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病院長ごあいさつ

　国立がん研究センター東病院は、国のがん医療の基幹病院として 1992 年に開院しました。併設
する先端医療開発センターとともに、わが国のがん医療の開発拠点としての役割を果たすべく、国の
特定機能病院、臨床研究中核病院、がんゲノム医療中核拠点病院、次世代医療機器連携拠点などに選
定され、世界を見据えてより開発的かつ競争力のある研究を推進しております。すでに国内外からの
アカデミアシーズ開発、医師主導治験、支持療法開発試験などの実施基盤を構築し、さらに全国ネッ
ト及びアジア諸国からの大規模な臨床ゲノムデータベース（SCRUM-Japan/Asia）、リキッドバイ
オプシーを用いた周術期個別化治療開発研究（CIRCULATE-Japan）、免疫 TR、AI による手術支援
を目的とした大規模な手術画像データベース (S-access Japan) など多数の国際的競争力のある開
発基盤も整備しました。また、周辺の東京大学柏キャンパス・東京理科大学や産総研などとの異分野
連携による開発拠点整備も進めています。これらの基盤を活用して世界レベルでのがん医療創出に向
けた研究を国際的に展開し、多数の医薬品・医療機器の承認取得を得て速やかに国内のがん患者さん
に届けるとともに、世界に向けてトップジャーナルへの論文掲載も多数輩出しております。
　日本から世界に向けた新しいがん医療の創出に引き続き邁進してまいります。ご支援ご協力を賜れ
ば幸いです。

国立研究開発法人
国立がん研究センター
東病院　
病院長　
大津 敦

National Cancer Center
Hospital East
Director

Atsushi Ohtsu

National Cancer Center Hospital East was opened in 1992 as a flagship hospital for cancer care 
in Japan. Leading cancer medicine development in Japan with EPOC on campus, we have been 
designated a Special Functioning Hospital, Clinical Research Core Hospital, Core Hospital for 
Cancer Genomic Medicine, and Medical Devices Innovation Network Center. We are committed 
to development, conducting top-notch studies with a global viewpoint. We have in place the 
infrastructure to develop academia seeds from within Japan and overseas, to conduct investigator-
initiated clinical trials and to develop supportive care treatments. International platforms for 
development, such as the large-scale clinical genomic database (SCRUM-Japan/Asia) integrating 
networks of Japan and Asia, the study for developing perioperative personalized therapies using 
liquid biopsies (CIRCULATE-Japan), translational research on immunology, and the large-scale 
surgical imaging database to support operations using AI (S-access Japan) are launched. We are also 
forming an interdisciplinary development hub with Kashiwa Campus of the University of Tokyo, Tokyo 
University of Science, and the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) 
all based close to us. By leveraging these platforms, we drive research for developing new world-
class cancer medicine, support approvals, realizing the swift delivery of many drugs and medical 
devices to patients in Japan, while publishing many articles on the world’s top journals.
Our continued commitment is to advance new cancer medicine in Japan, by which contributing to 
global medicine. Your support and cooperation are much appreciated.

Greetings from the Director
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理念

ビジョン

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

●世界レベルの新しいがん医療の創出

●世界最高のがん医療の提供

●がん診療・研究で世界をリードする人材を育成する

●人間らしさを大切にし、患者さん一人一人に最適かつ最新のがん医療を提供する

●がん克服に向け、診療・研究部門一体となって世界レベルの新しいがん医療を創出し、
　いち早く患者さんに届ける

1992 年 7 月　国立がん研究センター東病院　開院
1997 年 3 月　陽子線治療棟　竣工
2015 年 9 月　臨床研究中核病院　承認
2017 年 3 月　特定機能病院　承認
　　　　 5 月　次世代外科・内視鏡治療開発センター（NEXT）　開所

NCC is committed to providing the best possible cancer treatment and care through relentless partnership with 
the community

