千葉県がんセンター

心と体にやさしく、希望の持てるがん医療

CHIBA CANCER CENTER

当センターは、 日本医療機能評価
機構によって認定を受けています

基本理念と基本方針
基本理念
私たちは、心と体にやさしく希望の持てるがん医療を提供します。
基本方針
１．
２．
３．
４．

安全で最適な医療を提供します。
患者さんにわかりやすく説明し、患者さんの自己決定権を尊重します。
新しい医療の研究開発を行い、高度先進的な医療をめざします。
誠実で思いやりの心を持つ医療者を育成します。
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患者さんの権利とお願い
患者さんの権利
1. 平等で良質な医療を受けることができます。
2. ご自身の診療について十分な情報を得るこ
    とができます。
3. 説明を聞き、治療方針を自ら選択、決定す
    ることができます。
4. 診療録の開示を請求することができます。
5. セカンドオピニオンを求めることができます。
6. 患者さんの個人情報が保護されます。
7. 医療や病院に対する苦情を申し出ることが
できます。

病院から患者さんへのお願い
１. 自身の病状、健康状態を正確にお伝えください。
２. 良い医療関係が得られるよう、当院が定めた規則
     をお守りください。
３. 他の患者さんの診療の妨げとなる行為は行わない
     でください。
４. スタッフと連携して医療事故防止にご協力ください。
５. 医療費の支払いは速やかにご対応ください。
６. 将来のがん医療発展のため、臨床研究にご協力を
     お願いいたします。
７. 優秀な医療者を育てるため、教育、研修にご協力
     をお願いいたします。

病院長挨拶
平成 29 年度から病院長とな
りました山口武人です。どうぞ
よろしくお願いいたします。
千葉県がんセンターの基本理
念は、「私たちは、心と体にや
さしく希望の持てるがん医療を
提供します」です。医療の安全
を確保することは医療機関とし
て当然のことであり、すべてに
最優先されるものです。そのう
えでお一人おひとりに、最適な
医療をご提供することが基本的方針です。同時に、が
んを患っておられる患者さんの身になって、心に寄り
添う医療の実践も必須です。以前は、
がんと言えば「不
治の病」と考えられていましたが、現在では全てのが
んの 5 年生存率が 60％を超えるまでになっています。
治るがんが増えてきたことも事実です。しかし、がん
と宣告された時のショックは患った人しかわからない
と言われます。私たちはがんの患者さんが希望を失う
ことなく、少しでも前向きに診療を受けていただける
よう最善の努力を行ってまいります。
新病院については、29 年度から建設工事を開始し、
31 年度中の完成を目指しております。病床も 100 床
以上増床し、450 床となる予定です。医療設備につい
ても、最新の機器を取り入れることとしており、日々
進歩する高度ながん医療にも対応できるものと考えて
おります。
患者さん、ご家族の皆様にご満足していただけるよ
う、職員一同一丸となって取り組んでまいります。な
にとぞよろしくお願いいたします。
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都道府県
がん診療連携
拠点病院

患者さんの心と体を支援する体制を
充実させるとともに、がん診療連携
拠点病院の中心施設として、 最高の
がん医療の提供に努めて参ります。

千葉県がんセンターは、2018 年 4 月、千葉県内で唯一の都道府県がん診療連携拠点病院として厚生
労働省から指定されました。
医療安全に関する部門の更なる充実を図り、専門的ながん診療を行う医師・薬剤師・看護師等をはじめ、
全職員を対象とした職員研修を実施することで、安心安全な医療の提供に努めています。また、がん治
療に関する各種情報提供、心の相談や他の病院への相談（セカンドオピニオン）にも積極的に支援を行っ
ています 。さらに、がんゲノム医療連携病院にも指定され、患者さんへの個別化医療を推進してまいり
ます。これからも、患者さんの目線に立った医療サービスを心がけ、多くの方から信頼される病院と
して更なる発展を目指します。

がん相談支援センター
「がん」に関わるさまざまなご相談をお受けしています。 病気に関することや経済的な問題だけでなく、不安な気持ちや心のつらさ
など、専任の相談員が対応しています。専任の相談員は、がん医療における基礎研修を修了した『がん専門相談員』です。看護師・医
療ソーシャルワーカー・ピアカウンセラー（がん経験者）と多職種で構成しています。
●

