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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

ロゴマーク 

１. 色の意味 

青—生命、緑—博愛、ピンク—情熱、青—空、緑—緑あふれる自然、 

赤・ピンク—咲き誇る花を表わしています。 

２. 重ね合った３つの輪の意味 

相互協力を表わしています。これには、輪（和）として 

① 病院・臨床研究センター・事務部 

② 医師・看護師・技師らの医療従事者 

③ 日本・アジア・世界間の協調性 

を表わしています。 

３. 月桂樹の葉の意味 

栄光・勝利を表わしています。 
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患者さんの権利 

私たちは、 患者さんの人権を尊重いたします。 

患者さんは病名、 病状、 治療法、 ケアなどについて納得のいく説明をお求めになることができます。  

十分なご理解と同意をいただけるよう、 私たちは最善の努力をいたします。  
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九州がんセンター 院長　藤　也寸志

新年のごあいさつ

がん患者さん・ご家族に

　“寄り添う”
九州がんセンターへ

平成から令和に代わり、広範囲にわたる人工

知能 AI の導入など新しい世界観の広がりに胸が

躍りますが、想定外の大災害がもはや想定外で

はなくなってきており、時代の変化のスピード

についていけない感じもぬぐえません。医療の

世界においても、新しい技術の進歩はすさまじ

く、それを十分に消化していかないままの診療

では患者さんやご家族に不利益が生じる危険さ

えあります。しかし、その一方で変わらないも

の、変わってはいけないものがあります。それは、

私たち医療者が、患者さんやご家族に “寄り添う”

気持ちを持ち続けることです。

九州がんセンターでは、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、

患者さんやご家族の気持ちに寄り添いながら、全

スタッフが一丸となって毎日診療に臨んでいます。

しかし、一言で “寄り添う” と言っても色々な寄り

添い方があります。昨年９月の新聞に次のような

記事がありました。一部を抜粋すると、『問題は、

どのように寄り添うかだ。表面的な要求という

結果に従うのではなく、そばにいて対話をしなが

ら、その人が本当にしたいことを見いだしていく

「過程」に寄り添う。』、『対話するには、寄り添う

側も、「親」「支援者」などの立場をいったん離れ、

ひとりの人間として向き合うことが必要になる。

これはけっこう難しい。』、『こう考えてみると「寄

り添う」には勇気がいる。社会的立場というよろ

いを脱ぎ、一人の人間として、傷つきやすい相手

に向き合うことだから。』（社会学者の貴戸理恵氏、

朝日新聞より）。また、『寄り添うということは、

ただ傍にいることではなく、横に座って患者さん・

ご家族と同じ方向を向くことです。』という言葉

も聞いたことがあります。本当にそうだなと思い

新年明けましておめでとうございます。

2020 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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九州がんセンター 院長　藤　也寸志

新年のごあいさつ

がん患者さん・ご家族に

　“寄り添う”
九州がんセンターへ

ます。自分たちは、真の意味の “寄り添う” こと

ができているかを考え直してみる１年にしないと

いけないなと思っています。

九州がんセンターの新病院がスタートして、もう

すぐ４年になります。新しい病院では、「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」になることをビジョンとして

