
【宇部・小野田地域】　肺がん

※下線：第６次計画からの主な変更部分

【初期診療（予防・検診）】 【標準的診療】 【専門診療】

機
能

●がんを早期発見する機能 ●標準的ながん診療機能 ●専門的ながん診療機能

目

標

●喫煙などがん発症のリスクを低減
●科学的根拠に基づくがん検診の実施、精度管
理・事業評価の実施及びがん検診受診率を向上
●肺がんの早期発見

入院可能 外来・往診のみ

【療養支援】

●在宅療養支援機能

求
め
ら
れ
る
事
項

●検診を実施
●初期診療を実施
●検診の結果をフィードバックするなど、がん検
診等の精度管理に協力
●県がん登録に協力
●標準的診療・専門診療の医療機関と連携
●敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取
り組む

　次の事項を含め関係する診療ガイドラインに則し
た診療を実施
●血液検査、画像診断（エックス線検査、ＣＴ検
査）、気管支鏡検査及び病理検査等の診断・治療に
必要な検査が実施可能
●病理診断や画像診断等の診断が実施可能
●患者の状態や価値観、がんの病態に応じて、手術
療法、化学療法、緩和ケアが実施可能
●がんと診断された時から緩和ケアが実施可能
●喪失した機能のリハビリテーションが実施可能
●がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提
供できるよう、キャンサーボードを設置し、月１回
以上、開催
●仕事と治療の両立支援や就職支援、がん経験者の
就労継続支援の取組をがん患者に提供できるよう周
知
●がん治療の合併症予防や軽減を図るため、周術期
の口腔管理を実施する病院内の歯科や歯科医療機関
と連携を図る
●専門的ながん診療機能や在宅療養支援機能を有す
る医療機関等と診療情報や治療計画を共有するなど
して連携可能（地域連携クリティカルパス、退院後
の緩和ケア計画を含む）
●県がん登録に協力

　次の事項を含め関係する診療ガイドラインに則した診療を実施
●血液検査、画像診断（エックス線検査、ＣＴ検査、超音波検査、ＭＲＩ検
査、核医学検査）、気管支鏡検査及び病理検査等の、診断・治療に必要な専門
的な検査が実施可能
●病理診断や画像診断等専門的診断が実施可能
●患者の状態や価値観、がんの病態に応じて、手術療法、放射線療法及び化学
療法等やこれらを組み合わせた集学的治療及び緩和ケアが実施可能（化学療法
については外来でも実施可能）
●患者の治療方針の決定に際し、異なる専門分野間の定期的なカンファレンス
等を実施、連携
●がんと診断された時から緩和ケアを実施
●専門的な緩和ケアチームを配置
●専門的な緩和ケアを外来で実施可能
●がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キャンサー
ボードを設置し、月１回以上、開催
●治療法の選択等に関してセカンドオピニオンが実施可能
●喪失機能のリハビリテーションが実施可能
●仕事と治療の両立支援や就職支援、がん経験者の就労継続支援の取組をがん
患者に提供できるよう周知
●がん治療の合併症予防や軽減を図るため、周術期の口腔管理を実施する病院
内の歯科や歯科医療機関と連携を図る
●標準的ながん診療機能や在宅療養支援機能を有する医療機関等と診療情報や
治療計画を共有するなどして連携可能（地域連携クリティカルパス、退院後の
緩和ケアを含む）
●県がん登録に協力

※さらにがん診療連携拠点病院としては、
●各職種の専門性を活かし、医療従事者間の連携と補完を重視した多職種でのチーム医
療を実施
●患者とその家族の意向に応じて、専門的な知識を有する第三者の立場にある医師の意
見を求めることができるセカンドオピニオンが受けられる
●相談支援の体制を確保し、情報収集・発信、患者・家族の交流の支援等を実施（その
際、小児・AYA世代のがん、希少がん、難治性がん等に関する情報についても提供でき
るよう留意）
●がんと診断された時から緩和ケアを実施（緩和ケアチームの整備や外来での緩和ケア
を実施し、患者とその家族に対して、身体的な苦痛及び精神心理的な苦痛等に対する全
人的な緩和ケアを提供）
●地域連携支援体制を確保するため、病院間の役割分担を進めるとともに、研修、カン
ファレンス、診療支援、地域連携クリティカルパス等の活用や、急変時の対応も含め、
他のがん診療機能や在宅療養支援機能を有している医療機関等と連携
●院内がん登録を実施し、地域がん登録へ積極的に協力

