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「かけはし」と「県立がんセンター医療ニュース」
が合併します

がん対策基本法、ここが変わった！
今年は、平成19年4月にがん対策基本法が施行されてからちょうど10年になります。兵庫県内には、国
指定、県指定、準じる病院なども含め47のがん診療連携拠点病院が指定され、県医師会や患者会と一丸
となってがん医療の均てん化を目指して推進してきました。基本法の制定から10年経ち、がん医療の質の
向上や医療者の育成、チーム医療や緩和ケアの推進など一定の成果が得られています。しかし、がん治療
が進み治療後も社会で活躍できる人が増えてきた一方で、通院のため退職を余儀なくされるケースも増え
るなど、新たな課題が出てきています。
そこで議員立法として改正案が提出され昨年12月に、がん対策基本法が改定されました。新しい基本法

には、①基本理念として、「がん患者が尊厳を保持しながら安心して暮らすことのできる社会の構築を目指す
こと」、を掲げ、がん患者への国民の理解が深まるようにする。②企業側の「事業主の責務」を設け、働く人
ががんになっても雇用を継続できるよう配慮することを明記しています。③緩和ケア従事者の育成、良質な
リハビリの提供、がん患者の家族のサポート、などの文言も明記されています。これまでのがん医療よりも
かなり幅広いがん対策への対応が求められ、まさにがん医療は新しいステージに入ったといえます。
当センターでは、今後も患者さん・ご家族、地域の皆様と職員全員が一体になって、これらの活動を推
進してまいります。今年も皆様方のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

お気軽にご相談ください
相談料は無料です。

県立がんセンターでは医療機関への広報誌と
して、以前より「かけはし」と「医療ニュース」を
発行してきましたが、内容の重複することなども
あることから、この度両紙を合併してタイムリー
に発行することにしました。合併記念の61号とし
て、当センターにおける最近のトピックスや院内
の取組み、診療開始や新任医師の紹介などを掲
載して皆様にお届けいたします。是非お時間の
ある時にご一読頂ければ幸いです。

兵庫県立がんセンター　院長　足立 秀治

This issue　～今号のトピックス～
●病理診断科の紹介 P.2
● 看護部　専門・認定看護師の活動 P.3
● 放射線部の原稿のタイトル P.4
● 講演会・学術集会発表の紹介  P.5
● 異動者のお知らせ・がんサロンについて　
 相談支援センターのご案内 P.6

がん相談支援センターのご案内
がんに関する不安や仕事、経済的問題や
がん治療に関する一般的な情報提供も行っております。
がんセンターで治療をうけていない患者さんやご家族もご利用いただけます。
また、地域医療関係者のご相談も承ります。　　
■対応時間：平日9時～12時　13時～16時
■ご予約・お問合せは　078－929－1151まで。
「相談支援センターにつないで」とお伝え下さい。

がん患者と家族のサロン「明石話そう会」のご案内
がん患者さんやご家族が、ご自身の思いを自由に話せる場所として、患者会の「ゆずりは明石」さんが、
がん患者と家族のサロン「明石話そう会」を開設しております。
参加費は無料で、ご自由に参加いただけます。
■場所：がんセンター1階　栄養相談室
■日時：毎月　第1・第3　月曜日　10時～12時（祝日と重なる場合はお休みです）

平成28年9月30日付
・頭頸部外科フェロー　繁治純医師（沖縄県立八重山病院へ）・婦人科専攻医　清水亜麻医師（県立西宮病院へ）
平成28年12月31日付
・消化器外科医長　千堂宏義医師（甲南病院へ）

ありがとうございました。

異動者のお知らせ よろしくお願いします

平成28年10月1日付
平成23年神戸大卒
頭頸部外科フェロー
北播磨総合医療センター
サッカー・フットサル

採用年月日
卒業年・大学
所 属
前 勤 務 先
趣 味

平成28年10月1日付
平成24年兵庫医大卒
婦人科専攻医
県立西宮病院

採用年月日
卒業年・大学
所 属
前 勤 務 先

当院では他院ではない様な手
術症例や臨床試験等も経験す
ることができるため日々精進し
たいと考えています。よろしく
お願いいたします。

寺薗 貴浩
(てらぞの たかひろ)

