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はじめに
平成19年度から5年間、がんプロフェッショナル養成プラン「南関東圏における先端的がん専門家の育
成―患者中心のチーム医療を牽引する人材養成の拠点づくり―」を、北里大学・慶應義塾大学・首都大
学東京・信州大学・聖マリアンナ医科大学・聖路加看護大学・東海大学・東京歯科大学・山梨大学に
て、推進してきました。
｠
そして平成24年4月から、新たに慶應義塾大学が中心となり、がんプロフェッショナル養成基盤推進プ
ラン「高度がん医療開発を先導する専門家の養成」を開始しました。これまでの9大学に加えて国際医
療福祉大学が参加し、10大学15研究科が、高度で質の高いがん医療を担う人材を育成することを目標
としています。

慶應義塾大学大学院・医学研究科

慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科

慶應義塾大学大学院・薬学研究科

北里大学大学院・医療系研究科

北里大学大学院・看護学研究科

北里大学大学院・薬学研究科

国際医療福祉大学大学院・医療福祉学研究科

国際医療福祉大学大学院・薬学研究科

首都大学東京大学院・人間健康科学研究科

信州大学大学院・医学系研究科

聖マリアンナ医科大学大学院・医学研究科

聖路加国際大学大学院・看護学研究科

東海大学大学院・医学研究科

東京歯科大学大学院・歯学研究科

山梨大学大学院・医学工学総合研究部

参画大学
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がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン

目的

慶應義塾大学大学院
薬学研究科

北里大学大学院
薬学研究科

国際医療福祉大学大学院
薬学研究科

信州大学大学院　
医学系研究科

聖マリアンナ医科大学大学院
医学研究科

山梨大学大学院
医学工学総合教育部

東京歯科大学大学院
歯学研究科

慶應義塾大学大学院
医学研究科

東海大学大学院
医学研究科

北里大学大学院
医療系研究科

慶應義塾大学大学院
健康ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科

北里大学大学院 
看護学研究科

聖路加国際大学大学院
看護学研究科

首都大学東京大学院 
人間健康科学研究科

慶應義塾大学大学院
医学研究科

北里大学大学院　
医療系研究科

国際医療福祉大学大学院
医療福祉学研究科

東海大学大学院　
医学研究科

共通e-learning教育
大学院生TR研究
大学横断教育コース
合同ワークショップ
合同シンポジウム

TRの展開
QOLの向上

教育

研究地域
医療

がん専門
医師
がん専門
医師

がん専門
看護師
がん専門
看護師

がん専門
薬剤師
がん専門
薬剤師

地域がん治療

包括的がん治療学講座（信州大）

患者・家族・医療人のQOL向上

低侵襲がん治療

先端的基礎研究

高度ながん治療

トランスレーショナル
リサーチ

エビデンス‐ギャップの解消
治療アドヒアランスの向上

早期探索的臨床試験

標的・
バイオマーカー探索

医学
物理士等
医学
物理士等

がん治療の均てん化は達成されつつありますが、未だに約半数の患者の治癒は難しく、標準治療を越えた医療の開
発と患者・家族のQOLを高める医療を推進する必要があります。
私たちは5年間にわたる「南関東圏における先端的がん専門家の育成」共同事業体での活動を通して、種々のがん
医療の諸問題を解決してきました。この度、新たなチーム構成のもと、既に熟知している各大学の専門性や特徴を
生かし、相補的かつ相乗的に協力することで、質と効率の高い教育ネットワークを構築し、以下のような次世代が
ん研究や医療を担う人材を育成します。

がん患者・家族・医療従事者の
QOLを向上できる人材育成

トランスレーショナルリサーチ（TR）
を推進できる人材育成
科学的根拠と高い倫理観に基づいて、最先端の基礎研究
を生み出し、臨床現場に橋渡すことのできる医療人を
養成します。

「QOL向上」を目標にして、医師、歯科医師、看護
師、薬剤師、理学療法士、医学物理士、基礎研究者、
治験担当者などが集まったチーム医療を推進できる医
療人を養成します。
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5 年間の計画
大学院コース インテンシブコース

標的・バイオマーカー探索

リサーチマインドを有するがん医療人育成（博士）（信州大）
医療薬学履修（博士）（北里大）
基礎腫瘍学・TR（慶應大）

がんTR臨床研究（博士）（慶應大）
がん看護TR（博士）（慶應大）
薬学がん専修（博士）（慶應大）
がんTR研究者養成（博士）（東海大）
がんCRC養成（修士）（東海大）
早期探索的研究者養成（博士）（聖マ医大）
口腔がん研究を臨床に行かせる専門歯科医養成（博士）（東歯大）
包括的腫瘍医療研修（慶應大）
薬学がん専修（慶應大）
早期探索的研究者養成（聖マ医大）
がん治療リーダーシップ養成（慶應大）

医学物理士養成・放射線治療物理学研修（修士）（首都大）
医学物理士養成・放射線治療物理学研修（博士）（首都大）
放射線専門医（博士）（北里大）
医学物理士養成(修士)（北里大）
医学物理士養成（修士）（東海大）
口腔がん治療専門医養成（博士）（東歯大）
消化管がん低侵襲治療医養成（慶應大）
超音波・内視鏡診断スペシャリスト養成（北里大）
上部消化管内視鏡的ESD（北里大）
前立腺がん密封小線源挿入療法チーム養成（北里大）
X線吸収線量測定（北里大）
放射線治療物理学（首都大）
大学・職種横断的最先端放射線治療（東海大）

がんリハビリ（修士）（慶應大）
口腔ケア・がん治療支持療法（博士）（東歯大）
がん看護専門看護師養成（修士）（北里大）
緩和ケア専門医（博士）（北里大）
がん薬物療法専門医（博士）（北里大）
がん先端医療に対する多職種連携重点（博士）（医療福祉大）
がんサバイバーフォローアップ（慶應大）
造血器腫瘍の在宅医療研修（慶應大）
腫瘍リハビリテーション医学臨床研究（慶應大）
がん医療に携わる専門医等の研修（北里大）

