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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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国立病院機構九州がんセンター　
院 長　藤　也寸志
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Kyushu Cancer Center
National  Hospital  Organizat ion
Kyushu Cancer Center院長あいさつ

がん患者さん・ご家族に

“寄り添う”気持ちを、
より一層強くして

九州がんセンターでは、全スタッフが一致団結

して、免疫力・抵抗力が低下したがん患者さん、

そしてスタッフ自身を COVID-19 から守るため

に、面会の禁止・制限や外来者のスクリーニング、

入院直前の患者さんのPCR検査等を徹底的に行っ

ています。皆様には多大なるご迷惑をおかけして

おりますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。そして、ワクチン先行接種施設

として手を上げ、地域医療従事者さらに市民の

皆様への接種体制を整えています（具体的な活動

は、本広報誌の古川副院長の報告をご覧ください）。

この状況下、がん患者さんやご家族の不安は計り

知れず、私たち自身が “ 寄り添う” 気持ちをより

一層強くしないといけない、それを全スタッフで醸成

しないといけないと思っています。

昨秋の広報誌でもご紹介しましたが、今回もまず

以下の情報を共有させてください。がん関連３学会

（日本癌学会、日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会）

で作成した情報で、定期的にアップデートされて

います。医療従事者向けのQ&Aに加え、患者さ

ん向けのQ&Aもあります。医療従事者の方々は、

必要な患者さんがいらっしゃいましたら、情報提供

していただけたらと思います。どこのホームページ

でも同じものをご覧いただけます。

九州がんセンターは、2016 年に全面建替えに

よる新病院がオープンして、「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」を新生九州がんセンターのビジョン

として掲げ、さらに “世界トップレベルのがん

専門病院” を目指してきました。そして、がん

本稿を書いている３月中旬には、新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の第３波が、
九州では少し落ち着きをみせていますが、まだまだ予断を許さず、首都圏ではすでに第４波
の兆候も指摘されています。COVID-19 により亡くなられた方、ご遺族に心からお悔やみ
を申し上げますとともに、現在まさに闘病中の皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
また、COVID-19 患者さんの治療に多大な犠牲を払っていただいている医療従事者の皆様
にも心より感謝申し上げます。
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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

に “ 寄り添う” 診療体制を充実させ、生活の質や

満足度の向上を求めていくことが何より大切だと

考えています。

そのような中、昨

年 10月に、アメリカ

N e w s w e e k 誌

が 行 っ た World's 

B e s t  H o s p i t a l s 

2021 の が ん 診 療 部

門 で、 世 界 の ト ッ

プ 200 病院にランク

インしました。デー

タの提供を求められ

た訳でも、インタ

ビューを受けた訳で

もないのですが、世

界の４万人を越える医療エキスパートへの調査

によって、推薦（Recommendation）や評判

（Reputation）をスコア化した結果だそうで、

何の前触れもなく突然、認定書が送られてきまし

た。日本からは 20 数か所が選ばれているのです

が、大部分が大学や大病院の一部門・一診療科

の選出で、がん専門の施設全体としての選出は、

九州がんセンターを含む５つのがんセンターのみ

でした。九州がんセンターが皆様とともに行う

『がん医療の総合力』の高さを示しているのだと

思っています。ただ、それに相応しい病院として

もっともっと成長しないといけないと一番強く

思っているのは私自身です。その基礎となる全

スタッフのパートナーシップ、職種や上下関係を

越えたコミュニケーションの推進を常に求めなが

ら、 “ 全職種が参加して一人の患者さんを支える

チーム医療” の実践を完成させたいと思います。

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、

地域の医療従事者の皆様とともに、全スタッフが

一丸となって一歩一歩前進していきます。皆様の

ご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

九州がんセンター
初代院長の書

九州がんセンター
２代院長の書

医療従事者向け Q&A（改訂第３版：2021 年２月２日 更新）
　・日本癌学会 http://www.jca.gr.jp/researcher/c_q_and_a/c_q_and_a.html
　・日本癌治療学会 http://www.jsco.or.jp/jpn/index/page/id/2329
　・日本臨床腫瘍学会 https://www.jsmo.or.jp/news/coronavirus-information/qa_medical_3gakkai.html

患者さん向け Q&A（改訂第３版：2021 年１月 15 日 更新）
　・日本癌学会 http://www.jca.gr.jp/public/c_q_and_a.html
　・日本癌治療学会 http://www.jsco.or.jp/guide/index/page/id/285
　・日本臨床腫瘍学会 https://www.jsmo.or.jp/general/coronavirus-information/qa_3gakkai.html

新型コロナウイルス感染症とがん診療について Q&A
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当 院では、2021 年２月 22 日、新型コロ