丸中 淳
（まるなか すなお）

角田 紗保里
（かくだ　さほり）

松岡 和子
（まつおか かずこ）

転出者

ひとこと

患者様の気持ちに沿ってお役
に立てるよう頑張ります。よろし
くお願いいたします。

ひとこと

平成28年10月1日付
平成24年佐賀大卒
麻酔科専攻医
県立姫路循環器病センター
麻酔全般（もう少し後に、
緩和ケア内科志望）
読書、散歩、昼寝

採用年月日
卒業年・大学
所 属
前 勤 務 先
得意分野・希望領域

趣 味

少しでも患者様のためになる麻
酔科医を目指しています。よろ
しくお願い致します。

ひとこと

平成29年1月1日付
平成13年滋賀医大卒
婦人科医師
がん研究会有明病院
婦人科内視鏡手術
旅行、登山など

採用年月日
卒業年・大学
所 属
前 勤 務 先
得意分野・希望領域
趣 味

楽しく前向きに医療にとりくみ
たいと思います。よろしくお願
いします。

ひとこと
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病理診断科の紹介
当院は腫瘍に特化した病院であり、組織診断のほとんどは腫瘍の診断であります。近年、腫瘍治療の研究は非常に
速いスピードで進んでおり、腫瘍に対して様々な治療法が提供されるようになり、適切な治療を選択するための、病
理診断の重要性はますます高まってきています。
現在、病理診断科のスタッフは常勤医6名 (4名は病理専門医 )、非常勤医4名、病理検査技師などのｺﾒﾃﾞｨｶﾙ18名で、
年間約12,000例の組織標本と約12,000例の細胞診診断、約900例の術中迅速診断を行っています。以下に当科の
PRも兼ねて我々の仕事の一部をご紹介させていただきます。
■迅速な免疫染色
正しい診断を行うために、免疫染色が必要なことがしばしばあります。組織型や、腫瘍の進展の度合いを知ることは

もちろん、乳癌における HER2やホルモンレセプターの評価、肺癌における ALK変異や、頭頸部癌における HPV感
染の有無などは、治療方針や予後予測に直結するものです。当院では、多数の抗体を揃え、4台の自動免疫染色装置
を用いて、免疫染色を行っており、ほぼ一両日中には免疫染色の結果を報告しています。
■遺伝子検査
血液疾患・軟部腫瘍・HER2では必要に応じて FISHを行い診断を行っています。また、当院研究部と協力し、PCR
法による肺癌 EGFRや軟部腫瘍の遺伝子検査を行っています。
■バーチャルスライドの活用（VENTANA iSCAN HT, Virtuoso）
当院では、チーム医療の大切さを理念として掲げており、病理診断科は各診療科と合同カンファレンスなどで緊密

な連携を取りつつ、診断を行っています。ＣＰＣではバーチャルスライドシステムによる組織スライド標本の画像を用い、
臨床にわかりやすいカンファレンスを試みています。また、ご紹介いただいた患者様に病理ガラス標本を持参いただい
た場合は、バーチャルスライドとして取り込み、組織像を記録に残し、当院で手術をされたり、再発した場合などには
参考にさせていただいています。また、乳がん治療に直結する増殖能のマーカーであるＫｉ-６７については、バーチャ
ル画像解析ソフトを使用し、より正確で速い診断を行っております。
■ Precision Medicine(個別化治療)
近年、Precision Medicineが話題になっていますが、Precision Medicineに必要な個人の遺伝子情報などは腫
瘍の組織や細胞から得られます。病理診断科では、患者様の組織の適切な保管・管理を行い、検体の評価や、標本
の選択を行い、臨床各科の治験や臨床研究に対応しております。
■ ISO15189の取得
病理診断を行っていくうえで、検査室の運営や技術能力が一定の水準に達しているということは大変重要なことです。
当院では、病理診断科を含め、臨床検査室に特化した国際規格であるＩＳＯ１５１８９取得を目指し（兵庫県では、病理でＩ
ＳＯ認定を受けているのは姫路医療センターと神戸大学の２か所のみ）、昨年より準備を進めておりましたが、昨年１１
月末に審査が行われ、今年２月に病理部門を含め、がんセンターの検査部全体にＩＳＯ認定を受けることができました。

直接臨床の場に出ることはめったにありませんが、患者様のた
めに、正しい診断をより迅速に行うために病理診断科一同頑張っ
ております。標本をお借りするなどお手数をおかけすることもあ
ると思いますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

