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理念 
患者・社会と協働し世界最高の医療と研究を行う 

使命 
1.がんの本態解明と予防   5.情報の収集と提供 

2.高度先駆的医療の開発   6.人材の育成 

3.標準医療の確立と普及   7.政策の提言 

4.サバイバーシップの充実   8.国際貢献 

スローガン 
革新への挑戦と変革  Novel, Challenge and Change 

職員の全ての活動はがん患者のために！  

  All Activities for Cancer Patients 

国立がん研究センターの理念・使命 

国立がん研究センターが目指すもの 

「がんにならない、がんに負けない、がんと生きる社会」 
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組 織 図 

執行役員会 

監事 

臨床開発センター 

企画戦略局 

理事会 
理事長 

中央病院 

東病院 

がん対策情報センター 

研究所 

がん予防・検診研究センター 

理事長特任補佐 

事務部門 

 全職員数:    
2750名 

2014年4月1日時点 

 
早期・探索臨床研究センター 

研究支援センター 

人材育成センター 

先進医療評価室 
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がん対策情報センター 

 がん統計解析室 

 地域がん登録室 

 院内がん登録室 

 診療実態調査室 

 がん医療費調査室 

 がん医療支援研究室 

 病理診断ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ推進室 

 画像診断ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ推進室 

 放射線治療品質管理推進室 

 教育研修室 

がん対策情報センター長 

がん情報提供 

研究部 

がん統計 
研究部 

がん医療支援 

研究部 

たばこ政策 
研究部 

がん政策科学 
研究部 

がんｻﾊﾞｲﾊﾞｰｼｯﾌﾟ支援 
研究部 

 医療情報ｺﾝﾃﾝﾂ研究室 

 医療情報ｻｰﾋﾞｽ研究室 

 医療情報評価研究室 

全国がん登録 
ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ準備室 



都道府県がん診療連携
拠点病院  

地域がん診療連
携拠点病院 

拠点病院以外
の医療機関 

情報提供 

連携 
相談 

2006年10月開設  
正しいがん情報の普及とがん医療の均てん化の推進のための対外支援活動 

患者さん、家族、一般国民 

拠点病院等（厚労省指定）：409 施設（2014年9月現在） 
 

支援 

相談支援
センター 

連携 

支援 

がん対策情報センター 

相談支援
センター 

インターネット 

印刷物 

ホームページ 

本や冊子 

＜７つの機能＞ 
1. がん情報提供の実践の研究 
2. がん統計の解析（がん登録）の実践と研究 
3. がん診療の支援の実践と研究 
4. がん研修の実施の実践と研究 
5. がんサバイバーシップ支援の実践と研究 
6. がん政策科学の実践と研究 
7. たばこ政策の実践と研究 



がん対策情報センター 

センター長 

がん情報提供研究部 

がん統計研究部 

がん医療支援研究部 

専門家パネル群 

がん登録研修専門家パネル 

相談支援センターがん専門相談員研
修専門家パネル 

画像診断コンサルテーション 
推進室コンサルタント 

•がん対策情報センターから依頼さ
れる課題について、専門的知識の
提供をおこない、がん対策情報セ
ンターの活動を支援する。  

放射線治療品質管理推進室 
アドバイザリーパネル 

病理診断コンサルテーション 
推進室コンサルタント 

がん看護研修 
アドバイザリーパネル 

患者・市民パネル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•がん対策情報センターから依頼される課
題について、患者・家族、市民の視点に
立った提案等を行い、がん対策情報セン
ターの活動を支援する。 

 
 
•任期２年  
•がん種、地域を幅広く 
•選考委員会にて選考（書類審査） 
•理事長より委嘱 
•主な活動 
 －患者・市民の立場での提案、意見出し 
 －がん対策情報センターの活動の広報 
 －コンテンツ作成作業の実施 
 －公開前情報の評価 
 －意見交換会への参加  

