって、かけが

えのないがん専門病院となるべく、

看護部では、「知恵と心で最良で最

高の看護を提供し、病む人の気持ち

に応えよう」を看護理念とし、看護

師個々のアセスメント能力を向上し、

安全・安楽を重視した看護実践の

強化に努めています。看護体制は

パートナーシップ体制をとっていま

す。パートナーシップ体制とは、看

護師が安全で質の高い看護を共に

提供することを目的に、２人の看護

師がよきパートナーとして対等な立

場で互いの特性を生かし、相互に補

完し協力し合って、毎日の看護ケア

をはじめ、委員会活動等、1年を通

じて活動し、その成長と責任を共有

する看護方式のことです。今年で 3

年目になりますが、助け合い、良い

影響を与えながら協働して、患者や

家族の気持ちに寄り添う看護を提供

しています。新人教育にもいかされ、

一人一人の個性を大切にし、自律し

た九州がんセンターマインドをもっ

た看護師が育まれています。専門職

としての能力を向上させ、キャリア

アップできるよう支援しています。

8



地域連携強化の取り組み
かかりつけ医との「顔の見える連携」

呼吸器腫瘍科部長

竹之山　光広

当院の

図 訪問医療機関

当院では、地域の先生方と、更なる「顔の見える

連携」を強化する目的で、平成 27 年から地域の医

療機関を訪問させて頂いております。訪問者は院長

代理（診療科部長・医長）、相談支援センター看護師、

事務・放射線技師長で、紹介・逆紹介を通じた地域

医療機関の生の声を聞かせて頂き、当院のご紹介や、

PET/CT、肝胆膵ドック、遺伝相談外来・就労相談

をはじめ、地域連携パスや緊急緩和ケア地域連携な

どの情報提供を致しております。これまで２年半で、

345 件（図）を訪問し、貴重なご意見を拝聴し、よ

りよい地域連携を目指しています。ご承諾頂いた医

療機関は、協力病院として登録し病院内掲示板とホー

ムページに掲載し、患者さんが確認できるようになっ

ています。当院はがん専門病院ですので、最良の医

療の提供のためには、地域医療機関との連携が必須

であり、大変重要と考えております。

今後も、訪問を通じて「顔の見える連携」を進め

て参りたいと思います。

支援センター師長と訪問看護経験

のある看護師が中心となり、地域と

のネットワーク作りや、病棟看護師

の訪問看護の教育支援を行ってい

ます。九州がんセンターの患者さん

限定で日勤のみになりますが、訪問

看護も実施しています。地域のニー

ズを把握し、地域に必要とされる訪

問看護ステーションを目指していま

す。患者さんが人生の最期まで住み

慣れた場所で、尊厳を持って生活し、

自己決定することを支援することが

できるようになればと思います。

医療情勢が大きく変化している中

で、切れ目のない医療の推進、がん

患者さんが安心して継続した医療、

看護が受けられるよう地域の中で、

当院の役割が果たせるように、皆様

方と手と手を携えて、良い方向に進

んでいけるよう、何事にも前を向い

て、取り組んでいきたいと思います。

ご支援よろしくお願いいたします。
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がん相談支援センター相談支援係長　竹山　由子Topics
１