Providing the best cancer medicine in the world

Developing new, world-class cancer treatments

We provide the best and latest cancer care serving patients’ dignity

We nurture world-class specialists in cancer medicine and research

Clinicians and researchers endeavor to develop world-class new cancer medicine and deliver 
to patients right away

July 1992  Opened National Cancer Center Hospital East
March 1997	 	Completion of the proton beam therapy building
September 2015  Designated Clinical Research Core Hospital
March 2017   Designated Special Functioning Hospital
May 2017  The Center for Developing Next-generation Endoscopic-surgical Treatment (NEXT)Opened

Vision

Mission

Basic Policy

理念・ビジョン・基本方針

沿革

Vision . Mission . Basic Policy

History

• 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 Core Hospitals for Cancer Genomic Medicine

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

• 病院機能評価 3rdG:Ver.2.0 Hospital Accreditation Standard 3rdG: Ver.2.0

認定施設等 Cert i f icat ions/Accreditat ions
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　当院では、「低侵襲手術」に積極的に取り組んでい
ます。ハイレベルな認定資格を取得した外科医によっ
て、年間 4,000 件を超える手術が行われ、内視鏡外
科手術やロボット支援手術を中心とした低侵襲手術が
半数以上を占めています。2019 年 9 月末には最新
モデルの「ダ・ヴィンチ Xi 」を 2 台導入。がんや臓
器の悪いところを確実に取り除くことはもちろんです
が、患者さんご自身の状態を総合的に判断し、その方
に合った治療方法を提案します。

　国が指定する臨床研究中核病院の一つとして、がん領域で数多
くの治験を実施しており、ヒトに初めて投与する段階のファース
ト・イン・ヒューマン（First in human : FIH）試験や、再生医
療等製品の治験、世界で初めてとなる治療の研究にも積極的に取
り組んでいます。新しい治療を行うために必要な管理体制、多く
の研究実績やマインドを持った医療スタッフのもと、より多くの
患者さんに最新の治療を安全に受けていただけます。

胸腔鏡・腹腔鏡・ロボット手術、内視鏡切除等の低侵襲治療の提供

最先端治療の提供

Provision of minimally invasive treatment such as thoracoscopic, laparoscopic, robotic surgery and endoscopic resection

Cutting-edge Treatments

Our hospital focuses on "minimally invasive surgery." 
More than 4,000 surgeries are performed annually 
by our surgeons who are highly certified, the majority 
being minimally invasive, often using endoscopy or 
assisted by robots. At the end of September 2019, 
we introduced two of the latest model robot "da Vinci 
Xi." We eye beyond removing cancers and organ 
defects, proposing treatments optimally suited to 
individual patients’ conditions and needs.

Designated a Clinical Research Core Hospital by the government, 
we conduct many clinical trials in the field of oncology, actively 
engaging in First-in-Human (FIH) studies in which drugs are 
administered to people for the first time, clinical trials for 
regenerative medicine products, and studies of the world’s 
first therapies. With the management system necessary for 
implementing new treatments and medical staff with abundant 
research achievements and inquisitive mindsets, we ensure 
patient safety in the latest treatments.

先端的医療の提供
Advanced Medical Care

低侵襲手術実績 認定医師数（2022 年 5 月時点）
Minimally invasive surgeries Certified surgeons (May 2022)

Phase 1 Studies, by Department of Experimental Therapeutics (FY 2021)

