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■策定スケジュール
平成29年 5 月18日

茨城県総合がん対策推進計画−第四次計画−検討委員会設置

平成29年 7 月24日

第1回茨城県総合がん対策推進計画−第四次計画−検討委員会

平成29年 8 月 7 日

第2回茨城県総合がん対策推進計画−第四次計画−検討委員会

平成29年 9 月20日

第3回茨城県総合がん対策推進計画−第四次計画−検討委員会

平成29年11月24日

第1回茨城県総合がん対策推進会議

平成30年 2 月 1 日〜平成30年 3 月 2 日
パブリックコメント実施
平成30年 3 月16日

第2回茨城県総合がん対策推進会議

平成30年 3 月23日

庁議決定
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■策定関係者
○茨城県総合がん対策推進計画―第四次計画―検討委員会委員名簿
【委員】（50 音順，敬称省略）
氏

名

荒井

康之

生きいき診療所・ゆうき

家坂

義人

総合病院土浦協同病院

石渡

勇

井上真奈美

職

（一社）茨城県医師会

名

浜一

（独）国立病院機構

大谷

幹伸

茨城県立中央病院

奥村

稔

（株）日立製作所

病院長

副会長

【副委員長】

水戸医療センター

部長

名誉院長

副院長兼がんセンター長

日立総合病院

病院長

小野村順子

茨城県市町村保健師連絡協議会

角田

直枝

茨城県立中央病院

金澤

秀房

河口

雅弘

茨城よろこびの会

吉良

淳子

茨城県立医療大学

小島

寛

斉藤

秀之

（公社）茨城県理学療法士会

佐藤

洋一

茨城県生活協同組合連合会

志真

泰夫

（公財）筑波メディカルセンター

白川

洋子

（公社）茨城県看護協会

専務理事

杉野

訓男

（公社）茨城県薬剤師会

副会長

会長

看護局長

（公財）茨城県総合健診協会

統括監

看護学科

教授

国立大学法人 筑波大学 地域臨床教育センター
茨城県立中央病院 副院長兼化学療法センター長

茨城県立こども病院

教授

会長
会長理事
代表理事

病院長

関根

郁夫

国立大学法人 筑波大学 医学医療系臨床腫瘍学
筑波大学附属病院 総合がん診療センター 部長

教授

玉木

義雄

国立大学法人 筑波大学 地域臨床教育センター
茨城県立中央病院 放射線治療センター長

教授

土井

永史

茨城県立こころの医療センター

永井

秀雄

茨城県地域医療・がん対策・医療教育担当顧問
茨城県立中央病院 名誉院長

沼田

安広

根本

清貴

（株）茨城新聞社
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亮

考

院長

国立研究開発法人 国立がん研究センター
社会と健康研究センター コホート連携研究部

植木

須磨﨑

備

病院長

取締役

国立大学法人 筑波大学 医学医療系
臨床医学域 精神医学 准教授
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【委員長】