（文責；佐久間）

信頼される病理診断科を目指して頑張っています！

がんセンター看護部には、がん看護専門看護師
3名と認定看護師（皮膚・排泄ケア、集中ケア、緩和
ケア、がん化学療法看護、がん性疼痛看護、感染
管理、手術看護、摂食・嚥下障害看護、認知症看護、
がん放射線療法看護）20名の合計23名がいます。
がんの治療を受ける患者さんが、安心して安全に
治療を受けることができるよう、診療部、薬剤部、
検査部、栄養指導課などの医療チームと協働して、
それぞれの専門の視点でサポートしています。
また外来でも病院と在宅医療の連携を一層強化し
ていきたいと考えています。

♥がんセンターの専門看護師と認定看護師たち♥

乳がん看護外来 スキンケア外来

5つの看護外来
①サポートケア外来
②乳がん看護外来
③スキンケア外来
④放射線治療看護外来
⑤リンパ浮腫外来

がん看護実務研修を開催します！

それぞれの専門分野に関するお困りごとの相談、勉強会などの講師、事例検討会など承ります！お気軽にお声かけください！
お問い合わせ：兵庫県立がんセンターホームページURL　 http://www.hyogo-cc.jp/　お問い合わせ窓口へ

がん看護実務研修はがん拠点病院としてがん医療、がん看護の均てん化を目的に開催している研修です。
最新のがんの治療、看護、社会政策、医療マネジメント、コミュニケーションなどがんに関わる内容が盛り

だくさん！！講師陣も当院の医師、看護系大学の学長や教授、専門看護師、認定看護師などその道のエキスパー
トによる研修です！
地域の他職種の方々と連携したがん看護の向上にむけ、ご意見や要望など聞きながら updateしています。
来年度は、せん妄や急変時の対応なども盛り込んでいく予定です。地域の病院や訪問看護ステーション、介
護施設などから、看護師の方だけでなく、社会福祉士、理学療法士、薬剤師など多くの職種の方々にも来て
いただきご好評頂いておりますので、ぜひご参加ください！！
参加をご希望の方へ：同封の案内をご覧ください。またホームページにも掲載予定です。
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いただきご好評頂いておりますので、ぜひご参加ください！！
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ー 5ーー 4ー

兵庫県立がんセンターニュース　か　け　は　し

PET/CT装置の共同利用のご案内
がん診療において PET/CTは欠かせない検査と言えますので、適応のある症例をお持ちの先生方におか

れましては是非当院に検査のご依頼を頂けますと幸いです。PET/CT検査の診断レポートは日本医学放射線
学会診断専門医および核医学専門医がダブルチェックの上作成し、お返しさせて頂いています。

①の要件としては「他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の診断が確定できない患者に使用す
る」となっています。すなわち。PET/CT検査時点で悪性腫瘍であると診断されている必要があるのですが、
これには病理組織学的診断は必須ではなく、臨床的に高い蓋然性を持って悪性と判断される場合は適用と
するとされています（平成22年4月発行厚生労働省保険局医療課疑義解釈資料）。具体的には、病理組織学
的検査診断を行おうとしたが診断に到らなかった、あるいは生検リスクが高いなどの医学的理由によって病
理診断が困難で合った場合は適応となります。②については悪性リンパ腫以外の腫瘍を対象とした治療効果
判定目的の PET/CT検査は保険適用外です。

当院には2台の PET/CT装置があります。1台は2016年1月に導入された最新型の装置（米国 GEヘルス
ケア製 PET/CT装置 Discovery IQ）です。本装置は PETの対軸方向視野（一度に撮像できる PETの頭尾
方向の範囲）が約26cm（5リング）と、同機種のラインナップの中でも最も広いため、従来の PET/CT装
置と比べて全身を撮像するための時間を短縮、或いは同じ時間をかけた場合により高い画質の PET/CTを
得ることができます。また新型装置に備えられた PETの検出器は従来機種と比して高い感度を有し、より正
確な集積（FDGなどの放射性医薬品が集まる現象）の評価が可能であるとともに、小病変の検出能が向上
します。特に体格の大きな症例では画質の向上が顕著で、診断能の改善に大きく寄与します。

