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首都圏・研修指定病院 

病院長各位 

 
謹啓 初夏の候、先生におかれましては益々御健勝のことと御慶び申し上げます。 さて、来る 7 月 4 日

（金）午後 6 時から、東北がんプロフェッショナル養成プラン（http://www.tohoku-ganpro.jp/）及び北東

北がんプロフェッショナル養成プラン（http://www.ganpro-kitatohoku.jp/）の共催で合同説明会『がん薬

物療法学の未来とがんプロ』を別紙の要領で開催する運びになりましたので、ここに御案内申し上げます。 

 
この説明会の対象は、がん薬物療法専門医を目指す主に首都圏の東北地方の大学医学部卒業生、東北地

方出身者ならびに首都圏の研修医や若手医師であり、東北大学東京分室（東京駅近傍）で開催いたします。

当日は、東北 6 大学の大学院医学系研究科・指導担当者による大学院がんプロコースの説明会に引き続き、

日本臨床腫瘍学会理事長の西條長宏先生（国立がんセンター東病院副院長）に『臨床腫瘍学（がん薬物療

法学）の必要性と展望』をテーマに御講演いただく予定です。つきましては、同封のポスターを貴院内に

御掲示いただき、貴院御所属の初期研修医（若手医師）に同封の案内資料を御配布いただければ幸いに存

じます。 

 
ご承知のとおり、平成 19 年 4 月にがん対策基本法が施行され、同年 6 月からは国のがん対策推進基本

計画が厚生労働省から発表されました。この中で、がん診療に携わる専門医（特に放射線治療と化学療法）

の養成は大きな課題の１つですが、がん診療を専門にする医療者の中で、とりわけ化学療法の専門医（日

本臨床腫瘍学会が認定する「がん薬物療法専門医」）は平成 20 年 4 月の時点で全国に僅か 205 名とまだま

だ少数であり、若手医師の積極的なリクルートと養成が重要な課題です。このような背景から、平成 19

年度にスタートした文部科学省補助金事業「がんプロフェッショナル養成プラン」に私ども東北地方の 2

プランが採択され、平成 20 年度から東北 6 県の大学院医学系研究科に「がん薬物療法専門医（または腫

瘍専門医）コース」を新たに設置いたしました。今回の説明会は、研修医や若手医師にこの新設大学院コ

ースへの入学に興味を持ってもらうことを目的にしております。東北地方は各専門領域で医師不足に悩ん

でおります。このため、がんの専門医療者の養成に関しても、積極的な広報が必要です。 

多忙のところに誠に申し訳ございませんが御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。      

謹白 

  
平成 20 年 5 月 26 日 

 
東北がんプロフェッショナル養成プラン* 

北東北がんプロフェッショナル養成プラン** 

合同説明会担当 

 

石岡千加史（東北大学加齢医学研究所癌化学療法研究分野教授）*                     石田 卓 （福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター部長、准教授）* 

西條康夫 （弘前大学大学院医学研究科腫瘍内科学講座教授）**                      柴田浩行 （東北大学加齢医学研究所癌化学療法研究分野准教授）* 

羽渕友則（秋田大学医学部生殖発達医学講座泌尿器科学分野教授）**                   廣川  誠 （秋田大学医学部附属病院腫瘍センター長、准教授）** 

前沢千早 （岩手医科大学医学部病理学講座病理病態学分野准教授）**                  森 隆弘 （東北大学大学院医学系研究科准教授・がんプロ担当）* 

吉岡孝志 （山形大学医学部器官機能統御学講座臨床腫瘍学分野教授）* 
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研修医の皆さんへ 

 

