
東北がんネットワーク

制作

東北がんネットワーク

平成２５年度 活動報告書
平成２６年度 活動計画書



東北がんネットワーク加盟病院一覧（Ｈ26.8.23現在)

病院名 施設代表者 役職

1 青森県立中央病院 吉田茂昭 病院長

2 三沢市立三沢病院 坂田　優 事業管理者兼院長

3 弘前大学医学部附属病院 藤　　　哲 病院長

4 十和田市立中央病院 丹野弘晃 院長

5 岩手医科大学附属病院 酒井　明夫 病院長

6 岩手県立中央病院 望月　泉 病院長

7 岩手県立中部病院 遠藤秀彦 病院長

8 岩手県立磐井病院 加藤博孝 病院長

9 岩手県立胆沢病院 松本　登 院長

10 岩手県立大船渡病院 伊藤達朗 院長

11 秋田大学医学部附属病院 羽渕友則 病院長

12 由利組合総合病院 菊地顕次 病院長

13 平鹿総合病院 平山　克 病院長

14 大館市立総合病院 舘岡　博 院長

15 東北大学病院 下瀬川　徹 病院長

16 東北薬科大学病院 田林晄一 病院長

17 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 田所慶一 院長

18 独立行政法人労働者健康福祉機構東北労災病院 佐藤克巳 院長

19 宮城県立がんセンター 西條　茂 総長

20 石巻赤十字病院 金田　巖 院長

21 大崎市民病院 太田耕造 病院長

22 山形大学医学部附属病院 久保田　功 病院長

23 山形県立中央病院 福島紀雅 副院長

24 山形県立新庄病院 鈴木知信 病院長

25 山形市立病院済生館 平川秀紀 病院事業管理者

26 日本海総合病院 栗谷義樹 病院長

27 公立置賜総合病院 渋間　久 病院長

28 鶴岡市立荘内病院 三科　武　 病院長

29 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 紺野愼一 病院長

30 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 寺西　寧 病院長

31 一般財団法人温知会会津中央病院 武市和之 病院長

32 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 木嶋泰興 副病院長

33 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 山﨑　繁 副病院長

34 いわき市立総合磐城共立病院 新谷史明 病院長

35 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 岩波　洋 院長

青森

福島

岩手

秋田

山形

宮城



役員被推薦者一覧

氏名 所属 役職 推薦者　

中路重之 弘前大学大学院医学研究科 医学研究科長 弘前大学医学部長

杉山　徹 岩手医科大学附属病院 副院長、腫瘍センター長 岩手医科大学医学部長

伊藤　宏 秋田大学大学院医学系研究科 研究科長 秋田大学大学院医学系研究科長

大内憲明 東北大学大学院医学系研究科 研究科長 東北大学医学部長

山下　英俊 山形大学医学部 医学部長 山形大学医学部長

菊地　臣一 福島県立医科大学 理事長 福島県立医科大学医学部長

中路重之 弘前大学大学院医学研究科 医学研究科長 青森県がん診療連携協議会　会長

杉山　徹 岩手医科大学附属病院 副院長、腫瘍センター長 岩手県がん診療連携協議会　会長

羽渕　友則 秋田大学医学部附属病院 病院長 秋田県がん診療連携協議会　会長

西條　茂 宮城県立がんセンター 総長 宮城県がん診療連携協議会　会長

嘉山　孝正 山形大学 学長特別補佐 山形県がん診療連携協議会　会長

竹之下　誠一 福島県がん診療連携協議会 委員長 福島県がん診療連携協議会　委員長

事務局長

深尾　彰 山形大学 理事 東北がんネットワーク会長

運営委員被推薦者一覧

氏名 所属 役職 推薦者

蘆野吉和 青森県立中央病院 緩和医療科部長 弘前大学大学院医学研究科 医学研究科長 中路重之

有賀　久哲 岩手医科大学附属病院 放射線腫瘍学科 教授 岩手医科大学附属病院 副院長、腫瘍センター長 杉山　徹

本山　悟 秋田大学大学院医学系研究科 腫瘍情報センター長 秋田大学大学院医学系研究科 研究科長 伊藤　宏

石岡　千加史 東北大学病院 がんセンター長 東北大学大学院医学系研究科 研究科長 大内憲明

根本建二 山形大学医学部附属病院 がん臨床センター長 山形大学医学部 医学部長 山下　英俊

石田　卓 福島県立医科大学附属病院 臨床腫瘍センター長 福島県立医科大学 理事長 菊地　臣一

西野　善一 宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研究部 部長 弘前大学大学院医学研究科 医学研究科長 中路重之