掲げ、“地域の皆様のお役にたてる病院” になる

ことはもちろんのこと、さらに “日本をリードす

るがん専門病院” になることを目指しています。

そして、何より大切な “皆様に信頼される九州

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、地域の医療や介護福祉関係の

皆様にとっては＜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 ＞になりたいと思っていま

す。九州がんセンターは、2009 年から福岡県に

おける国指定の都道府県がん診療連携拠点病院

であるとともに、昨年にはがんゲノム医療拠点

病院にも指定されました。また、第３期がん

対策推進基本計画で示された「就労問題も含め

たライフステージに応じたがん対策」のための

「仕事と治療の両立支援事業」のモデル病院に指定

されました。「チーム医療の推進」、「希少がんや

難治性がん対策」などにも積極的に取り組んでお

り、全国のがん医療のリーダー的役割を果たす施

設の一つとしても認識されています。また、がん

医療の進歩に不可欠な臨床試験や治験に関しては、

全国有数の実績を上げています。

超高齢社会が到来し、がん患者は今後も当分の

間増加し続け、在宅でのがん医療の推進も求めら

れてきます。がん患者さんやご家族の希望や期待

を受け止めながら、九州がんセンターは、がん

の克服を目指す診療・教育・研究体制をさらに

充実させるだけでなく、がん患者さんやご家族の

サポート体制を充実させ、生活の質や満足度の

向上を求めていかなければなりません。医療安全、

医療経済、働き方改革の問題など、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。“寄り添う” という意味

を常に考えながら、九州がんセンターの基本理念

を達成できるように、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。
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謹んで新春の祝詞を申し上げます。

昨年は格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

副院長　古川　正幸
新年のご挨拶

さて、ご存知のように、昨今がん医療は目ま

ぐるしく変化しております。免疫チェックポイ

ント阻害剤の登場に続き、ゲノム医療の普及も

加わり、数々の治験が当院でも走っています。

私はもっぱら、胆膵という最も予後の厳しい

がんを担当していますが、昨年秋頃からセカン

ドオピニオンの申込者が増え、３ヶ月待ちとい

う時期まであらわれました。

外来に出ていて、いつも実感することがあり

ます。それは日本と欧米の治験に対するスタン

スの違いです。NCCN ガイドライン（米国の

がん診療ガイドライン）にはこう書かれていま

す。「NCCN はすべてのがん患者にとって、最

良の管理法は臨床試験（治験）にあると考えて

いる。臨床試験（治験）への参加が特に推奨さ

れる。」つまり、標準治療（科学的根拠に基づ

く現在の時点で最善と思われる治療方法）がず

らりと並んでいる上位に治験が位置付けられて

います。高額医療費や、キリスト教に由来する

ボランティア精神とか、そこにはいろんな社会

的背景が存在するとは思いますが、私自身はこ

の NCCN の一貫した姿勢に大いに賛同してい

ます。胆道がんや膵がんといった難治と言われ

る疾患に対して、科学的根拠に基づいた新たな

治療法や新薬が治験や臨床試験として存在する

ならば、医療者、特に医者は目の前の患者さん

に対して、その情報提供を行う義務があると考

えています。

当院に依頼されてくる治験は、その多くが、

今まで何らがん治療を受けていない患者を対象

とした所謂一次治療です。当院に来院される治

験希望者は、すでに多くの治療がなされた人ば

かりで、なかなか該当する治験に当たることが

出きません。またゲノム医療については、まず

がん関連遺伝子異常の有無を調べる検査が必要

です。この結果が出るのにおよそ２ヶ月間かか

ります。例えばアンジェリーナジョリーで有名

となったBRCA 遺伝子。膵がんでも 10％弱に、

このような患者さんがいるとされ、プラチナ製

剤がとても有効で、さらにパルプ阻害薬という

分子標的薬の治験薬が有望視されています。昨

年該当する数名の患者さんが遠方から来院され

ました。ところが、前治療薬による副作用と疾

患の進行に伴い、全身状態はみるみる増悪され、

治験にまで到達できませんでした。FGFR など

に関しても同様な患者さんがいました。とても

残念で悔しい思いでした。自分の啓発不足に自

省の念でいっぱいでした。

今年も年が明けるとともに新しい治験課題

が続々とやってきます。もしもよろしければ、

初診からがんセンターで診療させていただけ

れば幸いと思っております。九州がんセンター

は患者さんのご希望に応じて看取りまで行っ

ています。

今年もよろしくお願いいたします。
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がんゲノム診療の展望と課題
臨床研究センター長・がんゲノム医療統括部長　江﨑 泰斗