Colon cancer

Head and Neck cancer

Prostate cancer

Breast cancer

Rare cancer/
Other cancer

Pancreatic cancer

Hepatocellular cancer /
Cholangiocarcinoma

Gastric cancer

Lung cancer

NEC

Esophageal cancer

Gynecologic 
cancer

計 Total

婦人科 Department of Gynecology

泌尿器・後腹膜腫瘍科 Department of Urology

大腸外科 Department of Colorectal Surgery

肝胆膵外科 Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery

胃外科 Department of Gastric Surgery

食道外科 Department of Esophageal Surgery

呼吸器外科 Department of Thoracic Surgery -
3
3
6
7
2
2
23

内視鏡外科技術認定
endoscopic

診療科
Clinical depts

3
2
3
1
3
5
3
20

DaVinci 

先端医療科主導 第１相試験の実績（2021 年度）

Endoscopic Robot-assisted Others

大腸がん

頭頸部がん
前立腺がん

乳がん

その他

膵臓がん

肝・胆道がん
胃がん

肺がん

NEC

食道がん

婦人科
がん

鏡視下手術 ロボット支援手術 その他の手術
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　当院では、病院とご家庭のつながりを維持し、最良の外来化学療法が受け
られる体制が整備されています。治療のためのベッドとリクライニングチェ
アは 73 床で国内最大規模です。プライバシーが確保され、リラックスでき
る環境で治療を受けられるよう配慮しています。
　通院治療センターでは、各担当の医師とともに、外来化学療法に精通した
医療スタッフが、患者さんを支援しています。

　日本で最初の病院設置型陽子線治療は、小児がん、頭頸部がん、肝臓
がん、肺がんなど幅広い疾患を対象とし、1997年の治療開始から25
年で 4,000 例以上の実績を誇ります。
　質の高い治療の提供を心掛けており、先端的な技術を用いた治療を受け
るために、国内外から多くの患者さんが来院されています。
　現在、肝細胞がんや局所進行頭頸部扁平上皮がんに対する IMPT（強
度変調陽子線治療）の臨床試験なども実施しています。

国内最大規模の通院治療センターと薬剤師外来・薬物療法看護外来

国内初の病院設置型陽子線設備、強度変調陽子線治療

Japan’s Largest Outpatient Treatment Center, Outpatient Care by Pharmacists, and Nursing Specialists

Japan’s First In-Hospital Proton Beam Facility and Intensity-Modulated Proton Beam Therapy

We introduced the first in-hospital proton beam facility in Japan, treated over 4,000 patients in 25 years since 
1997, targeting a wide range of diseases, including pediatric cancers, head and neck cancers, liver cancers, and 
lung cancers.
Many domestic and international patients visit our hospital to receive high quality treatments using advanced 
technologies.
Currently, we conduct clinical trials for hepatocellular carcinoma and locally advanced head and neck squamous 
cell carcinoma using IMPT (intensity-modulated proton therapy).

In our hospital, we provide the best outpatient chemotherapy, for patients to 
receive treatments while being based at home. With 73 beds and reclining 
chairs for treatment, the facility is one of the largest in the country. Both 
privacy and a relaxing environment is secured.
In our Outpatient Treatment Center, patients are supported by our doctors 
and highly specialized medical staff familiar with outpatient chemotherapy.

Medication guidance is given to outpatients upon starting oral anticancer 
therapy. On return visits, a pharmacist interviews them before their doctor, 
passing on necessary information to their doctor, proposing medications 
addressing adverse drug reactions.

We help to detect adverse react ions in outpat ients receiv ing 
chemotherapy early, improve self-care, and adjust the care environment. 
We enable patients to carry on the lifestyle similar to that before becoming 
ill and help to realize what matters to them most while being treated.

　外来で経口抗がん剤治療が開始される患者さんに対して服
薬指導を行います。また次回以降の受診時からは医師の診察
の前に薬剤師による問診を行い、問診情報を医師へ還元する
とともに副作用に対する薬物治療の提案等も行っています。

　外来化学療法を受ける患者さんの副作用の早期発見やセル
フケアの改善、療養環境の調整などのサポートを行っていま
す。治療を継続しながら、病気になる前と同じような生活を
続け、やりたいことを実現できるように支援します。

＜薬剤師外来＞ ＜薬物療法看護外来＞
Pharmacy Outpatient Services Oncology Outpatient Nursing Consultat ions
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　サポーティブケアセンターでは、患者さんが最適な医療を
受けられるようソーシャルワーカー、医師、看護師、薬剤師、
理学療法士など多職種チームによる支援を行っています。ま
た、医療の側面にとどまらず、患者さん・ご家族の多様な生
活に関する心配ごとの相談に対応し、地域の社会的支援資源
と連携しながら、患者さん・ご家族が安心して療養生活が送
れるよう支援します。

