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北海道 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
/がん相談支援センター

木川　幸一

青森県 青森県立中央病院 外科部長兼医療連携部長 西川　晋右 医療連携部 成田　富美子 十和田市立中央病院 病院長 丹野　弘晃

岩手県 岩手医科大学附属病院 がん患者支援・情報室長／外科 大塚　幸喜 医療福祉相談室 青木　慎也

宮城県 宮城県立がんセンター 副院長/がん相談支援センター長 藤谷　恒明 がん相談支援センター 星　真紀子

宮城県 東北大学病院
医学系研究科　
地域がん医療推進センター

森　隆弘 地域医療連携係　がん相談員 古山　美智子

秋田県 秋田大学医学部附属病院
地域医療患者支援センター
・がん相談支援センター長

高橋　直人
地域医療患者支援センター
・がん相談支援センター

秋山　みどり

山形県 山形県立中央病院 副院長 武田　弘明 がん相談支援センター 稲村　みどり

福島県 福島県立医科大学附属病院 臨床腫瘍センター長 佐治　重衡
臨床腫瘍センター　がん相談支援セ
ンター

星　節子 いわき市立総合磐城共立病院 診療局 本多　つよし

茨城県 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター
副院長 兼 がんセンター長 兼 緩和ケア
センター長 兼 医療相談支援センター長

大谷　幹伸
医療相談支援室/がん相談支援セン
ター

馬込　ひろみ

栃木県 地方独立行政法人栃木県立がんセンター がん情報相談課／がん相談センター 早乙女　美智子 がん情報相談課／がん相談センター 小池　亜紀子

群馬県 群馬大学医学部附属病院 患者支援センター 村上　正巳 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
地域連携・相談支援センター長

横田　治重 地域連携・相談支援センター 池田　智香

千葉県 千葉県がんセンター
心と体総合支援センター
（がん相談支援センター）副センター長

米本　司
心と体総合支援センター
（がん相談支援センター）

中村　晃子 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
相談支援センター　　　　　　　　　　　　
　（がん相談支援センター）

菊池　由生子

東京都 がん研究会有明病院
緩和ケアセンター　がん相談支援部
（がん相談支援センター）

濱口　恵子
緩和ケアセンター　がん相談支援部
（がん相談支援センター）

花出　正美

神奈川県 神奈川県立がんセンター 企画情報部 金森　平和
緩和ケア・患者支援部　患者支援セ
ンター

清水　奈緒美

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 新潟県立がんセンター新潟病院 「レンボ―プラザ」副センター長 長岡　敦子

富山県 富山県立中央病院 医療相談室長 加治　正英 がん相談支援センター 酒井　裕美 黒部市民病院 内科 高松　秀行

石川県 金沢大学附属病院 がんセンター 大坪　公士郎 がん相談支援センター 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 髙﨑　浩子

山梨県 山梨県立中央病院 がんセンター局 宮坂　芳明 がん相談支援センター 山岸　良治

長野県 信州大学医学部附属病院 医療福祉支援センター　副センター長 横山　隆秀 医療福祉支援センター 仁科　直美

岐阜県 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 がんセンター 苅谷　三月 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 疾病管理センター長 小林　眞一 疾病管理センター 浜﨑　亮

愛知県 愛知県がんセンター中央病院 地域医療連携・相談支援センター長 堀尾　芳嗣 地域医療連携・相談支援センター 船﨑　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

都道府県
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
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都道府県

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

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 岡村　理 滋賀県立成人病センター
放射線治療科 科長 兼 放射線治療品質
管理室 室長 兼 放射線治療部 部長 山内　智香子

京都府 京都大学医学部附属病院 がん相談支援センター 恒藤　暁 がん相談支援センター 高下　裕子 京都市立病院 地域医療連携室 椹木　徳子

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 がん相談支援センター 里見　志穂 京都市立病院 地域医療連携室 椹木　徳子

大阪府 大阪府立成人病センター 副院長/相談支援センター長 東山　聖彦 がん相談支援センター 藤井　照代

兵庫県 兵庫県立がんセンター
地域医療連携部長　兼
緩和ケアセンター次長

池垣　淳一 がん相談支援センター看護師長 橋口　周子 神戸大学医学部附属病院 緩和支持治療科 木澤　義之

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 がん相談支援センター・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 患者支援センター 雑賀　祐子

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 がんセンター 辻谷　俊一 がんセンター 上田　恵巳

島根県 島根大学医学部附属病院 腫瘍センター長 鈴宮　淳司
がん相談支援センター
がん患者・家族サポートセンター

槇原　貴子

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
呼吸器内科

藤高　一慶
患者支援センター／がん治療セン
ター

織田　浩子

山口県 山口大学医学部附属病院 がん相談支援センター 松本　美志也 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　
がん診療連携・相談支援部門長

金山　博臣 患者支援センター 秋月　佐代

香川県 香川大学医学部附属病院 腫瘍センター長 辻　晃仁 看護部/がん相談支援センター 三木　晃子 高松赤十字病院 副院長 池田　政身

愛媛県 四国がんセンター 患者・家族総合支援センター 灘野　成人 がん相談支援センター 宮内　一恵 愛媛大学医学部附属病院
総合診療サポートセンター/副看護
師長

塩見　美幸

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 高知大学医学部附属病院 地域医療連携室 前田　英武

福岡県 九州がんセンター 副院長/がん相談支援センター 古川　正幸
がん相談支援センター　
相談支援係長

竹山　由子

福岡県 九州大学病院 がんセンター長 水元　一博 医療連携センター 藤戸　美保子

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 がんセンター長 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 青木　美帆 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 がん相談支援センター 安達　美樹

大分県 大分大学医学部附属病院 地域医療連携センター（腫瘍内科） 白尾　國昭 がん相談支援センター 平山　由佳

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 地域医療連携センター 鈴木　斎王 地域医療連携センター 日髙　麻希

鹿児島県 鹿児島大学病院 地域医療連携センター 道園　久美子
腫瘍センター　がん相談支援セン
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

国立がん
研究センター

国立がん研究センター中央病院 相談支援室長 加藤　雅志 相談支援センター 宮田　佳代子

国立がん
研究センター

国立がん研究センター東病院 呼吸器内科長・サポーティブケア室長 後藤　功一
サポーティブケアセンター
/がん相談支援センター

坂本　はと恵
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