


病院長ごあいさつ

　国立がん研究センター中央病院は、国立がん研究センターの一員として 1962 年の開設以来 “ 社
会と協働し、全ての国民に最適ながん医療を提供する ” という理念のもと、がん診療・研究のリーディ
ング・ホスピタルとしての役割を果たしてきました。独立法人化後も引き続き、世界最高レベルのが
ん医療を提供し、わが国のハブとしてがん医療を牽引してまいりました。注力して行く課題として、
患者さんの満足度が高い外来診療体制の充実、患者さんの相談支援業務の強化、低侵襲治療の充実の
ため、早期がん病変に対する内視鏡、IVR 治療、高精度放射線治療、腹腔鏡下及びロボット支援によ
る低侵襲手術などの医療技術開発に重点的に取り組んでまいります。2015 年には医療法に基づく臨
床研究中核病院として承認、2018 年は「がんゲノム医療中核拠点病院」に指定されました。臨床試
験の推進、研究所との強力な連携の下、全ゲノム解析や TR（トランスレーショナル・リサーチ）研
究を推進（インフォマティクス、人材育成の強化）、Unmet medical needs の多い希少がん・難治
がんの研究開発・診療が重要な使命です。
　一人でも多くの患者さんに高度で質の高い最適ながん医療を提供するために、特定機能病院として
の医療安全強化、患者さんや社会との協働、適切な勤務体制を推進し職員一同全力で取り組んでまい
ります。

国立研究開発法人
国立がん研究センター
中央病院　
病院長　
島田 和明

National Cancer Center
Hospital
Director

Kazuaki Shimada

Since its establishment in 1962 as a part of the National Cancer Center, National Cancer Center 
Hospital (NCCH) has served as the leading hospital for cancer care and research under the 
philosophy of "providing optimal cancer care to all citizens, working with the public." Designated an 
independent administrative agency, we continue to provide world-class cancer care, as the leading 
cancer care hub in Japan. We focus on the development of medical technologies such as endoscopy 
for early cancers, interventional radiology treatments, high-precision radiotherapies, and minimally 
invasive surgeries supported by laparoscopy and robots, improving our outpatient care towards high 
patient satisfaction, enhancing patient consultation support services, and providing a broad range of 
minimally invasive treatments. In 2015, our hospital was designated a Clinical Research Core Hospital 
based on the Medical Care Act in Japan, and in 2018 it was designated a "Core Hospital for Cancer 
Genomic Medicine." Our important missions include: promoting clinical research; advancing whole 
genome sequencing and translational research (TR), strengthening informatics and human resource 
development under close cooperation with our Research Institute; research and development of 
treatments for rare and intractable cancers with highly unmet medical needs. 
We will lead in medical safety as a Special Functioning Hospital, promote collaboration with 
patients and the public, and establish a working environment in which our staff can provide optimal, 
advanced, and high-quality cancer care to as many patients as possible.

Greetings from the Director
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理念・基本方針

病院概要

理念

目指す Vision

基本方針

社会と協働し、全ての国民に最適ながん医療を提供する。
（中央病院の理念・使命は、国立がん研究センターと共通です）

日本のがん医療の旗艦病院として、一人一人の患者さんに最適な世界最高レベルの医療を提供する。

1.　がん専門病院として安全で高度な医療を提供する。
2.　社会と協働して全人的な医療を提供する。
3.　病院と研究部門が一体となって、患者さんとともにがんの新しい診断・治療法を開発する。
4.　国内外を牽引する専門性の高い人材を育成する。
5.　がんに関する正確で最新の医療情報を提供する。
6.　全国のがん医療ネットワークのハブ機能を果たす。
7.　職員が健康で誇りと働きがいを持つ職場作りを実践する。

NCC is committed to providing the best possible cancer treatments and care in partnership with communities
(Shared with the National Cancer Center)

As a flagship hospital for cancer care in Japan, we provide world-class medical care optimal for each patient.

1. Provide safe and advanced medical care as a hospital specialized in cancer.
2. Collaborate with the public to provide holistic care.
3. Work together with our research institute to develop new cancer diagnoses and therapies with patients.
4. Nurture highly specialized talent who will lead cancer care in Japan and globally. 
5. Provide accurate and up-to-date medical information about cancers.
6. Serve as a hub of the cancer care network in Japan. 
7. Create a workplace where employees can enjoy health, pride in their work, and job satisfaction.