はじめまして。私たちは、東北の大学で構成される、東北がんプロフェショナル養成プラン、

及び北東北がんプロフェッショナル養成プランの事務局です。 

今回、この２つの養成プランが合同で東京駅サピアタワーにてシンポジウムを開く事になりま

した。これを機会に、研修医の皆様に我々の事を知ってもらおうという説明会もかねております。 

現在、日本人の死因の 3 割以上が癌などの悪性新生物である事は皆さんもご存知かと思われま

す。今後加速する高齢化社会が予想される中、がんに対する、専門的な治療法、新しい治療・診

断法の開発に対する社会の要求・要望は益々強くなるものと思われます。しかしながら、そうい

った『がん』に対する治療を専門的に行う、がん治療専門医あるいは腫瘍内科医は、我が国では

圧倒的に不足しております。優れたがん治療専門医あるいは腫瘍内科医を育成する事は我が国に

おける医療にとって最も必要な案件の一つであると思われます。これに対しての我々の試みが東

北がんプロフェショナル・北東北がんプロフェッショナルの両養成プランです。この機会に、我々

の教育プランおよび方針を知っていただき、皆さんの今後の進路の参考にしていただけましたら

幸いです。 

また、本シンポジウムでは特別企画といたしまして、国立がんセンター東病院副院長で日本臨

床腫瘍学会理事長の西條 長宏先生より、今後の癌に対する薬物療法専門医の必要性について講

演していただきます。西條先生は癌薬物療法医として世界的に高名な方で、日本臨床腫瘍学会に

おいて指導的な立場におられます。先生のご講演も、皆様の医療者としての今後に有益なるもの

になると確信いたしております。 

ささやかではございますが、シンポジウム終了後、近隣レストランにて懇親会も企画しており

ますので、ご参会いただけます様お願い申し上げます。 

 

東北がんプロフェショナル養成プラン* 

北東北がんプロフェッショナル養成プラン** 

合同説明会事務局 

 

石岡千加史（東北大学加齢医学研究所癌化学療法研究分野教授）* 

石田 卓 （福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター部長、准教授）* 

西條康夫 （弘前大学大学院医学研究科腫瘍内科学講座教授）** 

柴田浩行 （東北大学加齢医学研究所癌化学療法研究分野准教授）* 

羽渕友則（秋田大学医学部生殖発達医学講座泌尿器科学分野教授）** 

廣川  誠 （秋田大学医学部附属病院腫瘍センター長、准教授）** 

前沢千早 （岩手医科大学医学部病理学講座病理病態学分野准教授）** 

森 隆弘 （東北大学大学院医学系研究科准教授・がんプロ担当）* 

吉岡孝志 （山形大学医学部器官機能統御学講座臨床腫瘍学分野教授）* 
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『がん薬物療法学の未来とがんプロ』 

東北・北東北がんプロフェッショナル養成プラン合同説明会 

 

プログラム 
 

１ 各プラン・大学専門医コース説明会（18:00～19:45） 

 
（１）東北がんプロの概要 

東北大学加齢医学研究所癌化学療法研究分野教授、東北大学病院腫瘍内科科長  

石岡 千加史 

（２）山形大学  

山形大学医学部器官機能統御学講座臨床腫瘍学分野教授 吉岡 孝志 

（３）福島県立医科大学  

福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター部長、福島県立医科大学医学部呼吸器

内科学講座准教授 石田 卓 

（４）東北大学  

東北大学加齢医学研究所癌化学療法研究分野准教授、東北大学病院腫瘍内科副科長 

柴田 浩行 

（５）北東北がんプロの概要  

 秋田大学医学部生殖発達医学講座泌尿器科学分野教授 羽渕 友則 

（６）弘前大学   

弘前大学大学院医学研究科腫瘍内科学講座教授 西條 康夫 

（７）秋田大学   

秋田大学医学部附属病院腫瘍センター長、准教授 廣川 誠 

（８）岩手医科大学 

 岩手医科大学医学部病理学講座病理病態学分野准教授 前沢 千早  

 

２  特別講演 （20:00～21:00） 

 

 「臨床腫瘍学（がん薬物療法学）の必要性と展望」 
  

   日本臨床腫瘍学会理事長、国立がんセンター東病院副院長 

    西條 長宏 先生 

  