臨床検査科・病理診断科医長　田口　健一Topics
２

患者さんに安心して診療を受けて

もらうためには、更には、患者さんに

選ばれる病院になるためには、質の

高い医療が提供できていることを示

す必要があると考えます。そこで、私

たち臨床検査科・病理診断科では私

たちの専門分野である臨床検査の外

部評価を治験や臨床試験が多く行わ

れる当院に必要なものとして国際規格

ISO15189に基づいて新たに受けるこ

とといたしました。

ISOとはInternational Organization 

for Standardization の略で日本

語では国際標準化機構といいます。

スイスのジュネーブに本部をおく国際

機関です。では、標準化とはなんで

しょうか？標準化とはあることに対す

るルールや基準を統一することです。

ISOは世界中のいろんなことがらに対

して標準化を行なっています。製品そ

のものだけではなく、組織の活動を管

理するための仕組み、いわゆるマネジ

メントシステムについても ISO 規格が

制定されています。環境マネジメント

システムである ISO14001はどこかで

耳にしたことがあるのではないでしょ

うか。ISO15189 はこの ISO の臨床

検査に関わる規格で「臨床検査室の

品質と能力に関する特定要求事項に

関する国際規格」という品質マネジメ

ントと技術に関する要求事項を満たし

ているかを審査されます。この審査の

結果、2017 年 12 月７日に日本適合

性認定協会（JAB）より ISO15189

認定が承認されました。この承認によ

り、標準化された臨床検査を行う能

力を有していることが国際的にも認定

されたこととなり、質の高い検査が提

供できているものとして当院受診の患

者さんのみならず一緒に働く医療関係

者の方々にもより高い満足度が得られ

るものと思います。

日本癌治療学会が、『がん医療ネッ

トワークナビゲーター』の養成を始め

たことをご存知でしょうか。

その背景として、がん診療連携拠点

病院に設置されている「がん相談支援

センター」の認知度が上がらないこと

があります。がん対策推進基本計画が

スタートし 10 年が経過しました。が

ん診療連携拠点病院には必ず「がん

相談支援センター」を設置し、がん医

療に関する相談支援・情報提供を行う

体制を整備することが義務付けられま

したが、「がん相談支援センター」の

市民への周知は広まらず、認知度が

10％以下に留まっています。多くの国

民やがん患者・家族が、がん相談支

援センターにたどり着かない現状があ

ります。

日本癌治療学会では、がんに関す

る正確な情報を適切に伝え、「がん相

談支援センター」につなぐことで、患

者・家族の悩みを解決する手助けの

できる在野のがん相談支援員である

『がん医療ネットワークナビゲーター』

の育成を目指しています。認知症サ

ポートのオレンジリングをイメージして

いただけたらわかりやすいでしょうか。

これからは、がん患者さんも地域で

支えていく時代となります。九州がん

センターでも、一人ひとりの患者さんが

「かかりつけ医」を持つことを推進し

ていきたいと思います。この『がん医

療ネットワークナビゲーター』に興味

をもたれた皆様は、癌治療学会のホー

ムページ（www.jsco.or.jp/jpn/

index/page/id/1343）にある e-

ラーニングだけでも受講していただく

ことで、最新のがん医療を体系的に学

ぶことができます。
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　平成29年度に当院が開催いたしました各会議等を下記のとおり
まとめました。平成30年度も引き続き、この様な会議等を通じ、
情報の発信を行うとともに、各医療機関等の先生からのご
指導、ご鞭撻を賜りながら努力して参ります。

平成29年度の活動 activity
report

病病・病診連携の会

開催予定 平成30年５月26日（土）
場所：ホテルニューオータニ

来
年
度

平成29年５月２日（土）
ホテルニューオータニにて開催いたしました。
２５４名の先生方にお集まりいただきました。

市民公開講座

開催予定 平成30年９月29日（土）
場所：エルガーラホール

来
年
度

平成29年９月30日（土）
エルガーラホールにて開催いたしました。

５１６名の参加を頂きました。

QOL推進事業講習会

開催予定 平成30年12月８日（土）
場所：レソラＮＴＴ夢天神ホール

来
年
度

平成29年１２月２日（土）
レソラＮＴＴ夢天神ホールにて開催いたしました。

１４７名の参加を頂きました。

医師向け
がん最新情報講座

開催予定 平成30年２月10日（土）
場所：レソラＮＴＴ夢天神ホール

写真は28年度開催時
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外来担当医一覧表 休 診 土・日・祝日
年末年始