Cancer Genome

当院 ではこれまでも自費診
療でのがん遺伝子パネ

ル検査を行ってきましたが、昨年 10
月から保険診療での検査も開始して
います。しかし、がん遺伝子パネル
検査を行っていくに当たっては多くの
課題があります。
この検査を受けられる患者さんは、
①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、②標準治療がない固形がん患者
であり、全身状態および臓器機能等
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者、となって
います。すべてのがん患者さんが受
けられる検査ではありません。
費用は 56 万円です（保険の３割
負担で 16 万８千円。高額療養費制
度の対象となる場合あり）。安価に
なったとはいえまだまだ高額です。
検査の説明をして同意をもらい、

第３ 期がん対策基本計画に
盛り込まれた「がんゲ

ノム医療の推進」による、がんゲノ
ム医療連携体制がスタートしてまも
なく２年になろうとしています。現
在、全国に 11 の「がんゲノム医療
中核拠点病院」、35 の ｢ がんゲノム
医療拠点病院（昨年９月に新設）｣、
121 の「がんゲノム医療連携病院」
が指定されています。国立がん研究
センターに設置された ｢ がんゲノム

遺伝子検査を行い結果を解析し、そ
の説明をするまでスムーズにいって
も６週間前後はかかります。
がんは遺伝子の病気といわれま
す。遺伝子検査を行えば約６割前後
で治療につながる可能性のある遺伝
子異常が見つかります。しかしこれま
での研究では、すでに保険診療で標
準治療として使っているような薬剤を
除けば、新たな治療薬が見つかる可
能性は 10％前後といわれています。
また、見つかったとしても治験や臨
床試験がタイミングよく近くの病院で
行われているとは限りません。体調
が治療基準に合わない場合もありま
す。もし自費診療でやろうと考えても、
非常に高額な薬剤です。あるがんの
人に効いたからといって別のがんに
効くとは限らず、効果や副作用に対
しての保証はありません。
もう一つ大事な問題があります。二

情報管理センター（C-CAT）｣とこ
れらの連携病院、大学、企業、患者・
国民が共に連携してがんゲノム医療
を推進していくという体制が構築さ
れました。九州がんセンターは新設
の ｢ 拠点病院 ｣ のひとつに指定され
ました。
昨年６月、２つのがん遺伝子パネ
ル検査が保険償還されました。｢ が
ん遺伝子パネル ｣とは、次世代シー
ケンサー（NGS)という遺伝子を網

次的所見といいます。偶然生まれつ
き持った遺伝病の遺伝子異常がわ
かってしまうことがあります。がん患
者さん本人だけでなく、親子、兄弟、
親類までに関わる問題となります。詳
細な遺伝子の確定診断を行うか、家
族に話すのか、治療や予防法はある
のか、とても微妙で慎重に考えなけれ
ばならない問題となります。拠点、連
携の病院では遺伝相談やカウンセリン
グの体制を整え対応していきます。

多くの課題をはらみながら「がんゲ
ノム医療」はスタートしました。九州
がんセンターではこれを適切に推進
していくべく、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、二次的所見など倫理的な問題へ
の対応なども含め、患者さんに最大
限の恩恵をもたらすことができるよう
努力して参ります。

羅的に解析する最新の機器を用い、
がんの遺伝子異常を一度にまとめ
て（数十～数百のがん関連遺伝子）
検索するキットです。
この検査によりこれまでよりはるか
に短時間で安価に個々の患者さんの
がん遺伝子の異常を見つけることが
できます。その遺伝子異常に基づい
て効果が期待できる薬を選びだすこ
とが検査の目的になります。

担当医による
遺伝子パネル検査の

説明・同意

腫瘍組織の準備
（残余検体・新たな生検）

採血

エキスパートパネル
による解析結果の
意義づけ

担当医による
結果の説明
治療選択

１ ２

次世代シーケンサー
（NGS)による
遺伝子解析

３ ４ ５

Kohno T, Cancer Science. 2018;109:507 より改変

検査の流れを簡単にお示しします
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近年、がん医療を取り巻く状況は

