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東北がんネットワーク加盟病院一覧（Ｈ24.8.25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 病院長

3 弘前大学医学部附属病院 藤　　　哲 病院長

4 岩手医科大学附属病院 酒井　明夫 病院長

5 岩手県立中央病院 望月　泉 病院長

6 岩手県立中部病院 北村道彦 病院長

7 岩手県立磐井病院 加藤博孝 病院長

8 秋田大学医学部附属病院 伊藤　宏 病院長

9 由利組合総合病院 菊地顕次 病院長

10 平鹿総合病院 平山　克 病院長

11 東北大学病院 下瀬川　徹 病院長

12 東北厚生年金病院 田林晄一 病院長

13 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 和田裕一 病院長

14 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

15 宮城県立がんセンター 西條　茂 総長

16 石巻赤十字病院 金田　巖 院長

17 大崎市民病院 太田耕造 院長

18 山形大学医学部附属病院 久保田　功 病院長

19 山形県立中央病院 佐藤　徹 副院長

20 山形県立新庄病院 鈴木知信 病院長

21 山形市立病院済生館 平川秀紀 館長

22 日本海総合病院 栗谷義樹 病院長

23 公立置賜総合病院 新澤陽英 院長

24 鶴岡市立荘内病院 三科　武　 院長

25 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 棟方　充 病院長

26 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

27 会津中央病院 武市和之 病院長

28 財団法人竹田綜合病院 木嶋泰興 副病院長

29 財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 山崎　繁 副病院長

30 いわき市立総合磐城共立病院 樋渡信夫 病院長

福島

青森

岩手

秋田

宮城

山形



H24.8.25東北がんネットワーク総会承認（任期２年間）

役員

氏名 東北がんネット役職 所属 推薦者

中路重之 弘前大学大学院医学研究科　研究科長 弘前大学医学部

澤田賢一 秋田大学医学部　医学部長 秋田大学医学部

小林誠一郎 岩手医科大学医学部　医学部長 岩手医科大学医学部

下瀬川　徹 東北大学病院　病院長 東北大学医学部

山下　英俊 山形大学医学部　医学部長 山形大学医学部

菊地　臣一 福島県立医科大学　理事長 福島県立医科大学

吉田 茂昭 副会長 青森県立中央病院　病院長 青森県がん診療連携協議会

伊藤　宏 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

藤岡　知昭 岩手医科大学附属病院　副病院長 岩手県がん診療連携協議会

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

嘉山　孝正 会長 独立行政法人 国立がん研究センター名誉総長・山形大学学長特別補佐 山形県がん診療連携協議会

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

事務局長

深尾　彰 事務局長 山形大学理事 東北がんネットワーク会長

運営委員

氏名 東北がんネット役職 所属 推薦者

蘆野吉和 緩和ケア専門委員長 十和田市立中央病院　事業管理者 東北がんネットワーク役員　中路重之

西野善一 がん登録専門委員長 宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研究部　部長 東北がんネットワーク役員　吉田 茂昭

廣川　誠 運営委員長 秋田大学医学部附属病院　腫瘍情報センター長 東北がんネットワーク役員　澤田賢一

平山　克 平鹿総合病院　院長 東北がんネットワーク役員　伊藤　宏

伊藤薫樹 岩手医科大学附属病院　腫瘍センター副センター長 東北がんネットワーク役員　小林誠一郎

望月　泉 地域連携専門委員長 岩手県立中央病院　副院長 東北がんネットワーク役員　藤岡　知昭

石岡　千加史 化学療法専門委員長 東北大学病院　がんセンター長 東北がんネットワーク役員　西條　茂

西條　茂 がん患者相談室専門委員長 宮城県立がんセンター　総長 東北がんネットワーク役員　下瀬川　徹

根本建二 放射線治療専門委員長 山形大学医学部附属病院　がん臨床センター長 東北がんネットワーク役員　嘉山　孝正

佐藤　徹 監事 山形県立中央病院　副院長 東北がんネットワーク役員　山下　英俊

山崎　繁 太田総合病院附属太田西ノ内病院　副院長 東北がんネットワーク役員　竹之下　誠一

石田　卓 副運営委員長 福島県立医科大学　臨床腫瘍センター長 東北がんネットワーク役員　菊地　臣一

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

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

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



運営委員会　Ｈ２３年度活動報告



運営委員会　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

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

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



東北がんネットワーク放射線治療専門委員会活動報告 

（H23年 9月～H24年 8月） 

 