高度がん医療専門看護師養成（修士）（慶應大）
がん看護上級臨床実践（修士）（聖路加大）
緩和医療・臨床心理士育成（慶應大）
がん看護スキルアップ（聖路加大）

地域がん特進コース（博士）（山梨大）
地域連携緩和医療（慶應大）
地域均てん化Generalist of Medical Physicist養成（慶應大）

早期探索的臨床試験

低侵襲がん治療

患者・家族・医療人の QOL 向上

エビデンス・ギャップの解消  
治療アドヒアランスの向上

地域がん治療

最
終
成
果
報
告
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　外
部
評
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　研
究
シ
ン
ポ

中
間
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　外
部
評
価

T

R

大学院TR研究（横断プログラム）

横断的放射線治療研修（横断プログラム）

がんとQOL（横断プログラム）

H24　   H25　   H26　　H27　　H28
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がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン

10 大学運営体制

教育委員会 評価委員会 広報委員会 分野別委員会研究委員会

体制体制

各教育コースの整備 / 連携
教育事業の統括 / その他

プロジェクト研究の推進 / 
合同発表会の実施 / 共同臨
床研究の企画実施

拠点情報発信の統括 / HP
管理運営 / 市民公開講座の
企画運営

大学・研究科間連携事業の
企画・運営 

コース成果の評価 / 共同事業の活
動全般の点検・評価 / 外部評価の実
施 / 評価に基づく改善・実施

本組織は、各大学に研究科長等から指名されたコーディネーターを配置し、各課程の運営管理を行うと同時に、関
係する医療機関・部門等とのパイプ役を担います。体制としては、各コーディネーターで構成する『運営会議』を
設置して共同体の運営について協議し、集中管理します。運営会議の下に、以下のように、教育・研究・評価・広
報委員会、さらに『分野別委員会』を設置して、各医療現場での活動を統括します。

研究科長会議

運営会議
議長：慶應義塾大学 教授 河上 裕 （統括コーディネーター）

H24/5/30

H24/7/11

H25/1/22

H25/5/15

H25/7/24

H25/9/24

H26/1/15

H26/2/19

H26/5/1

H26/7/25

第1回　10大学共同事業体運営会議

第2回　10大学共同事業体運営会議

第3回　10大学共同事業体運営会議

第1回　10大学共同事業体運営会議

第2回　10大学共同事業体運営会議

臨時 　 10大学共同事業体運営会議

第3回　10大学共同事業体運営会議

第4回　10大学共同事業体運営会議

第1回　10大学共同事業体運営会議

第2回　10大学共同事業体運営会議

各大学研究科会議室（Video会議にて開催）

各大学研究科会議室（Video会議にて開催）

各大学研究科会議室（Video会議にて開催）

各大学研究科会議室（Video会議にて開催）

各大学研究科会議室（Video会議にて開催）

各大学研究科会議室（Video会議にて開催）

各大学研究科会議室（Video会議にて開催）

H24年度

年度 年月日 会議 開催場所

H25年度

H26年度

10大学共同事業体運営会議　実施一覧　（平成26年6月時点)

慶應義塾大学信濃町キャンパス
孝養舎2階マルチメディア・カンファレンスルーム
慶應義塾大学信濃町キャンパス
孝養舎2階マルチメディア・カンファレンスルーム
慶應義塾大学信濃町キャンパス
孝養舎2階マルチメディア・カンファレンスルーム
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T R
本プログラムテーマ

分野別小委員会

※各大学・研究科の各分野の専門家が分野別委員会を定期的(1-4回/年）に開催し分野別大学・研究科間連携事業を企画運営する。

チーム医療支持療法
チーム医療の実践教育のための
ワーショップ（SGD形式）とシン
ポジウムの開催

がんリハビリテーション研修会の
開催 /口腔ケア研修会の開催 /リ
ンパ腫瘍意見交換会の開催

遺伝子医療
遺伝子医療向上のためのシンポジウムの開催
（教育セミナー、症例検討会、次世代シーケンサーの技術セミナー等）

薬　学看　護
がん看護向上のためのシンポジウ
ムの開催

がん薬学向上のためのシンポジウ
ムの開催

小　児
小児がん合同研究会の開催 /セミ
ナーの開催 /連携施設見学

化学療法 
化学療法向上のためのシンポジウ
ムの開催 /共同臨床試験プロト
コール委員会の開催

放射線治療
放射線治療向上のためのインテン
シブコースの開催

低 侵 襲 
ESDハンズオントレーニングセミ
ナーの開催

地域医療
地域医療向上のためのシンポジウ
ムの開催

緩　和・在　宅
がん治療病院と在宅の連携向上の
ためのカンファレンスの開催 /在
宅緩和ケアの市民公開講座の開催

運営会議
分野別委員会分野別委員会

基礎研究とトランスレーショナル研究の推進のための
シンポジウム等の開催

がん患者のQOLを向上する人材育成のためのシンポジ
ウム等の開催

QOL

全研究科連携事業として、TRとQOLの2大テーマに加えて、12分野の連携委員会を設置し、各委員会は、各研究科
の特徴を活かして、補完的・相乗的に、共同研究・ワークショップ・シンポジウム・市民公開講座等の分野別連携
事業を企画・実施しています。　
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がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン

本プロジェクトにおける達成目標

●先端医療技術習得（先端的内視鏡手術や先端的放射線治療等の技術研修）やトランスレーショナルリサーチ推進（がんTR
研究、CRC養成）のための教育体制の整備

●先端的医療とTRに関する大学連携事業（シンポジウム、研修会、e-ラーニングシステム構築、共同臨床研究等）の実施
●TRがん研究プロジェクト（がんプロ学生による臨床研究）の実施
●がん臨床研究・臨床試験やがん関連医薬品や医療機器の開発・検証の実施
●産学連携TR推進体制の整備
●先端的医療やTRに関する学会発表や論文発表

●QOL向上を目指した教育体制の整備（がん看護、小児がん、リハビリ、口腔ケア、緩和ケア、在宅ケア、がんサバイバーケア、
家族性腫瘍遺伝カウンセリング等）

●QOL向上に関する大学連携事業（シンポジウム、公開講座、研修会、共同研究等）の実施
●QOL向上に関する専門外来等の設置
●サポーティブケアプログラムの開発やテキストブックの作成
●QOLに関する学会発表や論文発表

●チーム医療教育体制の整備
●チーム医療に関する大学連携事業（研修会等）の実施
●チーム医療（キャンサーボードや臓器横断的・職種横断的取り組み）の実施
●がん職種横断的組織（講座や腫瘍センター等）の設置

