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関東甲信越地域小児がん医療提供体制協議会

日本小児血液・がん学会の日本小児血液・がん専門医研修施
設を基準として40医療機関を選定した。

年間800例の新患発症

38  北里大学医学部附属病院

5 茨城県立こども病院

6 筑波大学附属病院

7 獨協医科大学病院

8 自治医科大学附属病院

9 群馬県立小児医療センター

10 群馬大学医学部附属病院

11 埼玉医科大学国際医療センター

12 防衛医科大学校病院

13 千葉大学医学部附属病院

14 成田赤十字病院

15 日本医科大学千葉北総病院

16 千葉県こども病院

17 日本大学医学部附属板橋病院

18 帝京大学医学部附属病院

19 東京医科歯科大学医学部附属病院

20 東京大学医学部附属病院

21 東京慈恵会医科大学附属病院

22 日本医科大学附属病院

23 東京女子医科大学病院

24 慶応義塾大学病院

25 東邦大学医療センター大森病院

26 順天堂大学医学部附属順天堂医院

27 聖路加国際病院

28 国立がん研究センター中央病院

29 杏林大学医学部附属病院

30 伊藤病院

31 横浜市立大学附属病院

32 東海大学医学部附属病院

33 昭和大学藤が丘病院

34 聖マリアンナ医科大学病院

35 北里大学

36 山梨大学医学部附属病院

37 信州大学医学部附属病院

38 長野県立こども病院

39 新潟大学医歯学総合病院

40 新潟県立がんセンター新潟病院

40

(平成31年6月現在）



関東甲信越協議会 参画施設の変遷

第１回協議会（2013.7.17）

第2回協議会（2014.9.5）

日本小児血液・がん学会研修施設（34施設）
+ 千葉県こども病院（のちに研修施設）

+ 杏林大学病院（新研修施設） ＋東京女子医大（脳腫瘍）

第6回協議会（2018.9.21）

+ 北里大学病院（脳腫瘍）

第4回協議会（2016.9.2）

+ 防衛医科大学病院（新研修施設） ＋伊藤病院（甲状腺腫瘍）



小児がん入院在院延べ日数からみた集約化（関東甲信越）

小児がん拠点病院 小児がん拠点病院以外

2014

2015

2016

2017

2018

31.4%

31.8%

31.1%

37.4%

34.4%

小児がん拠点病院情報公開資料より



2014

2015

2016

2017

2018

血液疾患 固形腫瘍

小児がん拠点病院 小児がん拠点病院以外 小児がん拠点病院 小児がん拠点病院以外

新入院患者数からみた集約化（関東甲信越）

小児がん拠点病院情報公開資料より

29.9%

34.9%

30.3%

30.2%

31.5%

30.4%

26.0%

27.2%

37.0%

25.9%



月に１回の頻度で４拠点病院のTV会議を行っています



関東甲信越の４拠点病院で、緩和ケア
多職種連携ワークショップを開催しています

第4回小児緩和ケア 多職種連携ワークショップ
～最良の看取りの場を考える～

開催日時：2020年2月29日（土）13:00～17:30（12:30受付開始）

開催場所：聖路加国際大学 聖路加臨床学術センター 3301号室
〒104-0045

東京都中央区築地3-6

定員：80名
（定員を超えた場合は調整させていただきます。）

参加費：無料
（茶菓子代として500円）

内容：
1） 症例検討
2） 多職種によるグループディスカッション
3） レクチャー
「急性期のこどもの看取りについて 」
埼玉県立小児医療センター 小児救命救急センター 植田育也先生