座長    東北大学加齢医学研究所癌化学療法研究分野教授、東北大学病院腫瘍 

内科科長 石岡 千加史 

〃  秋田大学医学部生殖発達医学講座、泌尿器科学分野教授 羽渕 友則 

 

３  懇親会 （21:00～） 同ビル内 イタリアンレストラン パパミラノ 

 

 
司会進行 東北大学大学院医学系研究科准教授・がんプロ担当 森隆弘 
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東北・北東北がんプロフェッショナル養成プラン合同説明会参加者名簿

１．教職員・スタッフ （ 22名 ）
区  分 氏  名 施 設 名 所  属

1 特別講演演者 西條　長宏
国立がんセンター
東病院

副院長

2 秋田大学（教員） 羽渕　友則 秋田大学 医学部生殖発達医学講座泌尿器科学分野教授
3 秋田大学（教員） 廣川　誠 秋田大学 医学部附属病院腫瘍センター長、准教授
4 秋田大学（事務） 野口　研 秋田大学 医学部総務課企画調整係長
5 秋田大学（事務） 太田　珠美 秋田大学 医学部学務課大学院係
6 岩手医科大学（教員） 前沢　千早 岩手医科大学 医学部病理学講座病理病態学分野准教授
7 岩手医科大学（教員） 伊藤　薫樹 岩手医科大学 医学部内科学講座血液・腫瘍内科学分野講師
8 岩手医科大学（事務） 伊藤　努 岩手医科大学 医学部教務課
9 岩手医科大学（事務） 渡辺　義典 岩手医科大学 医学部教務課

10 岩手医科大学（事務） 工藤　英貴 岩手医科大学 医学部教務課
11 東北大学（教員） 石岡千加史 東北大学 加齢医学研究所癌化学療法研究分野教授
12 東北大学（教員） 柴田　浩行 東北大学 加齢医学研究所癌化学療法研究分野准教授
13 東北大学（教員） 森　隆弘 東北大学 大学院医学系研究科准教授・がんプロ担当
14 弘前大学（教員） 西條　康夫 弘前大学 大学院医学研究科腫瘍内科学講座教授
15 福島県立医科大学（教員）石田　卓 福島県立医科大学 医学部呼吸器内科学講座准教授
16 山形大学（教員） 吉岡　孝志 山形大学 医学部器官機能統御学講座臨床腫瘍学分野教授
17 スタッフ 　　　　　 　1 小峰　啓吾 東北大学 大学院生
18 2 西條　憲 東北大学 大学院生
19 3 今井　源 東北大学 大学院生
20 4 河合　貞幸 東北大学 大学院生
21 5 井上正広 東北大学 大学院生
22 6 門脇　真理 東北大学 がんプロ事務

２．受講者 ( 8名 )
所属病院 身　分

1 　　聖路加国際病院 　研修医
2 　　聖路加国際病院 　研修医
3 　　聖路加国際病院 　研修医
4 　　聖路加国際病院 　研修医
5 　　聖路加国際病院 　研修医
6 　　慶應義塾大学病院 　研修医
7 　　岩手県立中央病院 　研修医
8 　　国保旭中央病院 　研修医
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『東北・北東北がんプロフェッショナル養成プラン合同東京説明会』報告書   

          

    東北大学大学院医学系研究科准教授・がんプロ担当  

森  隆弘 

 