Vision

Our Aim

Mission

Vision and Missions

Overview

• 特定機能病院 Special Functioning Hospital

• 臨床研究中核病院 Clinical Research Core Hospital

• がんゲノム医療中核拠点病院

• がん診療連携拠点病院 Designated Cancer Care Hospital

• 東京都小児がん診療病院 Cooperative Hospital for Childhood Cancers

• 病院機能評価 3rdG:Ver.2.0 

認定施設等 Accreditat ions

開院 established

医師 physicians

レジデント（専攻医含む）

看護師 nurses

病床数 beds

1962 年

246 人

184 人

753 人

578 床

69 床通院治療センター Outpatient Treatment Center beds　　　

手術室数 operating rooms

敷地面積 area

延床面積 floor space

17 室

17,870.32㎡

78,206.03㎡

residents　

Designated Core Hospital for 
Cancer Genomic Medicine

Hospital Accreditation Standard 3rd 
Grade Ver. 2.0
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　豊富な症例数だけでなく、手術内容もニーズに合わせ変
化してきました。早期がん病変に対する内視鏡・IVR 治療、
高精度放射線治療、腹腔鏡下及びロボット支援による低侵
襲手術から、隣接臓器あるいは転移した臓器の合併切除を
含めた拡大手術まで、がんの部位と進行度に応じて的確に
使い分け、合併症を最小限に抑えています。

低侵襲治療の充実化
Minimally Invasive Treatments

We treat a large number of cases, evolving the mode of 
treatment adjusting to the needs. Complications are minimized 
with optimal selection of treatments best suited to the site 
and stage of cancer, from endoscopic/IR treatments for early 
cancers, to high-precision radiotherapy and minimally invasive 
laparoscopic and robot-assisted surgery, and extended 
operations including combined resection of adjacent or 
metastatic organs.

IVR : 画像ガイド下に行う高精度な低侵襲がん治療
Interventional Radiology: image-guided, minimally-invasive, 
and precise oncologic treatments

Early gastrointestinal cancer is treated through radical dissection (mucosal/
submucosal dissection) with endoscopy. We proactively adopt endoscopic 
treatment even on lesions considered difficult to treat with endoscopy at other 
institutions.

The lung, liver, or pancreas constantly move with every breath. With real 
time imaging, we can now treat these tumors more precisely, suppressing 
radiation exposure to surrounding normal tissues.

At the Interventional Radiology Center, minimally-invasive procedures are 
performed utilizing the most advanced image-guided techniques to provide the 
oncologic diagnosis, therapy, and palliation.   

世界中の内視鏡医が学びに来る
早期がん病変に対する内視鏡治療

患者さんの MRI 画像をリアルタイムで
撮影し、がん組織に絞り込んだ放射線治療

　消化管の早期がんに対する内視鏡を使った根治切除（粘膜切
除術、粘膜下層剝離術）を行い、他施設で内視鏡治療が困難な
病変に対しても積極的に対応します。

　呼吸によって動きやすい肺がんや肝臓がん、膵臓がんなどで
従来よりも的確に腫瘍を治療することができ、正常な組織への
被曝を抑えることができます。

　IVRセンターでは、最新の画像診断機器を用いて、種 の々がん
の診断や治療、症状緩和のための低侵襲治療を施行しています。

Radiation therapy targeting cancer tissues with real-
time MRI imaging of patients

Endoscopic treatment of early cancers hosting 
endoscopists visiting from all over the world

高度急性期がん医療への重点化
Advanced Acute Cancer Care

Combined Angio-CT systems at 
Interventional Radiology Center enable 
utilization of CT, angiography, and X-ray 
images to achieve safe and precise 
treatments.