4）ワールドカフェ
「 終末期にある患者と関わるときに大切にしていること 」

申込方法：下記URLもしくはQRコードにアクセスし、
必要事項をご記入の上お申し込み下さい。

申し込みフォーム：https://forms.gle/YjjHqF11eHmMHRZH9

申込締切： 2020年1月20日 （月）

主催：
主幹：
共催：

国立成育医療研究センター
埼玉県立小児医療センター
東京都立小児総合医療センター
神奈川県立こども医療センター
東京小児がん研究グループTCCSG

大村進・美枝子記念
聖路加

臨床学術センター

問い合わせ先
関東甲信越地域小児がん医療提供体制協議会事務局 担当：川﨑・佐々木
住所：〒157-8535 東京都世田谷区大蔵２－１０－１
電話：03-3416-0181（代表） FAX：03-3416-2222 E-mail：kkseshounigan@ncchd.go.jp

2019年の開催風景

コロナウイルスのため中止



TCCSG 秋季セミナーを共催しています

2019年度は山梨開催の予定でしたが、、、、、

台風19号被害のため中止



東京都小児がん診療連携
ネットワークとの連携

東京都がんポータルサイトでも診療情報を提供
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_

hoken/gan_portal/index.html 【 プログラム】                            

  1 3 :0 5  ～ 1 3 :2 0  「 患者支援リーフレッ ト の紹介」  

  1 3 :2 0  ～ 1 3 :5 0  「 AYA世代がん患者の現状について」  

                                    御園生 啓介 さん 

  1 4 :0 5  ～ 1 5 :0 5  「 AYA世代がんの基礎知識」  

            国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 
             がん総合診療センター 副センター長/乳腺・ 腫瘍科医長 
                                 清水 千佳子 先生 

  1 5 :2 5  ～ 1 5 :5 5  「 小児病院におけるファシリ ティ ド ッ グの活動について」  

             認定N PO法人 シャイン・ オン・ キッ ズ 
                 ファシリ ティ ド ッ グ・ ハンド ラー 大橋 真友子 さん 
               

 「 A YA世代がん」 という 言葉を聞いたことがあり ますか？ 
 “ A YA ” とは“ A d o lescen t＆Y ou n g  A d u lt” （ 思春期・ 若年成人） のことで、 1 5歳から 3 9歳までの
年齢が当てはまり ます。 進学、 就職、 結婚、 出産などのライフイベント において、 多く の困難を抱える
A YA世代のがん患者さんが安心して暮らすためには、 学校や職場などにおける皆さんの理解が必要です。  
 皆さん、 是非「 A Y A世代がん」 について一緒に考えまし ょ う 。  

教育・医療・行政関係者、一般の方など、どなたでもご参加いただけます。 

東京都小児がん診療連携推進事業 

2 0 1 9 年1２ 月 ８ 日（日） 1 3 ： 0 0～ （ 1 2 ： 3 0受付開始）  

新宿ＮＳ ビル 3 0階 
Ｎ Ｓ スカイカンファレンス  
Ｊ Ｒ新宿駅南口・ 西口徒歩7分 

東京都福祉保健局・ 東京都小児がん診療連携協議会 

日 時 

主  催 

東京都立小児総合医療センター 庶務課企画担当 
電話 0 4 2 -3 0 0 -5 1 1 1 （ 代表） 平日 9～1 7時 

問合せ 

(公社)東京都医師会・ (公財)がんの子どもを守る会・  
(N PO )日本小児がん研究グループ（ JCCG ） ・  
(一社) A YAがんの医療と支援のあり方研究会 

会 場 

後  援 

  

入場無料／事前申込不要（先着150名）／途中参加可能／託児有（事前予約制） 

東京都小児がん診療連携協議会  第７回市民公開講座  

「ＡＹＡ世代がんを知ろう」     

託児について（ 要予約）  ※専門業者に委託して、 無料の託児スペースを設置します。  

ご希望の方は、 申込期間中に、 上記の問合せ先にお電話でお申込みく ださい。  
対象： 生後３ ヶ月～就学前のお子さん  定員２ ０ 名（ 先着順）  
申込期間 １ １ 月５ 日（ 火） から１ １ 月２ ９ 日（ 金） １ ６ 時０ ０ 分まで  