望月　泉 岩手県立中央病院 院長 岩手医科大学附属病院 副院長、腫瘍センター長 杉山　徹

小野地　章一 秋田県厚生農業協同組合連合会 大曲厚生医療センター 病院長 秋田大学医学部附属病院 病院長 羽渕　友則

西條　茂 宮城県立がんセンター 総長 宮城県立がんセンター 総長 西條　茂

福島　紀雅 山形県立中央病院 副院長 山形大学 学長特別補佐 嘉山　孝正

山崎　繁 太田総合病院附属太田西ノ内病院 副院長 福島県がん診療連携協議会 委員長 竹之下　誠一

役員及び運営委員被推薦者一覧



委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

がん登録専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研究部　部長　西野善一

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

地域連携専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：岩手県立中央病院副院長　望月　泉

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

がん患者相談室専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：宮城県立がんセンター総長　西條　茂

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

緩和ケア専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：十和田市立中央病院事業管理者　蘆野吉和

Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

化学療法専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：東北大学病院がんセンター長　石岡千加史

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

放射線治療専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

運営委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：秋田大学医学部附属病院腫瘍情報センター長　廣川　誠

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

東北粒子線コンソーシアム
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

運営委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：秋田大学 大学院医学系研究科　腫瘍情報センター長　　本山 悟

平成２５年度活動報告・平成２６年度活動計画



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

がん登録専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研究部　部長　西野善一

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

地域連携専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：岩手県立中央病院副院長　望月　泉

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

がん患者相談室専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：宮城県立がんセンター総長　西條　茂

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

緩和ケア専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：十和田市立中央病院事業管理者　蘆野吉和

Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

化学療法専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：東北大学病院がんセンター長　石岡千加史

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

放射線治療専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

運営委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：秋田大学医学部附属病院腫瘍情報センター長　廣川　誠

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

東北粒子線コンソーシアム
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

放射線治療専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院　がん臨床センター長　　根本 建二

平成２５年度活動報告・平成２６年度活動計画



広域がん放射線治療ネットワーク 

東北がんネットワーク 

放射線治療専門委員長 

根本 建二 

本件に関するお問い合わせ 

山形大学 重粒子線がん治療施設設置準備室 

河野和利 Tel:023-628-5404 

H26年8月23日 東北がんネットワーク総会資料 



第２次がん対策推進基本計画 





群馬大学重粒子線治療地域別人数 





原因としては、、、、 

相談のためだけに遠くの病院に行くのが大変 

 行っても断られることも多い 

地域の医師には適応判断が困難 

 そもそも治療の選択肢として提示されない 

  
重粒子以外の高度放射線治療についても同
じ状況 



総合病院接続型 

建設費 150億円 

ランニングコスト18億円 

広域から患者さんを集める必要（背景人口1000万人を想定） 

重粒子線がん治療 

体の負担が小さい、強力な効果、２１世紀のがん治療として注目 

 



東北全域で放射線治療の 

         役割分担と有効活用が必要 

活用のための基盤整備が必要 

重粒子（放医研・千葉） 

トモセラピー 

（十和田、名取、北福島、
郡山） 

サイバーナイフ（仙台） 

陽子線（郡山） 

重粒子（山形・予定） 



広域がん放射線治療ネットワーク 

事業主体 

山形大学（協力：東北がんネットワーク） 

 

予算 

平成25年度補正予算 9千万円 

 