Robot-assisted surgery

IVRセンターに設置されている
CT とX線透視、血管撮影が可能な
Angio-CT 装置

ロボット支援手術

即時適応放射線治療を用いた次世代高精度放射線治療 内視鏡センター
Next-generation high-precision radiotherapy with adaptive radiation therapy Endoscopy Center
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　当院ではアンメット・メディカル・ニーズの多い希少がん・難治がんの研
究開発に取り組んでいます。民間主導の研究開発が進みにくい肉腫、悪性脳
腫瘍などをはじめとする希少がんについて、適応外薬や未承認薬の開発ラグ
の解消を目指した研究を含む治療開発に積極的に取り組み、多種多様な希少
がんの課題解決を目指します。

　国立がん研究センター中央病院は年間 1000 例以
上の新規 AYA 世代がん患者の来院があり、2015 年
より AYA サポートチームを立ち上げて、多職種によ
る AYA 世代の患者支援体制を構築しています。

　診療科の垣根を超えた連携により患者さんにとって最良
のがん治療を提案します。治療においては外科、内科、放
射線の全てで豊富な経験と実績を誇り、穴がないがん治療
を提供します。

希少がん医療への貢献

小児がん、AYA 世代のがん医療の貢献

Rare Cancers

Childhood/AYA Generation Cancer Care

Cancer Treatment Options

In our hospital, we are committed to research and development (R&D) 
for rare and intractable cancers with highly unmet medical needs. As rare 
cancers such as sarcomas and malignant brain tumors for which R&D 
initiatives are less likely to be led by the private sector, we actively work to 
develop therapies through research aiming to resolve the drug lag of off -label 
and unapproved drugs, towards addressing a variety of rare cancers.

The National Cancer Center Hospital cares for over 
1,000 new AYA patients every year. In 2015, the AYA 
Support Team was established, for close coordination 
by multidisciplinary staff caring for AYA generation 
patients.

Through multi-disciplinary collaboration, we examine a number 
of options, then propose an optimal cancer treatment to 
our patients. Our extensive experience and achievements in 
all departments of surgery, internal medicine, and radiation 
enables us to provide the best cancer treatment possible.

Support Activities

• 就学 / 就労支援　schooling/fi nding employment 
• がん治療と妊娠・出産について　balancing treatments and pregnancy/birth
• 未成年の子どもがいるがん患者・家族支援　

caring for young children of patients
• AYA ひろば　AYA patient-to-patient events

さまざまな支援活動

充実の “ がん治療 ” 外科

内科 放射線

Surgery

Internal medicine Radiation

多職種による打合せの様子
Meeting with multidisciplinary professionals
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エキスパート集団による一貫したサポート
Our Experts

患者ケア Patient Care

診療・教育カンファレンス数

全国の中でも対応の多いがん

Medical / Educational Conferences

Cancers Most Diagnosed

相談件数 consultations

patients beds screeningsendoscopic procedures 
(including examinations

/treatments)

Clinical trial issues by development phases, international clinical trials clinical trials

outpatient chemotherapy sessions 
(170 patients daily)

surgeries 
(17 operating rooms)

246 physicians Nurses
16 professional

43 certifi ed

second opinions
   (213 online)

support center contactsconsultation support center
(phone consultations 3,758)

radiotherapy new patients
総患者数 病床数 がん検診者数内視鏡手術件数

（検査・処置・治療を含む）
放射線治療新患数

559,123 人

約 2,200 件

約 1,600 人 753 人

3,176 件約 44,000 人15,943 件

578 床 2,341 人19,978 件 2,615 人

49,129 件 5,456 件
外来化学療法数

（1 日約 170 人ほどの診療を実施）
手術件数

（手術室 17 室）

うち、医師の数
246 人

看護師の数
うち専門看護師 16 人、

認定看護師 43 人

セカンドオピニオン件数
（オンラインセカンドオピニオン

213 件）

サポートセンター
利用人数

相談支援センター相談総件数
（電話相談 3,758 件）

データで見る中央病院 2021 年 4 月～ 2022 年 3 月末時点
National Cancer Center Hospital in Data Apr 2021 - Mar 2022