都立小児総合医療センターで活動しているファシリティ ド ッ グ「 アイビー」 もやってきます！ 
（ アイビーの体調次第で同席を見送らせていただく 可能性があります。 ）  

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/index.html


2020年度 関東甲信越ブロック 計画

１）関東甲信越地域小児がん医療提供体制協議会 2020.9.11

3）緩和ケア多職種連携ワークショップ 2021.3頃

2）相談支援部会 2020.10頃

別紙参照してください

他

施設名 コロナ陰性の小児がん患者への付き添い・面会についてどのような対応をとっていますか。

埼玉医科大学国際医療センター小

児腫瘍科
原則禁止。必要な場合は「付き添い者」も入院患者同様に外部との接触を避けていただく。

東京大学医学部附属病院

付き添いは１入院中は両親のどちらか一方で、交代はダメです。付き添いも用事までに限り、小

学校高学年以上は付き添い禁止、通いの面会も禁止しています。病棟内の移動も子どもは禁止で

部屋の中から外には出ない。付き添いは洗濯やレンジ使用などの必要時のみ部屋から出て良いこ

とにしています。。

横浜市立大学 面会時間11-20時内で極力短時間で原則1名のみ。

相澤病院陽子線治療センター 通常対応（入院がないため面会は該当せず）

群馬大学医学部附属病院 面会禁止 付き添いは原則24時間以上同じ人が行交替回数を極力減らす

神奈川県立こども医療センター
面会時間・人数の制限

（付き添いは原則、不可）

新潟大学医歯学総合病院
前週と同様。親（1名）の付き添いは許可しているが出入りにおいては外来者と同様の対応（検

温、問診、等）。面会は原則禁止。

日本医科大学付属病院 付き添いのみ可

帝京大学医学部附属病院
病院の方針では面会禁ですが、小児病棟は発熱・体調不良ないことを確認して両親・祖父母で１

日１人は面会可。付き添いは禁止。

聖路加国際病院
面会は両親のどちらかが11-20時の間のみ。面会者および付添者は連日体温および呼吸症状の有

無を自己申告で記録し看護師が確認する。

聖マリアンナ医科大学病院 原則として両親のいずれか1名の面会に制限

日本医科大学千葉北総病院 付き添いは2人のみ、事前登録。面会は禁止している。

済生会横浜市南部病院
付き添いは可、

外からの面会は制限を設け短時間へ

埼玉県立小児医療センター 家族は１人のみ１日２時間まで

群馬県立小児医療センター 面会は可能な限り認めない、付き添いは極力同一の親のみに限る

千葉大学医学部附属病院 面会制限

東京慈恵会医科大学附属病院 個室のみ付き添い可。面会は禁止。

杏林大学医学部付属病院 時間制限あり

信州大学小児科 前週同様

東京都立小児総合医療センター
面会者は原則「親1名のみ」、面会時間は1時間以内、37.5℃以上の発熱がある場合は面会不可、

入院時の付き添いは原則中止

国立国際医療研究センター 面会制限は行なっています。原則面会禁止。付き添いは可能、制限あり。

伊藤病院 面会禁止

成田赤十字病院小児科 前週同様

山梨大学医学部附属病院 面会者の制限（１日１名のみ）、付添は必要症例以外、原則なし。

順天堂大学医学部附属順天堂医院

面会は1日1時間以内で、ご両親のどちらか。チェック用紙を用いて体調確認をする。付き添いを

希望する場合には、付き添い者の外出・交代は原則禁止。院内売店は外来終了時間以降に利用し

ていただく。

国立がん研究センター中央病院 面会は1名のみ3時間以内。付き添い者は付き添い中は院外に出ないよう依頼。

国立成育医療研究センター 面会の制限（1日３時間；18:00-21:00）、付き添いの原則禁止

長野県立こども病院 付き添い者は事前に申請して許可制。

施設名

現在の

小児科

入院数

(人）

小児科

病床

稼働率

(%)