●診療ガイドラインに準じた治療を実施
●精密検査や確定診断等を実施
●標準的ながん治療を施行
●がん治療の合併症予防や軽減を図る
●専門的ながん治療を受けた患者に対して、治療後
のフォローアップを実施
●がんと診断された時から緩和ケアを実施
●がん性疼痛等の身体症状の緩和、精神心理的な問
題への対応が可能
●各職種の専門性を活かし、医療従事者間の連携と
補完を重視した多職種でのチーム医療を実施

●診療ガイドラインに準じた治療を実施
●患者の状態や価値観、がんの病態に応じて、手術療法、放射線療法及び化学
療法等やこれらを組み合わせた集学的治療を実施
●がんと診断された時から緩和ケアの実施とともに緩和ケアチームによる専門
的な緩和ケアを実施
●身体症状の緩和だけでなく精神心理的問題への対応を含めた全人的緩和ケア
を提供
●がん治療の合併症予防や軽減を図る
●各職種の専門性を活かし、医療従事者間の連携と補完を重視した多職種での
チーム医療を実施

●がん患者やその家族の意向を踏まえ、在宅等の生活の場での療養
を選択可能
●在宅緩和ケアを実施

●がん疼痛等に対する緩和ケアが
実施可能
●専門的ながん診療機能や標準的
ながん診療機能を有する医療機関
等と診療情報や治療計画を共有す
るなどして連携可能（地域連携ク
リティカルパス、退院後の緩和ケ
ア計画を含む）
●医薬用麻薬を提供可能
●県がん登録に協力
●２４時間対応が可能な在宅医療
を提供
●看取りを含めた人生の最終段階
におけるケアを２４時間体制で提
供

●がん疼痛等に対する緩和ケア
が実施可能
●専門的ながん診療機能や標準
的ながん診療機能を有する医療
機関等と診療情報や治療計画を
共有するなどして連携可能（地
域連携クリティカルパス、退院
後の緩和ケア計画を含む）
●医薬用麻薬を提供可能
●県がん登録に協力
●後方支援医療機関と連携

※以下は実施することが望まし
い
○２４時間対応が可能な在宅医
療を提供
○看取りを含めた人生の最終段
階におけるケアを２４時間体制
で提供

肺 が ん
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【宇部・小野田地域】　肺がん

【初期診療（予防・検診）】 【標準的診療】 【専門診療】 【療養支援】

(宇部市) (宇部市) (宇部市) (宇部市) (宇部市)

