
 
 

がん診療連携拠点病院等について 

 
１ 国指定のがん診療連携拠点病院 

「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針（平成 26 年 1 月 10 日）」に

定められている指定要件を満たすものとして、都道府県が推薦する医療機関に

ついて、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定。 

 

２ 兵庫県指定がん診療連携拠点病院 

(1) がん医療における地域連携を促進し、本県の更なるがん医療水準の向上

を図ることを目的として、国指定拠点病院に加え、がん診療連携を推進す

る医療機関を兵庫県独自に指定。 

 (2) 国指定の拠点病院に関する整備指針の改定に伴い、県指定の拠点病院設

置要綱を改定（平成 26 年 8 月 28 日）（改定にあたっては、がん診療連携推

進専門委員会で協議）。 

平成 30 年 3 月末見込み 

圏 域 
国指定拠点病院(14) 

＜小児がん拠点病院(1)＞ 
県指定拠点病院(9) 

神 戸 
神戸大学医学部附属病院 
神戸市立医療センター中央市民病院 
神戸市立西神戸医療センター 

＜県立こども病院＞ 

神鋼記念病院 
独）神戸医療センター 

阪神南 
独）関西労災病院 
兵庫医科大学病院 
 

県立尼崎総合医療センター 
県立西宮病院 
西宮市立中央病院 

阪神北 公立学校共済組合近畿中央病院 市立伊丹病院 

東播磨 県立がんセンター（都道府県型） 県立加古川医療センター 
加古川中央市民病院 

北播磨 市立西脇病院  

中播磨 姫路赤十字病院 
独）姫路医療センター 製鉄記念広畑病院 

西播磨 赤穂市民病院  
但 馬 公立豊岡病院組合立豊岡病院  
丹 波 県立柏原病院  
淡 路 県立淡路医療センター  

 

３ 国指定の小児がん拠点病院（平成 29 年 1 月 23 日付け更新） 
集学的治療の提供、相談支援、医療従事者向け研修の実施や、地域の小児が

ん診療ネットワークの中核となり地域全体の小児がん診療の質の向上に資す

る医療機関について厚生労働大臣が指定。 

○県立こども病院ほか 全国で 15 箇所 

＜主な取組＞ 

・がん相談支援センター、緩和ケア委員会、長期フォローアップ外来の設置 

・県内の小児がん診療病院との連携強化 
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国指定のがん診療連携拠点病院 県指定のがん診療連携拠点病院 
①神戸大学医学部附属病院 
②神戸市立医療センター中央市民病院 
③神戸市立西神戸医療センター 
④独）関西労災病院 
⑤兵庫医科大学病院 
⑥公立学校共済組合近畿中央病院 
⑦県立がんセンター 
⑧市立西脇病院  
⑨姫路赤十字病院 
⑩独）姫路医療センター 
⑪赤穂市民病院 
⑫公立豊岡病院組合立豊岡病院 
⑬県立柏原病院  
⑭県立淡路医療センター 
⑮県立こども病院 

1 神鋼記念病院 
2 独）神戸医療センター 
3 県立尼崎総合医療センター 
4 県立西宮病院 
5 西宮市立中央病院 
6 市立伊丹病院 
7 県立加古川医療センター 
8 加古川中央市民病院 
9 製鉄記念広畑病院 

 

県下のがん診療連携拠点病院 
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  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 
  小児がん拠点病院 
  県指定がん診療連携拠点病院  



 

【協議会委員（議長：県立がんセンター院長）】

【幹事会構成員（幹事長：県立がんセンター副院長）】

【協議会各部会の担当業務】

部　会　名

「がん登録」部会

【Ｈ29年度協議会活動内容】

第12回「協議会」開催　41名参加
第1回「院内がん登録実務者ミーティング(がん登録部会主催）」開催　54名参加
がん看護実務者研修の開催（県立がんセンター）　15名参加

平成29年度第１回「幹事会」開催　90名参加
第2回「院内がん登録実務者ミーティング(がん登録部会主催）」開催　77名参加
第3回「兵庫県がん化学療法チーム医療研修会」（（研修・教育部会主催））　20名参加

「外来化学療法セミナー（研修・教育部会主催）」開催　155名参加
・「外来化学療法の10年間と今後の展望」

第7回「ひょうご県民がんフォーラム(協議会主催）」開催　242名参加
・「ここまで進んだがん治療」
第5回「放射線セミナー（研修・教育部会主催）」開催　108名参加
・「前立腺がんの診断と治療-update-」

「緩和ケアフォローアップ研修会（緩和ケア部会主催）」開催　96名参加

「検査セミナー（研修・教育部会主催）」開催　130名参加
・「乳がん 検査と治療 up to date」
第10回「薬剤師セミナー（研修・教育部会主催）」開催　172名参加
・「胃癌治療の最新の話題」
・「クリニカルクエスチョンに基づく薬剤師からのエビデンスの発信～がん化学療法、
　支持療法 そして緩和ケア～」
第3回「院内がん登録実務者ミーティング(がん登録部会主催）」開催予定
第2回「幹事会」　開催予定