セカンドオピニオンセンター

セカンドオピニオンセンターでは、患者・家族相談やセカンドオ
ピニオンの紹介調整・情報提供などを通じ、患者が主体的に医療を
選択し、安心して安全で質の高いがん医療が受けられるよう、サポー
トしています。
●

にとな文庫 ( 患者図書室）

患者さんやご家族のための図書室です。がんに関する情報だけで
なく、心の問題など専任の 2 名の図書館司書が交代で知りたいこと
の検索をサポートしています。
●

患者サロン
患者サロンは、がん患者さんやご
家族同士が交流できる場所です。同
じ立場だからこそ分かり合えること、
支えあえることがあります。

緩和ケアセンター
診療のあらゆるシーンで、患者さんやご家族の苦痛を心身ともに和
らげるお手伝いをして、安心してがん治療を受けられるようにサポー
トします。
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より質の高い医療を提供するため

診療体制
《診療部門》
食道 ・ 胃腸外科
肝胆膵外科
消化器内科
乳腺外科
呼吸器外科
呼吸器内科
循環器内科
腫瘍 ・ 血液内科
頭頚科
脳神経外科
婦人科
泌尿器科
整形外科
皮膚科
形成外科
緩和医療科
精神腫瘍科
歯科
前立腺センター
乳腺センター

臓器別診療科制を取入れています
《診療サポート部門》
画像診断部

《その他の部門》

内視鏡科

医療の質 ・ 安全管理部

放射線治療部

経営戦略部

核医学診療部

治験臨床研究センター

外来化学療法科

がん相談支援センター

輸血療法部

●

セカンドオピニオンセンター

手術管理部

●

地域統括相談支援センター

集中治療部

地域医療連携室

臨床検査部

緩和ケアセンター

臨床病理部

栄養サポートチーム (NST)

遺伝子診療科

感染防止対策チーム (ICT)

薬剤部

褥瘡対策チーム

リハビリテーション科
栄養科
看護局

《研究所》

《事務部門》
管理課
医事経営課

がん治療開発グループ
発がん研究グループ
がんゲノムセンター
がん予防センター
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がん診療

最新医療機器と最新の治療法を駆使
して がんの征圧に挑んでいます

手術支援ロボット（ ダ ・ ビンチ）
( 前立腺腫瘍の術後 QOL 向上に威力を
発揮しています。 また、 その他の腫瘍へ
の応用も始まっています。）

4

医療の質・安全管理部
医療の質・安全管理部は、医師、薬剤師、看護師の３職種
が専従し、医療安全管理活動を行っています。職員からの報
告を分析し、事故の発生や再発の防止に向け改善を図るとと
もに、院内各部署の安全活動を支援しています。
また、部内に感染対策推進室と臨床工学科を有しています。
感染対策推進室は院内感染の発生状況を把握し、発生防止活
動を行っています。臨床工学科は医療機器の保守・点検や各

手術管理部

部署での安全使用に向けた活動を行っています。

手術管理部は、麻酔科と集中治療部を統括する部門です。
スタッフは日本麻酔科学会認定専門医の麻酔科医によって構
成されています。平成 28 年度は、3 名の常勤麻酔科医と、計
26 名の非常勤麻酔科医（日本麻酔科学会認定医・専門医）が、
常時専従の麻酔管理を行っております。
全身麻酔を受けた後の患者さんは、全員、集中治療室に入室
し、生体モニターの完備した環境で、より安全な術後の時間を
過ごすことができます。

画像診断部
画像診断部では CT や MRI など最新鋭の機器を用いて人体
内部を画像化し、経験豊富な専門医が診断の手助けを行ってい
ます。県立病院群の中では、常勤の放射線診断専門医がいるの
は当センターだけです。CT による Ai（オートプシー・イメー
ジング）も対応可能です。また、血管造影の技術を生かした治
療（インターベンショナルラジオロジー）や、血管が細くなっ
ても点滴や注射ができるような医療器具（CV ポート）の留置

核医学診療部

も担当しております。

核医学診療部は、PET/CT 装置とガンマカメラ装置による診
断を行っています。PET/CT では FDG という薬剤を用いて、腫
瘍の存在や活動性を CT 画像上に表示することができます。ガ
ンマカメラによる核医学検査は、全身の骨の状態を一度に確認
できる骨シンチグラフィをはじめ、腫瘍の検出や臓器の機能を
評価する検査を広範に実施可能です。また、薬剤から放出され
る電子線やアルファ線を利用した「内照射治療」も積極的に行っ
ています。

