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臨床科学研究センター開設

がんと闘う患者さんにとっての
希望の光となるように貢献していきます

臨床科学研究センターのご案内
近年、がんゲノム（遺伝子）プレジション・メディシン（個別化 精
密医療）とも呼ばれ、新たな診断法・治療法の開発や効果的な薬
剤の選 択等につながると期待されています。本センターでは、臨
床医 療から派 生した様々な疑問や問題 点に対する解決手法とし
て、分 子 細胞生物学・生化学・遺伝薬 理学・薬物動態学など基礎
医学・薬学を根幹とした最新テクノロジーを駆使することで、患者
さん個々の病 態 解 明と最 適な 治療※ストラテジー（ ※戦 略・戦
法）の立案をめざします。
そのひとつとして、手 術後の腫瘍組織を用いたがん関連ゲノム
変 異 解 析と培 養 細 胞に対 する抗 がん剤の感 受 性を調 べること
で 、個人に応じたがん 薬 物 療 法 が 提 供できるようサポートしま
す。
将来的には、ゲノムの転写産物であるタンパク質の構造・機能に
対する網羅的解析（プロテオミクス）を行うことで、体内で発現し
ている現象をより具体的に解明し、さらに効果的な治療法の開発
に役立てます。近隣のクリニックをはじめ、東海・中部ないしは西
日本 地方の各医 療 機関と連携し、この分野についての検 査 施 設
臨床科学研究センター外観

として貢献していきます。

最先端のプレシジョン・メディスン（個別化精密医療）の提供
■がんゲノム（遺伝子）解析
がんの原因となる遺伝子変異を調べ、患者さんに応じた
効果的な抗がん剤を見つけ出す。
PleSSision検査では、手術あるいは生検後の組織を材料とし
て最新鋭次世代シークエンサー（NGS）を用い患者さん毎のがん
の原因となる遺伝子を特定します。当センターでの解析結果は、
慶應義塾大学病院および三菱スペース・ソフトウェア社との連携
のもと、病理専門医・がん専門薬剤師・臨床検査技師等による評
価・検証を経た後、各診療科医師など複数の医療専門職やバイオ
インフォマティシャンから構成される検討会（エキスパート・パネ
ル）で綿密に協議し、その遺伝子変異に適した抗がん剤や分子標
的薬の候補を選び出します。当該薬剤が保険適応外の場合には、
最新の国内治験を詳細にリサーチし、患者さんの希望に沿った迅
速・円滑な治療を支援します。
新しい取り組みとして、当院で手術や生検を受けられる患者
さんのうち同意をいただける方を対象に、簡易型PleSSision
（PleSSision-Rapid）検査を実施します。
また、慶應義塾大学病院およびPhosphorus Diagnostics
社との共同研究として、薬 剤応答性 遺伝 子検 査により薬に対
する反 応性や代 謝 能 力についての 遺伝 的 体質を調 べること
で、患者さんに応じた適切な投与量の決定と副作用発現の関
する予測に取り組んでいきます。

■抗悪性腫瘍剤感受性試験

次世代シークエンサー

腫瘍細胞を「ミニ臓器」として培養し、効果が期待できる抗がん剤を検証する。
患者さんから摘出した組織を用いて、実際の体内臓器を構成する細胞としての性質を持つような特殊培
養（3Dオルガナイド培養）を行います。この培養法により育った患者さんの「ミニ臓器」に対し複数の抗が
ん剤を作用させることで、その患者さんに効果的な薬剤を推定することができます。つまり、3Dオルガナイ
ド培養法とPleSSision検査あるいはPleSSision-Rapid検査とを組み合わせることで、がんゲノム解析
結果によって推定された候補抗がん剤の妥当性について、客観的に検証することが可能となります。

■クリニカルバイオバンク
検体とゲノム解析情報、培養細胞と薬効評価情報を
一元化。新たな検査や治療法の開発に役立てる。
超低 温 冷凍 庫などにより、腫 瘍 組織 や3Dオルガ
ナイド培養細胞を、完全に近い形（冬眠状態）で保存
します。検体の保管情 報は、2Dバーコードを利用し
た検 体 管 理システムによりデータベース化し、使 用
の際の迅速なアクセスを実現しています。また、検査
により得られたゲノム解 析情報と細胞機能に関する
情報は、厳重なセキュリティ対策を施した専用サーバ
を用いて電子的に保存します。このデータは、新しい
検査や治療方法の開発に利用します。患者さんから
の貴重な検体と生体情報は、将来の医療の発展に役
立てていきます。

大城 夢乃 医師 日本内科学会 東海地方会において優秀演題に受賞！

左から 大城夢乃医師、
指導医 内分泌代謝内科 副部長 山田明子医師

7月1日、静岡県浜松市のアクトシティ浜松で「第235回 日本内科学会
東海地方会」
が行われました。
最新の医療技術の発
表や情報提供の場として開催されています。
初期研修医 大城 夢乃 医師が「著名な低カリウ
ム血症により心室細動を繰り返した偽性アルドステ
ロン症の1例」という演題を発表し、優秀演題を受
賞しました。
今後も当院は高度な医療を提供するために、知
識と医療技術の研鑽に努めてまいります。