急速に複雑化し専門性が増し、業務

の効率化が急務となっています。な

かでも医 師 の 働き方は、がん医療
の現場ではとくに切実な問題となっ

ています。医師の業務の一部を他

職種に移すタスク・シフトの一翼を
担うのが医師事務作業補助者（DA: 
Doctor Assistant）です。当院で
は 2007 年 7 名の DA からスタート

し現在では 43 名（外来 28 名、病
棟 15 名）が統括診療部に属し活躍

しています。外来では医師の傍らで

カルテ入力、検査オーダー、書類

整理などを、病棟では診断書等の書

類作成、カンファレンスの補助など

を行っています。医師にとって「も

はや DA なしではやれない」という

くらい業務改善に貢献しています。

DA の重要性が増すことをうけ、当

院では病院あげて DA の知識・技術
の向 上に取り組んでいます。まず、
コミュニケーションを図るために 2

人のリーダー DA を中心とした体制

を確立するとともに、全員が集い事

務部と労務管理を含めたミーティン

グを行うことから始めました。また、

新人には独自のカリキュラムで教育

を行う一方、全員、定期的に達成度

評価を行うようにしました。さらに病

院として学会・講習会への参加、資

格取得を推奨しています。これらの

取り組みにより、DAも医療者として

の自覚と誇りを感じ、モチベーショ

ンをもって職務を遂行しているよう

です。

DA の活躍は医療の効率化、ひい
ては質の高い医療を提供できること
に繋がるものと確信しています。

日本の歴史となる皇位継承の様々

な儀式が厳かに続く中で、元号が

「令和」に変わって初めての年明け

を迎えました。

変わりゆく時代の流れを意識しな

がら、今年も有意義な 1 年となるよ

う日々を楽しみたいと思います。

「令和」には「人々が美しく心を

寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」

という意味が込められているとのこ

とですが、病院職員として患者さん

やその家族の皆様とお互いに信頼

し合うことのできる環境作りはもちろ

ん、地域の医療者の皆様からのご協

力をいただくための取り組みも大切

です。

九州がんセンターでは、平成 27

年度より地域医療連携を図るための

一つの方策として、統括診療部長、

各診療科医師、地域連携看護師長

等を中心としたメンバーで、医療機

関の皆様を訪問することを『継続』
させていただいております。

引き続き皆様からの貴重なご意見

をいただきながら、当院へ安心して

患者さんを紹介していただけるよう

に努力して参りますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

医師事務作業補助者の活躍

新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。

1
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今年の干支は「庚子」相生で、

相互に影響をもたらし合い、相手を

生かし、そこからまた新しい変化が

生まれる意味があるそうです。

当院も地域の皆様に喜ばれる病

院になるべく、切れ目のない医療、

看護の実践につとめています。昨

年度開設した訪問看護ステーション

も 24 時間体制となり、在宅で過ご

すがん患者さんを支えています。が

ん相談支援センター・緩和ケア地

域連携推進チームが企画している、

在宅移行カンファレンスでも、地域

の訪問診療の医師・訪問看護師・

ケアマネージャー・介護職員の皆

さんが集い、医療処置の多い患者

さんの退院調整を行い、自宅で最

期を迎えられた事例を通して、病院

と在宅医療との連携の在り方につ

いて、意見交換しました。また、専

門看護師・認定看護師による出前

講座も好評で、地域の訪問看護師・

介助支援員向けの終末期ケアやが

ん化学療法に関する講義、特別養

護老人ホーム職員向けの感染症の

講義、小学校でのがん学習会等に

出向き、地域の皆さんと顔の見える