放射線治療部

放射線治療はがん細胞に放射線を照射して消滅させる治療法
で、様々な部位の根治的治療と緩和的治療に有効です。当部門
の特徴は最新の高精度放射線治療装置を駆使した強度変調放射
線治療（IMRT）と定位放射線治療（SRT）です。特に、IMRT は
前立腺がん・頭頸部腫瘍・脳腫瘍を中心に 1500 例を超える実
績があります。また、専門資格をもつ職員が多く在籍し、日本
放射線腫瘍学会より安全かつ高精度な放射線治療を推進する施
設として認定されています。
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外来化学療法科
がん化学療法の進歩は目覚ましく、分子標的薬をはじめとし
た新薬が次々と開発されています。当院ではこれらをいち早く
取り入れ、治療成績を伸ばしています。それは、全国トップレ
ベルの治療件数に結びついています。そして、ご自宅で安心し
てお過ごしいただくため、患者さんに合わせた情報の提供やセ
ルフケア支援を行っています。

薬剤部
薬剤部では、患者さんに安全かつ高度な薬物治療を受けてい
ただくために、抗がん剤調製、調剤、医薬品・治験薬管理、服
薬指導、病棟業務等を行っています。入院患者さんには、病棟
担当薬剤師が服薬指導を行い、外来化学療法を受けられる患者
さんには、がん薬物療法認定薬剤師を中心に副作用等の説明を
しています。また、薬剤師はチーム医療（緩和、栄養、感染、
副作用対策）の一員としても積極的に活動しています。

リハビリテーション科
リハビリテーション科は、がん患者リハビリテーション の
ほか、脳血管障害リハビリテーション、運動器リハビリテーショ
ン、緩和を目的としたリハビリテーションや症状緩和を目的と
したマッサージ、音楽療法もおこなっています。リハビリに加
えて、がんに対する治療（放射線治療や化学療法）が併施され
ることも多く、リハビリ施行者にはがん治療そのものの知識も
必要となります。当院のスタッフはがんリハビリに対する幅広
い教育を十分に受けており、安全で患者さんに優しいリハビリ
を提供しています。

内視鏡科
内視鏡科と消化器内科スタッフが協力して消化器内視鏡検査
および治療を担当しております。検査においては近年発達が著
しい画像強調観察、拡大観察に力を入れ、より精密な診断をめ
ざしております。また、治療においては早期癌の完全切除を目的
とした内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を得意とし、年間 400 例
超と全国でも有数の治療件数をほこっております。また、最新の
内視鏡設備を有し、最先端の内視鏡診療を提供しております。

栄養科
栄養科では手術後の変化、あるいは抗がん剤投与・放射線治
療の影響に応じた食事について、入院および外来でも相談をお
受けしています。
入院中でも食事を楽しんでいただけるよう、また栄養状態を
よくできるよう管理栄養士が直接状況を伺って食事内容を相談
したり、厨房スタッフも患者さんのニーズを把握するため定期
的に病棟訪問を実施しています。
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循環器内科
循環器内科は、常勤医師一名と、心エコーを専門とする非常
勤医師が担当しています。当院における循環器内科の主な業務
は、悪性腫瘍等で当院に入院または通院中の患者さんで、循環
器疾患を合併しているあるいはその疑いのある方の診療です。
診療内容は、レントゲン検査、心電図検査、心エコー検査（写
真）、ホルター心電図検査、一時型ペースメーカー挿入などです。
また、永久型ペースメーカーや植え込み型除細動器（ICD）が
植え込まれている患者さんであっても、悪性腫瘍などの治療が
スムーズにできるように、当科がサポートいたします。

臨床検査部
外来採血から結果報告までをシステム化し、検査精度の向上
を目指しています。導入されている大型精密機器により血液に
存在する細胞の数や種類・血液中の酵素などの各種たんぱく質
を迅速に測定が可能です。また、感染症の原因菌の検出や同定
には遺伝子検査も導入しています。白血病やリンパ腫など血液
のがんの診断に欠かせないフローサイトメーターも駆使してい
ます。