1) HP の更新を頻回に行い、東北地方の放射線治療実施状況の情報提供を行っ

た。 

2) MLの運用を行った。従来の放射線治療全体のMLに加え、2011年 12月よ

り医学物理系のMLも新たに立ち上げ運用を開始した。 

3) 東北地方の特に外勤先の照射方法の統一を目指して、2012年 4月 23日、ホ

テルメトロポリタン仙台にてコンセンサスミーティングを行った。 

4) 6大学の関係する 3つのがんプロの合同リクルートセミナーを 2012年 11月

3-4日、岩手県で開催することを決定した。 

5) 従来のパナソニック製のハイビジョンテレビ会議を拡張し、十和田市立中央

病院に加え、荘内病院、日本海総合病院、置賜総合病院と山形大学間でのカ

ンファレンスを開始する準備を終了した  
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脳 照射法、線量 注記

線量：　Total 60Gy/30fr.
(拡大局所　50Gy/25fr.＋
boost 10Gy/5fr.)
初回

CTV1＝（「遺残腫瘍」
＋「摘出腔」     ＋「術前MRI　T2WI高
信号」）+1.5cm PTV1＝CTV1＋0.5cm 
      50Gy/25fr./5weeks
2Gy/fr. boost: 
CTV2＝「遺残腫瘍」＋
「摘出腔」     ＋「術前MRI　T2WI高
信号」 PTV2＝CTV2＋0.5cm 
      10Gy/5fr./1week 2Gy/fr.

髄膜腫

Meningioma

30-37.5Gy/10-15Fr (2.5-
3Gy/Fr)

上咽頭癌

Nasopharynx
喉頭癌 T1aN0 64Gy/32fr.
Larynx

T1bN0 照射単独

70Gy/35fr化学療法あり

66Gy/33fr.
　　70Gy/35fr

唾液腺腫瘍 
Sarivary gland
全頸部＋SCの適応に関し
て原発不明頸部リンパ節転

移Occult neck cancer

　 術後予防は50-
60Gy/25-30Fr

原発不明癌は中咽頭が多
いのでブーストに中咽頭

弘前は AHF
で66Gy/44fr

T2N0

TPF＋70Gyはあまり標
準とは言えない。

山形大学は
TPF交替＋

秋田大
30Gy/10fr
弘前
30Gy/10fr.
東北大 30-
36Gy/ 3Gy/fr
山形：

多発性脳転移

3～4個以上

GradeI/II, 下記以外
50Gy/25fr. Atypical or
Anaplastic 54-60Gy/27-

膠芽腫 Glioblastoma 
脳幹部の場合

は、
conventionalは
54Gy、HFなら
60Gyを原則退形性星細胞腫

Anaplastic astrocystoma

放射線治療専門委員会　Ｈ２３年度活動報告



東北がんネットワーク放射線治療専門委員会 

平成 24年度活動方針 

 

1. 粒子線コンソーシアムを組織し、東北地方における粒子線治療のあり方を検
討、設置運用の協力体制確立を目指す。 

2. 放射線治療で長期間待機している患者がネットワークの恩恵を受けられる
よう、他地域から積極的に特殊放射線治療を受け入れている病院のパンフレ

ットを合同で作成し、各病院に配布、地域を越えた連携で治療までの待ち時

間の短縮を図る。 

3. 従来通り、定期的には 3ヶ月、機器更新時には随時 HPの更新を行い、東北

地方の放射線治療、特に特殊な放射線治療の実施状況の情報提供を行う。 

4. ひき続き、全体、物理系のMLの運用を行う。 

5. 第 2回、東北広域放射線治療コンセンサスミーティングを行う。 

6. 6 大学の関係する 3 つのがんプロの合同リクルートセミナーを 2012 年 11

月 3-4日、花巻で開催する。（有賀久哲世話人） 

 

 

 

  

放射線治療専門委員会　Ｈ２４年度活動計画



 

 

 

放射線治療機器については、先進的な放射線治療装置、重粒子線や

陽子線治療機器などの研究開発を推進するとともに、その進捗状況

を加味し、医療従事者等が協力して、国内での計画的かつ適正な配

置を検討する。 

  

放射線治療専門委員会　Ｈ２４年度活動計画



 

放射線治療専門委員会　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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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