受 付
時 間 午前 8：30 〜 11：00

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/

地域医療連携室

TEL：092-542-8532
FAX：092-541-3390

外来 診療科 月 火 水 木 金

A

頭頸科 檜垣（新患）
中野／打田（再来）

益田 宗幸 *（新患）
力丸（再来）

益田 * ／檜垣（新患）
藤／本郷（再来）

小児科 中山 秀樹 * 野口 岡村（純）／深野 野口 中山 *

泌尿器科 中村 元信 *（新患）
古林（新患）
中村 * ／根岸（再来）
古林（再来・午後）

根岸（新患）
中村 *（新患）
根岸（再来）
古林（再来）

根岸（新患・第 1、3、5）
古林（新患・第 2、4）

血液内科
崔（新患・再来）
宮下（再来）
中嶋（再来）

崔（再来）
宮下（新患・再来）

末廣 陽子 *（再来）
中嶋（新患・再来）

崔／宮下（再来）
中嶋（新患・再来）
宇都宮（再来）

崔（新患・再来）
宮下（再来）

細胞治療科 ※1 大野 末廣 陽子 * ／大野 末廣 * ／大野

B

呼吸器腫瘍科 竹之山 光広 * ／山口
大場／島松／豊澤／髙田 瀬戸／野崎 竹之山 * ／山口

大場／枝川／豊澤 瀬戸／野崎 竹之山 * ／瀬戸
島松／枝川／髙田

消化管・腫瘍内科 江﨑 泰斗 *（再来）
薦田（新患）

江﨑 *（新患）
薦田（再来）

江﨑 *（再来）
薦田（新患）／髙吉（再来）

髙吉（新患）
薦田（再来）／相良（再来）

江﨑 *（新患）
髙吉（再来）

消化管・内視鏡科 上田 真信 *2 内田（再来） （午後）上田 *2

消化管外科 森田 勝 吉田／中司 池部 正彦 * 杉山 太田

消化器・肝胆膵内科 ※2 久野／荒武 杉本 理恵 * ／千住
膵臓内科：＜休診日＞

古川 正幸
千住／安森 古川／杉本 * 久野／荒武／永塩

肝胆膵外科 杉町 圭史 * 井口
歯科口腔外科 ※3 永井 清志 * 永井 * 永井 * 永井 * 永井 *
遺伝相談外来／消化管二次検診 織田 信弥 織田 織田 織田 織田

C 循環器科 ※4 河野 美穂子 * 河野 * 河野 * 河野 * 河野 *

J

婦人科 齋藤 俊章 * ／岡留／赤澤 有吉／前之原／富田 齋藤 * ／北出／富田 当番医

乳腺科
徳永 えり子 *（新患）
古閑（新患）／中村
伊地知／増田／田尻

徳永 *（新患）／石田（新患）
中村／古閑／伊地知
増田／田尻

徳永 *（新患）
田中（新患）

德永 *（新患）／石田（新患）
中村／古閑／伊地知
増田／田尻

形成外科 ※1 井上 要二郎 * ／福島 井上 *（再来）／福島（再来）
整形外科／骨軟部腫瘍科 横山 良平 * 横山 *
緩和ケア外来 ※5
緩和治療科 大谷 弘行 * 大谷 * 大谷 * 大谷 *

緩和ケア外来 ※5
サイコオンコロジー科 大島 彰 * 大島 *

E 放射線治療 ※6 國武 * ／阿部／稲盛／植田 國武 直信 * ／稲盛／植田 國武 * ／稲盛／植田 國武 * ／阿部／稲盛／植田 國武 * ／稲盛／植田

※　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 消化器・肝胆膵内科は事前に診療情報提供書を地域医療連携室へ FAX をお願い致します。

※3 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。

※4 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。

※5 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。

※6 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。

平成30年１月１日現在
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＊

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 ：杉本　理恵
消化管外科 ：池部　正彦
肝胆膵外科 ：杉町　圭史
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

小児科 ：中山　秀樹
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 ：末廣　陽子
細胞治療科 ：末廣　陽子
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

院長：藤　也寸志

副院長
古川　正幸

臨床研究センター長
江﨑　泰斗

臨床研究センター顧問
一瀬　幸人

統括診療部長：森田　勝
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