事業内容 

重粒子線治療施設（千葉）を含む東北地方の58病院を、電子カルテを参
照しつつ、がん放射線治療の適応、治療方針の相談が可能なTV会議シス
テムで接続する 



電子カルテ情報を両者が見ながらリアルタイムで相談可能 

電話のように施設間でコール可能  or  日時を決めてオンライン会議室に接続で多施設会議 



広域がん放射線治療ネットワーク 

ビデオ外来による治療適応相談 



東北粒子線コンソーシアム 
（東北がんネットワークの下部組織） 

機関等名 役 職 委員 

弘前大学医学部附属病院 放射線科教授 高井 良尋 

岩手医科大学附属病院 放射線科教授 有賀 久哲 

秋田大学医学部附属病院 放射線科教授 橋本 学 

東北大学病院 放射線腫瘍学分野教授 神宮 啓一 

総合南東北病院 病院長 寺西 寧 

福島県立医科大学付属病院 放射線医学教授 宍戸 文男 

山形大学医学部附属病院 放射線腫瘍学講座教授 根本 建二（座長） 

今年３月２３日の会議でネットワーク参加病院調整依頼 
４月には東北のすべての大学病院長の協力承諾取得 



放射線治療遠隔支援装置 設置先施設リスト

2014/05/22現在 58施設

【青森県】　　　　　　　施設数 11施設 【秋田県】　　　　　　　施設数 7施設 【岩手県】　　　　　　　施設数 11施設

① 弘前大学医学部附属病院 ① 秋田大学医学部附属病院 ① 岩手医科大学

② 青森県立中央病院 ② 山本組合総合病院 ② 岩大附属PETリニアック先端医療センター

③ 青森市民病院 ③ 秋田市立総合病院 ③ 盛岡赤十字病院

④ 青森労災病院 ④ 大曲厚生医療センタ－ ④ 岩手県立中央病院

⑤ 八戸市民病院 ⑤ 由利組合総合病院 ⑤ 岩手県立中部病院

⑥ 三沢市立三沢病院 ⑥ 秋田厚生医療センター ⑥ 岩手県立二戸病院

⑦ むつ総合病院 ⑦ 大館市立総合病院(弘前大学より) ⑦ 岩手県立釜石病院

⑧ つがる総合病院 ⑧ 岩手県立胆沢病院

⑨ 八戸赤十字(岩手医科大より) ⑨ 岩手県立磐井病院　

⑩ 黒石病院 ⑩ 岩手県立大船渡病院(東北大学より)

⑪ 十和田市立中央病院(既設) ⑪ 岩手県立宮古病院

【宮城県】　　　　　　　施設数 11施設 【山形県】　　　　　　　施設数 7施設 【福島県】　　　　　　　施設数 10施設

① 東北大学病院 ① 山形大学医学部附属病院(既設) ① 福島県立医科大学附属病院

② みやぎ県南中核病院仙台医療センター ② 山形県立中央病院 ② 北福島医療センター

③ 仙台医療センター ③ 山形市立病院済生館 ③ 太田西の内病院

④ 仙台総合放射線クリニック ④ 米沢市立病院 ④ 白河厚生病院

⑤ 大崎市民病院 ⑤ 日本海総合病院(既設) ⑤ 福島労災病院

⑥ 石巻日赤病院 ⑥ 鶴岡市立荘内病院(既設) ⑥ 会津中央病院

⑦ 東北労災病院 ⑦ 公立置賜総合病院(既設) ⑦ いわき共立病院(東北大学より)

⑧ 仙台市立病院 ⑧ 竹田綜合病院(東北大学より)　

⑨ 宮城県立がんセンター　 ⑨ 南東北がん陽子線治療センター(既設)

⑩ 仙台厚生病院(既設) ⑩ 寿泉堂綜合病院(既設)

⑪ 古川星陵病院(確認中)

【千葉県】　　　　　　　施設数 1施設

① 重粒子線医科学センター病院(既設)

接続病院（予定） 

重粒子 

ガンマナイフ 

ガンマナイフ 

トモセラピー 

トモセラピー 

トモセラピー 

サイバーナイフ 

トモセラピー 

陽子線 

了解済み 

了解済み 

検討中 



重粒子線治療 
重粒子医科学センター病院 

陽子線治療・BNCT 
南東北がん陽子線治療センター 

広域がん放射線治療ネットワーク 

ビデオ外来による治療適応相談 
トモセラピー 
十和田、名取、福島、郡山 





例）大学病院と地域連携病院の医師間で症例に関する相談や、様々な検討に
用いることが出来る。 

 