口腔・咽頭がん
乳がん
肺がん
食道がん
胃がん
大腸がん
胆のう・胆管がん
膵臓がん
子宮体がん
骨軟部がん
皮膚がん
悪性リンパ腫

Oral cavity and pharynx

Breast

Lung

Esophageal

Stomach

Colorectal

Gallbladder and bile ducts

Pancreas

Uterine

Bone and soft tissue

Skin

Malignant lymphoma

365 人
7 32 人

1,204 人
41 8 人
553 人
7 1 1 人

99 人
3 7 1 人
1 34 人
204 人
209 人
254 人

Newsweek 誌による世界の優秀な病院ランキング「world`s 
Best Specialized Hospitals 2022」の Oncology 部門で選
出されています。
Selected by Newsweek as one of the "world`s Best Specialized 
Hospitals 2022" in the Oncology category.
National Cancer Center Hospital

研究 Research
First in Human（FIH）試験実施件数開発相別の総治験課題数と国際共同治験総数

「院内がん登録全国集計 2020」より

residents

レジデント数
（専攻医含む）

184 人

職員数 Staff 
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各種の患者教室も開催しています

さまざまな領域の専門家が患者さんのご相談に対応します

外来によるがん薬物療法、
通常生活を送りながらのがん治療

Patient Workshop

Experts covering expansive fields provide patient consultations

Chemotherapy for outpatients, 
enabling the continuation of normality

年度別通院治療センター稼働実績

がん免疫療法などの新しい治療法の確立や本邦での承認があり、治療方法も増加傾向にあり、
170 種類を超えるレジメン（2022 年 4 月現在）が運用されています。
Advanced methods such as cancer immunotherapy have been established and approved in 
Japan, thus expanding the number of treatments. As of April 2022, over 170 regimens are 
administered.

　がんと診断されてから治療中、退院後、再発後の患
者さんとご家族を多角的に支援しており、就労や生活
上の不具合に起因する苦痛を軽減、あるいは取り除く
べくさまざまなプログラムを用意しています。

総合的な患者さんの支援
Comprehensive Patient Support

We provide multi-faceted consultations and support to 
patients and their families following cancer diagnosis, 
during treatment, after hospital discharge, and after 
recurrence, through various programs, to reduce or 
eliminate distress related to balancing work/daily life 
with treatments.

Workshops on chemotherapy, lymphedema care, improving body image post breast 
cancer surgery, AYA patient-to-patient events, workshops on parenting, relaxation, 
pancreatic/biliary tract cancers, family-to-family events on brain tumors, and nutrition 
workshops for outpatients.

Our facilities and support team conduct many clinical 
studies including phase I trials on outpatients. Patients 
are supported by the team with experts such as 
clinical research coordinators (CRC), certified cancer 
chemotherapy nurses, cancer specialized pharmacists, 
and laboratory technicians.

nursing, perioperative support, rehabilitation, pharmacists for outpatients, lymphedema 
care for outpatients, nutrition, appearance care

抗がん剤治療教室、リンパ浮腫ケア教室、乳がん術後ボディイメージ教室、
AYA ひろば、親と子サポート教室、リラクセーション教室、膵がん・胆
道がん教室、脳腫瘍家族テーブル、外来栄養教室など。

外来で第Ⅰ相試験を含む多くの臨床試験を実施する
ことを可能にする設備・体制を整備しています。臨
床研究コーディネーター（CRC）、がん化学療法看
護認定看護師、がん専門薬剤師、検査技師など専門
職種も十分に配置、チーム医療で患者さんを支援す
る体制を整えています。

看護相談、周術期サポート、リハビリ、薬剤師外来、リンパ浮腫ケア外来、
栄養相談、アピアランス相談、相談支援センターなど。

通院治療センターの患者ケア
Patient care at the Outpatient Treatment Center

69 床 200 件
病床数
beds

1日あたり
化学療法等の対応数
Outpatients treated daily

Courses administered at Outpatient Treatment Center
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　2019 年 6 月以降、当院でも保険診療下でがんゲ
ノム医療が実施可能になりました。既承認薬による治
療や未承認薬による治療の選択肢がない患者さんに対
して、既承認薬を適応外使用しその治療効果を検討す
る臨床研究を実施します。

　NCC オンコパネル（国立がん研究センターが開発
した日本人のためのがん遺伝子パネル検査）保険適用
後のがんゲノム医療充実化を視野に、患者申出療養制
度下における分子標的治療の臨床試験（通称：受け皿
試験）を開始しました。

Test results and treatment selection for 187 patients with NCC Oncopanel

From June 2019, cancer genomic medicine covered 
by health insurance is provided at our hospital. 
For patients without further treatment options with 
approved/unapproved drugs, we conduct clinical 
research to investigate the therapeutic effects of off-
label use of approved drugs.

