
 

 

制作 

東北がんネットワーク 



東北がんネットワーク加盟病院一覧（Ｈ27.4.1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 勝又　宇一郎 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 八重樫　伸生 病院長

16 東北薬科大学病院 近藤　丘 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 片倉　隆一 総長

20 石巻赤十字病院 金田　巖 院長

21 大崎市民病院 並木　健二 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 八戸　茂美 病院長

25 山形市立病院済生館 平川秀紀 館長・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 輿石　直樹 副院長

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



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２６年度活動報告・平成２７年度活動計画



東北がんネットワーク運営委員会 

 

【平成２６年度事業実績】 

・運営委員会開催 

第１回：平成２６年６月１１日（水）、ホテルメトロポリタン盛岡 

第２回：平成２７年２月１９日（木）、ホテルモントレ仙台 

・役員・運営委員会合同会議 

平成２６年８月２３日（土）、ホテルモントレ仙台 

・平成２５年度総会開催 

平成２６年８月２３日（土）、ホテルモントレ仙台 

・特別講演 

公益財団法人がん研究会 常務理事・がん研究所所長 野田 哲生 先生 

講演テーマ「これまでのがん研究、これからのがん研究」 

・事業内容 

平成２５年度会計収支決算・平成２６年度予算執行状況の確認 

平成２５年度各専門委員会の事業計画・進捗状況の把握・促進 

東北がんネットワーク平成２５年度活動報告書 

・平成２６年度活動計画書作成・配布 

 

【平成２７年度事業計画】 

 ・運営委員会開催 

第１回：平成２７年５月２１日（木）、ホテルメトロポリタン盛岡 

第２回：平成２８年２月某日、仙台（予定） 

・役員・運営委員会合同会議 

平成２７年８月２２日（土）、ホテル JALシティ仙台 

 ・平成２７年度総会開催 

平成２７年８月２２日（土）、ホテル JALシティ仙台 

 ・特別講演 

   厚生労働省 医政局長 二川一男 氏 

講演テーマ「今後の社会保障につい～地域医療構想を中心として～」 

・事業内容 

平成２６年度会計収支決算 

平成２７年度各専門委員会事業進捗状況の把握・促進 

東北がんネットワーク平成２６年度活動報告書 

・平成２７年度活動計画書作成・配布予定 



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

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２６年度活動報告・平成２７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
平成26年度活動報告



活動１

東北広域がん放射線治療ネットワークの整備



粒子線治療では都道府県を越えた連携体制が
求められている

例：日本放射線腫瘍学会 声明文



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



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(東北60施設＋放医研)

重粒子

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



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

利用例１

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



利用例１

ビデオ外来による治療適応相談

現時点で南東北病院の粒子線外来が稼働中

今後オンライン外来施設を増やす必要性あり



大学病院と地域連携病院間の
コンサルテーション

利用例２

大学病院

山形県内では月10回以上実施
タイとの国際カンファレンスも



利用実績アンケート（H27 7月実施）

いままでにTVカンファレンスシステムを使用されましたか？

は い 14施設
いいえ 34施設
未回答 12施設

利用が進んでいない。さらなる広報と各大学を通じた積極利用の働きかけが必要。



利用実績アンケート（H27 7月実施）

使用した場合、その目的と回数

陽子線治療センターへ相談 3回
病院間カンファレンス 47回
その他 26回

遠隔外来は山形大学以外の利用実績がない。
利用が進んでいない。さらなる広報と各大学を通じた積極利用の働きかけが必要。



活動２

東北広域放射線治療データベースの整備



広域放射線治療データベースの開発と利用について

東北粒子線コンソーシアム（H24発足）

弘前大学医学部附属病院
秋田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
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

Step1
広域放射線治療データベースの開発（H26年度）

東北地域
放射線治療
BigData

Step2a
JASTROデータベースへ連結

① 協力病院にクライアントサーバを設置
② 治療RISデータを匿名化して山大サーバに転送
③人的負荷を極力かけない方法で東北地域の放射線治療ビッグデータを構

築

東北地域でトラップしたデータを、
JASTRO提唱の放射線治療データ
ベースに転送する。

Step2b
データベースの広域利用

JASTRO
放射線治療DB

放射線治療データベースに関する連携について
東北地域における放射線治療の高度化と、臨床研究への貢献を目的とした、「広域放射線治療データベース」の構
築にご理解と協力を頂き、大学病院及び総合南東北病院の匿名化された放射線治療RISデータを山形大学医学部に設
置するセンターサーバに集積する。また集積された学術データの運用は粒子線コンソーシアムで検討していく。