PET/CT検査申込方法

兵庫県立がんセンターニュース　か　け　は　し

視野が広く、高い感度の最新型の PET/CT装置を導入しています

保険適用：①早期胃がんを除くすべての悪性腫瘍に拡大
 ②悪性リンパ腫の治療効果判定に適用

検査依頼書に記入 地域医療連携室に FAX
がんセンターより

予約票が届いたら申込完了

お申込・お問合わせは　地域医療連携室　TEL：078-929-1151(代)　FAX：078-926-5410(直通)まで

こんな講演会を行いました（一部紹介）

講演承ります。　ご興味のある方はお気軽にご依頼ください
呼吸器内科
第57回日本肺癌学会学術集会ランチョンセミナー（平成28年12月20日　福岡国際会議場）
題名

概要

激動の肺癌治療～選択と戦略～ 講師　里内美弥子

非小細胞肺がんではこの１年で免疫チェックポイント阻害剤が２剤、分子標的治療薬が3剤と多くの新薬が承認
され、今後もこの流れは続くものと考えられます。個々の患者さんの肺癌組織からの遺伝子検索が必須となって
きており、個別化治療が急速に進み、実臨床に導入されています。薬剤耐性の原因遺伝子に対する薬剤も承認
されてきています。免疫治療が導入されるなど効果が期待される新薬が続々と臨床の場に登場し、個別化治療
がすすみ、上手に薬剤を使っていくことで予後、QOLの改善がもたらされています。現在考えられる治療のアル
ゴリズムを紹介し、現在／近未来の治療やその効果／安全性について概説しました。

第9回薬剤師セミナー（平成29年1月21日　兵庫県私学会館）
題名

概要

免疫チェックポイント阻害剤の基礎と実地診療 講師　里内美弥子

非小細胞肺がんでも導入されて１年の免疫チェックポイント阻害剤は薬価でなどマスコミで取り上げられること
も多くなっています。何故効くのか？今までの抗がん剤治療とどこが違って、どこが大きく期待されているのか？
臨床での実例（効果と副作用対策）、今後の展望等をお話ししました。

消化器内科
第37回日本病院薬剤師会近畿学術大会教育講演（平成28年1月24日　神戸国際展示場）
題名

概要

胃癌化学療法～最新の話題～ 講師　津田政広

胃癌化学療法における一次治療は、フッ化ピリミジン系抗がん剤 +プラチナ系薬剤の併用療法が国際的に広く
受け入れられている。2014年9月にオキサリプラチンが保険適応となり2015年3月に承認。進行・再発胃癌に
おける二次治療において有効な薬剤について、オキサリプラチンの胃癌術後補助化学療法について早期の承認
が期待されている。

Gastric Cancer Forum in TAJIMA（平成28年3月25日　公立豊岡病院）
題名

概要

胃癌治療の最新情報の提供 講師　津田政広

胃癌化学療法の今後の展望について概説しました。

消化器外科
第28回日本内視鏡外科学会総会
題名 当センターでの技術認定医（胃）育成への取り組み 講師　安田貴志

第20回兵庫腹腔鏡外科勉強会
題名 腹腔鏡下直腸切除における剥離、切離の工夫と側方廓清の現状 講師　大山正人

兵庫県立がんセンター第15回がんフォーラム
題名 チームで取り組む肝臓・胆道・膵臓領域のがん ー低侵襲～先端医療までー 講師　富永正寛、藤野泰宏
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兵庫県立がんセンターニュース　か　け　は　し

兵庫県立がんセンター　ニュース
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「かけはし」と「県立がんセンター医療ニュース」
が合併します

がん対策基本法、ここが変わった！
今年は、平成19年4月にがん対策基本法が施行されてからちょうど10年になります。兵庫県内には、国
指定、県指定、準じる病院なども含め47のがん診療連携拠点病院が指定され、県医師会や患者会と一丸
となってがん医療の均てん化を目指して推進してきました。基本法の制定から10年経ち、がん医療の質の
向上や医療者の育成、チーム医療や緩和ケアの推進など一定の成果が得られています。しかし、がん治療
が進み治療後も社会で活躍できる人が増えてきた一方で、通院のため退職を余儀なくされるケースも増え
るなど、新たな課題が出てきています。
そこで議員立法として改正案が提出され昨年12月に、がん対策基本法が改定されました。新しい基本法