氏

名

職

名

野村美代子

ピンクリボンクラブひたち

浜野

国立大学法人 筑波大学 医学医療系 講師
筑波大学附属病院 医療連携患者相談センター

淳

林

剛司

（株）
日立製作所

廣瀬

涼子

茨城県立古河中等教育学校

山田

陽子

NPO 法人

吉川

裕之

茨城県立中央病院

渡辺

進

備

考

備

考

部長

日立健康管理センタ長

つくばピンクリボンの会

理事

病院長

（公社）茨城県歯科医師会

専務理事

【委員代理出席者】（出席順，敬称省略）
氏

名

海老澤幸子

職
（公社）茨城県看護協会

中野

潤子

氣田

利正

（公社）茨城県薬剤師会

酒井

義法

総合病院土浦協同病院

鯉沼とも子

NPO 法人

名
理事

つくばピンクリボンの会

第1回
理事

第1回

専務理事

第2回

統轄院長補佐

第3回

茨城県立中央病院 看護師長兼
緩和ケアセンターゼネラルマネージャー

第3回

○茨城県総合がん対策推進会議委員名簿
【委員】（50 音順，敬称省略）
氏

名

飯田

則子

職

名

備

考

茨城よろこびの会会長

片野田耕太

国立がん研究センターがん対策情報センター
がん統計・総合解析研究部 部長

木澤

義之

神戸大学医学部附属病院
緩和支持治療科 特命教授

松村

明

水野

道代

筑波大学医学医療系教授

諸岡

信裕

茨城県医師会長

山口

建

山田

陽子

患者代表

吉川

裕之

茨城県立中央病院

筑波大学附属病院

病院長

厚生労働省 がん対策推進協議会 会長代理（第 5 期）
静岡県立静岡がんセンター総長

病院長
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議長

（参考）

「茨城県総合がん対策推進計画―第四次計画―検討委員会」設置要項
（趣旨）
第1条

茨城県総合がん対策推進会議設置要綱第 5 条第 2 項に基づき，本県における総合がん対

策推進計画―第四次計画―（以下「第四次計画」という。
）を専門的に検討するため，
「茨城
県総合がん対策推進計画―第四次計画―検討委員会」
（以下「検討委員会」という。
）を設置
する。
（構成，選任及び委員）
第2条

検討委員会は，がんに関する学識経験者，県内医療機関代表，市町村代表，各医療機

関団体代表，がん体験者代表及び報道機関代表をもって構成し，知事が選任する。
（業務）
第3条

検討委員会は，第四次計画について検討し，計画（案）を茨城県総合がん対策推進会

議に報告する。

第4条

検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2

委員長及び副委員長の選出は，委員の互選による。

3

止むを得ない場合，委員長及び副委員長は，他の委員の中から代理人を指名することが
できる。

（会議）
第5条

検討委員会は委員長が主催する。

2

検討委員会は，必要に応じて専門部会を開催することができる。

3

委員長は必要に応じ，検討委員会に参考人を招聘し意見を聴取することができる。

（庶務）
第6条

検討委員会の庶務は，保健福祉部保健予防課において処理する。

（その他）
第7条

この要項に定めるもののほか，検討委員会運営に際し，必要な事項は別に定める。

付則
この要項は，平成 29 年 5 月 18 日から施行する。
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（委員長）

（参考）

「茨城県総合がん対策推進会議」設置要綱
（趣

旨）

第1条

本県における総合がん対策推進計画－第三次計画－（以下，
「第三次計画」という。）

を専門的に評価・検討するため，
「茨城県総合がん対策推進会議」
（以下，
「推進会議」という。）
を設置する。
（構成，選任及び任期）
第2条

推進会議は，
茨城県医師会代表，
がんに関する学識経験者，
一般市民（がん体験者を含む）

をもって構成し，知事が選任する。
2

委員の任期は，2 年間とする。

3

任期中に委員が変わった場合は，前任者の残りの任期とする。

（業

務）

第3条

推進会議は，次の事項について検討し知事に報告する。

（1） 第三次計画の評価，推進方策に関すること。
（2） その他がん対策に関し必要なこと。
（議

長）

第4条
2
（会

議長の選出は，構成員の互選による。
議）

第5条
2
（庶

推進会議に議長を置く。

推進会議は，議長が主宰する。

推進会議は，必要に応じて専門部会を開催することができる。
務）

第6条

推進会議の庶務は，保健福祉部保健予防課において処理する。

（その他）
第7条
付

この要綱に定めるものほか，推進会議運営に関し，必要な事項は別に定める。

則
この要綱は，平成 14 年 5 月 30 日から施行する。
この要綱は，平成 16 年 3 月 18 日から施行する。
この要綱は，平成 20 年 9 月 1 日から施行する。
この要綱は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
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茨城県がん検診を推進し，がんと向き合うための県民参療条例
（平成 27 年 12 月 18 日