ナワクチンの先行接種が始まりました。

マスコミ報道で、その様子をご覧になった方々

も少なくないと思います。

1 月に厚労省から基本型と連携型という接

種施設の枠組みが示された際、「おそらく

当院は基本型かな？」と薄々感じていました。

2009 年の新型インフルエンザワクチンの時も、

２万人を超える国立病院機構の職員を被験者と

して先行した臨床試験が組まれました。厚労省

が、今回も大規模な臨床試験を行うにあたり、

NHO に協力要請をするであろうということは

容易に想像できましたし、ディープフリーザー

を無償で配置するというニュースを聞いた時、

「引き続き基本型としての接種施設をお願いしま

すね」、というメッセージがすぐに感じ取れまし

た。基本型と決定した直後の２月８日、先行接

種のキックオフミーティングが開かれました。

ワ クチン接種がすぐ目の前に迫った中で、

どうしてもクリアせねばならないことが

ありました。一定の頻度で発症するというアナ

フィラキシー対策です。「コロナ禍の真っ最中に

あり、３密を避け、2m 以上のソーシャルディ

スタンスを保ったまま、30 分の観察時間をキー

プして、緊急時のベッドと酸素が確保出来て、

Full PPE で救急蘇生が行え、電子カルテが使

える場所」の選定です。先行接種のみであれば、

一時的に講堂を潰して行う方法なども考えられ

新型コロナワクチンの
COVID-19

副院長　古川 正幸

予診・問診会場
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ますが、優先接種、高齢者接種へと移行してい

くでしょう。外来患者とは別動線で、駐車場と

出入り出来る広いスペースはどこか？病院設計

に深く関与していたので、「１階の患者サロンと

隣のリハビリテーションルーム」しかないと院

長も私もすぐに思いつきました。院長の決断は

早く、朝の幹部会の後、現場視察に行くや否や、

トップダウンで決定しました。２月 11 日の祝日

に、リハビリテーションを講堂に移動し、その

週明けからは毎日、ワクチン接種のリハーサル

（シミュレーション）です。会議は原則リモート

によるWEB 会議に変更しました。問診が律速

段階であるとか、リハ室のキャパとか、通常の

診療を行いながらワクチン接種を行うことなど、

いろいろ考えると、１日の接種人数は 60 人が妥

当だろうという事になりました。ファイザー社

製ワクチンは、接種の翌日に、

ある一定の頻度で、頭痛、発熱、

倦怠感などの副反応が見られま

す。一番厄介なのが、６人に１

人の割合で認められる 37.5℃

以上の発熱です ｡ コロナ感染と

の区別が出来ないので、その日

は休んでもらわないといけませ

ん。職員接種の際は、勤務のシ

フトを考慮して、接種希望曜日

を選んでもらって登録しまし

た。ワクチンの入荷状況から

考えると高齢者はおそらく予定より遅

れて開始になるのではと考えています。

その際は衣服を何処で脱がせるかとか、

誰がどこの医療施設に行くように指示

するのかとか、まだまだ克服しないと

いけない課題が山積みです。

人 類初の核酸ワクチン。95％と

いう脅威の予防効果。従来のイ

ンフルエンザワクチンなどと比べると

月とスッポンです。私、２年前、イン

フルエンザワクチンを接種していたに

もかかわらず、１月にはＡ型、４月にはＢ型に

罹患したのですから。昨年第一波の後、感染症

専門医らがこぞって「新型コロナの収束には５

～６年の月日を要するであろう」と言っていた

ことを思い出します。ワクチン接種が進み、収

束まで１年でも２年でも縮まれば幸いですが、

新型コロナとの闘いはまだまだ続きます。当院

は、市や県、医師会、そして近隣の医療機関の

ご厚意により、新型コロナ感染症患者の受け入

れについては積極的に行わずに済んでいます。

むしろ、がんの専門病院としての診療に徹して

きました。だからこそ、受け入れ施設とは異なっ

た形で、新型コロナ対策に取り組んできました。

これからも、ワクチンの基本型接種施設として、

職員一同、地域住民の方々のために尽くしてい

く所存です。よろしくお願いいたします。

接種スペース

経過観察スペース
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2019 年末に武漢で多発した新型コロナウイルス

感染症は、瞬く間に世界中に蔓延し、医療の現場

ではこの得体も知れない感染症に対し手探りの

状態で診療を行ってきました。１年以上たって少

しずつ対処法がわかってきましたが、まだまだ

制御できない状況が続いています。当院のような

がん専門病院においてもその影響は甚大で、感染

症のスクリーニング、疑い患者への対策、蔓延

防止など直接的な影響のみならず、受診抑制によ

るがんの進行や困難な転院調整など様々な問題が

発生しています。一方、患者さんの立場からみる

と、外来・病棟における付き添い・面会が制限さ

れるのみならず、患者会・患者サロンなどの開催、

セカンドオピニオンやがん相談など必要として

いる様々な活動に支障を来し、社会的・精神的

なサポートをいかに行っていくかが重要な課題と

なっています。

がん患者さんにとって最も大切なことは、初診

から治療、フォローアップ、時には終末期まで、

一貫した切れ目ない支えがあることだと思いま

す。このためには、地域の医療従事者の皆様とと

もに患者さんを支えていくことが重要です。当院

では「入退院支援センター」を設置し、入院前か

ら退院後の生活を見据えた診療計画を立てるとと

もに、全国のがん専門診療施設では

初めて「訪問看護ステーション」を

新設し在宅での生活を支えていま

す。さらに、「がん相談支援センター」

では、当院の患者さんのみならず

一般の方々からの相談へも、認定さ

れたがん専門相談員が電話や対面で

対応してきました。また、地域の

先生方と “顔の見える連携” を築く

ため、診療部の医師と地域連携室の

スタッフで毎年約 150 施設の地域の

九州がんセンター連携協力・施設（652 施設）の院内掲示

副院長　　森田　勝

コロナ禍における

患者支援・地域連携
アフタコロナを見据えて
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医療施設の訪問をおこなってきました。