輸血療法部
輸血療法部は、平成 29 年度に中央部門として独立いたしま
した。検査は自動輸血検査システムにより行い、コンピュータ
クロスマッチシステムを採用しています。輸血事故を防ぐため
の細心の注意を払い、迅速に適合血液製剤を準備しています。
また、自己末梢血幹細胞移植に際しては、採取から移植までの
保管・管理を行っています。厚生労働省の輸血ガイドラインを
遵守し、安全で質の高い輸血医療の提供を目指します。

臨床病理部
がん診療の基本情報である病理組織診断を 5 人の病理専門
医が担当し、正確で過誤のない診断のため全ての症例を専門医
2 人以上で診断しています。正確な病理診断及び分子標的薬適
応決定のために HER2 を始めとする多種の抗体を用いた免疫染
色を行っています。さらに、がん遺伝学進歩による診断高度化
に対応して FISH や PCR による遺伝子転座やシーケンスによる
遺伝子点突然変異、PCR によるリンパ腫クローナリティ解析
を実施しています。また、細胞検査士と細胞診専門医が協力し
て細胞診業務を行い精度向上に努めています。

遺伝子診断部
遺伝子解析を行い、結果に合わせた個別化医療を提供して
います。生検や切除されたがん組織を解析し、EGFR、HER2、
MGMT などの遺伝子の変異にあわせて抗がん剤を選択できる
ようにします。また、血液を解析して遺伝性のがんの体質を診
断し、遺伝性腫瘍（遺伝性乳がん・卵巣がん症候群、リンチ症
候群など）と診断された患者さんとそのご家族、また、家族に
がんが多い、あるいは多発・若年性のがん患者さんに対して、
外来でのカウンセリングにより適切な検診・予防法を提供しま
す。
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診察 ・ 検査 ・ 診断し その日のう
外来診療

8

ちに治療方針決定を目指します

コーヒーショップ

外来待合室

通院化学療法室

がん情報コーナー

診察風景
9

安全と安心を最優先に、 こころ休まる
入院環境

良質な療養環境を提供します

３階病棟案内図
２階病棟案内図
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4 階病棟案内図

5 階 ・ 6 階病棟案内図
レストラン（上）＆コンビニ（下）

緩和ケア病棟案内図

特別個室 （12 部屋）

緩和ケア病棟

病室

個室 （7 部屋）
3 床室 （2 部屋）
家族室
面談室
調理室

緩和ケア病棟

入口

談話室
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質の高い医療技術者育成のため 教育 ・
教育研修

安全は医療の根幹です。
専任の担当者が研修会や実技講習会を開催しています

サマースクールで説明を聞く子供たち

AED の実技講習会の開催
12

千葉県夢チャレンジ体験スクールの子供たち

臨床研修医

研修風景

研修に力をいれています

医師臨床研修制度
千葉県立病院群 ( 下図 ) は、千葉県がんセンター

日々進化する医療レベルに対応し、自らがさらに進歩する

を基幹型病院、 他の県立 7 病院、 千葉東病院、 ジェ

ために職員全員、あるいは部局ごとに専門的な研修会や研究

イコー千葉病院（ 旧千葉社会保険病院）、 千葉労

会等を開催し、各種医療技術の習得ならびに向上を目指して

災病院等、 複数の中核病院を協力型病院、 保健所

います。また、米国を中心とした海外研修等も積極的に行い、

や地域病院を協力施設として構成されています。

研修医の卒後臨床研修やがん専門医の資格取得を目的とした
研修医の他、各種医療関連大学からの学生実習も受け入れて
います。また、千葉大学大学院医学薬学府・連携大学院講座「分
子腫瘍生物学」を開設して学生教育にも取組んでいます。

千葉県がんセンター

佐原病院

精神科医療センター

一方、研究所では県内の中・高校生を対象に千葉県科学・
先端技術体験スクールの一環とした「千葉県夢チャレンジ体
験スクール」を、また、全国の中・高校生を対象に日本学術

救急医療センター

リハビリテーションセンター

循環器病センター

こども病院

振興会主催の「ひらめき・ときめきサイエンス」を行うことで、
医療・医学研究への関心を深め、将来の医療従事者への動機
づけに努めています。患者さんや一般の方を対象とした、が
んの診断治療に関する県民公開セミナーやがん予防展の開催
にも協力しています。
また、看護局ではクリニカルラダーを取り入れ、新人看護
師からリーダーレベル、管理者、専門・認定看護師まで、段

