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NPO法人 がん情報局

平成26年度活動報告会

平成26年度 協賛企業/団体

アストラゼネカ株式会社

エーザイ株式会社

株式会社イーエム通信

株式会社KNM

株式会社ブイキューブ

株式会社ヤクルト本社

協和発酵キリン株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

サノフィ株式会社

沢井製薬株式会社

大鵬薬品工業株式会社

第一三共株式会社

武田薬品工業株式会社

中外製薬株式会社

日本イーライリリー株式会社

日本化薬株式会社

日本ベーリンガー
インゲルハイム株式会社

ファイザー株式会社

ヤマハ株式会社

米久ベンディング株式会社



がん情報局の主な活動

 情報提供事業

–乳がん市民公開講座

–浜松オンコロジーフォーラム

 教育事業

–乳がん合同検討会

–遠隔地多地点webカンファレンス

–中部乳癌会議

–がん看護フォーラム21

乳がん市民公開講座



乳がん市民公開講座

第 1回 2006年 2月19日 浜松乳がん情報局 あなたの疑問に何でも答えます。
第 2回 2006年 8月20日 再発
第 3回 2007年 2月18日 診断
第 4回 2007年 8月17日 NPO法人 がん情報局 病理
第 5回 2008年 2月17日 医師患者間のコミュニケーション
第 6回 2008年 8月17日 精神腫瘍学
第 7回 2009年 2月15日 乳房再建
第 8回 2009年 8月23日 患者さんのためのガイドライン
第 9回 2010年 2月14日 薬物治療
第 10回 2010年 8月22日 乳がん看護
第 11回 2011年 2月20日 放射線治療
第 12回 2011年 8月21日 心のケア
第 13回 2012年 2月19日 病理
第 14回 2012年 8月19日 遺伝
第 15回 2013年 2月17日 副作用
第 16回 2013年 6月30日 乳癌学会との共催
第 17回 2014年 2月9日 検診、手術、画像検査、治療
第 18回 2014年 8月24日 患者サポート
第 19回 2015年 2月15日 哲学外来
第 20回 2015年 8月30日 街角がん診療

開催案内
チラシ・ポスター

乳がん市民公開講座

配布資料 スライド資料・up資料



開催日 講演内容 / 講師

第14回

4月12日

乳がんに対する抗HER2療法の正しい使い方
渡辺亨先生 / 浜松オンコロジーセンター

根治治療のための支持療法、研究の難しさと真のアウトカム
全田貞幹先生 / 国立がん研究センター東病院

QOLの正しい評価方法を学ぶ
下妻晃二郎先生 / 立命館大学

第15回

10月18日

胃がん化学療法の新潮流
辻晃仁先生 / 神戸市立医療センター

非小細胞肺がん治療の最近の話題 外科手術と分子標的治療
坪井正博先生 / 国立がん研究センター東病院

卵巣がん・子宮がんの薬物療法
勝俣範之先生 / 日本医科大学武蔵小杉病院

開催地：アクトシティ浜松（静岡県浜松市）

浜松オンコロジーフォーラム

浜松オンコロジーフォーラム
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 情報提供事業
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月2回…第1, 3水曜日

14施設
浜松医療センター、浜松PET診断センター、
浜松医科大学病院、聖隷浜松病院、聖隷三方原病院、
遠州病院、浜松労災病院、すずかけセントラル病院、
浜松オンコロジーセンター、神田クリニック
磐田市立総合病院、袋井市民病院、市立湖西病院、
とものクリニック