【Ｈ29年度緩和ケア研修会の開催状況】

平成29年5月24日

第33回「がん相談支援センター実務者ミーティング(情報・連携部会主催）」開催　36名参加

平成29年9月23日

「H29年度緩和ケア研修会指導者の会と患者会との合同検討会」
(緩和ケア研修会指導者の会)　25名参加

「第8回兵庫県緩和ケアチーム研修会」　74名参加
平成29年11月11日

担　　当　　業　　務

平成30年1月20日

緩和ケアに関する地域連携など

病院間の情報共有推進など

地域連携クリニカルパスの整備、拠点病院ごとの運用状況の評価

「緩和ケア」部会

「地域連携」部会

平成29年6月10日

がん診療に携わる医師向け研修の企画実施

幹
事
会

「研修・教育」部会

第34回「がん相談支援センター実務者ミーティング（がん相談員実務者研修）（情報・連携部会
主催）」開催　31名参加

平成29年12月16日
第35回「がん相談支援センター実務者ミーティング（がんピアサポーターとの交流会）（情報・連
携部会主催）」開催　33名参加

平成29年10月7日

兵庫県がん診療連携協議会の活動について

20施設が開催し、526名修了（平成29年12月末時点）　　　※平成20年度からの累積修了者数　4,553名

平成29年6月15日

平成29年4月20日

平成29年5月30日～9月8日

日　　時

平成29年11月18日

活　　動　　内　　容

　厚生労働省「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」に基づき、県立がんセンターに「兵庫県がん診療連携協
議会」を設置し、以下の取組を行っている。

診療支援医師の派遣調整など
相談支援センターの機能充実のための情報の共有化
ピアサポート、がん患者の就労支援など
統計、県内のがん登録データの分析・評価など

・地域がん診療連携拠点病院長　・小児がん拠点病院長　・県医師会長　・県歯科医師会長
・県薬剤師会長　・県看護協会長　・県放射線技師会長　・県臨床検査技師会長　・県健康福祉部長
・患者団体代表若干名　・がんセンター副院長　・その他がんセンター病院長が必要と認める者

・地域がん診療連携拠点病院　・小児がん拠点病院　・県医師会　・兵庫県　・県指定がん診療連携拠点病院
・がん診療連携拠点病院に準じる病院　など

集学的治療等を提供のための研修の企画実施

平成30年3月10日 第36回「がん相談支援センター実務者ミーティング」開催予定

平成29年11月25日

平成29年9月30日

平成30年2月14日

平成29年9月15日

平成30年2月22日

「情報・連携」部会

平成30年1月8日

平成30年1月13日
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平成30年度 平成29年度

対がん戦略部会等の運営 355 582

・がん診療連携推進専門委員会

・がん登録推進専門委員会
・造血幹細胞移植対策推進専門委員会

10,815 10,816

健康福祉事務所での肝炎ウイルス検査等の実施 494 589

医療機関での肝炎ウイルス検査の実施 4135 4135

肝炎ウイルス初回精密検査の実施 914 1340

肝炎ウイルス定期検査の実施 322 180

全国がん登録等推進事業の実施 17,044 17,298

(国保調整交付金）

集団検診車整備事業 59,442 70,620

企業におけるがん検診受診促進事業 35,469 23,469

がん検診等研修事業（がん検診受診率向上に向けた普及啓発） 1,000 0

がん検診の精度管理 209 214

がん検診等研修事業（胃がん検診従事者研修） 1,436 1,823

肝炎対策協議会の運営 136 139

肝疾患診療連携拠点病院の機能強化 2,422 2,426

インターフェロン等医療費の助成 709,512 1,051,134

肝がん・重度肝硬変患者入院医療費の助成 51,942 0

がん検診等研修事業（地域肝炎対策支援体制の構築） 1,032 1,080

アスベスト健康管理支援事業 46 51

アスベストばく露者の健康管理試行調査 102,169 56,801

がん診療連携拠点病院の機能強化 64,000 64,000

がん検診等研修事業（胃がん検診従事者研修）　＜再掲＞ 1,436 1,823

緩和ケア研修の実施（がん診療連携拠点病院機能強化事業で実施）

81,815 83,032

41,151 40,962

29,300 28,250

146,931 100,196

若年者の在宅ターミナルケア支援 3,000 6,667

がん教育総合支援事業 1,000 1,000

1,000 0

1,377,008 1,577,922

平成30年度当初予算（案）について

－ がん対策体系図 －
当初予算額（単位：千円）

企業との協働による健康づくりステップアップ事業

いずみ会による食生活改善活動の実施 2,633 2,633

在宅歯科医療推進事業

計

受動喫煙対策等推進事業 5,848 6,662

在宅医療充実強化推進事業

在宅医療地域ネットワーク整備事業

在宅介護緊急対策事業

がん検診等研修事業（がん検診受診率向上に向けた普及啓発）　＜再掲＞

たばこ対策の充実

感染症に起因するがん
対策の推進

全国がん登録等の推進

検診機会の確保と受診
環境の整備

適切ながん検診の実施

医療連携の強化

がん患者の療養生活の
質の維持向上

個別がん対策の推進

生活習慣改善の推進

資料 ３

推進体制の整備

がん予防の推進

早期発見の推進

医療体制の推進

新

拡

がん患者を支える社会の構築

新
がん教育の推進

新

拡

拡

拡

拡