(医)社団あいべ内科クリニック (医)聖比留会セントヒル病院 山口大学医学部附属病院
(医)聖比留会セントヒル病
院

(医)おぐらクリニック

(医)おぐらクリニック 宇部協立病院 (独)国立病院機構山口宇部医療センター
(医)和同会宇部リハビリ
テーション病院

(医)きらり藤本内科・脳神
経内科

社会(医)尾中病院 (医)社団宇部興産中央病院 (医)社団良芙会藤田放射線科
(医)和同会宇部西リハビリ
テーション病院

(医)社団上宇部外科

(医)河野医院 (独)国立病院機構山口宇部医療センター (医)社団宇部興産中央病院 宇部協立病院
(医)社団コスモス会オクダ
内科循環器科

(医)きらり藤本内科・脳神経内科 山口大学医学部附属病院
(独)国立病院機構山口宇部
医療センター

(医)社団田中内科消化器科

(医)ささい　ささい放射線科 (医)博愛会宇部記念病院 (医)博愛会宇部記念病院 (医)社団徳久内科医院

(医)社団内田内科消化器科 (医)社団良芙会藤田放射線科 山口大学医学部附属病院
(医)社団にしむら内科クリ
ニック

(医)社団うのしま内科ｸﾘﾆｯｸ (医)社団藤野内科

(医)社団尾崎循環器内科 (医)社団三井外科医院

(医)社団小沢内科医院 (医)ﾃﾚｻ会　西川医院

(医)社団小羽山クリニック
(医)雅美会きわなみ内科ク
リニック

(医)社団おばやま内科おばやま脳血管心
臓病ｸﾘﾆｯｸ

くが医院

(医)社団上宇部外科 栗栖クリニック

(医)くさの胃腸内科クリニック 浜通りクリニック

(医)社団恒誠会ふくたクリニック はりま内科胃腸科

(医)社団弘洋会　床波内科 (医)村上内科胃腸科

(医)社団コスモス会オクダ内科循環器科
(医)社団厚心会 やまもと
クリニック

(医)社団佐藤クリニック 山本内科

(医)社団淳和会ひらた内科クリニック 渡辺内科医院

(医)社団清冨会サンポプラ病院 有好内科クリニック

(医)社団聖仁会　田中外科 波乗りｸﾘﾆｯｸ

(医)社団田中内科消化器科

(医)社団徳久内科医院

(医)社団名和田内科
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【宇部・小野田地域】　肺がん

【初期診療（予防・検診）】 【標準的診療】 【専門診療】 【療養支援】

(医)社団西村外科医院

(医)社団ニシムラ内科

(医)社団にしむら内科クリニック

(医)社団廣重内科

(医)社団富士消化器内科クリニック

(医)社団藤野内科

(医)社団ふじもと内科胃腸科医院

(医)社団三井外科医院

(医)社団矢野外科医院

(医)社団良芙会　藤田放射線科

(医)末冨内科ｸﾘﾆｯｸ

(医)聖比留会セントヒル病院

(医)テレサ会　西川医院

(医)西垣内医院

(医)博愛会宇部記念病院

(医)ひらき内科

(医)フジイ内科医院

(医)雅美会きわなみ内科クリニック

(医)和同会宇部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

宇部協立病院

(医)社団宇部興産中央病院

岡本医院

くが医院

栗栖クリニック

(医)生佳会くろいし内科クリニック
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【宇部・小野田地域】　肺がん

【初期診療（予防・検診）】 【標準的診療】 【専門診療】 【療養支援】

(医)しながわクリニック

生協上宇部クリニック

(医)たお内科クリニック

高田外科医院

ときわクリニック

(独)国立病院機構山口宇部医療センター

永田消化器内科クリニック

浜通りクリニック

はらぐち内科呼吸器科

原田外科医院

はりま内科胃腸科

松谷医院

(医)村上内科胃腸科

(医)社団厚心会 やまもとクリニック

山本内科

吉永外科医院

綿田内科病院

渡辺内科医院

山口大学医学部附属病院

北村クリニック

有好内科クリニック

なわたクリニック

波乗りｸﾘﾆｯｸ

(医)和同会宇部西ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

医
療
機
関
名
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【宇部・小野田地域】　肺がん

【初期診療（予防・検診）】 【標準的診療】 【専門診療】 【療養支援】

（山陽小野田市） （山陽小野田市） （山陽小野田市） （山陽小野田市） （山陽小野田市）

(医)社団あさひクリニック 小野田赤十字病院 (独)労働者健康安全機構 山口労災病院 小野田赤十字病院 (医)社団あさひクリニック

(医)社団稲本内科医院 山陽小野田市民病院 (医)社団村重医院 河野内科

小野田赤十字病院 (独)労働者健康安全機構 山口労災病院
(独)労働者健康安全機構 山
口労災病院

(医)健仁会 しおん内科外
科クリニック

河野内科 紫苑リハビリ内科クリニック
(医)白和会 しらさわ内科
クリニック

(医)かわむら内科 中島内科在宅診療所
(医)社団民正会たみたに内
科循環器科

山陽小野田市民病院
(医)社団中村内科胃腸科医
院

(医)健仁会 しおん内科外科クリニック (医)社団西村内科医院

(医)白和会 しらさわ内科クリニック むらた循環器内科

(医)社団光栄会 小野田ライフケアクリ
ニック

(医)社団輝斉会森田病院

(医)社団民正会たみたに内科循環器科 (医)吉中内科医院

(医)てらい内科クリニック
(医)社団成医会山田循環器
科・内科

(医)社団長明会 長沢病院 (医)かわむら内科

(医)社団輝斉会 森田病院
医療生活協同組合健文会生
協小野田診療所

(医)社団中村内科胃腸科医院
紫苑リハビリ内科クリニッ
ク

(医)社団西村内科医院 中島内科在宅診療所

原田外科医院

(医)社団早川内科医院

(医)社団はりま内科胃腸科

(医)社団村重医院

むらた循環器内科

(医)社団成医会 山田循環器科・内科

(医)隆正会 吉武内科クリニック

(独)労働者健康安全機構山口労災病院

(医)吉中内科医院
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【宇部・小野田地域】　肺がん

【初期診療（予防・検診）】 【標準的診療】 【専門診療】 【療養支援】

医療生活協同組合健文会生協小野田診療
所

中島内科在宅診療所

(美祢市) (美祢市) (美祢市) (美祢市)

中元医院 美祢市立病院 美祢市立病院 (医)原田外科医院

(医)原田外科医院
(医)寛仁会藤村内科クリ
ニック

(医)寛仁会藤村内科クリニック 中元医院

(医)社団恵水会山本医院

美祢市立病院
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