局所制御率局所領域制御率・遠
隔制御率・生化学的制御率等の
各帳票を出力

東北広域放射線
治療DB



広域放射線治療データベースシステム

データの流れと取扱いについて

• 連携病院に帰属
• 転送のON/OFF権

• 広域放射線治療DB
ネットワークに帰属

• 連携病院に帰属

匿名化
処理

転送

専用VPN回線

②

③

①

山形大学
センターサーバ

連携病院
クライアントサーバ

バッチ処理

連携病院
RIS

転送

大規模集積データ
（匿名化RISデータ）

匿名化RISデータ

RISデータコピー
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広域放射線治療データベースシステム
システムの進捗状況

連携病院 状況

① 弘前大学医学部

同 意 書：受領
倫理委員会：倫理審査手続き中
機 器 設 置：完了（山形大学側工事完了を待ってデータ転送試験を行う予定）

回 線 工 事：完了

② 岩手医科大学

同 意 書：未
倫理委員会：放射線治療科教授より調整中
機 器 設 置：サーバ設置と接続工事の打合せを調整中
回 線 工 事：完了

③ 東北大学病院

同 意 書：未
倫理委員会：情報基盤室に相談と説明を行った。
備 考：地域連携担当教授、医療情報担当教授、放射線治療担当教授による合意形成会議を調整中

④ 山形大学医学部

倫理委員会：承認済み
機 器 設 置：完了
回 線 工 事：医療情報部と新規・光回線工事の準備中

⑤ 秋田大学医学部

同 意 書：未（倫理委員会の承認を得たので近日中に受領予定）

倫理委員会：承認済み
機 器 設 置：医療情報部とサーバ設置場所を検討中

⑥ 福島県立医科大学

同 意 書：受領
機 器 設 置：病院経営課と医療情報部で設置場所と試験予定を検討中。
備 考：電子カルテ更新があり、調整に時間がかかる。

⑦
南東北

がん陽子線治療センター

同 意 書：院内協議中
倫理委員会：院内協議中（運用規定と個人情報取り扱い規定及びセキュリティーポリシーの要望があり準備中）

機 器 設 置：横河ＲＩＳと広域ＤＢの連携プログラム完成。8月中にデータ出力テストを実施予定。
回 線 工 事：完了

2015/08/08院内手続き・倫理審査に時間を要している



活動３

東北地方の放射線治療情報の収集と発信

東北がんネットワーク発足以来の事業で頻回に情報収集、HP更新を行っている



平成27年度活動方針

TVカンファレンスの利用推進

TV外来受付施設を増やす（現在は陽子線のみ）

広報と説明を兼ねて委員会を開催する

広域データベースの本格稼働

HPを適宜更新し、東北地方の放射線治療状況の

発信を行う



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

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

平成２６年度活動報告・平成２７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 26年度実施事業報告書

1.平成26年度第 1回化学療法専門委員会会議次第、議事録、 P.l~4 

現会員状況

2.講演会案内、報告書 P.5~6 

3. CRCに関するアンケート調査について P.7~11 

4.参考資料 P.12，13 



東北がんネットワーク

平成 26年度第 1固化学療法専門委員会

次第

日時.平成 27年 1月 17日(土) 15:30~17:40 

場所:ウエスティンホテノレ仙台 37階 rVISTA J 

時間 会議名 次第 資料

15 : 30 / ¥平成 26年度第 l固化学療法専門委員会

会議

「東北がんネ
1.がん拠点病院における臨床試験の推進について

16 : 00 11 ツトワーク平 2 がん化学療法標準プロトコール改訂について

成 26年度第1
3. Tumor Boardの活用について

回化学療法専
4 その他

16 : 30 11 門委員会」 休憩

講演会*

開催時間
「全人的がん医療と燈場内科・化学療法

17目 00 11 (15: 30~17: 
サポートチームも含めて」

40) 
金沢医科大学

元雄良 治先生

17 : 30 

参加者

化学療法

専門委員

化学療法

専門委員

および

聴講希望

者

講演会*共催・東北がんネットワーク化学療法部会、 NPO法人東北臨床腫蕩研究会、

東北がんプロフエツショナル養成推進プラン



東北がんネットワーク化学療法専門委員会

平成 26年度第 1回会議議事録

日程 :平成 27年 1月 17日 (土)

時間 : 15:30~17:40 

場所 :ウエスティンホテル仙台 37階 rvI S T AJ 

宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1

出席者:(全35施設中 14施設から、 16名の参加)