しかし、昨年２月よりこれらの患者を支えるた

めの活動が突然、難しくなりました。実際に対面

や訪問による活動は制限せざるをえません。それ

を補うのが Web での活動です。当院では、医療

情報部を中心に体制を整備し、在宅移行や転院

時の地域の医療スタッフとの情報交換、遠方患

者におけるセカンドオピニオンなどを Web で

行うと共に、入院患者の Web 面会にむけハード

を準備しています。また、患者会やサロンの活

動もサポートすることも需要と考え、まず始め

に AYA 世代のがん患者さんと当院のスタッフを

Web でつなぎ交流する AYA サロン “LIP” を開

始し、このことはテレビニュースでもとりあげら

れました。さらに、地域の医療スタッフへの情報

発信として、これまで集合開催とした様々な講演

会・勉強会を Web で発信するともに、従来行っ

てきた地域の医療機関への Web による病院訪問

を開始しました。

コロナ禍をのりきるための有力なツールである

Web には、実際は、コミュニケーションが難し

い（とくに複数でのディスカッションなど）、病院

側・患者側でのハード面での整備が必要、使う方

の知識と技術面での問題：とくに高齢者など十分

に使いこなせない、などの様々な問題点と課題が

あります。しかし、コロナにおけるこの状況は当

面続くと考えられ現状を打破するためには必須で

す。さらに、これらのツールをうまく利用すれば、

移動・対面などのリスクや手間が解消できアフタ

コロナにおける医療のあり方として十分に発展・

継続させる価値があると思います。このような時

だからこそ、地域の皆様と共に、患者さんに寄り

添い支えていくことが、より重要です。Web な

ど活用できる全ての手段を用いることにより、地

域の全ての医療スタッフの方々と “密な関係” を

保ち患者さんを支えていきたいと思います。今年

度もよろしくお願い申しあげます。

地域連携室スタッフのWeb による医療機関訪問
Web 上で “アットホームな訪問” を行っている。

コロナ禍におけるWeb 等をもちいた活動
患者の診療に関わること

・在宅移行や転院時の情報交換
・遠方患者などのセカンドオピニオン
・処方（診療）

患者のサポート

・入院患者の家族面会
・患者会や患者サロン

地域医療スタッフとの交流

・講演会や勉強会、病診連携の会などによ
る情報発信

・医療機関への訪問
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リキッドバイオプシーという言葉

をご存じでしょうか。最近はがん患

者会の中でも話題に上るようになっ

ているそうで、医療者としては押さ

えておくべき検査法です。リキッド

バイオプシーとは、血液や尿などの

体液サンプルを用いて、直接腫瘍組

織を採取（生検や手術）すること

なく、腫瘍の状態を診断する方法

です。ヒトの血液中には通常一定

量の遊離 DNA（cell free DNA：

cf DNA）が存在しています。がん

患者における cf DNA にはがん細

胞から血液中にわずかに漏れ出した

腫瘍由来のものも含まれ、血中循環

腫 瘍 DNA（circulating tumor 

DNA：ct DNA）と呼ばれます。

近年の遺伝子診断技術の進歩によ

り、ct DNA を用いて体細胞遺伝

子検査を行い、低侵襲かつリアルタ

イムに腫瘍の遺伝子情報を検出する

ことができるようになってきまし

た。これまで様々なリキッドバイオ

プシーの研究が行われ、実臨床でも

使用され始めています。血液サンプ

ルで腫瘍の遺伝子検査が行えること

は、生検の難しい身体の深部のみ転

移（肺転移、肝転移、リンパ節転移

など）のある症例にとって非常に有

用です。腫瘍組織にはしばしば不均

一性 heterogeneity が あり、腫

瘍の一部を生検しただけでは腫瘍の

全体像を見誤る場合があります。ま

た、抗がん薬治療の過程で薬剤耐性

細胞のみが増殖し、遺伝子発現が変

わる場合もあります。リキッドバイ

オプシーは腫瘍全体の遺伝子状態を

経時的に把握できる低侵襲検査とし

て注目されています。さらに、ホル

マリン固定や薄切標本作製など、病

理組織検体の処理が不要であること

から、検査から結果判明までの時間

（TAT）が短縮され、迅速な診断と

治療開始が可能となります。

実臨床では、肺癌におけるドラ

イバー遺伝子の一つである EGFR

遺伝子変異の検出と EGFR チロシ

ンキナーゼ阻害薬適応の判定や、

大腸癌における抗 EGFR 抗体薬の

リチャレンジ（再投与）の判断など

に使用されるようになっています。

研究としては ､ 術後の微小残存腫瘍

の検出と再発モニタリングを目的

としてリキッドバイオプシーを行

い、術後補助療法の適応を決定す

る取り組みが進んでいます。さら