茨城県条例第 71 号）

（目的）
第1条

この条例は，がん対策基本法（平成 18 年法律第 98 号。以下「基本法」という。
）の趣

旨にのっとり，がん対策に関し，県の責務並びに市町村，県民，保健医療福祉関係者（がん
の予防若しくはがんの早期発見の推進に携わる者，がん医療（基本法第 2 条第 2 号に規定する
り

「がん医療」をいう。以下同じ。
）に携わる者又はがんに罹患した者（以下「がん患者」という。）
に対する介護若しくは福祉に係る業務に携わる者をいう。以下同じ。
）
，事業者及び教育関係
者の役割を明らかにし，がん対策の基本となる事項を定めることにより，がんによる死亡者
り

数を減少させ，がん患者及びその家族を支援するとともに，全ての県民ががんに罹患した後
も尊厳を保ちながら安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする。
（県民の参療の推進等）
第2条

県民は，がんに関する正しい知識を習得し，自身に提供されるがん医療を決定できる

ことについて自覚を持って，がん医療に主体的に参画すること（以下「参療」という。
）に努
めるものとする。
2

県及び保健医療福祉関係者は，県民の参療を推進し，又は支援するよう努めるものとする。

第3条

県は，国，市町村，保健医療福祉関係者，事業者及び教育関係者と連携を図りつつ，

県民の参療の推進のために必要な環境を整え，がん対策に関する総合的な施策を策定し，及
び実施する責務を有する。
（市町村の役割）
第4条

市町村は，がんの予防のための施策，がん検診の実施，がん検診の受診率を向上させ

るための施策その他のがん対策を推進するよう努めるものとする。
（県民の役割）
第5条

県民は，がんの予防に必要な注意を払うとともに，積極的かつ定期的にがん検診を受

けるよう努めるものとする。
2

県民は，保健医療福祉関係者との信頼関係に基づき，参療に努めるものとする。

（保健医療福祉関係者の役割）
第6条

保健医療福祉関係者は，がんの予防及びがんの早期発見を推進し，質の高いがん医療

並びにがん患者の看護及び介護を提供するとともに，がん患者とその家族からの相談への対
応その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
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（県の責務）

2

保健医療福祉関係者は，県民の参療を支援するため，がん患者に対し必要な情報の提供
及び説明に努めるものとする。

（事業者の役割）
第7条

事業者は，その従業員が，がんに関する正しい知識を身に付けるとともに，がんを早

期に発見できるようにするため，従業員に対し積極的にがん検診を受けることを奨励し，及
び従業員ががん検診を受けやすい環境を整備するよう努めるものとする。
2

り

事業者は，その従業員又はその家族ががんに罹患した場合においては，従業員が安心し
て働きながら，治療を受け，若しくは療養し，又はその家族を看護し，若しくは介護する
ことの重要性を認識するとともに，それらに配慮した環境の整備に努めるものとする。

（教育関係者の役割）
第8条

教育関係者は，児童及び生徒が，がんの予防につながる望ましい生活習慣を身に付け

るとともに，発達段階に応じて，がんに関する正しい知識及びがん患者に対する正しい認識
を持つことができるよう教育の推進に努めるものとする。
（関係者の連携及び協力）
第9条

県，市町村，保健医療福祉関係者，事業者，教育関係者等は，この条例に基づくがん

対策の推進を図るため，相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
（がんの予防の推進）
第10条

県は，がんの予防を推進するため，次に掲げる施策を講ずるものとする。

（1）食生活，運動，喫煙その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識の
普及及び啓発
（2）がんの予防に携わる者の育成及び活動の支援
（3）前 2 号に掲げるもののほか，がんの予防を推進するために必要な施策
（たばこの健康影響対策の推進）
第11条

