
都道府県がん診療連携拠点病院　情報提供・相談支援部会委員名簿（2013/5/8現在）

都道府県拠点病院責任者 都道府県拠点病院実務者 県情報提供・相談支援部会責任者：Optional

施設名 所属/部署名 担当者名 所属/部署名 担当者名 施設名 所属/部署名 担当者名

北海道 独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター 副院長/がん相談支援情報室長 加藤　秀則 がん相談支援情報室 木川　幸一 独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター がん相談支援情報室相談支援係長 一戸　真由美

青森県 青森県立中央病院 院長 吉田　茂昭 医療連携部患者家族相談支援室 秋庭　聖子 青森県立中央病院 医療連携部患者家族相談支援室 柿崎　紀子

岩手県 岩手医科大学附属病院 産婦人科 三浦　史晴 医療福祉相談室 青木　慎也

宮城県 宮城県立がんセンター 医局/相談支援センター室長 小犬丸　貞裕 相談支援センター 松田　芳美

宮城県 東北大学病院 地域医療連携室 佐藤　宋徳 地域医療連携係（がん相談員） 本間　とし子 東北大学大学院 医学系研究科 森　隆弘

秋田県 秋田大学医学部附属病院 相談支援センター長 神林　　崇 副相談支援センター長 佐藤　佐智子

山形県 山形県立中央病院 副院長 間中　英夫 医事相談課 伊藤　ミドリ

福島県 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 臨床腫瘍センター長 石田　卓 臨床腫瘍センター 池田　紀子 財団法人　竹田綜合病院 副院長 木嶋　泰興

茨城県 茨城県立中央病院 呼吸器外科 朝戸　裕二 地域医療連携・相談室 馬込　ひろみ

栃木県 栃木県立がんセンター 事務局長補佐兼相談研修課長 早乙女　美智子 相談研修課 長野　泰恵

群馬県 群馬大学医学部附属病院 患者支援センター 大山　良雄 患者支援センター 冨田　千恵子 群馬大学医学部附属病院 腫瘍センター 塚本　憲史

埼玉県 埼玉県立がんセンター 副病院長兼相談支援センター長 東　四雄 相談支援センター 小林　美智子

千葉県 千葉県がんセンター 患者相談支援室長 米本　司 患者相談支援室 中村　晃子 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 院長 亀田　信介

東京都 東京都立駒込病院 副院長 黒井　克昌 医事課医療相談係 菊池　由生子

東京都 公益財団法人 がん研究会有明病院 患者支援センター 唐渡　敦也 患者支援センター 花出　正美

神奈川県 神奈川県立がんセンター 企画情報部長 金森　平和 医療相談支援室長 得　みさえ

新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院 副院長 丸山　洋一 地域連携・相談支援センター 神保　圭子 長岡中央綜合病院 副院長 富所　隆

富山県 富山県立中央病院 医療相談室長 川端　雅彦 地域連携室　主幹 前澤　洋子 高岡市民病院 核医学科医療局長 一栁　健次

石川県 金沢大学附属病院 がん高度先進治療センター 大坪　公士郎 地域医療連携室 大森　晶子

福井県 福井県立病院 外科　主任医長 道傳　研司 地域医療連携推進室 福塚　幸夫

山梨県 地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 呼吸器内科 宮下　義啓 地域連携センター 小池　賀津江

長野県 信州大学医学部附属病院 医療福祉支援センター 池上　俊彦 医療福祉支援センター 仁科　直美

岐阜県 国立大学法人　岐阜大学医学部附属病院 医療連携センター 副センター長 堀川　幸男 医療連携センター 日比野　美由紀 岐阜県総合医療センター がん相談支援センター 藤内　眞理

静岡県 静岡県立静岡がんセンター 疾病管理センター 小澤　愼次 疾病管理センター 高田　由香

愛知県 愛知県がんセンター中央病院 副院長 丹羽　康正 相談支援室 船崎　初美

三重県 三重大学医学部附属病院 医療福祉支援センター 内田　恵一 医療福祉支援センター 鈴木　志保子

滋賀県 滋賀県立成人病センター がん相談支援センター 山本　秀和 がん相談支援センター 三輪　眞澄 滋賀県立成人病センター 副院長 鈴木　孝世
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京都府 京都大学医学部附属病院 看護部/がん相談支援室 八杉　田鶴子 がんセンター/がん相談支援室 高下　裕子