に、近年はがん遺伝子パネル検査

をリキッドバイオプシーの検体（ct 

DNA）で行い、腫瘍組織を用いて

行う網羅的遺伝子解析と同様、数百

の遺伝子を一度に解析して治療薬

の適応を判断する研究も行われて

います。大腸癌を対象として当院も

参加して行われた Scrum Japan

の研究では、腫瘍組織で行われた

遺伝子パネル検査より遙かに短い

TAT で検査結果が判明し、多くの

治験へ症例がリクルートされ、しか

も治療成績は劣っていないという

結果が示されました（Nakamura, 

Esaki et al., Nat Med 2020）。

このような研究成果をもとに 2021

年３月リキッドバイオプシーでの

遺伝子パネル検査が保険承認され

ました。本年中の保険償還が期待さ

れています。

がん診療における遺伝子解析の

進歩はめざましく、これまでの診

断・治療体系が大きくかわる可能性

もあります。九州がんセンターでは

最先端の研究に参加しつつ、いち早

く患者さんにその恩恵がもたらさ

れるよう努力して参ります。

がん診療とリキッドバイオプシー
臨床研究センター長・がんゲノム医療統括部長　江﨑 泰斗

血中遊離DNA を用いた遺伝子解析

次世代シーケンサー

治療標的となる遺伝子異常の検出

血中遊離DNA

Liquid biopsy
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統括診療部長

益田　宗幸

進
化
す
る
組
織
の
条
件

summery

唐 突な話になりますが、私は自分が専門とする頭頸部癌は自己の置かれた環境

に適応して進化する複雑適応系である、という考えのもとに研究を行ってい

ます。そこで、いろいろと進化論に関する本をよむわけですが、最近とても面白い本

をよみました。“自己組織化する宇宙” という本です。今から 40 年前にエインリッヒ・

ヤンツという科学者が書いた本です。日本語版は絶版？になっており、アマゾンで古

本を買おうとしたら数万円という値段がついていたので、安かった英語の古本を買っ

て泣く泣く読みました。宇宙→地球→無機物→有機物→原核細胞→真核細胞→多細胞

生物→人間の意識→人間社会がどのように発生し進化を遂げたかを、当時の最先端な

化学・物理・生物学・心理学・哲学等の知見から解説した本です。この本を通じて語

られていることの要点は、宇宙には森羅万象を、自己組織化により自律的進化させる

なんらかの力が内在しているということです。進化は偶然の変異と自然選択のみでお

こるとするダーウィニズムの考え方とは、一線を画しています。本書のなかで、進化

する組織の特徴が解説されていますが、私なりにまとめると以下のようになります。

1 周囲の環境と、物質・エネルギーの交換を行う開かれた組織である。

2 内部では個々の構成要素がダイナミックに相互作用しながらも、全体と
しては一つのシステムとして機能する非平衡な組織である。

3
自己触媒作用により生じる内部のゆらぎが組織全体の安定性保持の閾値
に達すると、自己超越的な自己組織化（＝相転移）がおこり、事前に予
想できなかった新たな組織に進化する。

4 小さな革新的なゆらぎが増幅して相転移がおこる。

5 進化する組織と周囲の環境は共進化する。

さ て、長い前置きになってしまいましたがここからが本題です。九州がんセン

ターにこの理論を当てはめるとどうなるでしょうか。一般にアカデミア、と

くに医学にかかわる組織は、保守的で、内部の安定と継続性を最優先する、平衡で静

的な組織になりがちです。自らの置かれた社会環境にも疎くなりがちで、閉じた組織

化する傾向にあります。まさに進化しない組織の典型といえます。幸いにして九州が

んセンターは開かれた動的な組織として機能しているとおもいますが、医療を取り巻

く環境が激動しているなかで、ダイナミックな組織としてさらに進化するために、上

に述べたような視点から再考してみます。現在、コロナ下の癌医療・まったなしの医

師の働き方改革など、目をつむりたくなるような難題を突きつけられています。これ

を、災いではなく新たな進化のためのゆらぎと捉えれば、前向きに事が進められそう

です。自分の役割としては、九州がんセンターの自己組織化力・自己超越力を信じて、

小さな革新的揺らぎを起こす触媒になることを求められているのかと思います。とい

うような事で、増える一方の業務に対してあまり愚痴を言わないようにして、がんセ

ンターと共進化しようと考えるようにしました。

P.S. 私が尊敬する現代日本の智の巨人松岡正剛氏によると、スティーブ・ジョブズもビル・
ゲイツも本書をバイブルとして読んでいたそうです。今読んでも新鮮な驚きが満載です。
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事務部長　柳田　和憲