　女性がん患者さんが「その人らしい生活」を送れるよう、
最適な医療とサポートを提供するために 2018 年に開設し
ました。女性がん患者さんのぞれぞれの背景や問題点を把握
し、関連する診療科だけでなく看護師、薬剤師など多職種が
有機的に連携して妊孕性相談、社会的支援ならびにアピアラ
ンス相談、遺伝カウンセリングなど多角的に対応しています。

サポーティブケアセンター、多職種チームによる支援

緩和ケア病棟とシームレスな地域連携

レディースセンター 〜幅広い年齢層の女性がん患者さんが安心し、治療を受けられる環境を実現するために〜

Supportive Care Center and multidisciplinary teams

Palliative Care Unit and the regional community

Ladies Center - For female cancer patients of all ages -

Our Supportive Care Center provides support by multidisciplinary 
teams comprising social workers, doctors, nurses, pharmacists, and 
physical therapists, ensuring that patients receive optimal medical 
care. We provide consultations for patients and their families not only 
on medical care, but also address the multitude of concerns about 
their daily lives, and support them in collaboration with social support 
resources within the community, a broader service supporting their 
treatments.

Opened in 2018, it provides optimal medical care 
and supports lifestyle choices for female cancer 
patients. By developing an understanding of the 
issues faced by individual female cancer patients, we 
support them in fertility preservation, social support, 
physical appearance care, and genetic counseling, 
through multidisciplinary teams including nurses and 
pharmacists, as well as specialists in relative clinical 
departments.

入院、外来、地域など、患者さんとご家族が
どこでも安心して過ごせるように困りごとの解決をお手伝いします。

国立がん研究センター東病院　National Cancer Center Hospital East

サポーティブケアセンター／がん相談支援センター

ソーシャルワーカー、医師、看護師、
薬剤師、理学療法士など

自宅

近隣医療機関 患者会・コミュニティ

在宅医・訪問看護師介護サービス・介護施設

緩和医療科のスタッフ
The team

緩和ケア病棟
Palliative Care Unit

包括的な支援
Comprehensive Support

We address issues faced by patients and their families on multiple fronts in 
hospitalization, outpatient care, and community services, easing their treatments.

Supportive Care Center

Home

Medical institutions in 
the neighborhood

Nursing services/nursing facilities Home doctor/visiting nurse

Patient associations/
communities

Social workers, physicians, nurses, 
pharmacists, physical therapists.

The Palliative Care Unit is a ward for symptom relief. It has 25 beds and provides palliative care 
services as a center of palliative care in the community. We provides palliative care services for 
patients who are not undergoing anticancer treatment with the following two goals.

1. The goal of symptom management is to reduce symptoms to a level that is acceptable to the patient. 
2.  For patients who wish to stay at home, their discharge back home is supported by cooperation with community 

healthcare institutions such as in-home treatment support clinics and nursing stations.

　緩和ケア病棟（25 床）は、症状緩和を目的とし、地域緩和ケアの中心的存在とな
るべく緩和ケアサービスを提供しています。抗がん治療を行わない患者さんに対して、
次の 2 つの目的をもって診療に当たっています。
1. 入院中のからだの状態で許容できる程度まで症状を和らげることを目指すこと。
2. ご自宅で過ごしたい患者さんを積極的に支援するために、地域の在宅療養支援診療所や訪問看護
　 ステーションなどと連携し、ご自宅への退院の準備を行うこと。
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　来院されることなく、がん相談を受けることができます。
基本的にはご本人・ご家族の方のみを対象としています。事
前に検査データ・診療情報などをいただいたうえで、携帯電
話やタブレットなどを利用して医師からの意見を聞くことが
できます。予約方法などは、下記およびHPをご確認ください。

In 2020, we concluded an agreement with Shonai 
Hospital to improve medical care in the region, 
and to advance cancer care in Tsuruoka City. The 
"Cancer Counseling Outpatient Clinic" was opened at 
Shonai Hospital, consultations are offered monthly by 
specialists at NCCHE. Shonai Hospital is positioned as 
a pilot facility to develop cancer care in remote areas, 
and a study on the efficacy of online second opinion 
consultations is ongoing.