京都府 京都府立医科大学附属病院 地域医療連携室 中村　順子 地域医療連携室 森田　直子

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪府立成人病センター 外科系診療局長 東山　聖彦 相談支援センター 田口　賀子

兵庫県 兵庫県立がんセンター 診療部／地域連携担当部長 池垣　淳一 看護部／がん相談支援センター 橋口　周子 神戸医療センター 診療部　副院長 森田　瑞穂

奈良県 奈良県立医科大学附属病院 放射線治療・核医学科 長谷川　正俊 医療サービス課医療相談室 川本　たか子

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 第一外科 尾浦　正二 地域連携室 福岡　有里子

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 がんセンター 紀川　純三 がんセンター 小笠原　秀美 鳥取大学医学部附属病院 がんセンター 寺地　彩弥香

島根県 島根大学医学部附属病院 腫瘍センター 鈴宮　淳司 医療サービス課 太田　桂子

岡山県 岡山大学病院 総合患者支援センター 石井　亜矢乃 総合患者支援センター 石橋　京子

広島県 広島大学病院
がん治療センター副センター長
消化器・移植外科　講師

檜井　孝夫 患者支援センター 織田　浩子

山口県 山口大学医学部附属病院 皮膚科　教授 武藤　正彦 医事課診療連携室 高砂　真明

徳島県 徳島大学病院 がん診療連携センター センター長 福森　知治 がん診療連携センター 福田　直也 徳島大学病院 徳島県情報提供・相談支援部会長 香美　祥二

香川県 香川大学医学部附属病院 腫瘍センター長 合田　文則 看護部/がん診療相談支援室 中矢　晃子

愛媛県 四国がんセンター がん相談支援・情報センター/看護部 三好　淳子 患者・家族総合支援室 菊内　由貴 済生会今治病院 総合医療支援室 二宮　俊男

高知県 高知大学医学部附属病院 がん治療センター　部長 小林　道也 地域医療連携室 向田　好美

福岡県 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 副院長 藤　也寸志 相談支援情報センター 竹山　由子

福岡県 九州大学病院 がんセンター長 水元　一博 がんセンター　がん相談支援室 坂本　節子

佐賀県 佐賀大学医学部付属病院 がんセンター長（地域医療連携室長） 木村　晋也 地域医療連携室 中迫　正臣

長崎県 長崎大学病院 地域医療連携センター 川崎　浩二 がん診療センター 安藤　真紀 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 医療相談支援センター 浦山　晶子

熊本県 熊本大学医学部附属病院
生命科学研究部産科婦人科学分野
教授

片渕　秀隆
地域医療連携センター看護師長
（がん相談支援室長）

稗田　君子

大分県 大分大学医学部附属病院
地域医療連携センター
（腫瘍・血液内科学講座）

白尾　國昭 地域医療連携センター（看護部） 嶋川　由紀

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 地域医療連携センター 柚木崎　智子 医事課　相談支援室 金城　智子

鹿児島県 鹿児島大学病院
医歯学総合研究科　臨床腫瘍学講座
教授

上野　真一 腫瘍センター 田畑　真由美

沖縄県 琉球大学医学部附属病院 がんセンター長 増田　昌人 がんセンター 大久保　礼子 那覇市立病院 医療支援部　総合相談センター 樋口　美智子

国立がん
研究センター

国立がん研究センター中央病院 相談支援センター長 加藤　雅志 相談支援センター 樋口　由起子

国立がん
研究センター

国立がん研究センター東病院 呼吸器内科 大江　裕一郎 患者・家族支援相談室／医療連携室 坂本　はと恵

国立がん
研究センター

国立がん研究センター東病院 緩和ケア科 木下　寛也

京都市立病院 地域医療連携室 笠井八千代
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