前条に定めるもののほか，県は，たばこが健康に及ぼす影響への対策を推進するため，

次に掲げる施策を講ずるものとする。
（1）学校，病院，官公庁施設その他の多数の者が利用する施設における受動喫煙（室内又は
これに準ずる環境において，他人のたばこの煙を吸わされることをいう。
）の防止の推進
（2）未成年者による喫煙の防止の推進
（3）禁煙しようとする者に対する禁煙の支援
（4）前 3 号に掲げるもののほか，たばこが健康に及ぼす影響への対策を推進するために必要
な施策

− 166 −

（がん教育の推進）
第12条

県は，がん教育を推進するため，次に掲げる施策を講ずるものとする。

（1）児童及び生徒並びにそれらの保護者に対するがんに関する正しい知識の普及及び啓発
（2）学校の教員に対するがんに関する正しい知識の普及及び啓発
（3）前 2 号に掲げるもののほか，がん教育を推進するために必要な施策
（がん検診の推進）
第13条

県は，がん検診を推進するため，次に掲げる施策を講ずるものとする。

（1）がん検診及びその結果に基づく精密検査の重要性の啓発
（2）がん検診の受診の奨励を行う者の育成及び活動の支援
（3）がん検診を受けやすい環境の整備の促進
（4）がん検診の精度管理（がん検診の実施内容を評価及び検証することにより，がん検診の
質の維持及び向上を図ることをいう。
）の推進
（5）前各号に掲げるもののほか，がん検診を推進するために必要な施策
（がん検診の受診率の向上）
第14条

県は，国民生活基礎調査（統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 2 条第 4 項に規定する基

幹統計である国民生活基礎統計を作成するための調査をいう。
）におけるがん検診の受診率の
けい

算定の対象とする者の数のうち，胃がん，子宮頸がん，肺がん，乳がん又は大腸がんの検診
努めるものとする。
（がん検診推進強化月間）
第15条

県は，がん検診推進強化月間を設定し，次に掲げる啓発に努めるものとする。

（1）がん検診の推進のための啓発
（2）県民の参療の推進のための啓発
（3）前 2 号に掲げるもののほか，がん対策の推進のために必要な啓発
（がん検診の推進のための協議）
第16条

県は，がん検診の受診率の向上その他がん検診の推進に関し必要な施策について協議

するため，県，市町村その他がん検診に関係する者で構成する協議の場を設けるものとする。
（がん医療の充実）
第17条

県は，がん患者に対し質の高いがん医療を提供するため，次に掲げる施策を講ずるも

のとする。
（1）がん診療連携拠点病院（国が定める指針に基づいて厚生労働大臣が指定する都道府県が
ん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院をいう。
）及びこれに準ずる診療機能を
有する病院（以下この条及び第 22 条において「がん診療連携拠点病院等」という。
）にお
ける高度な放射線治療その他の高度で専門的ながん医療の推進及び機能の強化
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を受けた者の数の割合が，それぞれ 100 分の 50 以上となるよう，がん検診の受診率の向上に

（2）がん診療連携拠点病院等とそれ以外の医療機関等の間の連携の推進
（3）がん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師，歯科医師，薬剤師，看護師その
他の医療従事者の育成
（4）がん医療における歯科医療との連携の推進
（5）前各号に掲げるもののほか，がん医療の充実を図るために必要な施策
（がん登録の推進）
第18条

県は，がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号）に基づくがん登録（同

法第 2 条第 2 項に規定する「がん登録」をいう。
）が推進され，これにより得られた情報が有
効に活用されるよう，必要な施策を講ずるものとする。
（女性特有のがん対策の推進）
第19条

り

県は，女性に特有のがんについて，これに罹患しやすい年齢等の特性を踏まえた対策

を推進するため，次に掲げる施策を講ずるものとする。
（1）女性に特有のがんに関する正しい知識の普及及び啓発並びにがん検診の重要性の啓発
（2）女性に特有のがんの検診における女性の医療従事者の配置の促進
（3）前 2 号に掲げるもののほか，女性に特有のがんの対策を推進するために必要な施策
（小児がん対策の推進）
第20条