東北粒子線コンソーシアム

コンソーシアムは、東北地域におけるがん医療の充実を目的とし、

特に粒子線治療設備に関する情報交換及び広域的な有効利用を検討する場として、

総合的・専門的観点から意見交換を行うものである。 

東北粒子線コンソーシアム委員名簿

嘉山孝正 東北がんネットワーク会長 山形大学

高井良尋　 放射線科教授 弘前大学医学部附属病院

有賀久哲　 放射線科教授 岩手医科大学附属病院

羽渕友則　 泌尿器科教授 秋田大学医学部附属病院

神宮啓一 放射線腫瘍学分野教授 東北大学病院

宍戸文男 放射線科教授 福島県立医科大学附属病院

根本建二 放射線腫瘍学教授 山形大学医学部附属病院

寺西 寧 病院長 財団法人脳神経疾患研究所

第１回東北粒子線コンソーシアム会議を開催　

平成24年9月12日（水）15：00～16：00

会場 ： 仙台ガーデンパレス　３階　コンベンションルーム

東北における粒子線がん治療の配備、広域的な利用等について、総合的な観点から意見交換を行いました。

（出席者）嘉山　孝正　高井 良尋　有賀 久哲　松下晴雄（代理出席）　菊池泰裕（代理出席）　根本　建二



東北粒子線コンソーシアム

コンソーシアムは、東北地域におけるがん医療の充実を目的とし、

特に粒子線治療設備に関する情報交換及び広域的な有効利用を検討する場として、

総合的・専門的観点から意見交換を行うものである。 

東北粒子線コンソーシアム委員名簿

嘉山孝正 東北がんネットワーク会長 山形大学

高井良尋　 放射線科教授 弘前大学医学部附属病院

有賀久哲　 放射線科教授 岩手医科大学附属病院

羽渕友則　 泌尿器科教授 秋田大学医学部附属病院

神宮啓一 放射線腫瘍学分野教授 東北大学病院

宍戸文男 放射線科教授 福島県立医科大学附属病院

根本建二 放射線腫瘍学教授 山形大学医学部附属病院

寺西 寧 病院長 財団法人脳神経疾患研究所

第１回東北粒子線コンソーシアム会議を開催　

平成24年9月12日（水）15：00～16：00

会場 ： 仙台ガーデンパレス　３階　コンベンションルーム

東北における粒子線がん治療の配備、広域的な利用等について、総合的な観点から意見交換を行いました。

（出席者）嘉山　孝正　高井 良尋　有賀 久哲　松下晴雄（代理出席）　菊池泰裕（代理出席）　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

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
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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
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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
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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
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平成 23 年度 化学療法専門委員会 活動報告 

 
 
１．平成 23 年度下半期に東北地方の拠点病院、非拠点病院に対してアンケート調査を実施

した。統一化学療法レジメン（5 大がん＋悪性リンパ腫）の公開準備、Web レジメン審査

会、Web 症例検討会の組織、運営および Web 上のシステムの準備を行った。 
 
２．平成 23 年度第 3 回班会議と合同委員会（東北がんネット化学療法専門委員会と宮城県

がん診療連携協議会化学療法部会）を 2 月 4 日に開催した。 
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平成 23 年度厚生労働科学研究費補助金 がん臨床研究事業 

「東北地方のがんネットワークによるがん診療連携拠点病院の化学療法の均てん化事業」 

平成 23 年度 第 3 回石岡班会議  

 

日時：  平成 24 年 2 月 4 日(土) 14：00～ 

場所：  仙台アエル５F 情報化研修室 

出席者： 石岡千加史 ､吉岡孝志、西條康夫、伊藤重樹、石田卓、蒲生真紀夫、加藤俊介、佐藤淳也 

 

議事録 

1. 研究事業の進捗状況 

1) 石岡千加史研究代表から、平成 24 年度の研究計画書についての説明があった。24 年度も最終年とし

て継続できる見通しであるが、研究費の減額があるかもしれないこと、配分額は分担研究の内容に応じ

て変更するとの報告があった。 

 