2021年度

新たなスタートラインに
立って！

Start Line

2020 年度は、医療機関に限らず

世の中のあらゆる企業、そして人々

が新型コロナウイルス感染症の蔓延

により多大な影響を受けてきた１年

でした。その状況は今なお続いてお

り、暫くはコロナ感染症といかに共

存していくかが我々に課せられた命

題かと思います。

そんな中、九州がんセンターも経

営面で打撃を受け、特に年度当初

の４月～６月の落ち込みが大きく影

響し、令和３年２月までの収支は残

念ながらマイナスに甘んじています。

ただ、国立病院機構の病院をは

じめ多くの医療機関にコロナ感染

患者の受け入れとコロナ患者専用の

病床確保を担って頂いていることか

ら、当院が「がん専門病院」として

安心・安全ながん医療を提供出来

ていることに深く感謝いたします。

イベントへの対応
こういった厳しい状況ですが、

2021年度に予定されている（延期

された）イベントが下記のとおり幾

つかあります。これらは病院全体と

して取り組むべき事項ですが、事務

部門としてもそれぞれのポジション

でしっかりと対応していく必要があ

ります。

働き方改革の推進
また、 喫 緊 の 課 題としては、

「働き方改革」の推進がありま

す。既にオール九州がんセンターの

「働き方改革の推進」チームにおい

ても医師部門における「複数主治医

制導入」の推進と実践による労働

時間の短縮や休暇取得促進などの

活動を展開しているところです。

さらに医師や看護職員、メディカ

ルスタッフといった医療の専門職が

本来業務に集中できる体制確保の

ための他職種へのタスクシフト或い

はタスクシェアの更なる推進や柔軟

な勤務時間（早出・遅出など）の適

用拡大などが必要なことは言うまで

もありません。

一方で、「職員の労働時間」とい

うものをより客観的かつ適切に把

握・管理するためには、ＩＣカードや

スマートディバイスを用いた出退勤

管理（病院に入った時間と病院から

出た時間の記録）を行う必要があり

ます。ただ、新型コロナウイルス感

染症の影響による厳しい財政事情に

より、そのシステム構築（整備）が

ストップされている現状があります。

いずれにしても来たるべき日のた

めに、今出来ることを一つひとつ実

践に移しておく必要があると考えて

います。

おわりに
九州がんセンター 藤 也寸志 

院長のポリシーは、「どうせ無理」と
いう言葉を発するな！つまり「出来

ない理由を並べるのではなく、どう

したら出来るかを考える」です。

今後、ロボット手術（ダヴィンチ）

の調達に向けたアクション、その先

にある－緩和ケア病棟（緊急緩和ケ

ア病床）の新築整備－という将来

構想の実現に向けて取り組んで行く

ことになります。その他、老朽化し

た医療機器の更新整備、新型コロ

ナウイルス感染防止のための設備投

資も引き続き必要です。そのために

弊害となる壁はあるが、定められた

会計規程や契約規則を遵守したう

えで “どうしたら出来るか” を追求
し、実行に移していくことが、事務

のプロフェッショナルとしての我々の

仕事だと考えています。

　1　2021年 11月
　 「日本医療マネジメント学会 第 19 回九州・山口連合大会」

　2　2022 年 ３月
　 「病院機能評価 3rdＧ：Ver.2.0」の更新受審

　3　2022 年 ３月
　 「九州がんセンター発足 50 周年（since1972）記念式典」

2021年度予定イベント
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看護部長　赤星　誠美

今年度の
看護部の取り組み

新型コロナウイルス感染症下の現在だからこそ、
知恵と心で病む人の気持ちに応えよう！

2021
看護部

新型コロナウイルス感染が拡大した 2020 年は、

看護師として当たり前に行ってきたことができない

という困難に直面した年でした。看護の「看」とい

う字は手と目という字からできています。看護師の

手を用いたケアには、体を触れ、さすることで手の

ぬくもりを伝え、さらに人が人を思いやる気持ちを

伝えることができるという力を持っています。しか

し、コロナ禍の中では、感染拡大防止のために人と

の接触が制限され、防護具を装着したケア、面会制

限など様々な場面で当たり前に行っていた事ができ

ない状況でした。

2021 年４月は新型コロナウイルス感染症拡大か

ら２年目の新年度を迎えています。このような新型

コロナウイルスとの共存の時代の中、今年度の看

護部管理目標に「新型コロナウイルス感染症下の

現
い ま

在だからこそ、知恵と心で病む人の気持ちに応え

よう！」をスローガンに揚げました。コロナ禍の先

の見えない状況の医療現場では、臨機応変な対応が

求められています。感染予防のために「できない」、

「難しい」とあきらめるのではなく、一人一人の知

恵と人を大切にする気持ちを持って、病む人の気

持ちに応える看護を提供していきたいと考えてい

ます。

目標の重点取り組みの１点目は、新型コロナウイ

ルス感染症下における患者・家族への支援体制の強

化を図ることを挙げています。昨年度、コロナ禍の

中で退院後電話訪問を強化した結果、前年比４倍の

1600 件実施致しました。今年度は、電話訪問で得

た経験を活かして、面会制限が続く中でもオンライ

ンを活用した面会、退院前患者・家族指導を実施し

ていきたいと考えています。また、コロナ禍前は対

面で実施していました病棟、外来、がん相談支援セ

ンター、訪問看護ステーション、地域医療施設の方々

との地域連携カンファレンス、事例検討会等もオン

ラインで開催し、顔の見える関係を引き続き構築し

ていきたいと思います。

重点取り組みの２点目は、がん専門病院の看護

師としてがん看護実践能力を高めていくことです。

昨 年、Newsweek 誌 が 行 っ た World's Best 

Hospitals 2021 のがん診療部門の世界トップ

200 に当院がランクインした際、院長からがん医

療の総合力が評価された結果だと職員へ話がありま

した。チーム医療の一翼を担う九州がんセンターの

看護師として、根拠に基づいた看護が提供できるよ

う個々の能力を高めていきたいと考えています。昨

年は、都道府県がん診療連携拠点病院として地域医

療従事者に向けたがん看護に関する研修、出前講座

等の中止を余儀なくされました。今年度は、専門的

知識を有した当院の専門看護師、認定看護師などに

よるオンラインを活用した研修会を積極的に開催し

ていきたいと計画しております。

コロナとの共存の時代を一人一人の知恵と心を

使って病む人の気持ちに応えることができるよう、

取り組んでいきたいと思います。皆様方のご支援の

程、よろしくお願い致します。
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Adolescent and Young AdultAdolescent and Young Adult

AYA世代・妊
にんようせい

孕性温存対策チーム

園田　顕三

AYA 世代のがん診療・患者支援について
ご紹介させていただきます。

AYA とは、Adolescent and Young Adult の

略でAYA（あや）と読みます。15歳～39歳の世代で、

親から自立したり、生活の中心が家庭・学校から社

会での活動に移行する時期ですので、この時期にが

んと診断されると、心身に様々な影響を受け強い不

安を抱くことも少なくありません。

本邦での AYA 世代がん患者数は、全がん患者数

の約４%（約４万人）と報告されていますが、数が

少ない希少がんを患う方もおられます。これまで、

AYA 世代がん患者さんの抱える様々な問題に細やか

な支援が届いていない現状がありました。

この状況を鑑み、当院では 2018 年から多職種（計

24 名）による AYA 世代がん対策チームを結成し、

個々の患者さんの病状に合わせた診療と支援に努め

ています。

当院における
AYA世代のがん診療について

AYA応援フラッグ
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Adolescent and Young AdultAdolescent and Young Adult