大学病院と地域連携病院間の 
       コンサルテーション 

広域がん放射線治療ネットワーク 

大学病院 



東北粒子線コンソーシアムによる広域的な運用 

東北地域の広域医療連携による 
       多施設遠隔カンファレンス 

現在検討中 
 
• 弘前大学医学部附属病院 
• 岩手医科大学附属病院 
• 東北大学病院 
• 秋田大学医学部付属病院 
• 山形大学医学部附属病院 
• 総合南東北病院 
• 福島県立医科大学附属病院 
 
 ～の定期カンファレンス 

例）東北粒子線コンソーシアムTV会議などの開催や、 
  特殊症例の多大学による検討が可能。 

広域がん放射線治療ネットワーク 



波及効果 

 東北全域のがん患者さんが、住んでいる地域によらず、

より高度ながん放射線医療を受けられる 

 広域のより多くの知識を結集して治療方針の決定が可能 

 粒子線治療施設の利用者確保 

国内ではじめて、広域かつ大規模な粒子線・高度

放射線の役割分担・利用体制が整備される 



貴施設にお願いすること 

• モニターテレビ(50インチ前後)と小型ビデオカメラ、端末

ボックスの設置場所の確保：電子カルテ端末近くが望ま

しい 

• 上の２つの距離が長い場合、その間のLAN接続工事 

• ネット回線の確保（別個光回線の契約必要、月8000円） 

• セキュリティはVPNで確保。 

• 実務担当者の推薦 

• 設置後の積極活用 



その他 

• 患者同意書、倫理委員会ひな形は準備中 

• 山形大学では倫理委員会承認済み 

• 粒子線や特殊放射線の外来窓口は年度内オープン 

• 郡山ー山形の陽子線相談は開始済み 

• 協定書等必要な場合は対応予定 

• 他の使い方の提案を歓迎します 

• 地域の様々な遠隔カンファレンス等 



がん対策基本法 
 
国及び地方公共団体は、がん患者がそ
の居住する地域にかかわらず等しくそ
のがんの状態に応じた適切ながん医療
を受けることができるよう、専門的な
がん医療の提供等を行う医療機関の整
備を図るために必要な施策を講ずるも
のとする。 



委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

がん登録専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研究部　部長　西野善一

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画
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平成２５年度活動報告・平成２６年度活動計画



東北がんネットワーク 

化学療法専門委員会 
平成25年度活動報告・平成２６年度活動計画 

１．昨年度の運営委員会で、平成22年～24年の厚労科研石岡班の事業の一部 

（がん化学療法標準プロトコール公開事業）について、特定非営利活動法人東北
臨床腫瘍研究会（T-CORE)が引き継ぐことが承認されたが、その後、平成２６年５月
１０日開催のT-CORE理事会で、現在、東北がんネットワーク化学療法専門委員会
が担当するこの事業を引き継ぐことが承認された。なお、T-COREの事業としての予
算計上が認められた（１０万円／年） 
 

２．平成２６年５月、共通レジメン作成を担当した厚労科研石岡班の西條康夫教授
（新潟大学）と佐藤淳也がん専門薬剤師（岩手医科大学）と相談し、平成２６年度度、
現状のがん化学療法標準プロトコールの更新作業を行う方向で検討に入った。 
 
３．平成２６年５月、がん化学療法標準プロトコールの更新と公開に関して、HP管理
会社グローブと掲載内容の移管作業について打ち合わせを行った。 
 
４．平成２６年８月、T-COREのHP更新に併せて、がん化学療法標準プロトコール公
開のテスト画面を作成した（HP管理会社グローブ）。 
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平成25年度 緩和ケア専門委員会活動報告 

１）緩和ケアの現状についてのアンケート調査実施（2013年8月14日～9月14日） 
アンケート１ 各病院における緩和ケア活動について 

  ①日常診療としての緩和ケア診療の内容 

  ②緩和ケアチームに関わるスタッフの陣容（実際に関わっているスタッフの人数） 

  ③ 緩和ケアチームとしての活動で特に重視していること、あるいは特徴ある活動について 

アンケート２ 「がん対策推進基本計画」(2012年4月改定)での緩和ケア関連の事項について 

  ①「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」について 

  ②「地域の医療・介護サービス提供体制の構築」について 

   

 東北地区の地域がん診療拠点病院すべてにアンケートを郵送で発送し、26施設より回答を得た。 

 中間報告を委員会で行い、総会で報告した。最終報告は今年中に作成し、その概要はホームページ
に掲載予定。 

 