関係で、がんの理解や、相互の看

護の質の向上につとめています。

これからも様々なことにチャレン

ジして、進化していきたいと思いま

す。 今 年も

どうぞよろし

くお願いい

たします。

2018 年度診療報酬改定では、向

精神薬の多剤併用状態またはベンゾ

ジアゼピン系（以下、BZD）薬剤

が長期処方状態にある患者に対し、

医師と薬剤師等とが連携して適正使

用を推進することが望まれ、向精神

薬調整連携加算が新設されました。

九州がんセンターでは老年腫瘍科と

薬剤部が連携して「高齢患者に安全

な不眠症治療」を目的とし、BZD

の減量や、より副作用が少ない不眠

症の薬物治療に取り組んでいます。

BZD は①転倒・骨折リスクが 2

倍になる、②記憶力、集中力が低

下する、③日中の倦怠感が 4 倍起

きやすい、④自動車運転による事故

リスクが 2 倍、⑤長期使用で認知

機能低下のリスクが上昇するなど多

くの問題があります。そこで、BZD

の減量と、よりリスクが低い不眠治

療薬であるロゼレム錠 ®（一般名；

ラメルテオン）、ベルソムラ錠 ®（一

般名；スボレキサント）への変更を

行っています。BZD の減量を行う

際には、減量による精神症状の変化

や副作用状況の確認を行い、処方

医への情報提供を行う必要がありま

す。そのため老年腫瘍科と協働で作

成した患者説明文書を用いて、薬剤

師が BZD のリスクや薬剤変更のメ

リット等を説明して納得いただいた

患者に対して薬剤変更を試みていま

す。投与量が変更された患者の症

状変化等を薬剤師が評価し、処方

医にフィードバックすることで安全な

不眠治療につなげています。

これから増加する高齢がん患者

が安心して治療に取り組めるように、

今後も医師と連携して活動を行って

いきたいと考えています。

あけましておめでとうございます。

安全安心な高齢者の薬物治療
　　　　（不眠治療への取り組み）
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がんに対する治療の進歩はめざま

しく、がん患者さんの予後は大幅に

改善し、がんの治療を受ける期間が

長期化しています。さらに高齢者や

心血管疾患を合併したリスクの高い

がん患者さんの割合も増加していま

す。がんやがん治療が心血管系に

及ぼす影響は、がん治療関連心筋

障害や心不全、冠動脈疾患、不整脈、

がん関連血栓症（動脈・静脈）な

ど多岐にわたり、これら心血管系の

合併症のために有効ながん治療の

中止や中断を余議なくされることも

少なくはなく、がん患者さんの生命

がん自体あるいはがん治療に関連

した原因により、容体が増悪し救急

処置が必要となる状態を総称してが

ん緊急症 （がん救急）と呼びます。

その中で最も重篤ながん緊急症は

心肺停止です。がんの進行度にもよ

りますが、生存退院のためには早急

に適切な蘇生治療を施すことが重要

です。１分１秒を争う緊迫した場面

で質の高い救命処置を行うには、医

学的知識や基本的な蘇生技能に加

え、AHAガイドラインでも重要視さ

予後や生活の質に関わる問題です。

近年、腫瘍と循環器の両者が重

なった領域を扱う新しい臨床研究

分野として腫瘍循環器学 (onco-

cardiology) が提唱され、日本で

も非常に注目が集まっています。腫

瘍の専門と循環器の専門が連携する

ことで、がん治療を可能な限り継続

して行い、治療を完遂できるように

サポートするのが腫瘍循環器の目標

です。

心血管系の合併症は、早い段階

で発見し早期に介入することで改善

が期待できます。ただがん患者さん

れているチームダイナミクスが機能

することが求められます。

当院では「がん救急レベルアップ

チーム」を立ち上げ、まずは高いレ

ベルでの “心肺停止に対する救命処

置の標準化” を図るための活動を開

始しました。

具体的には心肺蘇生で最も基礎

となるAED を含めた一次救命処置 

(BLS) に関する全体講習を行うとと

もに、希望があれば各部署まで赴き”