●海外医療人によるセミナー・講習会・研修会等の開催
●海外機関視察や研修の実施
●英語による教育体制の整備
●国際学会への発表

●地域医療に関する教育体制の整備
●地域医療に関する大学連携事業（医療技術均てん化等各種研修会、在宅ケア、がんサバイバーケア、遺伝カウンセリング等）

の実施
●地域患者・市民参加の公開講座や研修会の開催
●地域医療機関・医師会・自治体・患者団体等との交流体制の整備
●ホームページ等による地域患者・市民に対する情報発信
●院内がん登録体制の整備
●地域病院への就職体制の整備
●放射線治療E-learning受講についての地域病院への情報提供

先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成

チーム医療を推進できる医療人の養成

国際性をもったがん医療人の養成

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信

各イベント参加者による評価や患者団体やマスメデイアを含めた外部評価委員による評価を実施する。
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本拠点では、前期がんプロの事業実績に基づいた新たな取り組みとして、がん医療では必須のトランスレーショナルリサーチ
（基礎シーズの臨床応用への橋渡し研究）を十分に理解する医療人や実践できる医療人の養成、および、患者・家族・医療人
のQOL(Quality of Life)の向上を目指せる医療人の養成という、より高度ながん専門医療人の養成を目的とした2大目標を掲げ、
各研究科独自に「研究」「教育」「地域」、それぞれの特色をもたした、大学院生（修士・博士）のための大学院コース、およ
び大学院生だけでなく、地域の医療人をも対象とした短期教育コースにより、幅広い分野のがん医療関連教育を提供するイン
テンシブコースを実施している。
さらに、それぞれの特色をもつ研究科を担当校とした大学研究科間横断的取組みを企画し、14分野（TR, QOL, 放射線治療, 
化学療法, 緩和, 在宅, 低侵襲, 遺伝子医療, 小児, 看護, 薬学, 地域医療, 支持療法, チーム医療）を選定し、それぞれの分野の現
場の医療人により企画される、効果的な分野別連携事業を実施している。
補助事業終了後は、がんプロフェッショナル養成基盤推進プランを効果的に継続推進するために、大学院組織として、がんプ
ロ推進委員会を設立(現在の運営委員会を継続)する。正規の教育課程に位置付けられている大学院コースは、大学経常費で継
続する。
インテンシブコース・大学研究科間連携事業・分野別連携事業については、例年開催している外部評価の結果も鑑み、がんプ
ロフェッショナル養成基盤推進プランの5年間で確立したコースや連携事業の中から、十分な教育効果を得られるものを選定
して、受益者負担システムの導入を検討する。また、適切な利益相反マネジメントの下で、がん臨床試験実施を先導できる人
材の養成や先進医療を地域に提供できる人材の養成など、社会的にメリットの高いがん専門医療人の養成に賛同する民間から
の外部資金を導入して、継続実施する予定である。

期待される効果

本拠点のがんプロ終了後の継続的発展について

トランスレーショナルリサーチの推進により、科学的視点をもつ医療人が育成され、
新規診断法や治療法の開発につながる。

先端的医療やがんの支持療法を含む高度で質の高いがん医療を実施する医療スタッ
フが養成されると同時に、がん患者だけでなく家族に対するサポート体制が整い、
患者や家族の不安、身体的負荷が軽減されてQOLが向上し、合併症の予防や治療成
績の向上にもつながる。

各職種リーダーの養成とチーム医療教育により、適切なチーム医療による治療成績
の向上や患者QOLの向上につながる。

海外招聘講師によるセミナー、海外研修、国際学会での発表などを通じて国際的視
野を有する医療人が育成される。

各地域において最新の知識や高度な技能を修得できる環境が整い、地域がん診療の
レベルが高まる。

1

2

3

4

5
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情報発信
市民公開講座（平成25年度の活動例）

ホームページ一覧

がんプロ 10 大学 ホームページ

がんプロ連携大学 各大学・研究科 ホームページ

本拠点・分野別連携事業 ホームページ

慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科

慶應義塾大学大学院・薬学研究科

北里大学大学院・医療系研究科

北里大学大学院・看護学研究科

北里大学大学院・薬学研究科

首都大学東京大学院

聖マリアンナ医科大学大学院

聖路加国際大学大学院

東海大学大学院

東京歯科大学大学院

山梨大学大学院

国際医療福祉大学大学院

http://keio-kangoganpro.jp/

http://www.pha.keio.ac.jp/gp/ganpro2.html

http://weber.hs.tmu.ac.jp/ganpro/

http://www.shinshu-u.ac.jp/good_practice/cancer_gp/

http://www.shinshu-comprehensive.jp/index.php

http://www.marianna-u.ac.jp/ganpro/index.html

http://luke-ganpro.cocolog-nifty.com/blog/

http://www.med.u-tokai.ac.jp/daigakuin/web/ganpro.html

http://www.tdc.ac.jp/graduate/bosyu/cancer2/index.html

http://www.hosp.yamanashi.ac.jp/ganpro/ganpro/index.html

http://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/cancer24/index.html

信州大学大学院
（信州大学医学部包括的がん治療学講座)

http://www.kitasato-u.ac.jp/daigakuin/iryoukei/ganpro/index.html

支持療法(サポーティブケア)委員会 http://supportive-care.jp/

国際医療福祉大学
5 days discharge 
program－患者、家族、
病院、地域の連携医療
は欧州のERASを凌ぐ
－

聖マリアンナ医科大学
「最新のがん治療」を知
ろう

信州大学（10大学・
分野別連携事業「支持
療法」）
がん医療　次のステップ
へがん患者のQOLを高
めるサポーティブケア

慶應義塾大学（10大学・
分野別連携事業「緩和・在
宅」）
「分子標的薬と放射性生物
学の最前線」
メディコンヘルスケアサイ
エンスセンター東京

慶應義塾大学（10大学・
分野別連携事業「QOL」）
知っておきたい！がん
のリハビリテーション

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
高度がん医療開発を先導する専門家の養成 http://top10.oncology.keio.ac.jp/
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本拠点では、外部評価委員会を毎年度末に実施し、外部評価委員より拠点全体、各大学・研究科の
事業について、評価をして頂いております。本評価を、次年度の事業実施にあたる改善の参考とし、
より良い事業の推進ができるように努めています。