２）平成25年度 第一回東北がんネットワーク 緩和ケア専門委員会 開催 
    日時 平成25年9月21日（土） 午前10：30－12：00 

    場所 ホテルＪＡＬシティ仙台 2階ローズ 

    参加者 １３名 

 



平成26年度 緩和ケア専門委員会 活動計画 

１）アンケート調査を用いた情報交換 

 ①平成26年1月10日に通知（「がん診療連携拠点病院について」）された拠点病院の新しい要件における緩和

ケア関連の要件について、各病院の対応状況（それぞれの工夫）についてアンケート調査し、情報交換する。 

 ②緩和ケアセンターについて 

 来年度まで都道府県地域がん診療連携拠点病院には緩和ケアセンターが設置されることとなっており、また、

要件を満たせば拠点病院であれば緩和ケアセンターを設置できることとなっている。すでに設置している施設、

あるいは設置を予定している施設などに、その体制について、また、活動内容について情報を提供してもらう。 

 ③地域に緩和ケアを普及するための取り組みについて 

 前回のアンケート調査では多くの施設が緩和ケアにおける地域連携に取り組んでいるとの回答があったが、今

回は、これまでの活動において、実感している地域連携のバリアー（院内 院外の壁）について調査を行い、地

域包括ケアシステム構築に利するための今後の５年間の活動方針を立てる資料とする。 

２）緩和ケア専門委員会の開催 

    東北緩和医療研究会の前日の夜に行う予定 

 日時 平成２６年１０月１０日（金）午後７時３０分より約１時間半 

 場所 秋田駅付近のホテル 

 予算 会場費  

 





緩和ケアセンター 
＜設置の目的＞ 

全てのがん患者やその家族等に対して、診断時からより迅速かつ適切な
緩和ケアを切れ目なく提供するため、これまでの「緩和ケアチーム」、「緩
和ケア外来」、「緩和ケア病棟」等を統括し、医師・看護師を中心とした多
職種が連携した緩和ケアに関するチーム医療を提供する 

＜活動内容＞ 
①緩和ケアチームの活動支援 
②緩和ケア外来の活動支援 
③がん看護外来の活動支援 
④緊急緩和ケア病床の運営・運用支援 
⑤地域緩和ケアカンファレンスの開催 
⑥緩和ケア相談およびアウトリーチ 
⑦ 緩和ケアに関する院内研修会等の開催  
⑧ 緩和ケアセンターカンファレンス 
⑨緩和ケア活動に関する情報の収集と管理 
⑩地域緩和ケア提供体制の構築 。  
⑪地域住民に対する緩和ケアの啓発 
 

＜構成員＞ 
①緩和ケアセンター長 
②専門的な知識及び技能を有する医
師（１人以上配置） 
③緊急緩和ケア病棟を担当する医師 
④ジェネラルマネージャー（専従） 
⑤専従かつ常勤の看護師（２人以上） 
⑥薬剤師 
⑦相談員（1名以上：専任） 
⑧その他（歯科医師/医療心理に携わ
る者/理学療法士/管理栄養士/歯科衛
生士など） 
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平成 25年度がん登録専門委員会活動報告 

 

 

 

1. 第 1回がん登録専門委員会の開催 

 

平成 25年 7月 31日（水）午後５時～６時 ホテル JALシティ仙台カトレアで開催 

 

 

2. 平成 25年度東北がんネットワーク院内がん登録研修会の開催 

 

平成 26年 3月 1日（土）に山形市立病院済生館 4階大会議室にて開催 

 

 講師： 

西本 寛（国立がん研究センターがん対策情報センター がん統計研究部部長） 

 

 内容： 

 

11：05～12：00  がん登録の現状と今後について  

13：00～14：40  子宮・卵巣の解剖生理  

14：50～16：50  子宮頸癌・子宮内膜癌・子宮肉腫・卵巣癌の病期分類と演習 

16：50～17：00  質疑応答 

 

 

 参加者：78名（青森 5、秋田 4、岩手 5、山形 33、宮城 21、福島 10） 

  

 



平成 26 年度がん登録専門委員会活動計画 

 

 

 

１．第１回がん登録専門委員会の開催 

 

平成 26年 8月 7日（水）午後４時～５時 30分 ホテル JALシティ仙台ローズⅠで開催 

 