出前講義” を行っています。

今後は救命処置をフローチャート

化したプロトコルの導入や院内心肺

は様々な症状をがんや抗がん剤治

療によるものだと我慢してしまうこと

が多い印象を受けます。そこで当院

では昨年から患者さんの心血管系の

異常をより早く疑い、患者さんの訴

えをみすごさないために、腫瘍循環

器診療において医師だけではなく看

護師、薬剤師、検査技師など多職

種でサポートできるようなチーム体

制の構築にとりくみはじめました。

本年も引き続き進めていきたいと

思います。

蘇生のデブリーフィングと各部署へ

のフィードバックを行い、病院職員

全員が蘇生チームの一員として救命

処置にあたることができるよう活動

を継続していきたいと思います。

一方で、突然がん緊急症に見舞

われた患者さんのご家族にも目を向

ける必要があります。ご家族が受け

る衝撃に対するケアや深刻な意思決

定に対するフォローも重要です。今

後の課題となりますが、多職種との

連携が円滑に図れるよう体制づくり

も進めていきます。
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2019年
九州がんセンターの主な 　　　　 のご紹介

A n n u a l  e v e n t s

年間行事

2019年5月25日（土）
病病・病診連携の会
ホテルニューオータニ福岡 参加

人数 378人

2019年 8月10
日（土）

キッズフェス201
9

九州がんセンター
参加
人数 55人

2019年5月10日（金）～11日（土）
新人職員リフレッシュ研修

宗像グローバル
アリーナ

参加
人数 31人

2019年10月5日（土）市民公開講座
エルガーラ 大ホール 参加

人数 437人

2019年11月19日（火）
秋の懇親会
ホテルオークラ福岡 参加

人数 131人

2019年12月7日
（土）

がん患者のQOL推
進講習会

レソラNTT天神
夢ホール

参加
人数 139人

2019年12月15日（日）
キッズフェス2019
九州がんセンター 参加

人数 30人

2019年10月12日（土）
健康フェスタ
九州がんセンター 参加

人数 522人

2019年10月25日（金）～26日（土）オフサイトミーティンググローバルアリーナ 参加
人数 29人

2019年3月9日（土）

創立記念式典・
ちくし野会・送別会
ホテルオークラ福岡
参加
人数 138人

2019年2月16日（土）
医師向け
がん最新情報講座
レソラNTT天神夢ホール
参加
人数 88人

2019年5月3日（金）博多どんたく港まつり福岡市 明治通り

参加
人数 102人
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九州がんセンター
の癒しの花壇づく

り

代表 山崎 博子 さ
ん

volunteer　activity report
九州がんセンター

からの

情報発信
癒し憩い画像
データベース

牛尾 恭輔

九州がんセンター 名誉院長
NPO法人癒し憩いネットワーク理事長

牛尾 恭輔

九州がんセンター 名誉院長
NPO法人癒し憩いネットワーク理事長

　九州がんセンターでは、以前から色々なボラン
ティア活動がありました。そして３年前に同じ敷地
内に新病院が建ち、時代の要請もあって、これらの
福祉・ボランティア活動がいっそう活発になってい
ます。その活動には、病院長や幹部の方々、看護部、
事務部、NPO 九州がん医療支援機構の支援、そして
患者さんや家族、地域のご協力のもとで進められて
います。これらの活動に、「NPO 法人 癒し憩い
ネットワーク」は関与してきましたので、最近にお
ける当センターでのボランティア活動を紹介します。

　1996 年より九州がんセンター院内では、福岡在住の
上床育子氏と看護部との共催で、ボランティア・ピア

ノコンサートが催され、その数は 54
回をこえています。上床さんは
全日本ピアノ指導者協会の正会
員で、現在もピアノ演奏や患
者会サポート活動を続けられ
ています。“心が安らぎを
求める時、人は自然や、優
しい言葉や、音楽で癒され
ます。聴いて和んでいただ
けたら嬉しく思います” と
のことです。