伊藤蕪樹先生G岩手医科大学附属病院)、加藤誠之先生(岩手県立中央病院)、加藤博孝

先生(岩手県立磐井病院)、村上正美先生(岩手県立磐井病院)、渋谷丈太郎先生(岩

手県立胆沢病院)、石岡千加史先生(東北大学病院)、鈴木貴夫先生(仙台医療センタ

ー)、丹田滋先生(東北労災病院)、村川康子先生(宮城県立がんセンター)、大堀久

詔先生(石巻赤十字病院)、蒲生真紀夫先生(大崎市民病院)、吉岡孝志先生(山形大

学医学部附属病院)、福島紀雅先生(山形県立中央病院)、笹原由理子先生(山形県立

中央病院)、石山智敏先生(山形県立新庄病院)、佐治重衡(代理.金沢賢也)先生(福

島県立医科大学附属病院)

始めに石岡委員長より開会の挨拶があり、続いて議事に入った。

議事

議題 l がん拠点病院における臨床試験の推進について

委員長から、拠点病院新整備指針 臨床試験関連事項抜粋について、配布資料をもとに整

備指針文書の位置づけ、今後の方策、および臨床研究に関する指定要件についての説明が

あった。国の施策の展開と拡大するライフイノベーション関連予算獲得のためには、今後

は臨床試験の推進を地域全体で活性化する必要性があり、東北がんネットワーク化学療法

専門委員会参加病院全体として、積極的に臨床試験推進に参加してほしい旨の説明があっ

た。

特に今後、地域がん診療連携拠点病院の指定要件のひとつになりうる CRCの配置に関し

て、「治験・臨床研究支援について」の化学療法専門委員会内でとりまとめた独自アンケー

トの集計結果をもとに、東北地方でのCRC不足の問題について、近年ではメーカーの試

験は委受託契約・共同・スポンサ一方式に変化してきているためCRCの配置がないと臨

ユ



床研究推進が円滑に行われないと見なされる恐れがあるが、各病院および地域によっては

雇用形態等それぞれの課題、問題があり、本委員会としては今後ともネットワークカを高

めるなどの活動を強力に推進し、東北地方全体としてのボトムアップの必要性および具体

策を化学療法専門委員会名でしかるべき機関に適切に提起し、周知実行していくことを今

後の課題とした。

(※独自アンケート回答率が 47% だったため、継続して調査を行うこととなった)

議題2 がん化学療法標準プロトコール改訂について

石岡委員長から、配付資料(既存ホームページからの抜粋)により、厚労科研(石岡班)

で作成したがん化学療法標準プロトコールについては、現在 NPO法人東北臨床腫蕩研究会

のHPで継続閲覧できるが、作成してから日数が経過したためマイナーチェンジが必要とさ

れるため、今後は運営管理を化学療法専門委員会が行う提案があった。具体的にはレジメ

ン審査は医師が行い、薬剤師が作成、医師が推敵、決定の流れとし、管理必要資金につい

ては化学療法専門委員会から支出し、不足分を NPO法人東北臨床腫蕩研究会から補う旨の

提案があり、承認が得られた。

議題 3 Tumor Boardの活用について

石岡委員長から、配付資料(既存ホームベージからの抜粋)により、現在、東北がんネッ

トのHP上で TumorBoardを運営しているがメンテナンス予算がとれないため、化学療法

専門委員会から東北臨床腫蕩研究会が受託する形式で継続運用する旨の提案があり、承認

された。なお、本システムのさらなる有効活用法を含めた具体的な運用体制については

T-CORE若手の会など内部グ、ループを活用した利用方法を今後、取り決めることとなった。

講演会

本講演会では元雄良冶先生(金沢医科大学腫蕩内科学教授)より「全人的がん医療

と腫蕩内科 化学療法サポートチームも含めて」についてご講演いただき、東北がんネッ

トワーク化学療法専門委員会のメンバーおよび県内の医療機関から外科や臨床腫蕩の医師

を含め 21名が参加した。

以上

3 



化学療法専門委員会 35施設

，8 岩手

H27.1.19現在

斗

米H26年度末で福島先"
司笹原先生"交代



参加費無料
(先着30名様)

全人的がん医療と

腫場内科
化学療法サポートチームも合めて

講師:元雄良治 先生(金沢医科大学糊内科学教授)

日程 平成27年 1月17日(土)

開場 16:30開場

開会 16:40開会"'17:40終了予定

会場 ウ工スティシホテル仙台 37階 VISTA



ー東北がんネットワーク平成 26年度第 1固化学療法専門委員会ー

講演会『全人的が白ん医療と腫癖内科化学療法サポートチーム也含めてJIC:係る実施結果報告書

東北がんネットワーク化学療法専門委員会殿

平成 27年 1月 19日

(申請者)仙台市青葉区星陵町4-1

特定非嘗利活動法人東北臨床腫湯研究会

代表理事石岡干加史

蒲生真紀夫

EP 

後援を受けた以下の行事については、下記のとおり実施しました。

言己

1 実施日又は実施期間 平成 27年 1月 17日(土)