 

２．平成 26 年度東北がんネットワーク院内がん登録研修会の実施 

 

開催（案） 

 

 講師：西本 寛 国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部 部長 

 開催日：平成 26 年 12 月 6 日（土） 

 開催場所：仙台市内 

 内容：調整中 

 

３．「院内がん登録の現状調査」の実施 

 

平成 24年 6月に当時の加盟施設に対して行ったものと同様の調査を現在の全加盟施設に実

施し、結果を東北がんネットワークがん登録専門委員会ホームページに公開する 

 

４．ワーキンググループの設置 

 

研修と分析および情報公開に関する 2 つのワーキンググループを設置し今後の活動方針に

ついて検討を行う 
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東北がんネットワークがん患者相談室専門委員会 

 

宮城県立がんセンター 総長 

西條 茂 

 

1． 平成 25年度活動報告 

 

（1） 平成 25年度がん患者相談室専門委員会 

平成 25年 12月 6日（金）にホテルニューカリーナ（盛岡市）で開催 

 

・意見交換 

・連絡事項 「東北地区地域相談支援フォーラムについて」 

      独立行政法人国立がん研究センター  

      がん対策情報センター  若尾 文彦 先生 

・特別講演 講師：宮城県立がんセンター婦人科 医療部長 

         東北大学大学院医学系研究科連携大学院教授（客員） 

                   山田 秀和 先生 

      演題：「悪性腫瘍患者に対する妊孕性温存治療の理論と現状」 

 

 

（2） 平成 25年度東北ブロック地域相談支援フォーラム 

平成 26年 7月 26日（土）に仙台国際センター（仙台市）で開催 

共催：独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター 

   東北がんネットワークがん患者相談室専門委員会 

 

・セッション 1 「がん相談支援センターの様々な発展経緯」 

・セッション 2 「1施設を超えて患者さん・そのご家族を支えるためにできる 

         こと」 

・同郷仲間（県単位）で体験共有：ディスカッション 

・各グループ（県ごと）の発表 

 

 

 

 

 

 

 



2． 平成 26年度活動計画 

 

（1） 平成 26年度第 1回がん患者相談室専門委員会および研修会 

日時：未定 

場所：仙台市 

内容：ハローワーク職員によるがん患者就労支援の実際 

 

（2） 平成 26年度第 1回がん患者相談室専門委員会および研修会 

日時：未定 

場所：盛岡市 

内容：未定 



委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

がん登録専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研究部　部長　西野善一

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

地域連携専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：岩手県立中央病院副院長　望月　泉

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

がん患者相談室専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：宮城県立がんセンター総長　西條　茂

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

緩和ケア専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：十和田市立中央病院事業管理者　蘆野吉和

Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

化学療法専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：東北大学病院がんセンター長　石岡千加史

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

放射線治療専門委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

運営委員会
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：秋田大学医学部附属病院腫瘍情報センター長　廣川　誠

H23 年度活動報告・Ｈ24 年度活動計画

委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

東北粒子線コンソーシアム
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二

東北がんネットワーク会則
委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二委員長：山形大学医学部附属病院がん臨床センター長　根本建二



東北がんネットワーク会則 

 

（趣旨）                                                 

第１条 この会則は，東北がんネットワーク（以下「東北がんネット」という。） につい

て，必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 東北がんネットは，東北地方に在住する全ての住民が適切ながん医療を受けられる

よう，東北各県の医療従事者の情報・意見交換を通じ，がん医療水準の均てん化を推進

し，さらにその向上を目指すための事業を実施するとともに，その推進に関する協力体

制を確立することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 東北がんネットは，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

（１）標準的がん医療の推進に関すること。 

（２）がん医療に関わる意見交換と情報共有に関すること。 

（３）住民へのがん医療情報の提供に関すること。 

（４）院内がん登録並びに地域がん登録の推進に関すること。 

（５）がん医療にたずさわる人材育成の支援に関すること。 

（６）臨床試験の推進に関すること。 

（７）その他東北がんネットが必要と認める事項。 

 

（会員） 

第４条 東北がんネットの会員は，次のとおりとする。 

（１）正会員：東北がんネットの目的に賛同する医療機関・医育機関・職能団体等（以

下，「会員施設」という。）で入会を届け出たもの。 

（２）賛助会員：この事業を援助する個人または法人で入会を届け出たもの。 

 