県は，小児がん対策を推進するため，次に掲げる施策を講ずるものとする。

（1）小児がんに係る医療の推進
り

（2）小児がんに罹患した児童又は生徒に対する学校教育の機会を確保するための環境の整備
（3）前 2 号に掲げるもののほか，小児がん対策を推進するために必要な施策
（在宅医療等の推進）
第21条

県は，がん患者の生活を分断せずに，住み慣れた家庭及び地域における在宅医療を推

進するため，次に掲げる施策を講ずるものとする。
（1）在宅医療等に関する情報の提供
（2）在宅医療等の提供のための病院，診療所，薬局，訪問看護事業所等の間の連携の推進
（3）在宅におけるがん医療に携わる医師，
歯科医師，
薬剤師，
看護師その他の医療従事者の育成
（4）前 3 号に掲げるもののほか，在宅での療養環境の改善に必要な施策
（緩和ケアの推進）
第22条

県は，がんと診断されたときからの緩和ケア（がん患者の身体的又は精神的な苦痛の

緩和，社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療，看護，介護その他の行為をいう。以下
この条において同じ。
）を推進するため，次に掲げる施策を講ずるものとする。
（1）がん診療連携拠点病院等とそれ以外の医療機関等における緩和ケアの体制の整備の促進
（2）緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医師，歯科医師，薬剤師，看護師その
他の医療従事者の育成
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（3）前 2 号に掲げるもののほか，緩和ケアを推進するために必要な施策
（がん患者等の支援）
第23条

県は，がん患者の療養生活の質を維持向上させるとともに，がん患者及びその家族の

社会生活上の不安等を軽減させることにより，がん患者及びその家族を支援するため，次に
掲げる施策を講ずるものとする。
（1）がんに関する総合的な情報の提供
（2）がん患者及びその家族に対する相談支援体制の整備の促進
（3）がん患者がセカンドオピニオン（主治医以外の医師による助言をいう。
）を受けやすい環
境の整備の促進
（4）がん患者及びその家族が交流する場，がん患者が心身の機能の維持回復を図り日常生活
の自立を助けるための場等の提供に対する支援
（5）前各号に掲げるもののほか，がん患者及びその家族を支援するために必要な施策
2

り

り

県は，がん患者ががんに罹患し，又は罹罹患していたことを理由として，いかなる不利
益な取扱いも受けることのない社会の実現に向けて，必要な施策を講ずるものとする。

（就労の支援）
第24条

り

り

県は，がん患者ががんに罹患した後も引き続き就労し，又はがんに罹患したことによ

り離職した者が円滑に再就職することを支援するため，次に掲げる施策を講ずるものとする。
（2）事業者に対するがん患者の就労に関する理解を深めるための普及及び啓発
（3）前 2 号に掲げるもののほか，がん患者の就労を支援するために必要な施策
（がん対策推進計画）
第25条

県は，基本法第 11 条第 1 項の規定に基づくがん対策推進計画（次項において「がん対

策推進計画」という。
）を策定し，
又は変更するときは，
この条例の趣旨を尊重するものとする。
2

県は，がん対策推進計画の進捗の状況について，これを公表するものとする。

（推進体制の整備等）
第26条

県は，この条例に基づくがん対策を総合的かつ計画的に推進するため，がん対策に係

る体制の整備，基金の設置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
（財政上の措置）
第27条

県は，この条例に基づくがん対策を推進するため，必要な財政上の措置を講ずるもの

とする。
付

則
この条例は，
公布の日から施行する。ただし，
第 18 条の規定は，
平成 28 年 1 月 1 日から施行する。
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参考資料

（1）がん患者及びその家族並びに事業者に対する就労に関する相談支援体制の整備の促進

■がんに関する情報のホームページリンク集
Ⅰ）行政に関する情報
◆がん対策～総合がん情報サイトいばらき～（茨城県）
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/sogo/yobo/cancergrop/catop.html
◆厚生労働省
http:// www.mhlw.go.jp/
◆茨城労働局
http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
◆茨城産業保健総合支援センター
https://www.ibarakis.johas.go.jp/
Ⅱ）茨城県内の情報

がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・県がん診療指定病院に関する情報
◆茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター
http://www.hospital.pref.ibaraki.jp/chuo/
◆独立行政法人国立病院機構

水戸医療センター

https://www.hosp.go.jp/~mito-mc/
◆㈱日立製作所日立総合病院・茨城県地域がんセンター
http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachi/
◆㈱日立製作所ひたちなか総合病院
http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachinaka/
◆総合病院土浦協同病院・茨城県地域がんセンター
http://www.tkgh.jp/
◆筑波大学附属病院
http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/
◆筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター
http://www.tmch.or.jp/hosp/
◆東京医科大学茨城医療センター
http://ksm.tokyo-med.ac.jp/
◆友愛記念病院
http://www.yuai-hosp-jp.org/
◆茨城西南医療センター病院
http://www.seinan-mch.or.jp/
◆医療法人社団善仁会

小山記念病院

http://www.koyama-mh.or.jp/
◆水戸赤十字病院
http://mito.jrc.or.jp/
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◆水戸済生会総合病院
http://www.mito-saisei.jp/
◆水戸協同病院
http://www.mitokyodo-hp.jp/
◆独立行政法人国立病院機構

茨城東病院

https://www.ibarakihigashi-hospital.jp/
◆独立行政法人国立病院機構

霞ヶ浦医療センター

http://kasumi-hosp.jp/
◆ JA とりで総合医療センター
http://www.toride-medical.or.jp/
◆茨城県立こども病院
http://www.ibaraki-kodomo.com/html/top/index.html

茨城県でのがん患者・家族の心のケアに関する病院情報
◆茨城県立こころの医療センター
http://www.pref.ibaraki.jp/byoin/mc-kokoro/cont/

茨城県での医療専門スタッフの育成に関する情報
参考資料

◆県立医療大学
http://www.ipu.ac.jp/

茨城県での健康，福祉などに関する情報
◆いばらき保健福祉ネット
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/chiiki/koshi/hf-net/shinhp.html

茨城県での医療関係団体に関する情報
◆茨城県医師会
http://www.ibaraki.med.or.jp/
◆茨城県歯科医師会
http://www.ibasikai.or.jp/
◆茨城県薬剤師会
http://www.ipa.or.jp/
◆茨城県看護協会
http://www.ina.or.jp/
◆茨城県理学療法士会
http://www.pt-ibaraki.jp/
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Ⅲ）がん全般の情報

独立行政法人

国立がん研究センターの情報

（https://www.ncc.go.jp/jp/index.html）
・診療，各種相談窓口，新薬と臨床試験など
◆がん情報サービス
○一般の方向けサイト
https://ganjoho.jp/public/index.html
・各種がんの解説，予防と検診，診断・治療方法，病院の検索など
○医療関係者向けサイト
https://ganjoho.jp/med_pro/index.html
・診療支援，研修・セミナー，多地点テレビカンファレンス，がん相談支援など

公益財団法人

がん研究会の情報

（http://www.jfcr.or.jp/）
・研究（がん研究所，がん化学療法センター，がんプレシジョン医療研究センター）
，診療分
野（がん研有明病院等）
，教育（細胞検査士養成所等）など
◆がんに関する情報（http://www.jfcr.or.jp/cancer/index.html）
・がんの種類，がんの治療方法，がんと遺伝，がん治療と食事，新しい診断と治療など

公益財団法人

日本対がん協会の情報

（http://www.jcancer.jp/）
・各種がんの基礎知識，各種の検診，相談・サポート（がん相談ホットライン，医師による面
談・電話相談，社労士による電話相談）など