2 実施場所 ウ工スティンホテルイ山台 37階 VISTA

3 惨加者数 21名(医師・コメディカル 17名、講師・スタッフ4名)

4 その他(実施の概要)

特定非嘗利活動法人東北臨床腫療研究会(T-CORE)は東北がんネ担トワーク化学療法専門委

員会との共催で、東北がんプロフエツシヨナル養成推進ブラシにご後援を賜り、東北がんネットワーク平成 26

年度第 1由化学療法専門委員会の講演会をウエステイシホテjレ仙台 37階 VISTAにて開催しまし

た。

本講演会では元雄良;台先生(金沢医科大学腫湯内科学教授)より「全人的がん医療と腫湾内

科化学療法サポートチームも含めてJについてごE書演いただきました。東北がんネvトワーク化学療法専門

委員会のメシパーおよび県内の医療機関から外科や臨床腫蕩の医師を含め 21名が参加し、熱心に聴講

されました。講演後の質疑応答でも参加者から多くの質問が寄せられ、全人的がん医療に対する関心の高

さがうかがわれました。

セミナー終了後は会場を移動し情報交換会を開催しました。 16名にご参加いただき、参加者同士の積

極的な交流が行われ、情報交換の輪が広がっていました。

(添付資料)なし
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治験・臨床研究支援について

アシケート集計結果
実施期間:平成26年12月25日~平成27年2月13日

対象病院数・ 35病院

回答数・ 33病院

〈回答病院の内訳〉

都道府県がん診療連傍拠点病院 :

地域がん診療連機拠，朝丙院・

その他 ・

回答率 94%

7病院

25病院

1病院

治験・臨床研究支援について

質問1:病院全体の年間の臨床試験(治験、研究者主導の臨床試験含む)参加患者数

日人 5 

1~5人 l 

6~10人 l 

11~20人 3 

21~50人 11 

51人以上 11 

不明 1 

合計 33 

F ・・・・..3% 

133" _ _  ~ 

3% 
.0人

圃 1~5人

3% 
. 6~10人

9% 
. 11~20人

• 21~50人

.51人以上

-不日月

質問2・そのうち、がん患者数(またはがん診療に係わる臨床試験に参加した患者数)

0人 5 

1~ 5人 6 

6~ 10人 3 

11~20人 5 

21~50人 B 

51人以上 5 

不明 1 

合計 33 

質問3:病院にCRCはいますか?

む
一円
以
=ぉ

戸J
3% 

.0人

. 1~5人

. 6~10人

. 11~20人

• 21 ~50人

.51人以よ

.不明

7 

-いる

・いない
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質問4:CRCがいる場合、治験以外の臨床研究(試験)でCRCの支援はありますかっ

支援あり

支援なし

CRCいない
言す=

9
一円以

一ロ
=ぉ a 

質問5:支媛ありの場合、どのような支媛をされていますかフ(複数回答可)

3 
候補患者の検索

患者対応(IC補助説明含む)

CRF作成補助 序ータ入力等)

倫理委員会等の種類作成補助

5
-8
-B
-3
 

質問6:CRC以外で、臨床研究を支援する人はいますかフ

いる

質問7:いる場合、どのような方ですかっ

医療資格あり[医師、 煎剤師等}

医療資格なし

専属 {臨研究のためこ周開)

非専属 {臨研削畑仕事あり}

5
E
B
--
-7
 

質問8:いる場合、どのような支援をされていますかっ

CRF作成補助、来院スケジュール管理

プロジェクトマネジメント、プロトコーJIA'乍成‘データマネヲメント

統計解析、人材育成、資金獲得支援‘研究実施体制整備

事務手続きの支援

医師が下書きしたCRCの清書など

倫理!岳民会窓口や事務局とのやりとりの窓口

臨床研究全般

臨床t鵡貴書類の管理、事務局との連絡業務

務、 書類作底補助

臨床研究夢加申請、契約、クエリー対応、経費EE求手続等

~ 

.支媛あり

.支援なし

.CRCいない

-候補患者の検索

-患者対応 oc補助説明含む)

.CR円乍成補助(デタ入力等)

圃倫理霊貝会等の書類作成補助

.いる

・いない

園無回答

-医療資格あり(軍師、薬剤師等)

・医療資格なし

聞専属(臨床研究のために雇用)

・非専属 (臨床研究以外の仕事あり)

2 



CRCについて
質問1:CRCの勤務状況と人数を教えてください

人
25 

20 

15 

10 2i 

5 

4 
o Li72 

-産体

・非常勤

・常勤

123456789WII12UU~~17U~W2122BaðHn~Bmunn 

質問2・CRCの所属を教えてください(復数回答可)

病院 15 

派遣 8 

CRCいない 6 

質問3:認定CRCはいますかフ

いる 10 

いない 11 

CRCいない 12 

合計 33 

質問4:CRC経験年数について、 一番長い方l立何年ですか?