To expand choice in cancer genomic medicine 
covered by insurance in future, with NCC Oncopanel 
(a cancer gene panel test for Japanese developed by 
the National Cancer Center), we have started a clinical 
study (BELIEVE study) of molecular targeted therapies 
using the patient-proposed healthcare services 
program.

NCC オンコパネル 187 例の検査結果と治療選択

承認薬
（適応外薬）

承認薬
（適応内使用）

未承認薬
（治験薬）

n=15, 8.1%

46.0%40.6%

n=4, 2.1%

n=6, 3.2%

Actionable 遺伝子異常あり
遺伝子異常に合致する治療薬投与有り

遺伝子異常あり
遺伝子異常に合致する治療薬投与なし

遺伝子異常なし

Sunami K et ai. Cancer Sci. 2019 Apr;110(4):1480-1490
3 学会ガイダンスで 3A 以上： 111/187 例（59.3％）
遺伝子異常に合致した治療薬投与：28/187 例（13.4％）
3A or higher level in guidance of 3 academic societies: 111/187 cases (59.3%)
Administration of a drug matching genetic abnormality: 28/187 cases (13.4%)

No gene abncmality

13.4％

Unapproved drugs 
(Investigational new 
drug) 

Approved drugs - 
off label use

Approved drugs 
(Indicated use)

Actionable gene mutation
leading to therapeutic drug treatment

Genetic mutations found
Matches a genetic abnormality but with
No therapeutic drug administration

がんゲノム医療の推進
Cancer Genomic Medicine

個々のがんの特性に合ったがん医療がんゲノム医療

治療機会の拡大を目指して患者申出療養制度を利用した受け皿試験を開始

Cancer care and cancer genomic medicine tailored to each generation/cancer characteristics 

BELIEVE study, utilising the patient-proposed healthcare services program, to expand treatment opportunities

承認済 or 評価療養中
のパネル検査

■遺伝子　●遺伝子　

▲遺伝子　■遺伝子

エキスパート
パネル

活性型変異あり
阻害薬Aが候補

① 保険適用内の薬剤を投与
(1) Administration of a drug covered by insurance

②実施中の治験・先進医療へ登録
(2) Registration to an ongoing clinical 
trial/advanced medical care

③受け皿試験へ登録
(3) Registration to the BELIEVE study

適格規準（抜粋）

● 治癒切除不能の固形腫瘍 

● 16 歳以上  

● C-CAT 登録に同意あり

受け皿試験 The BELIEVE study

患者登録

エキスパートパネルと担当医判断に基づき薬剤選択

添付文書に
準じて治療

添付文書に
準じて治療

添付文書に
準じて治療

添付文書に
準じて治療

Primary endpoint：
薬剤毎の 16 週時点での奏効割合
　→ 薬剤毎に登録数上限あり
　　 一定の有効性（無効性）が
　　 見られたところで「卒業」

新たな企業治験や
医師主導治験等へ

◆ 1 つのプロトコールの中で複数の適応外薬の使用が可能 

◆患者申出療養で混合診療下に適応外薬が使用可能

◆協力企業からの薬剤無償提供で患者負担を軽減

✓全国のがんゲノム中核病院から開始

✓徐々に施設拡大を目指す

… …

Panel tests already approved or 
under evaluation treatment

Eligibility criteria (excerpt)

Drugs A DrugsB Drugs C DrugsX

Treatment 
according to the 
package insert

For new industrial clinical 
trials, investigator-initiated 
clinical trials

Primary endpoint: Response 
rate at week 16 of each 
drug -> There is an upper 
limit for the number of 
registrations for each drug. 
"To be terminated" when a 
certain level of efficacy (in 
effectiveness) is observed

Treatment 
according to the 
package insert

Treatment 
according to the 
package insert

Treatment 
according to the 
package insert

Patient registration

gene

gene

Expert panel

With active 
mutation, Inhibitor 
A as the candidate

gene

gene

Unresectable solid tumor

≥ 16 years old

Consent to C-CAT registration

Multiple off-label drugs can be used under one protocol

Off-label drugs can be partially covered by health insurance policy under the patient-proposed healthcare services

