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がん診療センター
　当院は、診療の４つの柱として、がん診療・生活習慣病対策・整形外科診療・泌尿器科診療を

掲げております。

　がん診療については、当院は青森県より「地域がん診療連携推進病院」の指定を受けており、

八戸医療圏及び近隣地域におけるがん治療を主に消化器内科、外科、泌尿器科、歯科口腔外科、

放射線科が担っております。

　また、がんの診断においては、画像診断を中央放射線部、病理診断を中央検査部が担い、化学

療法におけるサポートを薬剤部と栄養管理室、がんリハビリテーションを中央リハビリテーショ

ン部が担っております。

　さらには、緩和ケアチームによるがんサロンや「労災病院」として、がん治療と就労の両立支

援のため相談窓口の設置によるバックアップを行っており、多職種が密接に連携してチーム診療

に取り組んでおります。

　当院は以前より、がんの早期発見の推進のため各種がん検診を行っており、平成31年４月から

は青森県及び岩手県のいくつかの自治体や健康保険組合からの個別検診の受託を開始しました。

　令和２年１月からは、放射線科治療科医師の常勤化に伴い高精度放射線治療（SRT、SBRT、

IMRT）を開始、７月からはIMRTの進化形である回転型強度変調放射線治療（VMAT）を開始

し、がん診療機能の強化を図っています。

　しかし、今後の当院のさらなる診療機能の向上のためには、病院全体でがん診療に取り組める

診療体制の構築が必要不可欠であると痛感し、当院にがん診療センターを設立することとしまし

た。

　がん診療センターの設置後はゲノム医療（precision medicine）やＡＩによる診断支援といっ

た先進的分野も取り入れつつ、より質の高い医療を地域の皆様に提供できるよう職員一丸となっ

て努力していく所存です。

青森労災病院　がん診療センターの設立について

院長　玉澤　直樹

令和２年９月１日 掲載日：2020年８月６日　（C）デーリー東北新聞社 掲載日：2020年８月６日　東奥日報
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高精度放射線治療スタート

掲載日：2020年５月31日　東奥日報掲載日：2020年６月13日　デーリー東北 ２．学会発表

１）真里谷　靖、伊神　勲、松倉　弘明、門前　暁、Andrzej Wojcik，Lovisa Lundholm．転
移性肝腫瘍に対する local consolidative radiotherapy．第142回日本医学放射線学会北日本地
方会．旭川市、2020年７月11日～８月10日．

２）真里谷　靖、伊神　勲、松倉　弘明、山田　恭吾、門前　暁、Andrzej Wojcik，Lovisa 
Lundholm．肝のみに寡転移を有する再発がんに対する local consolidative radiotherapy．日
本放射線腫瘍学会第33回学術大会．札幌市、2020年10月１日～３日．

３）門前　暁、上野　達也、真里谷　靖、Andrzej Wojcik，Lovisa Lundholm．Dose dependent 
expression of extracellular miRNAs in colorectal cancer cell exposed to radiation．日本放射
線腫瘍学会第33回学術大会．札幌市、2020年10月１日～３日．

３．市民公開講座

第13回　いのちのリレー
　　講師：真里谷　靖
　　　　　伊神　勲

４．第21回・第20回・第19回　青森労災病院　市民公開講座

第21回
　　演目
　　　○血管から健康になろう
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