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№ がん種 参加している診療科・診療施設・コメディカル等 開催日時 場所 特徴 連絡先 内線番号
がんに特化した
時間配分の可否

参加の可否

1 造血器腫瘍-1
血液内科、薬剤部、看護部、栄養管理部、
高密度無菌治療部、造血細胞移植センター

毎週木曜日13時00分～15時00分 血液内科医局
医師、薬剤師、看護師、栄養士が合同で検査所見や
合併症を評価し、症例毎に診断や治療法を検討。

近藤恭夫 (2275) 可 可

2 造血器腫瘍-2
血液内科、薬剤部、看護部、輸血部、栄養管理部、理
学療法部、歯科口腔外科、高密度無菌治療部、造血細
胞移植センター、医事課

毎週月曜日 13時30分～14時 東病棟6階面談室
医師、薬剤師、看護師、栄養士、理学療法士、歯科
衛生士、MSW等が合同で検査所見や合併症を評価し、
症例毎に治療やケア等の対応法を検討。

石山　謙 (2274) 可 可

3 食道・胃・大腸癌 消化器内科、胃腸外科
月一回(第1 or 2の金曜日)
18時～

光学医療診療部 消化管疾患、炎症性腸疾患も含む。内視鏡画像中心 伏田幸夫 (5150) 可 可

4 肝癌-1 消化器内科、放射線科、放射線治療科 毎週木曜日8時30分～9時
画像カンファレ
ンス室

画像カンファレンス。問題症例の読影解釈と治療方
針決定

荒井邦明 (2235) 可（癌中心） 可

5 肝癌-2 消化器内科、肝胆膵・移植外科 毎週木曜日18時～18時30分 旧第２外科医局 手術対象の悪性疾患中心 田島秀浩 (2362) 可（癌中心） 可

6 膵癌・胆管癌
消化器内科、肝胆膵・移植外科、放射線科、
放射線治療科、病理部、がんセンター

第3水曜日18時30分～20時 CPDセンター
膵・胆道系疾患の画像診断、手術所見、病理所見、
内視鏡的治療等を検討。

蒲田敏文 (2323) 可 可

7 肺癌-1
呼吸器内科、呼吸器外科、放射線科、放射線治療科、
病理部、がんセンター、核医学診療科

毎週水曜日8時15分～9時
画像カンファレ
ンス室

手術対象の悪性疾患中心 香田　渉 (2323) 可 可

8 肺癌-2 呼吸器外科、放射線科、病理部、核医学診療科 第3火曜日 18時30分～
画像カンファレ
ンス室

手術対象の悪性疾患中心 松本　勲 (2354) 可 可

9 肺癌-3 呼吸器内科 毎週月曜日16時～18時 呼吸器内科医局 呼吸器悪性腫瘍一般、化学療法施行例中心 笠原寿郎 (2273) 可
可（症例持込

可）

10 脳腫瘍 脳神経外科、病理部、リハビリ、薬剤師
(月)～(木) 7時45分～9時
(金) 7時30分～9時(翌週手術予定
の術前カンファレンスを含む)

脳神経外科医局
脳神経外科疾患症例の画像診断と治療法の検討。
手術ビデオの提示あり。

中田光俊 (2384) 難
可(病院内関係

者)

11 頭頸部癌
耳鼻咽喉科・頭頸部外科、放射線治療科、
歯科口腔外科

第2月曜日18時～19時
放射線治療科外
来

すべて悪性腫瘍 吉崎智一 (2413) 可 可

12 内分泌腫瘍-1
核医学診療科、内分泌・総合外科、内分泌・代謝内
科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科

月一回17時30分～18時30分(第3
水)

CPDセンター
甲状腺、副甲状腺疾患が中心。（がん症例、良性疾
患、バセドウ病など。）手術、アイソトープ治療、
分子標的薬などを検討

森山秀樹 (7969) 可 可

13 内分泌腫瘍-2 核医学診療科 毎月第2木曜17時30分～18時30分
核医学診療科医
局

50%が甲状腺がん、主に治療 萱野大樹 (2333) 可 可（連絡要）

14 乳癌
放射線科、放射線治療科、乳腺科、病理部、検査部、
看護部

第2(または3)月曜日18時～19時 CPDセンター 乳腺症例(主に乳癌)２例を提示し診断中心に議論。 石川聡子 (5159)
回により良性症例

もあり
可

15 腎癌・前立腺癌 放射線科、泌尿器科、放射線治療科、病理部
第2（または3）水曜日18時30分～
20時

CPDセンター
泌尿器科疾患の画像診断を中心に、手術所見、病理
診断、治療方針を検討。

飯島将司 (2393) 可 可

16 婦人科癌-1 産科婦人科 毎週月曜日14時～16時 病棟5階CR 術前症例，術後症例，問題症例，死亡症例 水本泰成 (2425) 難 可

17 婦人科癌-2
産科婦人科、放射線科、放射線治療科、核医学診療
科、病理部

第4木曜日17時30分～19時00分
画像カンファレ
ンス室

産科婦人科疾患の画像診断と治療方針の検討、術後
症例の画像と病理の検討

水本泰成 （2425） 可 可

18 小児癌
小児科、小児外科、放射線科、放射線治療科、病理
部、整形外科、脳神経外科、核医学、漢方医学、緩和
ケア、薬剤部、看護部、リハビリテーション部、MSW

毎週月曜日17時～20時（合同カン
ファレンスは第2月曜日）

小児科医局
放射線診断と病理を含めた総合討論、治療方針決定
など

黒田梨絵 (2314) 可 可（連絡要）

19
原発不明癌・
その他の癌

がんセンター、薬剤師 毎週火曜15時～16時30分
がんセンター医
局

原発不明癌．その他、肺癌や膵癌などの固形癌の
薬物療法中心

竹内伸司 (2785) 可
可（症例持込も

可）

20 骨軟部肉腫
整形外科、脊椎・脊髄外科、放射線科、病理部、
核医学診療科、薬剤師、地域関連病院医師、理学療法
士、作業療法士

毎月第4月曜日19時～ 整形外科医局 90%が悪性疾患 山本憲男 (2374) 可
可（症例持込も

可）

21 全領域癌(画像) 放射線科、放射線治療科、放射線部 毎日8時～9時
画像カンファレ
ンス室

全領域の悪性疾患の画像診断およびIVR治療の検討 香田　渉 (2323) 可 可

22
緩和ケア-1
消化器領域

緩和ケアチーム、東病棟10階看護師 毎週火曜日13時 30分～13時50分 東病棟10階NC
東10病棟の消化器、皮膚悪性腫瘍の疼痛緩和治療に
ついて検討

山田圭輔 (2434) 可
可(病院内関係

者)

23
緩和ケア-2
婦人科、乳腺科領
域

緩和ケアチーム、東病棟5階看護師 毎週木曜日13時30分～13時50分 東病棟5階NC
東5病棟の乳癌・婦人科悪性腫瘍の疼痛緩和治療に
ついて検討

山田圭輔 (2434) 可
可(病院内関係

者)

24
緩和ケア-3
泌尿器領域
整形外科領域

緩和ケアチーム、西病棟３階看護師 毎週火曜日13時15分～13時30分 西病棟3階NC
西3病棟の泌尿器および骨の疼痛緩和医療について検
討

山田圭輔 (2434) 可 可(病院内関係者)
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