　私は 1998 年に東京の国立がんセ
ンターから、故郷である福岡の九州
がんセンターに赴任しました。その
約 40 年間、がんに病む人の診療に
従事して行く中で、病む人の精神の
安らぎ、心を癒す手段として、「画像
の持つ力」に注目してきました。そ
こで 2001 年からは日本各地の美し
い景色、誰もが持つ心の原風景、日
常のふとした風情など、見ている人々

の心を癒す写真や動画を「癒し憩い画像データベース」として構築
してきました。そして短文を付けて、インターネット上で国内外に
無償で公開しています。３年前からは、九州がんセンター病院の約

400 床のベッドで
の放送、２年半前
からは日本対がん
協会のがんサバイ
バー・クラブへ毎月の花や音楽の提供などを行っております。
　これらの活動が評価され、2019 年 12 月に当 NPO が
2019 年度の第 71 回保健文化賞を受賞しました。翌日に
は皇居に参内し、天皇皇后両陛下の拝謁を賜りました。今後とも
この活動には、一層力を入れる覚悟です。

種々のボランティア活動報告

第71回　保健文化賞 受賞
2019 年度

　福岡市は、花と緑による潤いのある美しいま
ちづくりを推進しています。その１つに旧病院
から現在の新病院にも続いて来ました、「九州が
んセンターの癒しの花壇づくり（代表：南区在
住の山崎博子氏）」があります。そして今年 “年
中花の絶えない、元気をもらえる癒しの花壇” と

評 価 さ れ、2019
年秋に第 29 回
全国花のまちづ
くりコンクール
で、1,543 の応募数から９件の
優秀賞の一つに選ばれ、受賞さ
れました。

癒しの庭づくり 花の仲間たち
a f lower bed

1

癒しのピアノコンサート3

全日本ピアノ指導
者協会

上床 育子 先生

　15 年以上の永きにわ
たり、九州がんセンター
で多くの種類の桜の木を植えられて来られま
した。そして現在、春には「癒通り」で桜並
木の花たちが咲き乱れ、病院と共催で「さく
ら祭り」が催されています。院内で
咲いた多くの桜は、院内のテレビ
（12 チャンネル、癒しの小窓）で紹
介されています。
　なお平成 24 年３月に、財団法人
「日本さくらの会」（会長・衆議院議
長：横路孝弘氏）より「さくら功労
者として、「ふくおか花と緑の応援団」
（代表：林 康通氏）が受賞しました。

桜並木 ふくおか花と緑の応援団2 ふくおか花と緑の
応援団

代表 林 康通 さん

主 催　第一生命保険株式会社
後 援　厚生労働省
　　　 朝日新聞厚生文化事業団
　　　 ＮＨＫ厚生文化事業団

The 71th
Public Award

a row of cherry blossom trees

the cat concerto

XXIII

38

沖縄県宮古島市　来間大橋

北海道網走郡　東藻琴芝桜公園

長野県北佐久郡　軽井沢

秋田県湯沢市　小安峡
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北海道網走郡　東藻琴芝桜公園

長野県北佐久郡　軽井沢

秋田県湯沢市　小安峡
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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：https://kyushu-cc.hosp.go.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 ＜休診日＞ 檜垣（新患）
西山／永田（再来） ＜休診日＞ 益田 宗幸 *（新患）

佐藤／力丸（再来）
益田 * ／檜垣（新患）
藤／松永／西（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） 
奈良﨑（再来） 
中嶋（再来）