臨床研修医受入実績
千葉県立病院群では、 平成 16 年の新医師臨床研
修制度の開始と同時に、 研修受け入れを行っており、
平成 26 年度までに 126 名の受け入れを行ってきました。
また、 2 年間の卒後臨床研修修了後には後期研修

階的にステップアップできる教育体制を整えています。ラダー

先として千葉県立病院群レジデント医としてそれぞれ

レベル別の研修を院内で実施し、認定看護師や専門看護師の

の専門科を学ぶこともできます。

教育課程の研修生等も受け入れています。また、看護師をめ

平成 16 年

7名

平成 17 年

15 名

ざす学生の実習や中学生の職場体験も多く受け入れており、

平成 18 年

13 名

学生の教育の場として人材育成を進めております。

平成 19 年

7名

平成 20 年

13 名

平成 21 年

14 名

平成 22 年

11 名

平成 23 年

15 名

平成 24 年

8名

平成 25 年

10 名

平成 26 年

13 名

平成 27 年

8名

平成 28 年

11 名

千葉県がんセンターを基幹病院とした千葉県立病院群卒
後臨床研修プログラムを掲げ研修医を募集しています。研
修の概要や募集要項については千葉県病院局の千葉県立
病院群臨床研修医制度のホームページ (URL:http://www.
chibakenritsubyouin.jp/) をご覧ください。

平成 29 年      13 名

臨床教育
当センターは、安全を基本に心と体にやさしいがん医療の遂行を
目指しておりますが、将来の医療を担う医師、歯科医師、看護師、
薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士等の医療技術者の
育成にも力を入れています。
従って、当センターでは国の内外から派遣される多くの研修医、
研究者、学生などが、臨床の現場に立ち入ることがあることをご理
解いただけると幸いです。
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安心・安全ながん医療を確かな看護技術で
看護

「私たちは、心と体にやさしく、希望の持てるがん医療を提供します」の基本理念のもと、
がん治療の過程の中で生じてくる、患者さんの不安、苦痛、生活への援助などに対応で
きる専門性の高い看護師によって、やさしさと信頼・心温まる看護を提供しています。

＜看護局理念＞
がん看護でとても大事にしていることは、次の 4 点で、これらは看護局の理念として日々の
看護活動の基盤となっています。
1. 【生きる力と希望】
がん患者さんの治癒力を引き出し、生きる力と希望を支えます。
2. 【自己決定の尊重】
がん患者さんとご家族の方々の自己決定を尊重し支えます。
3. 【QOL の向上】
がん患者さんとご家族の方々の苦痛を緩和し生活の質の向上を支えます。
４．【人間性豊かな看護】
専門技術と生命（いのち）の尊厳が調和する人間性豊かな看護を提供します。

ミーティング風景

クリスマス会
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輸血の準備

七夕の飾りつけ

支えます

＜看護の特徴＞
１．7 対 1 看護体制
入院患者 7 人に対して看護師 1 人以上を配置する体制を全病棟で取ることによって手厚い看護を実践しています。
２．プライマリー制
患者さん一人ひとりに担当看護師（プライマリー看護師）がついて、患者さんやご家族の意向を取り入れながら、
入院中の看護計画を立てて看護にあたります。
３．緩和医療の早期からの関わり
痛くて眠れない、お腹がはる、吐き気、口内炎等さまざまな苦痛に対して早期の緩和医療を行うことで、苦痛を
抑え、また患者さんやご家族の不安が少しでも軽減できるよう日々力を尽くしております。
４．在宅看護のお手伝い
住み慣れたご自宅で過ごせるよう、地域の医院や訪問看護ステーション等と連携し在宅での生活相談などをお受
けしています。緩和ケアセンターにこのような退院調整をする専従看護師が活動しています。
５．教育体制の充実
毎年入職する新人看護師や現在勤務している看護師、看護補助者、クラーク等の看護職員について計画的な研修
を実施しています。知識や技術の修得・向上に新人からベテランまで段階的にステップアップできるような教育
体制を整えています。
６．がん看護の専門ナースの育成
がん看護の専門分野の教育研修等も実施しており、病棟を横断的に活動しながら活躍しています。
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臨床への橋渡し研究や創薬研究の充実を
研究