 去る 7月 4 日（金曜日）夜、東京駅サピアタワーにある東北大学東京分室において『東

北・北東北がんプロ合同東京説明会』が開催された。東北がんプロと北東北がんプロ合同による

説明会は初めての試みであった。準備に際してはメールおよび電話でのやり取りにて進めたが、

各大学とも熱心で、ご協力のお陰で何とか開催までこぎ着ける事が出来た。 

 さて、当日である。東北大学分室の皆さんも、こういった研究会には慣れておられる

ようで、準備はスムーズに進められた。（この場を御借りし、謝意を表したい。）location も東

京駅から徒歩直ぐ、かつ屋外に出ずに approach 可能という、絶好の場所と思われた。準備も完

璧。ここまでは全て、予定通りであった・・・。しかしながら、研修医の皆さんの出足が予想外

に悪く、（金曜夜６時までに研修業務は終われない、のは無理からぬ事であった）待てども、待

てども来ない。準備されたシナリオは、ここで葬り去られた。急遽、２元進行とし、本会場では、

来場された研修医に対して、各大学が個々に説明、一方、別会場では各大学の責任者と特別講演

で御呼びした、国立がんセンター東病院副院長の西條先生と懇談していただいた。これは窮余の

策であったが、それはそれで良かったような気がする（のは負け惜しみか？）。 

 その後、研修医もある程度集まったところで、ようやく、本来のプログラムを開始し

た。司会進行として思ったのは、各大学、いずれも特色ある、魅力的なプログラムをお持ちであ

るという事である。それは、参加者全員が感じた事であろう。引き続き、西條先生の特別講演と

なった。今や、日本人の国民病となった癌の治療、しかし、現時点では多くの混乱があり、これ

を改善するためには、薬物療法専門医が中心になって行かねばならない、と非常にわかり易い語

り口ながらも確信を持って説かれた。また、がん治療を行うにあたっては、臨床医といえども癌

の基礎研究（分子生物学）に携わる必要があると述べておられた。感銘を覚えたと同時に、共感

した。今後のがん治療の中心は分子標的薬である、しかも、続々と新薬が登場する気配である。

癌の分子生物学を理解していないと、治療自体が出来ないと言っても過言ではないであろう。 

 実は各大学のプランとも、この西條先生のご講演の通りの骨子を持っておられた。基

礎研究と、がんの臨床教育を通しての、『がんプロフェッショナル』の養成である。従って、各

プランに西條先生も納得されていたとの事である。惜しむらくは、もう少し、多くの研修医の皆

さんに、このようなすばらしいプランの説明と西條先生のご講演を聞いていただきたかった。 

 参加された諸先生とも直接あるいはメールを通して反省会を行ったが、会の内容自体

がすばらしかっただけに、次回はより多くの研修医に聞いていただく工夫が必要である、と一致

した。例えば、土曜日開催とする、あるいは開始時間を遅らせる、などであろう。あるいは学会

等と抱き合わせのようにして開催するのも手ではないか、との意見もあった。 
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東北がんプロの概要   東北大学加齢医学研究所癌化学療法研究分野教授、東北大学病院腫瘍内科科長 石岡 千加史 

 

 
山形大学    山形大学医学部器官機能統御学講座臨床腫瘍学分野教授 吉岡 孝志 
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福島県立医科大学 福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター部長、福島県立医科大学医学部呼吸器内科学講座准教授  

石田 卓 

 

 
東北大学     東北大学加齢医学研究所癌化学療法研究分野准教授、東北大学病院腫瘍内科副科長 柴田 浩行 
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北東北がんプロの概要      秋田大学医学部生殖発達医学講座泌尿器科学分野教授 羽渕 友則 

 

 
弘前大学     弘前大学大学院医学研究科腫瘍内科学講座教授 西條 康夫 
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秋田大学      秋田大学医学部附属病院腫瘍センター長、准教授 廣川 誠 

 

 
岩手医科大学      岩手医科大学医学部病理学講座病理病態学分野准教授 前沢 千早 
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特別講演演者紹介   座長 東北大学加齢医学研究所癌化学療法研究分野教授、東北大学病院腫瘍内科科長 石岡 千加史 

 

 
特別講演「臨床腫瘍学（がん薬物療法学）の必要性と展望」 

        日本臨床腫瘍学会理事長、国立がんセンター東病院副院長  西條 長宏 先生 
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