2) 吉岡孝志分担研究者から臨床試験推進事業についての報告があった。Tumor board の管理センター

は、運用拡大するまで T-CORE におき、名簿、File の管理を行うことになった。会員については、がん

拠点病院以外の中小病院に会員に入ってもらわないと目的達成できないが、最初はモデル事業として、

こちらから指名した病院に参加をお願いするかたちでスタートして、徐々に拡大していくことになった。

現在のサーバーで 50、60 症例は対応可能なので、来年、まずは 20、30 を目指すこと、症例相談は 1

年間に 100、200 症例できれば良いことを確認した。テスト運用については、当面は吉岡孝志分担研究

者が Tumor board のリーダーを、コメンテーターは本研究班員や中堅の専門医を当てることが確認され

た。 

 

3) 西條康夫分担研究者と佐藤淳也研究協力者から、がん化学療法プロトコル統一事業についての報告

があった。標準レジメンに減量規定や休薬規定の記載があると有用であるとの意見があった。現状のレ

ジメンのデータベースを専門医のスクリーンにかけた後は、吉岡孝志分担研究者が担当するHP用のツ

ールにデータを流し込む必要があるが、当面はHPに PDFなどで掲載し、その後、新しいツール置き換

えることになった。これに関連して、東北がんネット HP 上で Excel の状態で FreeDownload できるように

するのは、使う側にとってはいいが、知財の問題や、自由にファイルを加工される問題があること、一方、

PDF は使いづらいとの意見があり、今後の検討課題となった。 

 

2. 平成 23 年度がん臨床研究成果発表会についての報告 

吉岡孝志分担研究者から平成 24 年 1 月の研究成果発表会の発表内容と質疑応答の報告があった。 
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3. 東北がんネットワーク化学療法専門委員会・宮城県がん診療連携協議会化学療法部会合同会議（この班会

議に引き続いて 15 時から開催予定）について 

上記事業に加えて、アンケート事業について、加藤俊介分担研究者から報告することが確認された。 

 

4. その他 

石岡千加史研究代表から、各事業内容を学会で発表してほしいとの依頼があった。プロトコル統一事業に

ついては、コ・メディカルの協力者を共著者とすること、アンケート調査や TumorBoard に関しては班員の名

前で出すこととなった。 

 

 

以上 
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東北がんネットワーク化学療法専門委員会・ 
宮城県がん診療連携協議会化学療法部会 

合同会議 式次第 
 

日時：平成 24 年 2 月 4 日（土）午後 15 時から午後 16 時 50 分まで 
場所：仙台市情報・産業プラザ 

    （6F セミナールーム 2B） 
 

予定議事 
１．化学療法共通レジメンについて P. 西條先生 
２．Tumor Board 他について P. 吉岡先生 
３．化学療法に関するアンケートの集計結果について P. 加藤先生 
４．その他 P.  
   
   
【配付予定資料】   
１．出席者一覧名簿   
２．議題１～３の資料   
３．厚労科研申請概要資料   
   
   

※ 資料は当日会場で配布予定です。 
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平成 24 年度 東北がんネットワーク化学療法専門委員会 活動計画 
 
１．平成 24 年度第 1 回班会議（平成 24 年 7 月 6 日（金）） 
 
２．平成 24 年度第 2 回班会議（平成 24 年 9 月 8 日（土）） 
 
３．東北がんネット化学療法専門研修会（（平成 24 年 9 月 8 日（土）） 
 
４．その他  
・第 10 回日本臨床腫瘍学会学術集会で 2 演題発表（アンケート調査・加藤先生ほか、レジ

メン統一事業、佐藤先生、西條先生ほか） 
・12 月と 2 月頃に班会議 
・1 月 報告会（東京） 
・化学療法レジメンの公開、管理、運営 
・Web 症例検討会の開始と管理、運営 
・Web レジメン審査委員会の準備 
 
 
（文責 石岡） 
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平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金 がん臨床研究事業 

「東北地方のがんネットワークによるがん診療連携拠点病院の化学療法の均てん化事業」 

  平成 24 年度 第 1 回石岡班会議 議事録 

日時： 平成 24 年 7 月 6 日(金) 17：00～19:00 

場所： ホテルメトロポリタン仙台 5F「竹の間」 

 

出席者： 研究代表者    石岡千加史（東北大学）  

 研究分担者 石田卓（福島県立医科大学） 加藤俊介（東北大学） 

  蒲生真紀夫（大崎市民病院） 西條康夫（新潟大学） 

  柴田浩行（秋田大学） 吉岡孝志（山形大学） 

 研究協力者 佐藤淳也（岩手医科大学）  

    

欠席者： 研究分担者 伊藤重樹（岩手医科大学）  

 