年

25 

20 

15 

10 

14 
5 寸 9

5 5 。 5 

.病院

.派遣

.CRCいない

司 .... 

-いる

-いない

.CRCいない

不明不明

123456789WllUI3u~~nu~wnnBaðHn~Bm3132n 

q 
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都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会臨床試験部会

.都道府県がん診療連携拠点病院に対する
rCRCIこ関するアンケート」集計結果 (2012.7)

治験を担当するCRC数 研究者主導試験を担当するCRC鍛

14 24 

|中央値 :5人|

22 

i;曜i最頻値 :6人10 
16 

最頻値 :0人

まt縦宮臣 s 6 
総組S臣14 12 

10 
8 

4 トー • • 6 

2 . 
4 
2 。 。

8 10 12 1416 1820 22 24262830 'fj1234567891O 

〈人〉 (人)

|がん診療提供体制のあり方に関する検討会開
3 拠車病院に期待される新しい穫穏~臨床研究犠能の強化目 拠点病院に期待される新しい機能

路床研究については、現在二がんめ新薬開発等が進められているが、 II ~臨床研究機能の強化~
!Itが室生f;;輩~で急車飽~治1l圭霊It主れるためにはー T標準治虫 l ま確
ru::ることや曇掴約な室全1生圭蟻盟主るための聖誕践共閏蹟墜li!J:窓を震¥ 患者が安全に高度で先駆的な治療を
施することが必要である. 当受けられるためには・. . 
すでに、~畠盛陸の多 < 1ま準監圭盆皇、箇墜霊2圭窒箆」てお里‘都道府 多施設共同臨床研究を実施することが必
県~点病院の 87拍が JCOO 【Jap剖 Clín i cal Oncology Gro叩 I 日本臨床魁

郷研究ゲ1レープ) ，、参加 L.J∞自 fl録症例数年平均 10 例以よ(~∞8-2012

年平均)の93怖は棋点病院である九 千国際基準に対応した多施設共同臨床研究. しかし、現行の自草原研究に関する要件は‘『進行中の臨床研究{治験を 実施できる体制をより強化すること
除<.以下問じ.)の慨婆及び過去の臨床研究の成果を広報する己と.J:& 

び『参加中の治験について、その対車であるがんの1留置Eび薬剤名等を . 
広報することが望ましい.Jのみであり‘人材配飽を見ても自RCやデー告

臨床研究の実施に必要なCRCやデータマ杢ジ主一盆どが土訟に毘震まれ主いるとは童い準s..，蜜陸の震自自にとっ
て遇到な負糧とな2τいることが態宣される. マネジャーなどの充実を支援する一方で

棟準治療の確立や新規治療の安全性を確認していく必要性と挺点病院 臨床研究を推進する体制や研究の実績を

のこれまでの実績を締まえ、今後、拠点病焼の斬しい機能として、星盤蓋tIt評価レ、その結果についても報告を求め

準に盆!1<した書鑑詮盤固隆盛uま窓鹿で童る盤錨圭卓日強位主や主ヂ三ーιダι 
など、 拠点病院の枠組みを活用 し、最新

が考えられるa 治療を安全に全国で確実に受けられる
具体的には、拠点病院に対して、臨床研究の実施に必要な保E ような体制作りを進める

マネジャーなどの皇室主支援玄る=Jiで‘隆盛量豊圭縫進主墨絵話全盛窪

の塞鐙(鑑:丞蕗まIl:た翠の曇l!.I飽なま全隼や勉墨の箆荘、合併症の自主量 新指定要i牛には、

H 直崎重への遁盛i去の回発2 袋主的3姐盗の廻m圭評置し、その鐙患 ③臨床研究コーディネーター (CRC)を
(例 ・ 鐙墜学会での~塗}についてもn告圭求めるなど~点Z君臨の控組 配置するーとがe望ましい

みま活用し‘最新の治療査室生に全国で碓室に量lす主れるよ主主強錨i乍り と盛り込まれ」るに留ま だ
ま進めることが劉貸主主主る盆 E つ

s 
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化学療法標準プロトコル
Tumor Boardの移転・運用

東北がんネットワーク

化学療法専門委員会

平成27年5月21日



化学療法標準プロトコルの移転
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を東北臨床腫瘍研
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）

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、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。