国立がん研究センター 

委嘱 委嘱 

たばこ政策研究部 

医科歯科連携推進専門家パネル 

都道府県がん対策行政担当者 
アドバイザリーパネル 

地域がん登録標準システム利用推進
専門家パネル 

がん政策科学研究部 

がんサバイバーシップ 
支援研究部 

たばこクイットライン事業 
専門家パネル 



平成20年設置 平成26年第7回協議会開催 
平成22年 臨床試験部会設置 
平成23年 がん登録部会設置 
平成24年 情報提供・相談支援部会設置 
平成25年 緩和ケア部会設置 



都道府県がん診療連携拠点病院 
           連絡協議会の活動 

• 平成23年7月6日 がん登録の推進に関する追加提
言書を提出 

• 平成24年11月27日 がん診療に携わる医師に対す
る緩和ケア研修会に関する提案を提出 

• 平成25年5月28日 がん情報提供および相談支援
センターの活動と機能強化に関する提案を提出 

• 平成25年8月1日 がん診療連携拠点病院制度に関
する提案を提出 

• 平成26年7月25日 がん診療連携拠点病院に求め
られる機能の実現に関する提案を提出 

 



国立がん研究センター 国立成育医療研究センター 

・相談・支援 

・情報提供 

・研究支援等 

・診断支援 

・小児がん登録 

・人材育成 

地域小児がん 

医療提供体制協議会 

中央機関  

・情報提供 

・小児がん登録 

   （院内がん登録） 
・人材育成 （相談員） 

小児がん拠点病院 小児がん拠点病院 
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アドバイザリー・ボード（仮称） 

連絡協議会（仮称） 

小児がん中央機関 

地域小児がん 

医療提供体制協議会 

小児がん拠点病院 

地域小児がん 

医療提供体制協議会 



国立がん研究センター 国立成育医療研究センター 

・相談・支援 

・情報提供 

・研究支援等 

・診断支援 

・小児がん登録 

・人材育成 

地域小児がん医療提供体制協議会 地域小児がん医療提供体制協議会 

中央機関  

地域小児がん医療提供体制協議会 

・情報提供 

・小児がん登録 

   （院内がん登録） 
・人材育成 （相談員） 

小児がん拠点病院 小児がん拠点病院 小児がん拠点病院 
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アドバイザリー・ボード（仮称） 

連絡協議会（仮称） 
成人拠点病院に実施し
ている相談員基礎研修
(1)(2)(3)を提供。 

拠点病院院内がん登
データの小児がん特別
集計を行い公表 

各種小児がんの情報、
小児がん拠点病院の情
報を提供する「小児がん
情報サービス」を構築 

（患者支援情報の収集作
成は成育が実施） 

小児がん中央機関 



情報提供 
◎小児がんに関する情報、小児がん拠点病院に関する
情報を「小児がん情報サービス」より情報提供する。 

○成育医療研究センターが作成する小児がん患者支援
等の情報を「小児がん情報サービス」に掲載し、情報提
供する。 

○「がん情報サービス刊行物発注システム」を介して、
小児がんの冊子を供給する。 

○小児がんの臨床試験情報を収集し、「小児がん情報
サービス」より情報提供する。 

○小児拠点病院から提出される拠点病院院内がん登
録情報を含めたがん診療連携拠点病院等の院内がん
登録のデータにおいて、小児がんのデータ集計をおこな
い、「小児がん情報サービス」より情報提供する。 
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小児がん登録 
○がん診療連携拠点病院に提供している院内がん登
録実務 初級者研修を小児がん拠点病院実務者に提
供する。 

○小児がん拠点病院に成人拠点病院で使用している
院内がん登録システム「Hos-CanR Plus」を提供するな
ど、拠点病院院内がん登録実施を支援する。 

○小児拠点病院から提出される拠点病院院内がん登
録情報を含めたがん診療連携拠点病院等の院内が
ん登録のデータにおいて、小児がんのデータ集計をお
こない、「小児がん情報サービス」より情報提供する。
（再掲） 











人材育成 （相談員） 

○がん診療連携拠点病院がん相談支援セン
ターに提供している相談員基礎研修（１）（２）
（３）を小児がん拠点病院相談員にも提供する。 

○がん診療連携拠点病院に提供している院内
がん登録実務 初級者研修を小児がん拠点病
院実務者に提供する。（再掲） 

○可能な範囲で国立がん研究センター内での
研修会場を確保する。 