議事 

1. 研究統括、医療従事者、市民や患者会への啓発活動、委託業務管理について 

配布資料により、石岡研究代表者からこれまでの経過と今年度の事業計画につ

いて説明があった。この中で、平成 24 年 9 月 8 日(土)東北がんネット化学療法専

門研修会を開催し、本事業成果を医療機関、医療従事者に還元するための啓発

を行うことの報告があった。この中で、参加者確保のために東北がんネットワーク

から直接関連病院長宛に参加を促すことになった。 

2. アンケート事業について 

資料（配布とスライド）により、加藤研究分担者から「東北地方中核病院を対象とし

た化学療法に関するアンケート調査」の結果について報告があり、化学療法プロト

コル統一や Tumor Board による臓器横断的症例検討会の必要性が明らかになっ

たと報告があった。 

3. 臨床試験推進事業について 
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資料（配布とスライド）により、吉岡研究分担者から Tumor Board 症例検討の準備状

況（会員登録状況、登録方法、試験運用等）について説明があり、近い将来、運用

を開始できること、会員を増やす必要があること、特に乳癌領域と血液腫瘍領域の

専門医の入会の必要性が指摘され、会員の確保についてはこの班の研究者の自

施設や東北がんネットおよび東北臨床腫瘍研究会の会員施設にあらためて呼びか

けることになった。Tumor Board レジメン審査に関しては、化学療法プロトコル統一

事業との摺り合わせを今後行う必要があること、臨床試験情報の広報に関しては現

在準備中であることの報告があった。 

4. 化学療法プロトコル統一事業について 

資料（配布とスライド）により、西條研究分担者から化学療法プロトコル統一事業の

概要の説明があった。引き続いて佐藤研究協力者から同事業の進捗状況と今後

の公開への手順に関する説明があった。この中で、専門医による内容査読と各レ

ジメンへのコメント作成について、研究者間で分担することが承認された。また、公

開は東北がんネットＨＰ上に行うこと、公開までの事前準備を西條研究分担者、佐

藤研究協力者とグローブ（ＨＰ管理会社）間で調整することになった。 

5. 個別化治療推進事業について 

資料（スライド）により、柴田研究分担者から個別化治療推進事業の研究に関する

説明があった。特に、大腸癌におけるKRAS遺伝子変異検査の方法の違いによる

問題点等に関する課題について報告があった。 

6. 地域診療がん拠点病院における化学療法の標準化について 

口頭で、蒲生研究分担者から宮城県北部における地域診療がん拠点病院と地方

病院との病病連携の取り組みについて報告があった。 

7． 平成 24 年度 第 2 回石岡班会議は平成 24 年 9 月 8 日（土）に開催することにな

った。 
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平成 24 年度厚生労働科学研究（がん臨床研究）推進事業がん医療従事者等研修会 
東北がんネット化学療法専門研修会 開催概要 

１． 開催日時：平成 24 年 9 月 8 日（土） 16 時 00 分～19 時 00 分  

２． 開催場所：（名 称）TKP ガーデンシティ仙台 ホール B-1 

（所在地）宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1 AER21 階  

３． 募集定員：150 名  

４． 
研修内容： 
 
１）がん化学療法プロトコル統一事業についての研修 
東北地方のがん薬物療法の均てん化のための化学療法レジメンの公開、利用方

法について説明を行います。 
◆担当：西條康夫、伊藤薫樹、佐藤淳也 
 

２）臨床試験推進事業についての研修 
東北地方のがん薬物療法の均てん化のため、Web Tumor Board すなわち遠隔症

例検討システムと遠隔レジメン申請システムの利用手順紹介、臨床試験情報の

活用法についての研修を行います。 
◆担当：吉岡孝志 
 

３）医療従事者、市民や患者会への啓発 
大規模災害時の地域のがん医療支援のための化学療法支援チームの設置につい

て参加者の皆様と意見交換を行います。 

◆担当：石岡千加史、蒲生真紀夫 

 
４）がん診療に関するアンケート調査 
共通化学療法プロトコル、Web Tumor Board、化学療法支援チームの設置に関

することや研修会に関するアンケートを実施します。 

◆担当：加藤俊介 

 
５）個別化治療推進事業について 
最近導入されたバイオマーカー（大腸癌 KRAS 変異、肺癌 EGFR 変異と

EML4-ALK 転座、胃癌の HER2 発現など）に関するミニ講義を行います。 

◆演者：柴田浩行、石田 卓 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

５． 共同開催関係：  

 