には、①基本理念として、「がん患者が尊厳を保持しながら安心して暮らすことのできる社会の構築を目指す
こと」、を掲げ、がん患者への国民の理解が深まるようにする。②企業側の「事業主の責務」を設け、働く人
ががんになっても雇用を継続できるよう配慮することを明記しています。③緩和ケア従事者の育成、良質な
リハビリの提供、がん患者の家族のサポート、などの文言も明記されています。これまでのがん医療よりも
かなり幅広いがん対策への対応が求められ、まさにがん医療は新しいステージに入ったといえます。
当センターでは、今後も患者さん・ご家族、地域の皆様と職員全員が一体になって、これらの活動を推
進してまいります。今年も皆様方のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

お気軽にご相談ください
相談料は無料です。

県立がんセンターでは医療機関への広報誌と
して、以前より「かけはし」と「医療ニュース」を
発行してきましたが、内容の重複することなども
あることから、この度両紙を合併してタイムリー
に発行することにしました。合併記念の61号とし
て、当センターにおける最近のトピックスや院内
の取組み、診療開始や新任医師の紹介などを掲
載して皆様にお届けいたします。是非お時間の
ある時にご一読頂ければ幸いです。

兵庫県立がんセンター　院長　足立 秀治

This issue　～今号のトピックス～
●病理診断科の紹介 P.2
● 看護部　専門・認定看護師の活動 P.3
● 放射線部の原稿のタイトル P.4
● 講演会・学術集会発表の紹介  P.5
● 異動者のお知らせ・がんサロンについて　
 相談支援センターのご案内 P.6

がん相談支援センターのご案内
がんに関する不安や仕事、経済的問題や
がん治療に関する一般的な情報提供も行っております。
がんセンターで治療をうけていない患者さんやご家族もご利用いただけます。
また、地域医療関係者のご相談も承ります。　　
■対応時間：平日9時～12時　13時～16時
■ご予約・お問合せは　078－929－1151まで。
「相談支援センターにつないで」とお伝え下さい。

がん患者と家族のサロン「明石話そう会」のご案内
がん患者さんやご家族が、ご自身の思いを自由に話せる場所として、患者会の「ゆずりは明石」さんが、
がん患者と家族のサロン「明石話そう会」を開設しております。
参加費は無料で、ご自由に参加いただけます。
■場所：がんセンター1階　栄養相談室
■日時：毎月　第1・第3　月曜日　10時～12時（祝日と重なる場合はお休みです）

平成28年9月30日付
・頭頸部外科フェロー　繁治純医師（沖縄県立八重山病院へ）・婦人科専攻医　清水亜麻医師（県立西宮病院へ）
平成28年12月31日付
・消化器外科医長　千堂宏義医師（甲南病院へ）

ありがとうございました。

異動者のお知らせ よろしくお願いします

平成28年10月1日付
平成23年神戸大卒
頭頸部外科フェロー
北播磨総合医療センター
サッカー・フットサル

採用年月日
卒業年・大学
所 属
前 勤 務 先
趣 味

平成28年10月1日付
平成24年兵庫医大卒
婦人科専攻医
県立西宮病院

採用年月日
卒業年・大学
所 属
前 勤 務 先

当院では他院ではない様な手
術症例や臨床試験等も経験す
ることができるため日々精進し
たいと考えています。よろしく
お願いいたします。

寺薗 貴浩
(てらぞの たかひろ)

丸中 淳
（まるなか すなお）

角田 紗保里
（かくだ　さほり）

松岡 和子
（まつおか かずこ）

転出者

ひとこと

患者様の気持ちに沿ってお役
に立てるよう頑張ります。よろし
くお願いいたします。

ひとこと

平成28年10月1日付
平成24年佐賀大卒
麻酔科専攻医
県立姫路循環器病センター
麻酔全般（もう少し後に、
緩和ケア内科志望）
読書、散歩、昼寝

採用年月日
卒業年・大学
所 属
前 勤 務 先
得意分野・希望領域

趣 味

少しでも患者様のためになる麻
酔科医を目指しています。よろ
しくお願い致します。

ひとこと

平成29年1月1日付
平成13年滋賀医大卒
婦人科医師
がん研究会有明病院
婦人科内視鏡手術
旅行、登山など

採用年月日
卒業年・大学
所 属
前 勤 務 先
得意分野・希望領域
趣 味

楽しく前向きに医療にとりくみ
たいと思います。よろしくお願
いします。

ひとこと