患者支援関係の情報
◆『Web 版がんよろず相談 Q&A』
（静岡県立静岡がんセンター）
https://www.scchr.jp/cancerqa/
◆『がんナビ』
（日経 BP 社）
http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/cancernavi/
・患者・家族のための治療や日々の生活ナビゲートサイト
◆『がんの痛みネット』
（がん疼痛・症状緩和に関する多施設共同臨床研究会）
https://www.itaminai.info/
・がんの痛みに関する緩和ケア情報サイト
◆特定非営利活動法人

キャンサーネットジャパン

http://www.cancernet.jp/
◆リレー・フォー・ライフ・ジャパン（公益財団法人
http://relayforlife.jp/
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日本対がん協会）

◆特定非営利活動法人

J.POSH 日本乳がんピンクリボン運動（乳がん）

http://www.j-posh.com/
◆特定非営利活動法人

乳房健康研究会（乳がん）

https://breastcare.jp/
◆特定非営利活動法人

ゴールドリボン・ネットワーク（小児がん）

http://www.goldribbon.jp/
◆公益財団法人

がんの子どもを守る会

http://www.ccaj-found.or.jp/

医療従事者向けの情報
◆日本癌学会
http://www.jca.gr.jp/
◆一般社団法人

日本癌治療学会

http://www.jsco.or.jp/jpn/
◆公益社団法人

日本臨床腫瘍学会

http://www.jsmo.or.jp/
◆特定非営利活動法人

日本がん検診・診断学会

http://www.jacdd.org/
日本消化器がん検診学会

http://www.jsgcs.or.jp
◆一般社団法人

日本消化器内視鏡学会

http://www.jges.net/index.php/
◆特定非営利活動法人

日本乳癌検診学会

http://www.jabcs.jp/
◆特定非営利活動法人

日本乳腺甲状腺超音波医学会

http://www.jabts.net/
◆公益社団法人

日本婦人科腫瘍学会

https://jsgo.or.jp/
◆特定非営利活動法人

日本肺癌学会

https://www.haigan.gr.jp/
◆公益社団法人

日本医学放射線学会

http://www.radiology.jp/
◆一般社団法人

日本小児血液・がん学会

https://www.jspho.jp/
◆一般社団法人

日本泌尿器科学会

https://www.urol.or.jp/
◆日本腎泌尿器疾患予防医学研究会
http://www.kuba.co.jp/jinhi/
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参考資料

◆一般社団法人

◆特定非営利活動法人

日本緩和医療学会

https://www.jspm.ne.jp/
◆日本がん転移学会
http://jamr.umin.ac.jp/
◆一般社団法人

日本がん治療認定医機構

http://www.jbct.jp/
◆全国がん（成人病）センター協議会
http://www.zengankyo.ncc.go.jp/
◆特定非営利活動法人

がん医療研修機構

http://www.oncom.jp/
◆がんプロフェッショナル養成プラン（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/gan.htm

がん登録・がん研究関係の情報
◆特定非営利活動法人

日本がん登録協議会

http://www.jacr.info/
◆がん研究データベース（国立がん研究センター）
https://crdb.ncc.go.jp/search/
◆厚生労働科学研究成果データベース
http://mhlw-grants.niph.go.jp/
◆公益社団法人

がん集学的治療研究財団

http://www.jfmc.or.jp/
◆大学病院医療情報ネットワーク研究センター
http://www.umin.ac.jp/

海外のがん関係の医療情報
◆がん情報サイト
http://cancerinfo.tri-kobe.org/index.html
・米国国立がん研究所（NCI）とライセンス契約し，PDQ® 日本語版をはじめとするが
んに関する最新かつ包括的な情報を配信
◆『海外癌医療情報リファレンス』／一般社団法人

日本癌医療翻訳アソシエイツ（JAMT・

ジャムティ）
https://www.cancerit.jp/
・海外の最新がん情報を翻訳，掲載
※上記は，平成 30 年 3 月現在の情報です。ＨＰ開設者の御意向により，構成やアドレス等が変
更になっている可能性がありますので御了承ください。
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