評価委員会委員長：慶應義塾大学医学部解剖学　教授　相磯 貞和

日時：平成25年3月2日（土）　13:00～17:00（開場12:00～）
場所：東京ガーデンパレス　3Ｆ　白鳳
進行：慶應義塾大学大学院医学研究科・教授　相磯貞和

総括
本プログラムとしては初年度の評価委員会であり、10大学15研究科のそれぞれの組織から、前プログラムの延長としての取
り組みと本プログラムでの取り組みとの関係性、あるいはプログラム全般の概念の実現に向けてそれぞれがおかれている地域
特異性、また職域特異性による制約について、評価委員との間で率直な意見交換が行われた。今後、互いの密な連携と、それ
ぞれの組織の特性を生かした取り組みをどのように進めるかが課題であることが認識された。

日時：平成26年3月1日（土）　13:00～17:00（開場12:00～）
場所：慶應義塾大学信濃町キャンパス 総合医科学研究棟１F ラウンジ
進行：慶應義塾大学大学院医学研究科・教授　相磯貞和

総括
前回の評価委員会から１年を経て、各研究科の特徴的な取り組みの成果とともに、前回指摘された点についてどのような改善
が図られたかについて、プレゼンテーションが行われ、総じて良好な成果が示された。プログラム全体として、コアコンセプ
トである「ＴＲの充実」と「ＱＯＬの改善」が本プログラムをカバーする南関東圏のがん医療に目に見える形で実現するため
には、参加組織の「連携」と「相補性」を強く意識して、情報の共有化を一層進める努力が肝要であることが認識された。

外部評価委員一覧

平成 24 年度

外部評価委員会

平成 25 年度

所属 氏名 委嘱
日本対がん協会　マネージャ

放射線医学総合研究所　重粒子医科学センター放射線治療品質管理室　室長

昭和薬科大学　薬物動態学研究室　教授

公益財団法人 がん研究会有明病院　看護部　副看護部長

株式会社 TBSテレビ　報道局 解説委員 兼 「報道特集」

静岡がんセンター研究所　地域資源研究部　研究部長

日本医科大学大学院医学研究科　呼吸器内科学分野　大学院教授

小西　宏

福村　明史

山崎　浩史

濱口　恵子

小嶋　修一

楠原　正俊

江口　研二

弦間　昭彦

Ｈ24～

Ｈ24～

Ｈ24～

Ｈ24～

Ｈ24～

Ｈ24　

H25～

H25～

帝京大学医療共通教育センター　教授 / 帝京大学医学部　客員教授
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分野別連携事業（分野別委員会）

TR小委員会では、連携10大学のトランスレーショナルリサーチ（TR）を推進するため、年1回のシンポジウム開催と委員会
開催を行い、大学間の情報交換と連携促進を行っている。具体的には、各大学が進めているTRの内容をシンポジウムで発表す
ることや、その内容を共有することで大学間のTR連携を進めると同時に共同研究の推進を図っている。一例として、慶應義塾
大学医学部血液内科と同大学薬学部との連携により、慢性骨髄性白血病の新規治療法・診断法開発のTRが進行中である。さら
にまた、他大学のTR担当者を講師に招き、TR推進体制の詳細と具体的な取り組みについての講演会を催している。

平成25年3月9日、平成26年3月8日の2回にわたり、トランスレーショナルリサーチ（TR）シンポジウムを開催した。
第1回シンポジウムでは、TRキックオフシンポジウムとして連携10大学のTR小委員会から委員が集まり、各大学でのTRへの
取り組みに関して発表を行った。参加者は、各大学委員およびがんプロフェッショナル養成プラン大学院生あわせて51名であ
った。
第2回は、24名の参加者を集めて行われ、慶應義塾大学薬学部との連携を深めるため薬学部TR小委員会委員の水島教授にご
講演をいただいた。また他大学でのTRへの取り組みをご紹介いただくため、九州大学病院ARO次世代医療センターから２名
の講師（谷教授、杉山准教授）を招き、九州大学におけるTR推進体制を杉山准教授に、また実際に行われているTRの実例に
ついて谷教授にそれぞれご講演をいただいた。

すべてのがん患者や家族の苦痛を軽減し、がんになっても実りある生活や人生を送る（QOLを最良にする）ことができるよう
ながん医療・ケアを推進できる人材の育成をスローガンに、10大学のQOLの研究科間連携教育により相補的かつ相乗的に教
育を展開し、高度で質の高いがん医療を担う人材育成を目指している。連携事業として「QOLシンポジウム・市民公開講座」
を2回開催し、大学院生、医療者に留まらず、一般市民等、社会に広く啓発・普及を推進している。
平成26年度は第3回QOLシンポジウム・市民公開講座「がんサバイバーシップ」をテーマに7月19日に開催した。

「高度がん医療開発を先導する専門家の養成」共同事業として、「がんとQOL」のキック・オフ・シンポジウムを市民公開講
座と合同開催し、大学院生、教員の他、一般市民の方々にも広く参加を募り、207名が参加した。さらに、報告書およびCD
化をすすめHP上から広く発信を行ったことにより、がん医療の喫緊の課題である＜がんのサポーティブケア＞の啓発を推進で
きた。

「がんとQOL」委員会の組織運営のもと、第2回QOLシンポジウム・市民公開講座「知っておきたい！がんのリハビリテーシ
ョン」を開催し、100名が参加した。その内容に基づき＜QOLテキストブック＞を作成しHP上にコンテンツとしてアップし
た。これら一連の活動により、がんのリハビリテーションのエッセンスを活用できる情報として社会に広く啓発・普及するこ
とができた。参加者より、「満足」86％、「理解できた」92％の評価を得た。

TR分野

概要

平成 24･25 年度実績

QOL分野

概要

平成 24･25 年度実績

平成24年度

平成25年度



12

質の高い高精度放射線治療の安全な施行を実現できる放射線治療チームを先導できる人材の養成を目標としている。職種の枠
を超えて討論することが可能なパネルディスカッションを開催し，職種間の連携の充実を図ることで、より精度の高い放射線
治療が効率的に地域の医療機関でも実施できる環境を整えた。諸外国の最新の放射線治療の事情に関する情報共有の場を提供
し、固定概念化した意識改善や各施設の実践的な治療技術の向上を図った。高精度治療の普及と次世代の最新技術の開発をテ
ーマとして、ワークショップの開催や治療機器メーカーと提携したシンポジウムを行う。生涯教育ツールとしての活用をはか
る。本事業の成果をがんの患者及び国民に対し還元するため患者団体や地域医師会との連携を深めていく予定である。