邁進し、 成果を県民に還元します。

研究所は、がん治療開発グループ、発がん研究グループ、がんゲノムセンター、がん予防センターの４部
門で構成され、医学研究を行うことでがんの医療を支えています。千葉県の試験研究機関として先進的な研
究と地域を対象にしたがん予防調査研究を行い、県民一人一人に最適ながん医療が施されるよう研究を進め
ています。近年、創薬開発、がんの早期診断法の開発、がん患者臓器の培養などのプロジェクトが日本医療
研究開発機構等の国の助成事業に採択され、さらにがんゲノム医療、難治がんや希少がん、小児がんの発生
機構の研究、3 次元組織培養による発がん機構の解明、マウスモデルを用いた発がん機構の解明、免疫応答
を利用した治療法の開発、がんの再発に関わるがん幹細胞の研究、個々のがんにあった治療選択の研究、ゲ
ノム化学を応用した創薬開発、微量血液による診断法の開発、地域のがん疫学調査研究そしてがんの予防を
目指した大規模疫学調査などの研究を行っています。

皮膚の幹細胞で大事な遺伝子が皮膚が
んの原因となる遺伝子だった。

がんが、抗がん剤に抵抗性とな
り生き残る仕組みにおける幹細胞
の役割を解明して、抗がん剤から
がん細胞が逃げられなくする新し
い薬を創っています。
16

薬の開発段階で薬が効
くか判定するための新
しいモデルの開発

「薬」をがんに届ける技術の開発、薬
に蛍光物資をつけてヒトのがんを植え
たマウスに投与、薬ががんに集積

KRAS 遺伝子変異を持ったがん細胞を殺す薬を開発

図り、 がんの予防 ・ 早期発見 ・ 治療のための研究に

約 70％のがん経験者が 5 年以上生きられるようになっています。
千葉県のがんの実態を把握するために、県内のがん患者さんを把握す
る事業を行っています。日本全体では、がんの実態を把握することが出
来ていませんでしたが、平成 28 年 1 月より全国がん登録が法制化され、
把握できるようになりました。引き続き県内のがん患者さんを把握し、
がんの予防やがん検診率の向上、早期診断に役立てていきます。

子供たちの世代ががんにならないために市原市、印西市、我
孫子市、柏市の皆様のご協力でがんの予防を目指した分子疫学
調査（千葉県がんセンター 市原市 分子疫学コホート調査 および
J-MICC 調査）
を行い 1 万 4 千人以上の方に参加いただいています。
がんも治る病気になってきています。
全国のがん専門病院 32 施設のがん患
者さんのデータを収集し、がんの生存
率（がんになっても治療できる率）を
患者さんが調べられるようにインター
ネット上に KapWeb として公開してい
ます。このがんの生存率は、世界一の
千葉大学大学院医学薬学府の連携大学院
米国と同様の治療が行われていること
として諸外国からも留学生を受け入れ、が
を示しています。
んの臨床・基礎研究を行っています。

患者さんの組織、血液等を
ご同意いただいたうえで、収
集保存し、がんの治療法や診
断法の開発研究に利用させて
いただいています。（バイオ
バンク事業）

若い大学院生や留学生とともに、 がんの克
服に向けて日夜研究に励んでいます。
「小児がん希少がんにも治療法を」と開発に邁進しています。
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痛みや呼吸困難 ・ 不眠などを緩和し、
緩和ケア

家族との大切な時間を心地良く過ごせ
るようにサポートします

緩和ケア病棟では、症状のコント
ロール、リハビリテーション、在
宅医療連携調整などを積極的に行
い、ご自宅へ帰ることを一つの目
標としています。

平成 15 年に緩和ケア病棟が開設され、現在はご自宅での
療養を支える病棟としての役割を大切にしています。そのた
め、在宅医療施設との連携を密にとり、在宅からの緊急入院
をいつでも受け入れられる体制をとっています。

患者さんとご家族の QOL 向上の
ために、音楽療法士などのよる音
楽療法を定期的に行っています。
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がん患者さんを地域で支える仕組み
づくりを推進しています

地域医療連携

地域チーム医療の推進
千葉県がんセンターは、がん患者さんを地域で支える診療体制の構築を推進しています。地域内の医
療機関と協力しながら診療機能の分担と有機的連携を行う「地域チーム医療」を展開することによって、
がん患者さんに診療の質を保証できる地域連携のシステム作りを目指しています。地域医療連携室は地
域チーム医療を実践すべく、医療機関ネットワークの構築と連携の質向上へ向けたマネジメント活動を
行っています。