AYA week 2021 への参加

さて、本年３月 14 日（日）～ 21 日（日）に「AYA 

week 2021」が開催されました。

この活動は医療者のみならず一般の方に AYA と

いう言葉を知ってもらい、AYA 世代がん患者さんへ

の支援の輪を拡大することを目的として、一般社団

法人・AYA がんの医療と支援のあり方研究会（AYA

研）が主催したものです。今回が初めての開催でし

たが、当院も「AYA week 2021」に参加し、九州

の多くの病院と連携して活動を行いました。

一つは、AYA 世代がん患者さんへの “応援フラッ

グ” の作製です。賛同頂いた病院（計 19 施設）に

加えて、鹿児島県がん・生殖ネットワーク、長崎

県の有志、福岡県保健医療介護部にもご協力頂き

ました。さらに、福岡ソフトバンクホークスから

今宮健太選手の応援フラッグが届き、アビスパ福岡

からは山ノ井拓己選手・杉山力裕選手・北島祐二

選手のメッセージも頂きました！皆様に作製頂いた

応援フラッグ・写真・メッセージは動画に収め、当

院ホームページでも公開したところです。ALL 九州

がんセンターとして作製した当院の応援フラッグは、

福岡ソフトバンクホークス・アビスパ福岡の応援フ

ラッグと一緒に病院１階に掲示しましたが、毎日多

くの方に見て頂き、「心強く感じました」・「嬉しかっ

たです」等のコメントも拝受いたしました。

Web 座談会を開催

また、３月 19 日（金）には当院と他施設（及川病院、

長崎大学病院、北九州市立医療センターおよび福岡県

庁）をつないでWeb 座談会を開催しました。AYA 世

代がん患者さんの抱える多彩な問題に対して細やかな

サポートが可能となる様に、医療者が交流する場を設

けることが目的です。座談会には行政にもご参加頂き、

正に多職種の会となり、AYA 世代のがん診療につい

て、様々な視点から議論が行われました。また、座談

会には AYA 世代がん患者さんからのメッセージも届

き、福岡県内から 14 施設・他県から５施設（のべ数）

の視聴も受け、多くの皆様に関心を持って頂きました。

本活動は複数のマスメディアにも取り上げて頂きまし

たが、一般の方に AYAという言葉を知って頂き、AYA

世代がんに対する取り組みについて情報を発信し、関心

を持って頂くことが、支援の一歩となると考えています。

本稿を読んで頂いた皆様にも、AYA世代のがん診療へ

のご支援を賜ります様、よろしくお願いいたします。

当院の AYA 世代支援に関する情報

当院ホームページ内に「AYA

世代のがん対策チーム」のペー

ジを作成し、AYA 世代のがん

に関する情報提供を行っていま

すので、是非ご活用ください。

QR コード

URL
https://kyushu-cc.hosp.go.jp/
information/detail/762.htm

座談会 IN九州の様子

13



九州がんセンターの新しい顔
National Hospital Organization
Kyushu Cancer Center

New Face
新たに当院へ赴任された先生方をご紹介します

形成外科医長

福島　淳一

消化管外科医長

山本　学

前任の井上要二郎医師退任に伴い、

今年度より形成外科科長を拝命すること

となりました。どうぞよろしくお願いいた

します。

形成外科は本来、外傷、先天的形態

異常、再建外科、美容という幅広い分

野を扱う診療科ですが、九州がんセン

ターではがんの専門病院という特性か

ら、再建外科、難治性潰瘍、リンパ浮

腫の診療を主体としています。具体的に

は、腫瘍の摘出に伴い欠損した部位の

再建、術後の創部トラブルや難治創傷

の治療、四肢のリンパ浮腫に対するマイ

クロサージャリーを応用した外科的治療

などです。したがって、当科が主科とし

て患者さんの紹介を受けることは少なく、

多くは当院にご紹介いただいたがん患者

さんの治療に裏方として加わることとな

ります。

がん治療の変化はめまぐるしく、進行

がんでも治癒や長期生存が得られるよう

になってきています。その反面、重複癌

やポリサージャリー、超高齢者や多くの

合併症を有する症例、がんに対する新

しい薬剤投与症例など、手術における

条件も厳しくなってきています。我々は、

手術で失われた機能や整容の回復に加

え、拡大切除や術後創トラブルの対応を

通じて、当院のがん治療における質的

向上を支えていきたいと思っています。

2021 年４月で赴任しました消化