H24/8/15	 「第26回慶應ひまわり会(慶應義塾大学病院乳癌患者の会)」（後援）
H24/8/28	 放射線治療分野別会議（参加者	14名）
H24/10/5	 前立腺癌の密封小線源放射線治療講演会（後援）
H24/12/20	 山梨大学小線源治療講演会
H25/1/12	 東京都における都道府県がん診療連携拠点病院および、地域がん診療連携
	 	 拠点病院、東京都認定がん診療病院		放射線腫瘍医の講習会プログラム（後援）
H25/1/27	 第1回	放射線治療分野横断的パネルディスカッション（参加者	23名）
H25/1/27	 放射線治療分野別会議（参加者	8名）
H25/2/22	 第1回	前立腺癌小線源治療カンファレンス（参加者	17名）

H25/4/27	 「第26回慶應ひまわり会(慶應義塾大学病院乳癌患者の会)」（後援）
H25/10/18	 放射線治療分野別会議（参加者	12名）
H26/2/8	 放射線治療分野別会議（参加者	4名）
H26/2/8	 2013年度	放射線治療分野横断的パネルディスカッション（参加者	19名）

化学療法分野においては、がん薬物療法に豊富な経験を有する腫瘍センターおよび薬剤部の講師らの指導の下、がんプロ大学
院生が自らにより医師主導臨床試験の立案、プロトコール作成、各施設における倫理審査委員会への申請・承認、さらに患者
登録、データ管理および解析を行い、最終的に学会での発表、論文作成までの一連の流れを修得し、実践できるようになるこ
とを目的としたプロジェクトを通して、高度がん医療開発を先導する専門家を育成する。

抗がん剤の一つであるTS-1は様々ながん腫に使用され、有効性が確認されているが、腎機能低下症例における投与量が確立さ
れていないことから、腎機能低下症例に対する適正なTS-1投与量の算出式を構築するための探索的臨床試験として、「腎機能

放射線治療分野

概要

平成 24･25 年度実績

平成24年度

平成25年度

化学療法分野

概要

平成 24･25 年度実績
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低下を合併したがん患者に対するTS-1の適正用量を探索する臨床試験」を計画した。平成24年度には各施設の指導者・がん
プロ大学院生によるプロトコール作成委員会（12名）を結成し、プロコールの作成を行い、各施設における倫理審査委員会へ
の申請・承認を得た。臨床試験開始にあたり、平成25年1月10日にキックオフミーティングを開催し、症例登録を開始した。
現在、症例登録は予定の15症例中11症例まで集積が終了している。

平成24～25年度において開催された「ESDハンズオントレーニングセミナー」が好評であったため、今回もがんプロ関連施
設を中心に若手内視鏡医を募集し、平成26年8月30日に第7回、11-12月頃に第8回を行う予定としている。今年度は第6回
の様式を踏襲し、生体ブタ3頭を用いてよりトレーニング効果の高いセミナーとなることを目指している。学内のみならず、
学外からも講師を招聘し、ランチョンセミナーも同時に行う予定としている。終了後はアンケート調査を行い、参加者の満足
度を評価するとともに、次回への改善策があれば適宜取り入れていく予定である。

平成24～25年度において計6回、若手内視鏡医をターゲットして、代表的な低侵襲内視鏡治療である内視鏡的粘膜下層剥離
術(Endoscopic	submucosal	dissection;	ESD)の手技向上を目的とした「ESDハンズオントレーニングセミナー」を開催
した。生体ブタ2頭およびブタ切除胃2個を用いて、各回につき計5時間の内視鏡トレーニングを行った。指導医としてESDの
エキスパート4名が、3-4名のトレイニーを指導する形で、各人が30分程度の制限時間で病変を切除することができるような
プログラムを組んだ。また、ランチョンセミナーを開催してESDに必要な知識を効率的に吸収する企画を行った。セミナー後
のアンケートでは各回ともおおむね満足度の高い結果が得られた。さらに、参加者の中にはリピーターとなった内視鏡医もおり、
トレーニングの継続によって技術力が向上する効果も示唆された。

治療と並行して行われる緩和ケアでは、身体症状や精神症状を薬物療法などで緩和する方法も大切であるが、患者さん自身が、
その方らしく過ごすことができるような支援も必要になる。7月の緩和ケアワークショップでは、医療従事者がマインドフル
ネスの手法を活用して、患者さんやご家族のその人らしさを尊重するためには、まずは自分が自分らしくあるために日々を丁
寧に生きる必要があることを学んだ。また、市民公開講座「在宅でできること」では、化学療法の多くが外来治療となる中、
患者さんやご家族が自分たちでできること、セルフケアの手法を学ぶことも役に立つ。今回は、音楽の効用、リハビリテーシ
ョン、マインドフルネスの手法を紹介し、日々の暮らしを大切にしながらがん治療に臨むことの大切さを学んだ。今後もこの
ような試みを行う予定である。

1．シンポジウム(薬学・在宅分野合同)：平成25年7月7日開催　参加者65名
2．緩和ケアワークショップ：平成25年7月28日開催　参加者57名
3．市民公開講座「在宅でできること」：平成26年2月15日開催　参加者40名

低侵襲分野

概要

平成 24･25 年度実績

緩和・在宅分野

概要

平成 24･25 年度実績
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分野別連携事業（分野別委員会）

小児固形がん臨床試験共同機構の研究会を2日間にわたり共催。神経芽細胞腫、横紋筋肉腫、腎腫瘍、肝腫瘍、ユーイング肉腫、
小児脳腫瘍の臨床治験の最新の情報ならびに、関連の臨床研究結果の発表があり、フリーの討議が行われる。これにより小児
固形がんの臨床試験の概要を把握できる企画である。がんプロフェッショナル養成基盤推進プランの参加者は、これに参加し
て発表の徴候並びに討議への参加の機会が与えられ、小児用意期におけるがん治療の最新の状況にビビッドに接することがで
きる。