認定看護師には救急看護や
2名の看護師が認定看護師に合格！ 緩和ケアなど21分野あり、熟
練した看護技術で高い水準の
看護を提供したり、看護職に対して支援やコンサルテーションを行ったりする看護師
のスペシャリストです。
認定看護師になるには、
看護師として５年以上、
そのうち特定の
分野で通算３年以上の経験後、指定の教育機関で615時間以上の教育課程を修了
し、
認定看護師認定審査に合格することで取得できます。
今回当院の看護師2名が認定看護師に合格しました。長谷川典子さんは「がん性疼痛
看護認定看護師」
、
安江考平さんは
「慢性心不全看護認定看護師」
に認定されました。
それぞれの認定看護師の主な役割として、
「がん性疼痛看護認定看護師」は、痛みの総
合的な評価と個別的ケアや薬剤の適切な使用および疼痛緩和、
「慢性心不全看護認
定看護師」は安定期、増悪期、終末期の各病期に応じた生活調整及びセルフケア支援
や心不全増悪因子の評価およびモニタリングなどを中心に活動しています。
現在当院には、今回合格した2名を含めて、12分野17名の認定看護師が在籍していま
す。これからも患者さんとそのご家族の支えとなり、質の高い看護を提供できるよう
努めてまいります。

市 民のための健康講座

こ ん に ち は

紹介
新任医師のご

①診療科 ②私の健康法
④今、やってみたいこと
⑤好きな言葉 ⑥自己PR

③好きなこと

①心臓血管外科
②月に1度、家族で金華山に
③渓流釣り、読書、映画鑑賞、
旅行、カメラ、ラグビー鑑賞
⑤One for All, All for One
（ラグビー部出身です!!）

テーマ 〜糖尿病〜

高血糖のあなたが
今後気を付けることとは？
講

師：内分泌代謝内科

副部長

酒井

勝央

日

時：平成30年12月15日（土）14：00〜15：00

場

所：美濃加茂市

生涯学習センター201号室

どなたでも受講できますので、
お気軽にご参加ください。
（定員100名）
詳細は、
美濃加茂市健康課
（0574-25-2111）
までお問合せ下さい。

登っています

④幻のナガラマスを釣ってみたい

左から安江考平看護師、
長谷川典子看護師

恒川

智宏

（つねかわ ともひろ）

⑥自称 意外性の男 です。怖い顔をしてるけど、
意外と気が弱い。
大きな体つきをしているけど、
胃腸が弱い。
ラグビー部だけど、
バスケットボールが一番面白いと思って
いるなど「ああ見えて意外と…」な人間です。

参加費無料
申込不要

先生

ふれあい看護体験

理学療法・作業療法・言語聴覚療法

８月１７日、２０日の２日間、看護職を希望している
高校生４０名が「ふれあい看護体験」に参加しまし
た。 病院見学や看護体験などを通して、看護の仕事
への関心と理解を深め、人の命を守りながら、人とふ
れあう事ができる仕事であると感じて頂く事を目的
に、毎年受け入れを行っています。
参加した生徒らは、実際に白衣を身にまとい、各病
棟に分かれて、入院患者さんや赤ちゃんのケアの補
助をしたり、看護
師の仕事を見学
したりして 、1日
看 護 師 として
様々な看護体験
をしました。今回
の体験を生か
し 、参 加した 生
徒さんが看護師
を目 指してくれ
ることを期 待し
ています。

1日体験

8月7日、8日の2日間、高校生を対象にした「理学
療法・作業療法・言語聴覚療法一日体験」を行いまし
た。将来、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語
聴覚士（ST）を目指している美濃加茂市、可児市、関
市などの高校生8名が参加しました。1日体験を通し
て、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という仕事
を知ってもらい 、将 来 の
職業を考えるうえで参考
にして頂く為、毎年受け入
れを行っています。
参加した高校生の皆さ
んは 、リハビリの見学を
したり、車 椅子や足に装
具を着用しての歩行体験
など、患者さんの立場を
理解するといった体験も
行 いました 。今 回のよう
な体 験を通じて、将 来リ
ハビリスタッフとして活
躍してもらうことを期 待
しています。

脳ドックを受けましょう
日本人の死因で脳卒中は、
がん、
心疾患、
肺炎についで4番目に多い病気です。
脳卒中とは突然発作が起こり、障害が起きた部位によって麻痺や意識障害など
の後遺症が残ります。脳卒中は「発症してから」の治療では遅く、
「発症を未然
に防ぐ」事が重要です！
脳ドックは脳卒中の危険因子を早期に発見することを目的にした、心身に負
担の少ない検査です。ぜひ一度脳ドックを受けてみてはいかがでしょうか。

脳ドックで見つけられる病気
・脳動脈奇形
・無症候性脳梗塞
・脳腫瘍の危険因子 ・脳萎縮
・脳の変形
・未破裂脳動脈瘤
・脳腫瘍
・血管の閉塞などの病変

当院の脳ドックの内容
身体・血圧測定
尿検査
血液検査
視力検査

脳外科医による結果説明

TEL. 0574-25-2181 FAX. 0574-26-2181

地域医療支援病院／地域がん診療連携拠点病院／臨床研修病院

社会医療法人厚生会

木沢記念病院
〒505-8503 岐阜県美濃加茂市古井町下古井590番地

TEL. 0574-25-2181 FAX. 0574-26-2181

脳ドックに関する

眼底・聴力検査
お問い合わせ、ご予約は
心電図
木沢記念病院
診察
健康管理センター TEL (0574)27-1777
MRI、MRA（脳と頚部）

検査費用：40,000円（税別）
所要時間：3〜4時間

木沢記念病院ホームページ

http://kizawa-memorial-hospital.jp/
木沢記念病院

携帯電話・スマートフォンからも
ご覧頂けます▶▶▶