Reduction of patient's burden by free provision of drugs from cooperating companies

Start from Core Hospitals for Cancer Genomic Medicine throughout Japan

Gradualy increase participating institutions

Selection of drugs based on judgment of the expert panel and the study doctor

薬剤 A 薬剤 B 薬剤 C 薬剤 X
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・一貫した開発体制と実績
研究所との共同による TR 研究・POC 取得体制の充実

　日本一の企業治験・医師主導治験数
・医師主導治験の支援体制と実績

40 課題以上の医師主導治験（FIH を含む）を直接支援
・後期開発（JCOG 試験）支援機能

約 100 の多施設共同試験を実施中（8 割以上が第Ⅲ相）
これまで 100 以上の結果が診療ガイドラインに掲載

・国際共同試験支援機能
　アジア圏での医師主導治験ネットワーク構築

　希少がんの研究開発およびゲノム医療を推進する産
学共同プロジェクトです。
　本プロジェクトを通して最適な薬剤を選択し、効率
的に研究開発が進むことを期待しています。希少がん
患者さんにより早く、より多くの新薬を届けることを
目指します。

　アジア諸国の主要ながん研究拠点での治験基盤を整
備し、教育研修の機会を提供することで、薬事承認を
目指した国際共同試験のプラットフォームを日本主導
で構築し、アジア地域が世界のがん治療開発をリード
していくことを目指します。

治験・臨床研究の特色

MASTER KEY Project

ATLAS Project

Clinical Trials/Research

for more information

for more information

・ Integrated development and track record
   TR and POC acquisition system in collaboration 
   with research institutes 
   The largest number of industrial trials and investigator-
   initiated trials in Japan
・ Support system and track record for investigator-initiated 

clinical trials
   Direct support for more than 40 investigator-initiated clinical 

trials (including FIH)
・ Support team for late-stage development (JCOG trials) 
   Conducting about 100 multicenter trials (more than 80% are 
   Phase Ⅲ) 
   Over 100 results published in medical guidelines
・ Support team for international trials 
   Establishing a network for investigator-initiated clinical trials in 
   Asia

An industry-academia joint initiative to promote 
R&D and genomic medicine for rare cancers. 
We identify the most promising compounds through 
this project, advancing R&D.
We aim to deliver more new drugs to rare cancer 
patients faster.

By establishing clinical trial infrastructure at major 
cancer research sites in Asian countries and providing 
opportunities for education and training, we are 
building a platform for international studies targeting 
regulatory approval under the initiative of Japan and to 
foster Asian leadership in the development of cancer 
therapies around the world.

詳しくはこちら

詳しくはこちら

https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/masterkeyproject/index.html

https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/ATLAS/index.html
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国立がん研究センター中央病院 組織図

婦人腫瘍科　
Department of Gynecology
骨軟部腫瘍・リハビリテーション科　
Department of Musculoskeletal Oncology 
and Rehabilitation
皮膚腫瘍科　
Department of Dermatologic Oncology
血液腫瘍科　
Department of Hematology
造血幹細胞移植科　
Department of Hematopoietic Stem Cell 
Transplantation
小児腫瘍科　
Department of Pediatric Oncology
小児腫瘍外科　
Department of Pediatric Surgery
総合内科　
Department of General Internal Medicine
歯科　
Department of Dentistry
麻酔・集中治療科　
Department of Anesthesiology and Intensive 
Care Medicine
緩和医療科　
Department of Palliative Medicine
精神腫瘍科　
Department of Psycho-Oncology
放射線診断科　
Department of Diagnostic Radiology 
放射線治療科　
Department of Radiation Oncology
病理診断科　
Department of Diagnostic Pathology
臨床検査科　
Department of Laboratory Medicine
先端医療科 
Department of Experimental Therapeutics