平成24年度、25年度とも出席者は延べ300人を超えた。神経芽細胞腫、横紋筋肉腫、
腎腫瘍、肝腫瘍、ユーイング肉腫、小児脳腫瘍の臨床治験の最新情報ならびに、関連の臨
床研究結果の発表、討議が行われた。特に横紋筋肉腫では新たなプロトコールでの二次臨
床試験開始に向けたプランが提示され、重要な情報開示となった。

看護系3大学では、がん看護教育・研究連携を結び、下記の2つの活動を実施している。
①	「がん看護ケアの質改善国際教育研究セミナー」を企画・開催し、看護系３大学の学生を対象にグローバルレベルでのケア
質保証に関する理解を促す。併せて、オープンセミナーにすることにより、全国より看護師、他の医療従事者への教育の普
及を図る。
②看護系3学部合同ゼミの定期的開催により高度実践看護の課題と役割発達の検討を継続的に実施する。

①に関する実績

「第1回がん看護国際教育セミナー」を企画・開催し、高度最先端がん医療を支える専門看護師によるケアの質改善促進に必
要な教育研究の方法論を検討した。本セミナーは学部および看護師にも対象を広げ展開し、81名が参加した。

「第2回がん看護国際教育セミナー」を実施し、看護師、他の医療従事者100名余りの参加者を得た。
セミナー参加者（100名）より「満足」８２％、「理解できた」９１％を得た。ケアの質改善促進についてグローバルな視点
から理解を促したことにより、大学院生のケアの質改善に関する理論的基盤の促進を図ることができた。

小児分野

概要

平成 24･25 年度実績

概要

平成 24･25 年度実績

平成24年度

看護分野

平成25年度
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がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン

②に関する実績
5回の合同ゼミを実施し、のべ75名の学生が研究交流し、クリティーク能力を高めた。

薬学分野別委員会では、基礎研究から臨床への橋渡しを理解し、高度で質の高いがん医療の実践やがん関連研究を実施できる
薬剤師の養成を目的としている。
シンポジウムとして、がん薬物療法を専門とする医師・薬剤師により、「がんプロフェッショナル・シンポジウム　がん医療
に関する研究と学位取得への道」（24年度）および「薬学分野別委員会・在宅分野別委員会共同企画　がん患者の在宅医療の
現状と課題」（25年度）を開催し、がん薬物治療を行う上での臨床的課題とその対処法などに関するアップデートな内容の講
義を提供した。
26年度も引き続き、最新の抗悪性腫瘍薬に関する話題を中心に活動を展開していく。　　　　　　　　　　　　　

3月3日(日)薬学委員会企画シンポジウム
｢がん医療に関連する研究と学位取得への道｣　受講者：70名　
																																																													

7月7日(日)薬学分野別委員会・在宅分野別委員会共同企画シンポジウム
「がん患者の在宅医療の現状と課題～在宅医療に関する薬学教育の推進に向けて～」			受講者：65名

連携10大学における特色のある地域連携の取り組みを、それぞれが共有することにより、新しいがん地域連携の構築を目指す。
またシンポジウム開催により、新しい地域連携システムを啓蒙する。
本学が中心となって取り組んでいる「区西部がん医療ネットワーク」、「地域医療推進セミナー」、「ITによる連携」や「新
しいがん紹介診療システム」などの取り組みなどを、平成26年5月にがんプロ10大学で開催した「がんプロ地域医療推進コ
ンソーシアム」で紹介した。

薬学分野

概要

平成 24･25 年度実績

平成24年度

平成25年度

地域医療分野

概要
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分野別連携事業（分野別委員会）

区西部がん医療ネットワーク：
東京区西部二次医療圏のがん診療連携拠点病院である、慶應義塾大学病院、東京女子医科大学病院、東京医科大学病院、およ
び東京都認定がん診療病院である東京厚生年金病院の4病院が、がん地域連携を推進する目的で、講演会を通じて情報発信を
行う会。
主な対象者は連携をしている区西部の病院、医院の医師、看護師、薬剤師、メディカルスタッフである。

平成25年2月8日
第5回区西部がん医療ネットワーク（場所：慶應義塾大学病院）
参加者：約100名

平成25年10月4日
第6回区西部がん医療ネットワーク（場所：東京医科大学病院）
参加者：約100名

平成26年5月10日
がんプロ　地域医療　推進コンソーシアム（場所：慶應義塾大学病院）
参加者：7名

がん患者は手術や化学療法・放射線療法などの治療中の副作用や治療後の後遺症により様々な問題を生じ、療養生活や社会復
帰に支障をきたすことが少なくない。がんの診断から治療を経て治療後のケアまでの一連の過程を通して、身体的および精神
心理的な症状や副作用のマネジメント、すなわちリハビリ、栄養管理、口腔ケア、心のケア、症状緩和、がんサバイバーに対
する社会復帰支援などのサポーティブケアを包括的に実施することが、がん患者の	QOL向上に重要である。
支持療法（サポーティブケア）分野のミッションは、我が国で立ち遅れているサポーティブケアの普及啓発・人材育成・治療
の標準化である。平成27年度は、引き続き、口腔ケアと摂食・嚥下リハビリテーション、がんのリハビリテーション、リンパ
浮腫ケアを中心に様々な事業を行い、その成果をホームページ上へ掲載し、10大学とその周辺地域はもとより、広く社会へ発
信していく予定である。

【ホームページの開設】　http://supportive-care.jp/
【第4回がん医療現場での口腔ケア研修会】
対象：看護師、歯科衛生士
日時：平成24年11月30日
場所：東京歯科大学市川総合病院
参加人数：19名

平成24年度

平成 24･25 年度実績

平成25年度

平成26年度

支持療法分野

概要

平成 24･25 年度実績

平成24年度
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がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン

【第5回がん医療現場での口腔ケア研修会】
対象：看護師、歯科衛生士
日時：平成25年11月2日
場所：慶應信濃町キャンパス
参加人数：29名
【第1回顎顔面補綴技工研修会】
対象：歯科医師、歯科技工士　歯科学生
日時：平成26年1月18日
場所：愛歯技工専門学校
参加人数：30名
【第1回がん患者における摂食・嚥下リハビリテーション講習会】
対象：限定しない
日時：平成26年1月11日
場所：東京歯科大学TDCビル
参加人数：33名
【第1回がんのリハビリテーション講演会】
対象：がん医療やリハビリにかかわる医療職すべて
日時：平成26年2月28日
場所：東海大学医学部
参加人数：91名
【リンパ浮腫ケア懇話会】
対象：リンパ浮腫診療に携わる看護師
日時：平成25年9月6日
場所：慶應信濃町キャンパス
参加人数：13名
【市民公開講座：がん医療次のステップへ　がん患者のQOLを高めるサポーティブケア】
対象：一般市民、がん医療やリハビリに携わるスタッフすべて
日時：平成25年11月23日
場所：信州大学松本キャンパス
参加人数：113名
【第5回がん患者の治療やリハビリに関する多職種オープンカンファレンス（後援）】
対象：がん医療やリハビリにかかわる医療職すべて
日時：平成26年3月15日
場所：新宿パークタワー
参加人数：150名