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。

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）。（化学療法専門委員会活動報告より）



T-COREの標準プロトコルページ
（導入）



T-CORE標準プロトコルページ
（同意ボタンの後）



T-CORE標準プロトコルページ
（リンパ腫）



Tumor Board の移転

Tumor Boardの移転については、化学療法専門委員

会において標準プロトコルページと同様に特定非営利
活動法人東北臨床腫瘍研究会（T-CORE）の事業として

引き継ぐことが、両者において承認されており、昨年
度より作業を進め、現在デザインの細部調整など移転
作業の最終段階となっている。なお、移転にあたり、セ
キュリティの強化等も図っている。T-COREとの間では、

標準プロトコルも含め、これらの活性化と運営に予算
面においても協力していくこととなっている。



がんネットのTOPページ



がんネットのTumor Boardページ



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

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：青森県立中央病院　緩和医療科部長　　蘆野 吉和

平成２６年度活動報告・平成２７年度活動計画



平成 26年度 緩和ケア専門委員会 活動報告 

 

１．アンケート調査を用いた情報交換 

  平成 26 年 1 月 10 日付 厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備につ

いて」で通知された、がん診療連携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．緩和ケア専門委員会の開催 

  日 時：平成２６年１０月１０日（金）１９：００～２１：００ 

東北緩和医療研究会の前日に実施 

  場 所：ホテルパールシティ秋田 竿燈大通り 

  次 第：①挨拶 

      ②参加者自己紹介及び近況報告 

      ③報告 

       ・平成２５年度アンケート調査集計結果 

       ・平成２６年度アンケート調査集計結果（中間報告） 

      ④議事 

       ・地域がん診療連携拠点病院の緩和ケアに関する要件について 

       ・緩和ケアセンターの設置に関する課題などについて 

       ・その他 

      ⑤情報交換 
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平成 27年 8月 17日 

 

東北がんネットワークがん患者相談室専門委員会報告 

 

 

宮城県立がんセンター 副院長 

藤谷恒明 

 

1． 平成 26年度事業実績 

（１） 平成 26年度がん患者相談室専門委員会 

開催日：平成 27年 1月 22日 午後 3時～5時 30分 

場所：リッチモンドホテルプレミア（仙台市） 

協議内容： 

「がん相談指導者研修修了者の研修」は今まで東北で行われていないため、東北

がんネットワークの組織を利用して東北全体で行いたい。国立がん研究センターで

公募している地域フォーラムの開催の募集に応募し、予算を獲得（平成 27年 8月

末〆切）後、開催日を平成 28年秋頃に予定して活動する。 

 

特別講演Ⅰ 講師：宮城県立がんセンター がん専門薬剤師 土屋雅美 先生 

      演題：「抗がん剤治療中の副作用と暴露対策」 

特別講演Ⅱ 講師：株式会社 スブェンソン 毛髪技能士 小笠原ゆかり 先生 

      演題：「抗がん剤治療による副作用対策」 

 

（２） 平成 26年度東北ブロック地域相談支援フォーラム 

開催日：平成 26年 7月 26日（土） 

場所：仙台国際センター（仙台市） 

内容： 

国立がん研究センターがん対策情報センターと共催 

セッションⅠ 「がん相談支援センターの様々な発展経緯」 

セッションⅡ 「一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」 

参加者同士（県単位）で体験共有 

各グループ（県毎）の発表 

 

 

 

 



2． 平成 27年度事業計画（実施済も含む） 

（１） 平成 27年度第１回がん患者相談室専門委員会（開催済） 

開催日：平成 27年 6月 23日（火）午後 1時 30分～4時 

場所：マリオス（盛岡市） 

協議内容： 

地域相談支援フォーラムへの応募について協議した。事前に東北 6県の県がん診

療連携拠点病院相談支援センターに質問票を送り、回答された内容を協議した結果、

東北 6県で応募すること、東北がんネットワークの組織を利用すること、宮城県で

取りまとめて応募すること、開催日は平成 28年秋頃、開催場所は仙台市等が決定

された。 

 

（２） 平成 27年度第２回がん患者相談室専門委員会予定 

開催日：平成 27年 8月 18日（火） 午後 1時 30分～ 

場所：アエル（仙台市） 

協議内容： 

地域相談支援フォーラムへの応募内容について協議する予定。 

 

（３） 平成 27年度第３回がん患者相談室専門委員会予定 

開催日、場所：未定 

協議内容： 

昨年と同様に講演会等を企画する予定 



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
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東北がんネットワーク 地域連携専門委員会報告 

 

【平成２６年度事業実績】 

 ・がん地域連携パスに関するアンケート実施（平成２６年１０月施行） 

   回答病院：太田西ノ内病院、南東北病院、山形県立中央病院、石巻赤十字病院、 

岩手県立大船渡病院、岩手県立中部病院、岩手県立中央病院（７病院） 

 