管外科科長の山本　学と申します。

何卒、宜しくお願いします。

当院へは 2001 年、2012 年と今

回で３回目の赴任となりました。最

後は 2016 年６月まで当院で働いた

のち、今回４年９ヶ月ぶりの赴任と

なります。

専門は消化管外科で食道・胃・大

腸外科を専門としています。特に、

腹腔鏡手術を中心に低侵襲手術を

行ってきました。その一方で化学療

法を中心とした集学的治療も積極的

に行ってきました。外科手術に関し

て低侵襲性および合併症ゼロを目指

した手術を心がけます。研究面では、

腹膜転移を認める癌患者さんの予後

を改善するために細々ながら臨床研

究を行ってきました。

コロナ禍で大変かと思いますが、

少しでも明るく楽しい未来が築ける

よう日々努力する所存です。

至らぬことも多いかと思いますが、

何卒宜しくお願い申し上げます。

がん治療の質的向上をめざして

消化器外科手術のさらなる低侵襲性と高度な
集学的治療を目指して
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九州がんセンターの新しい顔
National Hospital Organization
Kyushu Cancer Center

New Face
新たに当院へ赴任された先生方をご紹介します

整形外科医長

薛　宇孝

薬剤部長

清水　裕彰

前任の横山良平先生の退官に伴いま

して整形外科科長に就任致しました薛

宇孝（せつ　のきたか）と申します。

国立がん研究センター中央病院、九

州大学病院を経てこの病院に参りまし

た。やる気と優しさにあふれるスタッ

フの方々、新しく立派な建物を目にし

て身の引き締まる思いです。何卒よろ

しくお願い申し上げます。

整形外科では主に骨軟部腫瘍（骨、

筋肉、脂肪などに発生する腫瘍）の治

療を行っています。部位によっては腫

瘍の切除が身体の機能障害に直結する

ため、時には人工関節での再建術を行

うなど根治性と機能温存の両立を目指

して治療方針を決定しています。骨軟

部腫瘍の治療は手術が主体ですが、薬

４月１日付で熊本再春医療センター

より薬剤部長として着任しました清水

と申します。

今回の異動は６回目となり、当院で

の勤務は９年ぶり２回目となります。

まず新しく建て替わった施設と同じ

くらい、９年ぶりに勤務する薬剤部の

業務内容が大きく変化したことに驚き

ました。

前任時の薬剤部の業務は、入院の患

者さんを対象とした服薬指導が主でし

たが、現在では入院前の外来患者さん

に対しては「入退院支援センター」で

医師・看護師と協同して服用している

薬剤を確認し、術前に中止する薬とそ

の期間の説明を行っています。

また、退院後に通院されている患者さ

物療法や放射線治療と組み合わせて治

療効果を高めることもあります。当院

でも他の診療科と連携して最適なチー

ム医療を行ってまいります。

我々整形外科ががん診療で担うべ

きもう一つの役割はがん患者さんの生

活の質（QOL）の向上です。特に骨

転移による骨折や麻痺は QOL を下げ

るだけではなくがんの治療自体を困難

にします。整形外科では骨転移の診

断、リハビリ、手術治療などを行って

います。もちろん骨転移以外の骨や関

節などの痛みの診療も致します。患者

さんがスムーズに治療を受けられるよ

う支援させていただきたいと思ってい

ます。

んに対しては、「薬剤師外来」で得られ

た情報より副作用をモニタリングする検

査や支持療法の提案を行っています。

そして院外の調剤薬局の薬剤師の

方々と地域医療の向上のためセミナー

を通して連携を図っています。

この様に院内・院外に対して大きく

変革している薬剤部門に勤務させてい

ただくことに身の引き締まる思いです

が、当院の薬剤部長として与えられた

職務に留まらず前向きな姿勢で病院運

営に貢献できればと考えています。

再び九州がんセンターで勤務させて

いただくという縁を大切にし、一歩一歩

業務に取り組んでいきたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいた

します。

運動機能・生活の質を重視する整形外科診療を

９年ぶり２回目の勤務となります。よろしくお願いします。
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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