地域連携クリティカルパス
地域チーム医療において、患者さんに連携診療の質と安心を保証するためのツールとして、地域連携
クリティカルパスの開発・普及を推進しています。地域内の医療機関と協議し、共同作成した診療計画
に準拠したがん患者さんの地域連携を実現しています。地域連携クリティカルパスの開発・運用に当たっ
ては、地域医療連携室スタッフが支援や調整などを行う「地域連携マネジャー」として活動しています。

地域連携コーディネーターの役割
「地域連携コーディネーター」は外来看護師が担っています。パス適用開始時に、患者さんがパスにつ
いて理解・納得した上で連携に同意が得られるよう直接的な支援を行っています。具体的には、パスに
基づいた共同診療計画の説明や連携先医療機関選定の助言、不安や疑問への対応などです。その際、他
院へ連携後も計画に基づいた診療が行われること、再発時は迅速に当センターへ逆紹介されることにつ
いて、患者用パスを用いて可視化しながら説明しています。患者さんは連携診療の全体像を理解しやす
くなり、安心感につながると考えます。
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概要
病床数 ・ 職員数等
所在地

千葉市中央区仁戸名町 666-2

敷地面積

59,228.55㎡

総床面積

32,396.81㎡

外来駐車場台数    外来：232 台

臨時：50 台

職員駐車台数

臨時：91 台

病床数
（一般病床

274 台

341 床
300 床、
ICU 病床 11 床、
非密封線源病床 1 床、 密封線源病床 2 床、

翔譜（しょうふ）一色邦彦
1991年3月

無菌病床 2 床、緩和ケア病棟 25 床）
職員数

作

542 名（医師 89 名・看護 316 名・その他職員 137 名）

新病院建設構想

平成 32 年 3 月、現在の敷地の西側に新
病院が竣工し、新たな一歩を踏み出し
ます。なお、建設コンセプトは以下に
示す 5 つに基づいています。
①高齢化に伴う患者増・がん医療の集
約化への対応、②高度かつ良質ながん
医療の提供、③地域連携の充実・強化、
④おもてなし ( ホスピタリティー）病院
の実現⑤安定的運営基盤の確立

建設規模
階

数：地上 9 階・地下 1 階

延床面積：約 54,000 ｍ 2
病  床  数：450 床
構

新病院完成予想図
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造：鉄筋コンクリート造
（免震構造）

沿革
昭和 37 年 1 月

千葉県がん対策審議会から成人病セン
ターの設置について答申

学会等認定施設
1 日本病理学会研修 B 認定施設
2 日本脳神経外科学会認定医訓練施設
3 日本麻酔科学会麻酔科認定病院
4 日本消化器外科学会専門医修練施設
5 日本静脈経腸栄養学会