You can consult our oncologists without visiting our 
hospital in person. This service is intended for patients 
and their families. After submitting test data and 
medical information in advance, our doctor's opinion 
will be available using a mobile phone, tablet. For an 
appointment, please log onto our website.

In addition to 300,000 
cancer patients annually, 
there are many domestic 
and international visitors 
to NCCHE including 
healthcare professionals and researchers. Therefore,  
accommodation on NCCHE premises with 145 guest rooms, 
some large enough for patients to stay with their carers, some 
with kitchens and home appliances for longer stays was built 
with Mitsui Fudosan, opended in July 2022.

　地域医療への貢献と鶴岡市におけるがん医療の高度化を図
るため、荘内病院と医療連携に関する協定を 2020 年に締
結しました。本協定により荘内病院に「がん相談外来」を開
設し、東病院の専門医が月 1 回程度診療を実施。荘内病院
をがんの遠隔診療を探索するプロジェクト施設に位置づけ、
オンラインによるセカンドオピニオンの検証研究を行ってい
ます。

山形県鶴岡市立荘内病院との医療連携

オンラインがん相談

連携宿泊施設の建設

Cooperation with Tsuruoka Municipal Shonai Hospital, Yamagata

Online Cancer Consultations

Construction of Accommodation on campus

1. ユーザー登録

2. オンライン予約

3. 事前決済（クレジットカード決済）

4. オンラインがん相談

●オンラインがん相談を受けるまでの流れ
Flow

Inquiries on consultations, appointments, and cancellations

●相談内容、予約変更、
　キャンセルに関するお問い合わせ

国立がん研究センター東病院　予約センター
NCCHE Reservation Center
電話番号 TEL：04-7134-6991
受付時間 Reception hours：8:30 〜 16:30
　　　　　　          　（平日のみ Weekend only）
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/d001/
consultation/2opinion/online/index.html

※東病院のオンラインがん相談では、オンライン診療システム「スマートキュア」を利用します。
*NCCHE uses the online consultation system "Smart Cure."

User registration

Online booking

Advance payment (by credit card)

Online cancer consultation

　東病院には年間約 30 万人のがん患者さんに加え、医
療従事者や研究者など国内外から多くの方が訪れています。 
そこで東病院敷地内に病院と連携した宿泊施設を整備す
ることになりました。本施設は 計 145 室の客室を有し、 
患者さんが付き添い者の方と一緒に過ごせる広めの客室や、 
中長期滞在者のためのキッチン、家電などを備えた客室も
整備しています。三井不動産株式会社と共同して検討を進
め、2022 年 7 月に開業しました。
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　SCRUM-Japan は肺がん患者さんを対象とした
「LC-SCRUM-Asia」と、広範な固形がんの患者さん 
を対象とした「MONSTAR-SCREEN」が統合した、
産学連携がんゲノムスクリーニングプロジェクトです。
がんの遺伝子異常を解析し、適合する治療薬の開発治 
験への登録を促進しています。
　2015 年２月の設立以降、３万例を超える進行固
形がん患者さんが研究に参加。本プロジェクトの成果
として、すでに 12 の新薬と 9 つの体外診断薬の薬
事承認を取得し、全国の患者さんに届けています。全
国から 200 を超える医療機関と 17 社の製薬企業や
検査会社が参画し、アカデミアと臨床現場、産業界が
一体となって、日本のがん患者さんの遺伝子異常に
合った治療薬や診断薬の開発を行っています。