  問題点 

   １．病院間で病病連携の加算ができない。 

     ・県立病院同士で加算算定ができない。  ５県／６県 

     ・開設者が同じという理由で加算できない。（岩手、大船渡Ｈ 中部Ｈ 中央Ｈ） 

     ・情報提供書も開設者が同じという理由で算定できない。（福島 南東北Ｈ） 

      （福島は、公立病院で拠点病院は福島医大のみ。開設者が同じ県立病院はない

ので、算定できないケースなし。 福島 太田西ノ内病院） 

・福島では、胃がんの内視鏡治療や肺がんの治療を福島医大で施行して連携して

いる。携わる医師の頑張りがある。 

   ２．連携する医療機関が少ない。   ６県／６県 

     ・がん腫により連携機関が限定される。 

     ・がん連携を依頼できる医療機関の底上げが必要。 

     ・患者さんの通院距離が長く、通院できる医療機関が少ない。 

   ３．宮城では、統一フォーマットを作成したが、各地域の実情に合わないため、運用

実績がない。５大がん、緩和ケアのパスも入れて見直し、新規作成したい。 

（宮城 石巻赤十字Ｈ、福島） 

   ４．Stage１の症例を対象としているが、少ない。 

     抗がん剤治療の必要のない患者を対象としているため、症例が限定される。 

６県／６県 

 

【平成２７年度事業計画】 

１．地域連携専門委員会 開催 

時 期：平成２７年秋ごろ予定 

場 所：盛岡市あるいは仙台市 

講演会：地域連携の質の評価と標準化 

          同時に、パネルディスカッションとして、東北がんネットワーク参加

病院から、５大がんの地域連携クリティカルパスの進捗状況、現状と課

題を発表してもらう。 
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平成 26年度 がん登録専門委員会 活動報告 

 

１ がん登録専門委員会の開催 

平成 26年度第 1回会議を次のとおり開催した。 

・ 日時 平成 26年 8月 7日（水）午後 4時～5時 30分 

・ 場所 ホテル JALシティ仙台 ローズⅠ 

・ 次第 

① 開会 

② 委員紹介 

③ 報告事項（平成 25年度活動報告） 

④ 協議事項（平成 26年度活動計画、今後の活動方針について） 

 

２ 院内がん登録研修会の開催 

  平成 26年度研修会を次のとおり開催した。 

・ 日時 平成 26年 12月 6日（土）午前 10時 30分～午後 5時 

・ 場所 東北大学医学部 臨床講義棟 1階 臨床小講堂 

・ 内容 前立腺がんの病期分類について、院内がん登録の活用に必要な分析と統計手法 

について 

・ 講師 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 

西本 寛 先生 

・ 参加者 99名（青森 3、岩手 10、秋田 11、山形 21、宮城 44、福島 9） 

 

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という計画であ

った。 

・ しかし、精度の検討において、利用を前提としていたがん診療連携拠点病院院内がん

登録全国データの利用について許可が得られない見通しとなったことから、再検討を

余儀なくされ、実施には至らなかった。 

 

４ ワーキンググループの設置 

・ 情報公開部会（仮称）と研修部会（仮称）の小委員会の形でワーキンググループを設

置することと今後の活動方針について検討を行った。 



平成 27年度 がん登録専門委員会 活動計画 

 

１ 委員会の開催 

平成 27 年度第 1回会議 

・ 日時 平成 27年 7月 31日（金）15:30～16:30 

・ 場所 ホテル JALシティ仙台 2階ローズⅠ 

・ 内容 報告（平成 26年度活動報告）、協議（平成 27年度活動計画案） 

 

２ アンケート調査 

・ 目的 

会則の目的に鑑み、情報交換・意見交換を通じた「均てん化」と「向上」を目指し、

アンケート調査を実施する。 

・ 内容 

各施設で困っていること（院内掲示など）、データの登録・分析・公表の実態、研修

会のニーズ、研修会への講師としての協力など 

・ 時期 

8月、メーリングリストで質問項目について照会し、その後、実施 

・ アンケート調査実施後の対応 

簡単な集計などを行い、結果を参加施設で共有する。 

メーリングリストを活用し、研修会については、ニーズを踏まえ、開催の可否につい

て検討し、また、データの登録・分析に関しては、委員会としての活動の可否につい

て検討したい。 

 

３ ホームページの更新 

・ 内容を更新し、これまでの活動実績を掲載 

・ 今後、開催される研修会等の案内などは随時掲載 
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平成 26年度 小児がん専門委員会 事業報告 

 