現在の

小児がん

入院数

(人）

小児がん

病床

稼働率

(%)

入院患者

診療規模の

変化について

入院診療での具体的な変更について

外来患者

診療規模の

変化について

外来診療での具体的な変更について コロナ発生時の対応について
他施設からのコロナ陰性の小児

がん患者受け入れについて

他施設へのコロナ陰性の小児が

ん患者受け入れの希望について
その他自由記載

日本医科大学付属病院 25 60 6 70 縮小

救急外来では初診診察不可

日中診療では紹介状持参者のみ初診診

療する。

縮小

紹介状無しは診察行わない。

電話再診による処方　衛生材料・保険

医療材料支給

通院中の患児についてはコロナ病棟へ入院

加療
一般床なら可 なし

国立国際医療研究セン

ター
23 51 2 33 縮小

COVID-19疑い例は他病棟、

不急の検査入院などは延期
縮小

電話再審医よる処方、不急患者の延

期、

他院からの非常勤医師の外来休診

患者に対しては入院、外来対応、院内発生

時には必要な処置後診療継続
一般床なら可 なし

群馬大学 20 70 10 90 縮小
検査入院の延期、面会制限、外泊中

止、付添者の限定
縮小 電話再診による医薬品の処方

重症であれば、ICU管理　軽中等症は結核

病棟で管理
一般床なら可 なし

東京慈恵会医科大学 7 縮小 縮小 ２週間の病棟閉鎖 まだ入院制限中です。 なし

信州大学医学部附属病院 15 60 10 40 通常通り 縮小 受診数は減少しています。
かかりつけ患者で重症化した場合のみ、

ICUもしくはHCUでの受け入れを検討。
一般床なら可 なし

横浜市立大学附属病院 28 75 19 75 通常通り
コロナ陽性小児がん患者の受け入れは

応相談
縮小

電話再診による医薬品の処方、

外来間隔の延長
COVID-19専用病棟にて加療 ICU/一般床に関わらず可 ICU/一般床に関わらず希望有 横浜市大はCOVID-19患者の入院が増加傾向です。