※　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 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。
※ 2 肝臓内科の新患は予約制（月～金 11：30 ～ 14：30）です。
※ 3 膵臓内科の新患は原則予約制です。来院前にご連絡・ご相談をお願いいたします。
※ 4 老年腫瘍科、腫瘍循環器科、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、地域医療連携室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 呼吸器腫瘍科の火曜日・木曜日は再来のみです。
※ 8 消化管・内視鏡科の金曜日午後の新患は予約制で受付は 13：00 ～ 15：00 です。
※ 9 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）
※10 形成外科への紹介または受診の場合は、診療内容および予約の確認のため、事前に地域医療連携室へご連絡ください。
　　地域医療連携室　TEL：092-542-8532（医療者専用）（※ 患者さんは代表番号 092-541-3231 へおかけください）

外来 診療科 月 火 水 木 金

A

頭頸科 ＜休診日＞ 檜垣（新患）
中野／藤原（再来） ＜休診日＞ 益田 宗幸 *（新患）

佐藤／力丸／宮城（再来）
檜垣（新患）

藤／原／黒木（再来）
小児科 中山 秀樹 * 野口 中山 * 野口 中山 * ／上田

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） 
中嶋（再来）

崔／立川（再来） 
宮下（新患・再来）

末廣 陽子 *（再来） 
中嶋（新患・再来） 

立川（再来）
崔／宮下（再来） 

中嶋（新患・再来）
崔／宮下（再来） 

立川（新患）
細胞治療科 ※9 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 ※7
岡本 龍郎 * ／庄司
木下／伊藤／高森
（新患・再来）

豊澤（再来） 
瀬戸（セカンドオピニオン）

岡本 * ／庄司
木下／藤下／豊澤
（新患・再来）

豊澤（再来）
岡本 * ／伊藤
藤下／高森

（新患・再来）

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） 
鶴田 （新患 : 第２、４週）

花村（再来）

江﨑 *（新患） 
薦田（再来） 
西嶋（再来）

江﨑 *（再来） 
薦田（新患） 
花村（再来）

江﨑 *（新患） 
薦田（再来） 
鶴田（再来）

江﨑 *（新患 : 第２、４週） 
薦田（再来） 

花村（新患 : 第１、３、５週）
鶴田（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 山本 学 * 藤本 中島

消化器・肝胆膵内科
肝臓 田中 

新患＜午後のみ＞ ※1※2
杉本 理恵 * ／千住 

新患＜午後のみ＞ ※1※2
千住 

新患＜午後のみ＞ ※1※2
杉本 * 

新患＜午後のみ＞ ※1※2
田中 

新患＜午後のみ＞ ※1※2
膵臓 久野／三木 ※1 李（再来・新患）

※1※3 古川 正幸／三木 ※1 古川／李
新患（午前のみ）※1※3 久野／李 ※1

肝胆膵外科 ＜休診日＞ ＜休診日＞ ＜休診日＞ 杉町 圭史 *（新患・再来）
間野

杉町 *（新患）
島垣

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
がん遺伝外来／消化管二次検診（火・木） 織田 信弥 織田 織田 織田 織田

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

消化管・内視鏡科 ※8 
（消化管二次検診） 西牟田（新患・再来） ＜休診日＞ 宮坂 光俊 *2

（新患・再来） ＜休診日＞ 西牟田（午前：再来）
宮坂 *2（午後：新患・再来）

J

婦人科 岡留 雅夫 * ／園田／二尾 ＜休診日＞ 有吉／島本 山口／園田 ＜休診日＞

乳腺科
徳永 えり子 * 
伊地知／中村 

古閑／厚井／田尻

徳永 * ／岡本 
伊地知／中村 

古閑／厚井／田尻
徳永 * ／古閑 ＜休診日＞

岡本 
伊地知／中村 

古閑／厚井／田尻
形成外科 ※10 ＜休診日＞ 福島 淳一 * ／嶋本 ＜休診日＞ 福島 * ／嶋本（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 ※1 ／骨軟部腫瘍科 ＜休診日＞ 横山 信彦 ＜休診日＞ ＜休診日＞ 薛 宇孝 *

緩和ケア外来 ※5 
サイコオンコロジー科／緩和治療科 大島 彰 * 吉良 大谷（緩和治療科） 大島 * 嶋本

E 放射線治療 ※6 國武 * ／白川／阿部 國武 * ／白川／阿部 國武 * ／白川 國武 * ／白川／阿部 國武 * ／白川／阿部

2021年４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
者

消化管・腫瘍内科 ：江𥔎　泰斗
緩和治療科 ：大島　　彰
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 ：山本　　学
肝胆膵外科 ：杉町　圭史
消化管・内視鏡科 ：宮坂　光俊
頭頸科 ：益田　宗幸

形成外科 ：福島　淳一
呼吸器腫瘍科 ：岡本　龍郎
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 ：薛　　宇孝
腫瘍循環器科 ：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

副院長
森田　　勝

臨床研究
センター長

江﨑　泰斗

統括診療部長：益田　宗幸