　NEXT医療機器開発センターは、「がんの診断・治療
から緩和に至るまでの全診療過程」での医療現場ニー
ズを基に医療機器開発を推進しています。医療現場
ニーズ発掘、企業・アカデミアの技術シーズとのマッ
チング、設計・試作、動物実験等による POC 取得か
ら臨床試験等を通じて、企業、アカデミア等と医工連
携、産学連携で医療機器を研究開発しています。

SCRUM-Japan( 個別化医療 )

医療機器開発（国産ロボット開発、AI による手術支援など）

SCRUM-Japan (precision medicine)

Medical Devices Development (Robots, AI Surgical Support )

SCRUM-Japan is an industry-academia collaborative 
cancer  genome screen ing pro ject  in tegrat ing 
“LCSCRUM-Asia” registering lung cancer patients 
and“MONSTAR-SCREEN” registering patients with a 
wide range of solid  tumors. 
We analyze genetic variants of cancers and promote 
patients’ enrollment in clinical trials of therapeutic drugs.
More than 30,000 patients with advanced solid tumors 
participated, since its launch in February 2015.
This project realized pharmaceutical approvals of 12 
new drugs and 9 in vitro diagnostics, now available to　
patients nationwide. 
Over 200 medical institutions and 17 pharmaceutical 
companies/testing laboratories. Have been participating 
at present  industry, academia, and clinical sites work 
together to develop therapeutic and diagnostic agents 
tailored to genetic alterations in Japanese 
cancer patients.

NEXT Medical Device Innovation Center develops medical 
devices responding to the needs of the “entire clinical 
processes in oncology, from diagnosis to treatment 
and palliative care.” We research and develop medical 
devices collaborating with medical institutions, industries, 
academia, and government, from identifying needs in 
clinical practice, matching with technology seeds of 
companies and academia, designing and prototyping, 
POC acquisition after animal testing, and clinical trials.

新しいがん医療の創出 Developing New Cancer Care

● 人工知能（AI）を応用した医療機器
● 腹腔鏡手術支援ロボット
● 酸素飽和度イメージング内視鏡
● 臓器モデル

● 

● 

● 

● 

共同研究の実績（例）
Medical Devices utilizing Artificial Intelligence (AI)
Laparoscopic Surgeries assisting robots
Oxygen Saturation Imaging Endoscope
Organ Models

Joint Research Project Examples

現在開発中の
国産手術支援ロボットイメージ
Made-in-Japan surgeries assist ing 
robot,  under development

http://www.scrum-japan.ncc.go.jp/index.html
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毎年多くの論文がトップジャーナルに掲載されています。
We publish many articles every year in top journals.

（2021 年 4 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日） Apr i l  1,  2021 - March 31, 2022

手術件数

外来化学療法件数

内視鏡件数　検査・処置・治療含む

放射線治療新患数　先進医療含む

Surgeries Clinical trials sponsored by companies

Trials

Trials

Patients enrolled

Patients enrolled

Investigator-initiated clinical trialsOutpatient chemotherapies

Staff (April 1, 2022)

Outpatients Beds/bed occupancy rate (acute phase only)

Cancer registrations

1,513 (278 physicians)

First visit Return visit

Endoscopies (tests/procedures/treatments)

Radiotherapy new patients, 
including advanced medical care

4,344 件

150

411 件

59 件

720 件

190 件46,472 件

18,225 件

2,040 人

企業治験実施件数

医師主導治験実施件数

試験数

試験数

実施症例数

実施症例数

職員数（2022 年 4 月 1 日時点）

外来件数 病床数 / 急性期のみ 病床稼働率

がん登録件数

1,513人 うち、医師 278 人

初診10,001人　再診309,484人 425 床 /400 床　103.6％

8,320 件

著名な論文掲載実績

データでみる東病院

Publications in Prominent 
Journals

NCCHE in Numbers

60

50

40

30

20

10

0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2018 2019 2020
件数 平均 IF

8.89
7.10

16.92

22 22

34

特定臨床研究筆頭著者論文数と平均 IF 推移
（2018 〜 2020 年度）

IF15 以上の発表論文（2018 〜 2020 年度）

Number of first authors in specified clinical trials /
Trends of average IF (FY2018-2020)