【主事業】 
１．厚生労働科学研究（がん臨床研究）H22-がん臨床- 一般-034 

東北地方のがんネットワークによるがん診療連携拠点病院の化学療法の均てん化事業 

２．平成 24 年度厚生労働科学研究（がん臨床研究）推進事業がん医療従事者等研修会  

東北がんネット化学療法専門研修会 （１，２ともに研究代表者 石岡千加史） 

 

 後援１．東北がんネットワーク  

 後援２．特定非営利活動法人東北臨床腫瘍研究会  

 後援３．東北がんプロフェッショナル養成推進プラン  

 後援４．宮城県がん診療連携協議会  
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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
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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
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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



平成2４年度 
緩和医療専門委員会活動計画 

• 平成24年度は、5月の運営委員会での意見をもとに、以下の活動を計画しました。 

１．緩和ケアセミナーの開催 

  十和田市で開催される十和田緩和ケアセミナー（十和田地域緩和ケア支援ネット
ワーク主催）を東北がんネットワークとの共催で行うこととしました。東北がんネットワークの予
算は０円です。 

①第13回十和田緩和ケアセミナー 平成24年6月2日3日開催 終了 

②第14回十和田緩和ケアセミナー 平成24年11月頃に開催予定 

２．各病院における緩和ケアの現状についてのアンケート調査 

   メールによる調査を行いますので予算は0円です。 

３．各地域（県）における緩和ケア研修会の状況の把握（アンケート調査） 

  メールによる調査を行いますので予算は0円です。 

４．東北がんネットワークとしての緩和ケア普及のための活動の方向性を決めるための会議
の開催  12月頃を予定 場所は十和田市 予算は十和田地域緩和ケアネットワークか
ら出します。 
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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

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

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
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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 

委員長 宮城県立がんセンター 西條 茂 

 

＜平成 23年度事業報告＞ 

Ⅰ. 第 1回がん患者相談室専門委員会（東北六県から 25名参加） 

平成 24年 2月 3日（金） 午後 2時～4時 30分 

仙台市 KKR ホテル仙台 

１）講演 「最新の放射線治療について」  

講師  宮城県立がんセンター 放射線治療科長 和田 仁 

・がん治療の 3本柱 

・放射線、放射能、放射性物質の意味 

・ベクレル（Bq）、シーベルト（Sv）、グレイ（Gy）の違い 

・小線源治療、定位照射、IMRT、粒子線治療等の説明など 

２）協議事項 

がん患者相談について 

相談内容と今後の課題  

宮城県立がんセンター がん看護専門看護師から 

３）相談事例の検討と意見交換 

 

Ⅱ. 第 2回がん患者相談室専門委員会（東北六県から 20名参加） 

平成 24年 8月 3日（金） 午後 2時～4時 30分 

盛岡市 ホテルニューカリーナ 

１）講演 「がんに対する免疫療法」－特に「がん相談」から見て 

講師 東北大学病院がんセンター 特命教授 森 隆弘 

・エビデンスのある免疫療法は少なく効果が未確認のものが多い。医師か 

ら言えば臨床試験の結果に基づいて治療法を提示すべきであり、免疫療法

もありますよと簡単に勧められるものではない。しかしだめだとも言えず

標準治療が終了した告知された方の希望となる可能性がある。 

２）情報交換 

    東日本大震災の影響 

福島県から避難している方が放射線の影響を大変気にしている 

仮設住宅で終末期を迎えている患者がいる 

相談件数のカウントについて意見交換 

相談者も相談員もお互いに名乗らず記録を残さない施設あり 
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＜平成 24年度事業予定＞ 

 

がん患者相談室専門委員会を 2回開催予定 

 

講演として（相談員の希望も考慮） 

がんと漢方医学 

家族性腫瘍 

がん患者の就労を支援できるような内容での講演 

がん相談員のコミュニケーション能力のアップに役立つ講演 

その他 

 

協議事項として（意見交換） 

がん患者家族会との関わり 

がん患者の子供への支援 

その他 
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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
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東北がんネットワークがん登録専門委員会 

 

宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研究部 

西野 善一 

 

１．平成 23 年度活動報告 

 