少人数のグループワークと、一般市民や患者も対象とする講演会という２通りの形式を用いて、がん治療におけるチーム医療
の重要性を学ぶことを目的とする。
1.	小グループワークでは、医師、看護師、薬剤師、リハビリテーション療法士、臨床心理士、歯科衛生士などの複数職種が
チームを構成して、がん治療に関するさまざまな問題を議論し、正しい知識を習得するとともに、各職種の専門性と連携す
ることの重要性を学ぶ。

2.	講演会形式のシンポジウムは地域市民に対して公開形式で開催し、多職種の大学院生、患者およびその家族を含む一般参加
者に対して、チーム医療の考え方を啓蒙する。併せて、市民から医療側への要望も聞き、相互に理解を深めることを目的と
する。

平成25年度

チーム医療分野

概要

リンパ浮腫ケアワークショップ

市民公開講座：がん医療次のステップ
へ　がん患者のQOLを高めるサポー
ティブケア

第5回口腔ケア研修会
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分野別連携事業（分野別委員会）

1. 小グループワーク「がん薬物療法の副作用マネジメント」
平成25年3月22日、於慶應義塾大学
参加者：医師3、看護師8、リハビリ関係１、計12名
がん化学療法に伴う嘔吐、手足症候群に関する症例を提示し、そのマネジメント
について正しい知識を習得した。
2. 小グループワーク「化学療法・維持療法におけるチーム医療を考える」
平成25年8月2日、於慶應義塾大学
参加者：医師4、歯科医師1、看護師4、薬剤師2、リハビリ5、計16名
多職種が小グループワークや模擬患者によるロールプレイによって、患者が抱える
心の問題を理解する研修を行った。
3. 一般向け講演会「チームで取り組む最新がん化学療法」
平成25年10月27日、於国際医療福祉大学三田病院
参加者：56名（うち患者・一般市民は16名）
がん化学療法のチーム医療について一般参加者を交えて討論を行い、がん化学療法の理解を深めた。

ゲノム医学に関するセミナーを毎週実施しており、毎回20～30名程度が参加している。参加者は臨床遺伝学専門医の他、腫
瘍専門医、看護師、リサーチコーディネータである。本年度よりの新しい試みとして、次世代シーケンサーデータの解釈法の
ハンズオントレーニングを開始し、好評を博している。家族性腫瘍の原因遺伝子の変異の同定や薬剤代謝酵素の遺伝子多型の
同定に活用している。今後は、次世代シーケンサーデータをいかに外来等の臨床現場で安全に確認できるか、方策について議
論を深めたい。

ゲノム医学に関するセミナーを毎週実施しており、毎回20～30名程度が参加している。参加者は臨床遺伝学専門医の他、腫
瘍専門医、看護師、リサーチコーディネータである。遺伝性腫瘍に対する多施設遠隔セミナーを実施した。

「若き医師に必須の遺伝カウンセリング講座」
日時：	平成24年9月29日（土）15：00－17：40
開催場所：	慶應義塾大学信濃町キャンパス総合医科学研究棟1階ラウンジ

「遺伝性腫瘍に対する医療」セミナー
開催日時：平成26年1月23日18：00～
開催場所：慶應義塾大学医学部信濃町キャンパス　新教育研究棟　4階講堂
参加者：60名

平成 24･25 年度実績

遺伝子医療分野

概要

平成24年度

平成25年度
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がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン

分野別委員会の QOL の活動の一環として、すべてのがん患者や家族の苦痛を軽減し、QOL を最良にすることができるような
高度で質の高いがん医療・ケアを担う人材育成をスローガンに、10 大学横断連携事業「QOL シンポジウム・市民公開講座」
を開催し、相補的かつ相乗的に教育を展開している。大学院生、医療者に留まらず、一般市民等、社会に広く啓発・普及を推
進している。

「高度がん医療開発を先導する専門家の養成」共同事業として、「がんと QOL」のキック・オフ・
シンポジウムを市民公開講座と合同開催し、大学院生、教員の他、一般市民など 207 名が参加
した。さらに、報告書および CD 化をすすめ HP 上から広く発信を行ったことにより、がん医療
の喫緊の課題である＜がんのサポーティブケア＞の啓発を推進できた。参加者の 85.82％は「と
ても参考になる」との評価であった。

  

「がんと QOL」委員会の組織運営のもと、第 2 回 QOL シンポジウム・市民公開講座「知っておき
たい！がんのリハビリテーション」を開催し、100 名が参加した。その内容に基づき＜ QOL テキ
ストブック＞を作成し HP 上にコンテンツとしてアップした。これら一連の活動により、がんのリ
ハビリテーションのエッセンスを活用できる情報として社会に広く啓発・普及することができた。
参加者より、「満足」86％、「理解できた」92％の評価を得た。

平成 26 年度は平成 26 年 7 月 19 日に第 3 回 QOL シンポジウム・市民公開講座「がんサバイ
バーシップ」を開催した。平成 27 年度、平成 28 年度も年１回 QOL シンポジウム・市民公開
講座を開催予定である。

高精度放射線治療が広く普及し、物理・技術的品質管理に関するガイドラインなどが整備されている一方で、具体的な実施法
については，各施設試行錯誤のなか構築されている現状があり，知見を共有する場が求められている。特に放射線治療医によ
る放射線治療学の講義は高度で質の高いがんの診断および治療を実施する上で貴重である。高度で先端的な放射線診療に欠か
すことのできない確かな知識と能力を連携大学院生および現在臨床で活躍する医学物理士に提供することを目的とし、先行施
設から講師を招きセミナーを開催している。