慶應義塾大学病院 30 50 12 90 縮小 コロナと非コロナの区画分け 縮小
必要性の高い患者以外外来閉鎖

電話再診による医薬品の処方
陰圧のコロナ区画で対応 ICU/一般床に関わらず可 なし

聖路加国際病院 20 66 12 60 通常通り
面会制限、ボランティアなどの制限

（いずれも2月末から）
通常通り

外来担当医師縮小、

有熱患者担当医師を決めて対応

陰圧室3床＋個室1床＋大部屋2床をコロナ

感染者用に確保しています。
一般床なら可 なし

東京大学医学部附属病院 40 60 12 50 縮小
かかりつけ以外の新規の感染症患者は

受け入れ中止しています。
縮小

新規の感染症の受け入れは出来ませ

ん。

PICUに収用する。それが無理な場合は小児

病棟にゾーニングを行なって診療する予定

です。

ICU/一般床に関わらず可

今後は、病棟発生して、診療で

きなくなった場合に相談するか

もしれません。

北里大学病院 55 60 0 縮小 特に検査入院等を減らしています 縮小 一般感染症が減っています 不可 なし

伊藤病院 0 0 0 0 通常通り 面会禁止 通常通り 特になし 関連施設への紹介 不可 なし

帝京大学医学部附属病院 7 37 1 25 縮小

救急車や紹介患者はコロナ患者の受け

入れ病院であることを了承してから来

院してもらっている。小児病棟の一部

の病室を閉鎖して清潔を保ち、コロナ

発生時は感染ない患者は、その病室を

使用するように準備している。稼働病

室の縮小となっている。麻酔科医がコ

ロナ対応だ多忙で手術の５０％減が勧

縮小

紹介状なし初診は断っている。

患者家族の電話での外来処方箋の発行

を始めた。

感染症管理部の指示に従う。

小児陽性患者は小児病棟の一部をゾーンで

分けている。

可能だが同じ病棟にゾーン分け

してコロナ受け入れ病室がある

ことを了解してからとなる。

入院中のALL患者がPCR-MRDで移

植対象となると、他施設紹介と

なる。

山梨大学 3 70 8 80 縮小 入院患者受け入れ制限中 縮小
再診日の延期、電話再診による医薬品

の処方

自施設での診療を行うが、原則として重症

者のみ対応。
不可

現段階ではありませんが、今後

希望する場合もあります。

新潟大学医歯学総合病院 43 83 15 100 通常通り

4/18からCOVIDへの対応をさらに厳格

化。延期可能な入院を延期するように

病院から指示あり。

縮小
延期可能な外来受診を延期。処方箋の

FAX送信、等。

基礎疾患のないコロナ患者は市内の別の３

次施設が受ける。基礎疾患がある患者では

受け入れる場合がある。小児がん治療中患

者は受け入れる方向。既往例では別病院の

可能性あり。

ICU/一般床に関わらず可 なし

聖マリアンナ医科大学 6 1 通常通り 通常通り 準備中 不可 なし

千葉大学医学部附属病院 18 50 14 80 縮小 肺炎患者に入院時対応 縮小 オンライン準備中 受け入れます ICU/一般床に関わらず可 なし

貴施設でのコロナ発生時の対応について」の質問の

意味がわかりにくいです。患者が院内発生したとき

の対応？スタッフが発症したときの対応？患者はす

でに受け入れているが、小児患者が入院したときの

対応？

防衛医科大学校病院 25 70 3 75 縮小
病院長からベッド稼働率の低減の要請

あり。前週同様
縮小 電話での処方の対応

コロナウイルス感染症病棟を編成してそこ

に収容
一般床なら可 なし

小児科を含む各科から人員を供出させてコロナウイ

ルス専従グループを編成している

自治医科大学 50 70 10 通常通り 通常通り

コロナに感染した小児が入院する場合、受

け入れ病棟を限定。当該病棟に入院中の患

者は、病棟内の別室もしくは別の病棟へ移

動し、患者同士の接触を避ける。また、コ

ロナ患者への診療を担当する職員を決め

て、担当職員との接触もできる限り避け

ICU/一般床に関わらず可 なし

日本医科大学千葉北総病

院
6 40 0 0 縮小

小児病棟をCOVID用にしたので、別病棟

で診療を行っています。
通常通り

電話再診もうけ、発熱患児は発熱外来

でPPE着用の基、診察しています
現時点では院内で受け入れる予定です 不可 なし

国立がん研究センター

中央病院
18 80 22 80 縮小

最大20人までに制限。治験も新規登録

は休止中。
縮小

新患の受け入れを都内（＋一部隣接地

域）に制限。セカントオピニオンは休

止中。

小児看護の必要な年少児は可能なら転院先

を探す。年長児は院内にて診療。
一般床なら可

紹介元へ戻る希望がある場合な

どにお願いします。

都の要請によりコロナ専用病棟設置、非がん成人患

者の外部からの受入れ開始になりました。

国立成育医療研究セン

ター
280 65 50 80

縮小

(小児がん除

く）

小児がん、周産期、難病は通常の入院

診療。面会の制限（1日３時間）、付き

添いの原則禁止を開始。

縮小 電話再診での診療あり。
コロナ感染症に関しては、病棟を決めて対

応。

小児がんに関してという限定で

可。

コロナ発症時には、転院も考

慮。

小児がんに関して、入院治療を通常通り運用してお

ります。

ブロック内で造血細胞移植患者の相互
紹介などに役立った

＊コロナ禍の2020.4月〜5月にかけて、
協議会参画施設の小児コロナ患者受け
入れ状況、付き添い・面会対策などのア
ンケートを毎週行い、ブロック内での情
報共有を行った。