9職種
腫瘍内科医、乳腺外科医、放射線治療医、
放射線診断医、病理医、薬剤師、看護師、
臨床検査技師

内容

• 初期治療症例の検討

• 転移・再発症例の検討

• 臨床試験

• レクチャー

第1水曜日 第3水曜日

4月 25 17

5月 18 24

6月 ASCO 23

7月 17 15

8月 - 17

9月 19 20

10月 16 18

11月 13 18

12月 19 18

1月 - 18

2月 - 18

3月 15 12

全20回開催のべ360人

乳がん合同検討会



月に2回開催

–医師中心 2008年11月~ 第82回 / 11月 19日

»症例検討

»乳がん治療に関するレビュー

»学会レビュー

»各施設の取り組み

–看護師中心 2012年9月~ 第39回 / 11月 9日

»症例検討

遠隔地多地点webカンファレンス

遠隔地多地点webカンファレンス

①浜松オンコロジーセンター / 静岡県

②相良病院 / 鹿児島県

③相原病院 / 大阪府

④宮良クリニック / 沖縄県

⑤杏雲堂病院 / 東京都

⑥東京医大八王子医療センター / 東京都

⑦青森県立病 / 青森県

⑧青森市民病院 / 青森県

⑨大阪医大 / 大阪府

⑩高知大学 / 高知県

⑪（看護）北海道がんセンター / 北海道

1都 1道 1府 5県



遠隔地多地点webカンファレンス

中部乳がん会議



中部乳がん会議

 開催地：あいち健康プラザ（愛知県大府市）

 開催日：2月～3月の1泊2日

 参加者：若手医師25名

 幹事

–岩田広治先生 愛知県がんセンター中央病院

–渡辺 亨先生 浜松オンコロジーセンター

–遠山 竜也先生 名古屋市立大学

–澤木 正孝先生 愛知県がんセンター中央病院

–安藤 正志先生 愛知県がんセンター中央病院

中部乳がん会議

 基調講演

– （第11回）我が国の乳癌診療の未来を考える

−次世代の専門医育成のために−

聖マリアンナ医科大学 津川 浩一郎先生

– （第10回）オンコロジストのキャリアパスを考える

一(いち)女性医師の立場から

国立がん研究センター中央病院 清水 千佳子先生

– （第8回）地域完結型チームワーク医療

～高次機能診療所を目指して

宮良クリニック 宮良 球一郎先生



中部乳がん会議

 ディベート / 臨床試験立案
– 55歳閉経後女性。CNBにて、浸潤性乳管癌、
– 初診時、左乳房外上部に4.5x4.0cm硬結触知、dimpling(-

)、N(-)。
– ER陽性（Allred score: 8点）、PgR陽性（Allred score: 

4点）、
– HER2（０）、グレード２、Ki67＝15％と診断。

担当医は、左Bt+SN+乳房再建術をお勧めしたが、乳房再
建術を希望されず。患者さんは乳房温存療法目的の術前薬
物療法を希望された。

A：術前薬物療法として、化学療法を勧める。

B：術前薬物療法として、ホルモン療法を勧める。

浜松がん看護フォーラム 21



浜松がん看護フォーラム 21

 開催地：浜松医療センター講堂（静岡県浜松市）

 開催日：第9回 / 平成27年 10月 4日

 参加者：看護師50名

 講演

–家族ががんになったとき
荒川靖子先生（聖隷クリストファー大学）

–どうしたらいいの がん患者の家族ケア
佐久間由美先生（聖隷三方原病院）

 グループワーク

–乳がん患者の家族への関わり

結語

NPO法人「がん情報局」は、

がんに対する情報を集め、検証や整理を行い、

多くの人が理解して活用できる情報を提供すること

によって、世の中にある、「がん」に対する誤解や

不安を解消し、適切ながん治療が行えるように事業

を行っております。



結語

具体的には、患者や患者の家族を始めとした

一般市民を対象に、市民公開講座を通して、

がんに関する情報を分りやすく提供しております。

また、医療関係者を対象に

浜松オンコロジーフォーラム、中部乳がん会議、

がん看護フォーラム21などを定期的に開催し、

がん診療の向上と均てん化を目指しております。

今後も引き続き

ご理解・ご支援・ご協力を

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

NPO法人がん情報局