１．小児がん専門委員会の設置 

  ①平成２６年８月２３日 

東北がんネットワーク総会において設立承認。 

②平成２７年１１月１０日 

加盟３５病院に対して、小児がん専門委員会への参加申込を依頼。 

小児がん専門委員会設立。 

④平成２７年３月１６日 

    東北がんネットワーク広域がん医療ネットワーク運用開始 

⑤平成２７年４月１３日 

専門委員会（持ち回り）の互選により 

東北大学病院 小児科教授 呉 繁夫先生を委員長に選任。 

２．小児がん診療病院９施設間合同ネットワークカンファレンスの開催 

  ⑥東北地区小児がん診療病院９施設間合同ネットワークカンファレンスの 

第１回目を平成２７年８月６日に施行した。 

参加施設：弘前大学、秋田中通病院、山形大学、東北大学、 

     宮城県立こども病院、福島県立医科大学(６施設） 

検討症例数：４症例 

利点：タイムリーに共同で症例検討と意見交換を行うことができた。 

欠点：施設によっては、放射線治療科・診断科の医局に設置されている   

ため、自由に小児科医師が使えない場合がある。 

   ＞＞各施設内で小児科が自由に使用するために、回線設置と費用 

負担について検討が必要。 

 

平成 27年度 小児がん専門委員会 事業計画 

 

１．小児がん診療病院９施設間合同ネットワークカンファレンスの定期的開催 

  今後、小児がん診療病院９施設間合同ネットワークカンファレンスの定期

的開催に向けて、開催日程や内容、改良点について検討する予定。 

 

２．各施設内での回線設置と費用負担について検討を予定する。 

 

                       平成２７年８月２２日 

             小児がん専門委員会 呉 繁夫 代）笹原洋二 



小児がん専門委員会
活動報告及び事業計画

平成２７年８月２２日

平成２７年度 東北がんネットワーク総会

東北大学病院小児科
准教授 笹原洋二



小児がん拠点病院の概要

１．国のがん対策推進基本計画の重点課題。

２．小児がん患児と御家族が、適切な小児がん医療と
支援が受けられる環境の整備を目指す。

３．４年間での各地域ブロックの中核機関の整備。
平成２５年２月に厚生労働省が全国１５病院を認定。



全国の小児がん拠点病院 １５施設

北海道：北海道大学病院
東北：東北大学病院
関東：埼玉県立小児医療センター

国立成育医療センター
東京都立小児総合医療センター
神奈川県立こども医療センター

東海·北陸：名古屋大学病院
三重大学病院

近畿：京都大学病院
京都府立医科大学病院
大阪府立母子保健総合医療センター
大阪市立総合医療センター
兵庫県立こども病院

中国·四国：広島大学病院
九州：九州大学病院

*

*

*
**
***

****
*

**



東北地区における小児がん診療病院



１．病院内での集学的治療の供給
チーム医療による集学的治療の実施
小児がん医療専門職の充実
医師、看護師、院内学級教師、臨床心理士、
保育士、MSW, CLS, 薬剤師、栄養士
再発、難治性小児がんへの対応
緩和ケアの実施体制
長期フォローアップ体制

２．東北地区全体としての地域連携体制
小児がん拠点病院と小児がん診療病院との連携強化
長期フォローアップの連携体制
小児がん専門医の育成

小児がん拠点病院が目指すもの



・ 個々の症例に対して、小児がん診療病院間の連絡

・ 東北地区小児がん医療提供体制協議会の開催

・ 長期フォローアップ体制

・ 二次がんへの対応
成人例では東北大学病院がんセンターおよび
がん診療連携拠点病院との連携

・ 遠隔医療システムを利用した、症例検討と教育体制
東北がんネットワークへの参画

東北地区における小児がん診療連携



平成27年8月6日に、東北地区小児がん診療病院9施設間で、
ネットワークを共用した、第1回目の合同カンファレンスを施行。

参加施設：弘前大学、秋田中通病院、山形大学、東北大学、
宮城県立こども病院、福島県立医科大学(６施設）

検討症例数：４症例

利点： フランクおよびタイムリーに共同で症例検討を行う
ことができた。

欠点：施設によっては、放射線治療科・診断科の医局に設置されて
いる場合、小児がんカンファレンス施行時に放射スタッフの
許可を必要とした。
＞＞各施設内で小児科が自由に使用するために、

回線設置と費用負担について検討が必要。
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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」とする。 

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 

改正  平成 27年 8月 22日 



発行日　平成 28 年 1月 15日

発行者　東北がんネットワーク事務局

　　　　山形大学医学部 医療支援課 高度先進医療推進室 内

　　　　〒990-9585 山形県山形市飯田西 2-2-2

　　　　（TEL）023-628-5022  (FAX)023-628-5847
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