Published articles with IF ≥ 15 (FY2018 〜 2020 )

Number of First author‘s paper of Kashiwa Campus (FY2020)

※筆頭著者が東病院所属の論文に限る
first author: NCCHE staff

The New England Journal of Medicine

Lancet

Nature Reviews Clinical Oncology

Nature Reviews Cancer

JAMA

Nature Medicine

Journal of Clinical Oncology

The Lancet Oncology

Annals of Oncology

JAMA Oncology

Immunity

Nature Immunology

European Urology

The Lancet Gastroenterology and Hepatology

Science Immunology

Seminars in Cancer Biology

Journal of Thoracic Oncology

Journal IF
number

 of 
people

Number Average IF level

柏キャンパス
筆頭著者論文数（2020 年度）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

1

1

1

1

5

3

3

2

1

1

1

1

1

1

3

91.245

79.323

66.675

60.716

56.274

53.44

44.544

41.316

32.976

31.777

31.745

25.606

20.096

18.486

17.727

15.707

15.609
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病院長 Director

理事長 President

医事管理部

人材育成センター

研究監査室

倫理審査事務室

医療機器開発センター運営部

クオリティマネジメント室

メディカルアシスタント室

産学連携支援室

リサーチアドミニストレータ室

Department of Medical Affairs

Center for Education and 
Professional Career Development

Research Audit Section

Ethical Review Support Section

Department of Administration for Medical Device 
Innovation

Quality Management 
Section

Section of Medical 
Assistant Management

Collaboration Support Office

Research Administration 
Section

医療安全管理部門 Department of 
Safety Management

医療安全管理室　
感染制御室

医事管理課

Office of Clinical Safety
Office of Infection Control and Prevention

Medical Affairs Division

診療部門 共通部門Clinical Departments Common Departments

2022 年 5 月 1 日時点

頭頸部外科 Department of Head and Neck Surgery
頭頸部内科 Department of Head and Neck 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 Oncology
消化管内視鏡科 Department of Gastroenterology and Endoscopy
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
婦人科 Department of Gynecology
骨軟部腫瘍科 Department of Musculoskeletal Oncology 
リハビリテーション科 Department of Rehabilitation
血液腫瘍科 Department of Hematology
小児腫瘍科 Department of Pediatric Oncology
歯科 Department of Dentistry
総合内科 Department of General Internal Medicine 
循環器科 Department of Cardiovascular Medicine
麻酔科 Department of Anesthesiology
集中治療科 Department of Intensive Care Medicine
緩和医療科 Department of Palliative Medicine
精神腫瘍科 Department of Psycho-Oncology Service
放射線診断科 Department of Diagnostic Radiology
放射線治療科 Department of Radiation Oncology
病理・臨床検査科 Department of Pathology and Clinical Laboratories
先端医療科 Department of Experimental Therapeutics
感染症科 Department of Infectious Diseases
皮膚腫瘍科 Department of Dermatologic Oncology

通院治療センター Outpatient Treatment Center
内視鏡センター Endoscopy Center
サポーティブケアセンター Supportive Care Center
医療コンシェルジェ推進室 Medical Concierge Promotion Office
レディースセンター Ladies Center
希少がんセンター Rare Cancer Center
臨床研究支援部門 Clinical Research Support Office
医薬品開発推進部門 Department for the Promotion of Drug and                  
                                                  Diagnostic Development
医療機器開発推進部門 Department for the Promotion of 
                                                  Medical Device Innovation
遺伝子診療部門 Department of Genetic Medicine and Services
看護部 Department of Nursing
薬剤部 Department of Pharmacy
臨床検査部 Clinical Laboratories
放射線技術部 Department of Radiological Technology
医療情報部 Department of Medical Information
がん登録推進室 Office of Cancer Registry
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
リハビリテーション室 Section of Rehabilitation
栄養管理室 Nutrition Management Office
ソーシャルワーカー室 Department of Social Work
認定看護師教育課程 Certified Nurse Curriculum