(１) 「院内がん登録の現状調査」の実施 

平成 24 年６月に 30 加盟施設に対して調査を依頼し、7 月末までに 29 施設より回

答を得た。主な結果を別紙に示す。 

院内がん登録は全ての加盟施設で実施されていたが 

 外来症例を未登録の施設がある 

 登録実務者が１名の施設が５施設、実務者に正規職員がいない施設が 10 施設

ある 

 予後調査に関し、自施設による住民票照会を行っている施設は４施設のみで

ある 

 院内がん登録委員会が設置されていない施設が 11 施設あり、設置されている

施設の多くでも開催回数が少ない 

 独自に集計を行っていない施設が約 1/4 ある 

 約３割の施設で研究への利用ができない 

等が課題として明らかになった。 

 

(２) 第１回がん登録専門委員会の開催 

平成 24年 8月 1日（水）午後４時～６時 ホテル JALシティ仙台ローズⅠで開催 

 

２．平成 24 年度活動計画 

 

(１) 研修会の実施 

今年から使われている UICC TNM 分類第７版の内容等に関する研修会の開催を

来年２月の実施で調整中 

 

(２) 院内がん登録データの分析 

2011 年までのがん診療連携拠点病院院内がん登録全国集計データの利用が可能に

なった時点で国立がん研究センターに加盟施設データの利用を申請し、非拠点病

院からの提供データとあわせ主に５部位（胃、大腸、肝、肺、乳房）以外の部位

につきステージ別の治療状況等に関する集計の実施を計画している。平成 24 年度

は分析の内容や各加盟施設よりデータ利用の許可を得る手続について検討する。 

がん登録専門委員会　Ｈ２３年度活動報告・Ｈ２４年度活動計画



調査結果 
 
 
1. 院内がん登録の実施 

 
（１）実施状況 

 
 
2. 登録方法 

 
（１）外来症例登録状況 

 
（２）ケースファインディングの方法（複数回答可） 

 
（５）登録項目 
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  （７）UICC TNM 分類による治療前ステージの登録部位 

 
（８）UICC TNM 分類による術後病理学ステージの登録部位 

 
3. 人員 
 

（１）担当実務者の人数（兼務も含む） 

 
 

（２）正規職員の人数（兼務も含む） 
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（３）有期雇用職員の雇用形態 

 
※参考：登録実務者に正規職員がいない 10 施設のうち有期雇用職員の契約更新が不可能な

のは４施設 
 
5. 予後調査 

 
（１）予後調査実施の有無 

 
（２）(ⅰ) 予後調査方法（複数回答可） 

 
 

6. 院内がん登録委員会 
 
（１）設置の有無 
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（２）(ⅰ) 平成 23 年度開催回数 

 
7. 集計の実施 

 
（１）独自集計の実施 

 
（２）(ⅰ) 集計データの利用方法（複数回答可） 

 
（２）(ⅱ) 自施設生存率の算出 

 
（２）(ⅲ) 自施設生存率の公開 

 
8. 研究等への利用 

 
（１）利用の可否 
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（３）平成 23 年度利用件数 
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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 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 



  

東北粒子線コンソーシアム要項 

(平成 24 年 7 月 1 日)  

 

(設置) 

第１条 東北がんネットワークに東北粒子線コンソーシアム（以下，「コンソーシアム」という）

を置く。  

 

(目的) 

第２条 コンソーシアムは，東北地域におけるがん医療の充実を目的とし，特に粒子線治療設備

に関する情報交換及び広域的な有効利用を検討する場として，総合的・専門的観点から意見交換

を行う。  

 

(組織) 

第３条 コンソーシアムは，次に掲げる委員で組織する。  

(１) 東北がんネットワーク会長 

(２) 東北がんネットワーク会員・施設において放射線治療に関し優れた識見を有する者 

２ 前項第２号に掲げる委員は，会長が委嘱する。 

３ 会長は，必要があると認めるときは，第 1項各号に掲げる委員以外の者をコンソーシアムに

加えることができる。 

４ コンソーシアムに議長を置き，会長をもって充てる。 

 

 (会議) 

第４条 コンソーシアムは，原則的に東北がんネットワーク会議の中で招集される。 

２ コンソーシアムは必要に応じ会長が招集する。  

 

(その他) 

第５条 この要項は適宜，見直すものとする。 

２ この要項に定めるもののほか，コンソーシアムに関し必要な事項は，会長が定める。  
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