- 診療担当
- 研究担当
- 教育担当
- 医療安全担当
- 経営担当

Clinical Management
Research
Education
Safety Management
Business Management

副院長
Deputy
Directors病院長 Director

医事管理部

人材育成センター

TQM センター

Department of Medical Aff airs

Center for Education and 
Professional Career Development

TQM center

医療安全管理部 Department of Safety Management

医療安全管理室　
感染制御室
患者医療対話推進室
診療の質管理室

Offi  ce of Clinical Safety
Offi  ce of Infection Control and Prevention
Patient Dialogue Promotion
Treatment Quality Control

医事管理課
Medical Aff airs Division
専門教育企画室

TQM 推進室

研究監査室
倫理審査事務室

Offi  ce for Professional Education Planning

Offi  ce for Total Quality Management

Research Audit Section
Ethical Review Support Section

通院治療センター　
Outpatient Treatment Center
内視鏡センター　
Endoscopy Center
アピアランス支援センター　
Appearance Support Center
希少がんセンター　
Rare Cancer Center
IVR センター　
Interventional Radiology Center
患者サポートセンター　
Patient Flow Support Center
遺伝子診療部門　
Department of Genetic Medicine 
and Services
細胞療法調製部門　
Department of Cellular Therapy Processing
支持療法開発センター　
Innovation Center for Supportive, 
Palliative and Psychosocial Care
検診センター 
Cancer Screening Center
手術室　
Surgical Center

臨床工学室　
Department of Clinical Engineering 
and Medical Technology
放射線品質管理室　
Section of Radiation Safety 
and Quality Assurance
臨床倫理支援室　
Offi  ce of Clinical Ethics
栄養管理室　
Nutrition Management Offi  ce
感染症部　
Department of Infectious Diseases
医療情報部　
Division of Medical Informatics
薬剤部　
Department of Pharmacy
看護部　
Department of Nursing
放射線技術部　
Department of Radiological Technology
臨床研究支援部門　
Clinical Research Support Offi  ce
国際開発部門　
Department of International Clinical 
Development

診療部門 共通部門Clinical Departments Common Departments

脳脊髄腫瘍科　
Department of Neurosurgery 
and Neuro-Oncology
眼腫瘍科　
Department of Ophthalmic Oncology
頭頸部外科　
Department of Head and Neck Surgery
頭頸部・食道内科　
Department of Head and Neck, 
Esophageal Medical Oncology
形成外科　
Department of Plastic 
and Reconstructive Surgery
乳腺外科　
Department of Breast Surgery
腫瘍内科　
Department of Medical Oncology
呼吸器外科　
Department of Thoracic Surgery
呼吸器内科　
Department of Thoracic Oncology
食道外科　
Department of Esophageal Surgery
胃外科　
Department of Gastric Surgery
大腸外科　
Department of Colorectal Surgery
消化管内科　
Department of Gastrointestinal 
Medical Oncology
内視鏡科 消化管内視鏡　
Department of Endoscopy - Gastrointestinal
内視鏡科 呼吸器内視鏡
Department of Endoscopy, Respiratory 
Endoscopy Division 
肝胆膵外科　
Department of Hepatobiliary 
and Pancreatic Surgery
肝胆膵内科　
Department of Hepatobiliary 
and Pancreatic Oncology
泌尿器・後腹膜腫瘍科　
Department of Urology

　当院では豊富な経験と充実した設備を活用し、精度が高く苦痛の少な
い最先端のがん検診を提供しています。万が一がんと診断された場合で
も、各診療科との連携により安全で最適な治療が可能です。また、検診
センターでは新たながん検診と予防法開発にも取り組んでいます。

がん専門病院としてのがん検診
Cancer screening at a highly specialized cancer hospital

We provide highly accurate, painless, and state-of-the-art cancer screening 
services by utilizing our extensive experience and well-equipped facilities. In 
the event that cancer is diagnosed, safe and optimal treatment is possible 
through cooperation with each department. The center is also working on the 
development of new cancer screening and prevention methods.

2022 年 4 月 1 日時点

検診センター Screening Center
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〒104 -0045 東京都中央区築地5-1-1
TEL.03-3542-2511( 代表電話 )
https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/

国立研究開発法人
国立がん研究センター中央病院
 National Cancer Center Hospital

5-1-1 Tsukiji,
Chuo-ku,Tokyo 104-0045, Japan
Phone : +81-3-3542-2511
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