NST 稼働認定施設

6 日本静脈経腸栄養学会

実地修練認定教育認定施設

7 日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設

昭和 44 年 9 月

衛生部にがんセンター建設室設置

昭和 46 年 1 月

建設工事着手

昭和 47 年 3 月

看護婦宿舎完成

昭和 47 年 7 月

本館竣工

昭和 47 年 11 月

開所、診療業務を開始

昭和 48 年 3 月

医師住宅（木造 3 戸、鉄筋 16 戸建て 1 棟）完成

昭和 50 年   9 月

看護婦宿舎（増設）完成

昭和 59 年   2 月

千葉県がん対策審議会から「がんの治療体制
の整備等総合的ながん対策の実施」について

8 日本産科婦人科学会専門医専攻医指導施設
9 日本整形外科学会認定研修施設

建議書提出
昭和 61 年 3 月

  10 日本消化器病学会認定施設

昭和 60 年 6 月設置の千葉県がん治療体制整
備検討委員会から「千葉県におけるがん治療

  11 日本核医学会専門医教育病院
  12 日本呼吸器外科専門医制度認定基幹施設

体制の整備」について報告書提出
昭和 63 年 8 月

増築及び改修工事着手

  14 日本乳癌学会認定施設

平成 3 年 2 月

増築及び改修工事竣工

  15 日本呼吸器学会認定研修施設

平成 3 年 7 月

看護婦宿舎完成

  16 日本外科感染症学会

平成 5 年 5 月

外来ホール増築

  17 日本耳鼻咽喉科学会認可施設

平成 9 年 5 月

がん診療施設情報ネットワークシステム始動

  18 日本緩和医療学会認定施設

平成 12 年  4 月

外来処置室及び放射線治療棟増築

  19 日本内科学会認定教育病院

平成 14 年 12 月

緩和医療センター竣工

  20 日本泌尿器科学会専門医教育施設

平成 15 年  4 月

緩和医療センター開棟

  21 日本呼吸器内視鏡学会認定施設

平成 18 年  4 月

電子カルテ稼動

  22 日本食道学会

平成 18 年  8 月

都道府県がん診療連携拠点病院に指定

平成 19 年  4 月

日本医療機能評価機構による認定（Ver. ５）

平成 21 年 10 月

放射線医学総合研究所と相互協定締結

平成 22 年   5 月

河北医科大学第四医院（中国）との研究・

  13 日本臨床細胞学会認定施設

外科周術期感染管理教育施設

食道外科専門医認定施設

  23 日本放射線腫瘍学会認定施設
  24 日本外科学会

外科専門医制度

修練施設

  25 日本大腸肛門病学会修練認定施設
  26 日本臨床腫瘍学会認定研修施設
  27 臨床修練指定病院
  28 学会認定

臨床輸血看護師制度指定研修施設

  29 日本がん治療認定医機構認定研修施設
  30 臨床研修指定病院
  31 日本病院評価機構基準認定施設 （3rdG:Ver.1.1）

教育に関する協定の締結
平成 23 年   4 月

ンター・前立腺センター開設
平成 23 年 7 月

手術支援ロボット「ダ・ビンチ」導入

平成 23 年 11 月

ロシア連邦立小児血液・免疫研究センター・
西ドイツがんセンターとの研究・教育に関

  32 千葉県臨床衛生技師会臨床化学部門基幹施設
  33 日本血液学会認定研修施設
  34 日本輸血細胞治療学会認定制度指定施設
  35 日本消化器内視鏡学会専門医指導施設
  36 日本医学放射線学会 放射線科専門医総合修練機関認定施設
  37 日本頭頚部外科学会頭頸部がん専門制度認定 指定研修施設
  38 日本形成外科教育関連認定施設
  39 日本輸血細胞治療学会輸血機能評価制度指定施設

心と体総合支援センター・臨床研究総合セ

する協定の締結
平成 24 年 9 月

日本医療機能評価機構による認定 Ver.6 ）

平成 25 年 2 月

創立 40 周年記念式典開催

平成 25 年 11 月

事務研修棟増築竣工

平成 26 年 11 月

外来診察室改修工事竣工

平成 29 年   7 月

日本医療機能評価機構による認定
（3rdG:Ver 1.1 ）

平成 29 年 12 月

新病院建設工事着手

平成 30 年  4 月

都道府県がん診療連携拠点病院に再指定
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千葉県がんセンター
〒 260-8717 千葉市中央区仁戸名町 666-2
℡ 043-264-5431
http://www.pref.chiba.lg.jp/gan/

アクセス

受診される方は

JR 千葉駅から

地域医療連携室

JR 千葉駅東口 ２番バス乗り場から

043-264-5431( 代表 )
受付

月～金

９ ： ０0 ～ 17 ： 00

（ 土 ・ 日 ・ 祝日 ・ 年末年始を除く）

誉田駅、 鎌取駅、 千葉リハビリセンター、 大宮団地（ 星久喜台経由） 行き乗車
→ 千葉県がんセンター下車（ 所要時間 ： 約 25 分、 千葉中央バス）

JR 蘇我駅から
JR 蘇我駅 東口３番バス乗り場から

がんの相談を希望される方は
がん患者相談支援センター
043-264-5431 ( 代表 ) または
043-264-6801 ( 直通 )
開設

月～金

9 ： 00 ～ 17:00

鎌取駅行き乗車 → 千葉県がんセンター下車 （所要時間 ： 約 16 分、 千葉中央バス）
蘇我駅東入口から
千葉県がんセンター、 千葉南高校行き乗車→千葉県がんセンター下車 （所要時間 ： 約１６分、 小湊バス）

JR 鎌取駅から
JR 鎌取駅 北口１番バス乗り場から
JR 千葉駅行き乗車 → 千葉県がんセンター下車 （所要時間 ： 約 13 分、 千葉中央バス）

（ 土 ・ 日 ・ 祝日 ・ 年末年始を除く）

H3005SA