（入退会） 

第５条 東北がんネットの入会及び退会は，会長に届けることとする。 

 

（事務局）       

第６条  東北がんネットに事務局を置くこととし，総会により選出された会員施設にお 

  いて行うものとする。 

２ 事務局に事務局長を置き，会長が指名するものとする。 

３ 事務局は，東北がんネットの運営に必要な庶務を行う。 



（役員等）             

第７条 東北がんネットに次の役員等を置き，兼任を妨げない。 

 （１）役員 

 （２）運営委員 

 （３）専門委員 

 （４）監事 

２ 役員，運営委員については，会員施設の推薦によるものとし，監事については，会長

が指名するものとする。 

 

（任期） 

第８条 役員，運営委員，専門委員及び監事の任期は 2年とし，再任を妨げない。 

 

（会長・副会長） 

第９条 東北がんネットに会長及び副会長を置き，役員の互選により決する。 

２ 会長・副会長は，役員会の協議により，外部の者に委託することができる。 

３ 会長は，役員会を招集し，その議長となる。 

４ 会長に事故があるときは，会長があらかじめ指名した者が，その職務を代行する。 

 

（会議） 

第１０条 東北がんネットは，会議を役員会，運営委員会，専門委員会，総会で構成する。 

２ 会議の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 

 

（役員会） 

第１１条 役員会は，東北がんネットの管理運営について審議し，運営委員会に助言するこ

とができる。 

２ 役員は，原則として次の者で構成し，会長が任命する。 

 （１）各県のがん診療連携協議会から推薦された代表者  ６人 

 （２）各県の医学部から推薦された代表者        ６人 

 （３）事務局長。 

３ 監事は，役員会に列席するものとする。 

 

（運営委員会） 

第１２条 運営委員会は，第 3条に定める事業について審議する。 

２ 運営委員は，原則として次の者で構成し，会長が任命する。 

 （１）前条第２項第１号の役員が推薦する代表者      ６人  



 （２）前条第２項第２号の役員が推薦する代表者    ６人 

３ 運営委員会に委員長及び副委員長を置き，運営委員の互選により決する。 

４ 委員長は，運営委員会を招集し，その議長となる。 

 

（専門委員会） 

第１３条 運営委員会の下に各種の専門委員会を置く。 

２ 専門委員は，原則として会員施設の代表が専門委員会ごとに１人程度推薦し，運営委

員長が指名する。 

３ 専門委員会に委員長を置き，専門委員の互選により決する。 

４ 委員長は，副委員長を指名により置くことができる。 

５ 委員長は，専門委員会を招集し，その議長となる。 

６ 専門委員会の設置及び廃止は，運営委員会が提案し，総会で承認を得て行う。 

 

（総会） 

第１４条 総会は，事業計画，事業報告，その他役員会，運営委員会，専門委員会が必要と 

 認める事項について審議し，決定する。        

２ 総会は，役員，運営委員，専門委員会及び会員によって構成する。 

３ 会長は，総会を招集し，その議長となる。 

４ 総会は，理由を付した上，メール等の手段による持ち回り開催とすることが出来る。 

５ 総会の議決権は，正会員が１票を有する。 

 

（会計） 

第１５条 会計にかかる事項は，運営委員会で決定し，総会で承認を得る。 

２ 組織運営に関わる費用として，正会員は年に 5 万円，賛助会員は年に 3 万円の会費を 

負担する。 

３ 会計は，監事が監査する。 

 

（会則の改正） 

第１６条 本会則の改正は，総会に諮り定めるものとする。 

 

（その他） 

第１７条 この会則に定めるもののほか，東北がんネットの運営に関する必要な事項は，総 

会において，別途定めることができる。 

 



 

 

東北がんネットワーク細則 

 

第１条 事務局の名称は，「東北がんネットワーク事務局」とし，事務局長の所属する会

員施設に置く。 

第２条 東北がんネットにオブザーバーを置くことができる。 

 

 

附 則 

この会則は，平成 20年 8月 25日から施行する。 

 

改正  平成 21年 8月 29日 

改正  平成 22年 8月 28日 

改正  平成 23年 3月 18日 
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