崔（再来） 
奈良﨑（新患・再来） 

立川（再来）

末廣 陽子 *（再来） 
中嶋（新患・再来） 

立川（再来）
崔／奈良﨑（再来） 
中嶋（新患・再来）

崔（再来） 
奈良﨑（再来） 
立川（新患）

細胞治療科 ※1 宇都宮／平田 ＜休診日＞ 末廣 陽子 * 末廣 * ／平田 ＜休診日＞

B

呼吸器腫瘍科 竹之山 光広 * ／山口
松原／三浦／高森

新患（交代制）
豊澤（再来）

竹之山 * ／山口
松原／原武／豊澤 豊澤（再来）※7 竹之山 * ／三浦

原武／高森

消化管・腫瘍内科

江﨑 泰斗 *
（再来・新患 : 第 3、5 週） 

西嶋（新患 : 第 1 週） 
相良（新患 : 第 2、4 週）

田口（再来）

江﨑 *（新患） 
薦田（再来） 
西嶋（再来）

江﨑 *（再来） 
薦田（新患） 
相良（再来）

江﨑 *（新患） 
薦田（再来） 
相良（再来）

薦田（新患:第1、3、5週） 
相良（新患 : 第 2、4 週） 

相川（再来）

老年腫瘍科 ※4 西嶋 智洋 *（第 2、4 週） ＜休診日＞ 西嶋 * 西嶋 * 西嶋 *
消化管外科 森田 勝 杉山／上原 池部 正彦 * 中ノ子 太田

消化器・
肝胆膵内科

肝臓 荒武
新患＜午後のみ＞ ※2※3

杉本 理恵 * ／千住 
新患＜午後のみ＞ ※2※3

千住 
新患＜午後のみ＞ ※2※3

杉本 * 
新患＜午後のみ＞ ※2※3

荒武 
新患＜午後のみ＞ ※2※3

膵臓 久野／三木 ※2 ＜休診日＞ 古川 正幸
久野／三木 ※2

古川／橋本
新患＜午前のみ＞ ※2 久野／橋本 ※2

肝胆膵外科 ＜休診日＞ ＜休診日＞ ＜休診日＞ 杉町 圭史 * ／間野 井口
歯科口腔外科 ※4 福元 俊輔 * ／志渡澤 福元 * ／志渡澤 福元 * ／志渡澤 福元 * ／志渡澤 福元 * ／志渡澤
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 *

消化管・内視鏡科 ＜休診日＞ 増成 暁 *2（新患） 内田（再来） ＜休診日＞ 高津（午前・再来） 
増成 *2（午後・再来）

J

婦人科 岡留 雅夫 * ／園田／当番医 ＜休診日＞ 有吉／前之原／島本 北出／富田／齋藤 当番医

乳腺科
徳永 えり子 * 
伊地知／中村 
古閑／田尻

徳永 * ／岡本 
伊地知／中村 

古閑／上尾／田尻
徳永 * ／田尻 ＜検査日＞

徳永 * ／岡本 
伊地知／中村 

古閑／上尾／田尻
形成外科 ※1 ＜休診日＞ 井上 要二郎 * ／福島 ＜休診日＞ 井上 *（再来）／福島（再来） ＜休診日＞
皮膚腫瘍科 内 博史 * ＜休診日＞ 内 * ＜休診日＞ 内 *
整形外科 ※2 ／骨軟部腫瘍科 ＜休診日＞ 横山 良平 * ＜休診日＞ ＜休診日＞ 横山 *
緩和ケア外来 ※5 ／緩和治療科 大谷 弘行 * 大谷 * ＜休診日＞ 大谷 * 大谷 *
緩和ケア外来 ※5 ／サイコオンコロジー科 大島 彰 * ＜休診日＞ ＜休診日＞ 大島 * ＜休診日＞

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

※　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、整形外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 肝臓内科の新患は予約制（月～金 11：30 ～ 14：30）です。

※4 老年腫瘍科、循環器科、歯科口腔外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。

※7 呼吸器腫瘍科の木曜日は再来のみです。

2020年１月１日より

＊　各診療科責任者　　＊ 2　診療科代表者

＊ 

各
診
療
科
責
任
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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 ：増成　　暁
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 ：岡留　雅夫
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 ：福元　俊輔
放射線治療科 ：國武　直信
皮膚腫瘍科 ：内　　博史
老年腫瘍科 ：西嶋　智洋

院長：藤　也寸志

副院長
古川　正幸 臨床研究

センター長
江﨑　泰斗統括診療部長

森田　勝