東病院　組織図 National Cancer Center
Hospital East

As of May 1, 2022

専門教育企画室 Office for Professional Education Planning

- 診療担当
- 教育担当
- 研究担当（医薬品）
- 研究担当（医療機器）
- 医療安全担当
- 経営担当

Clinical

Education

                    Research ( Pharmaceuticals )

                       Research (Medical Device)

         Safety Management

Business Management

副院長　
Deputy 
Directors
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主要交通機関  Access

広域 Map  Area Map 病院近隣 Map  Hospital Vicinity

〒277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5-1 
TEL.04-7133 -1111（代表電話） 
https : //www.ncc.go.jp/jp/ncce/

6-5-1 Kashiwanoha 
Kashiwa-shi
Chiba 277-8577, Japan
Phone: +81-4-7133-1111

●駐車場：約 500 台（30 分まで無料）

国立研究開発法人
国立がん研究センター東病院
 National Cancer Center Hospital East 
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ん
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究
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ン
タ
ー
東
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野田市駅

東武バス（国立がん研究センター経由）柏の葉キャンパス駅西口行　10 分

成田空港交通 高速バス 柏駅西口行　90 分

京成成田スカイアクセス線
アクセス特急　45 分

JR 武蔵野線 9 分 つくばエクスプレス
区間快速✽8 分

東武アーバンパークライン　10 分

東武バス
国立がん研究センター行　30 分

東武バス
（国立がん研究センター経由）

江戸川台駅東口行、
流山おおたかの森駅東口行　6 分

タクシー　20 分

タクシー　4 分

国道 16 号線 500m 先右折　5 分

JR 常磐線 快速　9 分

東京メトロ千代田線　17 分

つくばエクスプレス区間快速✽　33 分

東武バスイースト・京浜急行バス 高速バス 柏駅西口行　83 分

10 分

18 分

25 分

タクシー　7 分

上野駅

大手町駅

秋葉原駅

成田空港

東松戸駅 南流山駅

柏 IC（千葉方面出口）

羽田空港

常磐自動車道

✽つくばエクスプレスの快速は柏の葉キャンパス駅には停車しません。

A c c e s s & M a p

江
戸
川
台
駅（
東
口
）

北
千
住
駅

柏
駅（
西
口
）

柏
の
葉
キ
ャ
ン
パ
ス
駅（
西
口
）

Higashi Matsudo
Sta.

Nodashi Sta. Tobu Urban Park Line 10 min.

Tobu bus for Kashiwanoha Campus Sta. West exit 10 min.

Tobu Haneda Airport line bound for Kashiwa Station West Exit 83 min.

7 min by taxi

20 min by taxi

4 min by taxi

Tobu bus for National Cancer Center 30 min.

Tsukuba Express line Semi-Rapid* 33 min

follow Route 16 for about 500m, turn right 5 min.

Tsukuba Express line Rapid doesn’t make a stop at Kashiwanoha Campus Sta.

Paking lot : about 500 cars (Free for the first 30-min)

Keisei-Narita Sky Access line
 (Access Express) 45min.

Narita Airport Transport Express bus for Kashiwa Sta. West exit 90 min.

Tsukuba 
Express line 
Semi-Rapid*

 8min Tobu bus for Edogawadai Sta, Nagareyama 
Otakanomori Sta. 6 min.

JR Joban Line Rapid 9 min.

JR Musashino Line 9 min.

Tokyo Metro Chiyoda Line 17 min.

10 min.

18 min.

25 min.

Ueno Sta.

Kashiwa IC Chiba exit

Edogaw
adai Sta.East exit

Kashiw
a Sta.W

est exit
Kashiwanoha Cam

pus Sta.W
est exit

Kitasenjyu Sta.

Otemachi Sta.

Akihabara Sta.

Joban Expressway

Haneda Airport

Narita 
Airport

Minami-Nagareyama
Sta.