平成 24･25 年度実績

平成 24 年度実績

平成 25 年度実績

今後の予定（平成 26 ～ 28 年度）

概要

大学横断連携事業

概要

がんとQOL 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科

臨床医学物理セミナー 首都大学東京大学院人間健康科学研究科
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平成 24 年 10 月 07 日 医学物理士高精度放射線治療ガイドライン講習会
　      （共催） 120 名参加
平成 25 年 03 月 02 日 臨床医学物理セミナー （主催） 170 名参加

平成 25 年 07 月 06 日 医学物理士講習会 （共催） 216 名参加
平成 26 年 03 月 22 日 医学物理士実践セミナー （主催）  12 名参加
平成 26 年 03 月 29 日 臨床医学物理セミナー （主催） 128 名参加

平成 26 年度以降も年 2 回以上のセミナーの開催を予定しており、高度先進医療のための知識と能力の提供を実施する。

放射線腫瘍学、技術学、医学物理に関わる最先端の知識をお互いに共有し有機的なチーム医療に関われる人材を養成する。が
んプロ全国 e-learning クラウドを利用し全国から参加できる。それぞれが専門化し分散しがちな各職種、分野を再統合した知
識をアップデートし、他職種の内容をも理解して、最先端の放射線治療に総合的に関われる効果が期待できる。

平成 25 年度インテンシブコース開講に向けての準備期間とし 9 演題を収録した。

履修者数：96 名（地域病院からの参加者の割合 53.1％）（職種別：医師 14 名、看護師 2 名、技師 51 名、物理士 3 名、技
師・物理士 10 名、がんプロ学生 13 名、それ以外学生 3 名）
履修期間：平成 25 年 9 月 9 日（月）～平成 26 年 3 月 31 日（月 )
講義科目：24 講義収録
講義内容：各連携大学（8 大学）の協力により、バラエティに富んだ先端的な内容を多く含んだコンテンツを作成
修了者数：72 名（募集時の科目数の 2/3　6 講義以上）

【平成 26 年度】
参加応募者：181 名（地域病院からの参加者の割合 63.8％）

（職種別：医師 29 名、看護師 3 名、技師 82 名、物理士 7 名、
技師・物理士 35 名、がんプロ学生 11 名、それ以外学生 4 名、
その他 10 名）
開講予定日：平成 26 年 7 月 1 日（火）
講義作成予定数：20 講義程度（各連携大学 2 ～ 3 講義）　

【平成 27 年度以降】
既にある講義の内容を修正し追加することによって、さらに
コンテンツの充実を図り運営していく。

平成 24･25 年度実績

平成 24 年度実績

平成 25 年度実績

今後の予定（平成 26 ～ 28 年度）

大学・職種横断的最先端放射線治療コース 東海大学大学院医学研究科

概要

平成 24･25 年度実績

平成 24 年度実績

平成 25 年度実績

今後の予定（平成 26 ～ 28 年度）
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がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン

大学横断連携事業

がん治療の均てん化を図るためには、複数の大学がそれぞれの個性や特色、得意分野を活かしながら相互に連携・補完して教
育を活性化する必要がある。本事業は、がん医療に携わる若い歯科医師を対象に慶應義塾大学、東海大学、東京歯科大学、信
州大学の 4 大学の合同事業として、公開講座 『口腔がん治療の均てん化・標準化』を企画した。

平成 25 年 12 月 8 日
第 1 回　口腔がん低侵襲治療公開講座「口腔がん治療の均てん化・標準化」　
東京歯科大学、慶應義塾大学、東海大学、信州大学の４大学連携事業
参加者：88 名
対象：大学院生、研修歯科医師

平成 26 年度
平成 27 年 2 月 8 日
第２回　口腔がん低侵襲治療公開講座「口腔がん治療の均てん化・標準化」　
平成 27 年度以降
年に 1 回開催予定

今後の予定（平成 26 ～ 28 年度）

口腔がん治療公開講座 東京歯科大学大学院歯学研究科

概要

平成 25 年度実績

平成 25 年度実績
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信州大学医学部では新規講座「包括的がん治療学講座」を設立し、がん医療専門医育成の基盤とした。教授１、助教３名体制
（兼任を含む）で、化学療法、放射線治療、緩和医療を包括的に診療、指導できる連携体制をとり、がん診療に関する卒前・
卒後と切れ目のないかつ包括的な教育指導体制を構築した。
この講座の診療面では本学附属病院内に「信州がんセンター」を設置し通院治療室および入院病棟を担当した。その診療面を
通じて、卒前の臨床実習、卒後研修およびがんプロ所属院生の臨床研鑽の場としている。
包括的がん治療学講座ホームページ：http://www.shinshu-comprehensive.jp/
信州がんセンターホームページ：http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/cancer-center/

がんプロ所属院生2名新規受け入れを行った。
キャンサーボードおよび市民公開講座を開催した。
山梨大学との交換講義を開始し、その後も毎年継続開催している。

がんプロ所属院生４名新規受け入れを行った。うち１名は「信州がんセンター」にて臨床研鑽を行い日本臨床腫瘍学会がん薬
物療法専門医を取得。
「信州がんセンター」として入院患者167名、通院治療室での423名の治療を担当した。消化器、呼吸器、頭頸部、血液がん
および原発不明がんなど多がん種を扱った（図参照）。
がんプロ所属院生が、日本臨床腫瘍学会で学会報告を行った。

講座及びがんプロの活動報告のための冊子「講座開設1周年誌」「がんプロ報告書」「信州がんセンター2013」を作成した。

平成26年度も3名の新規院生が入学した。所属院生１名が平成26年4月開催された日本内科学会学術総会の腫瘍内科部門で自
身の研究結果を報告した。
平成26年度以降も、所属院生には自身の研究の推進と、順次「信州がんセンター」での臨床研修を行う予定である。

概要

平成24年度実績

平成25年度実績

今後の予定（平成26～28年度）

がんに特化した講座
包括的がん治療学講座 信州大学医学部
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慶應義塾大学大学院・医学研究科

  

新設の「がんTRコース」（博士）では、基礎と臨床を橋渡す研究手法を学び、臨床試験を立案遂行する訓練を受け、がん治療専
門医を目指します。「がんリハビリ療法士コース」（修士）では、臨床に加えて研究者として活躍できる専門療法士を育成します。
従来 (I 期がんプロ )からの大学院コースでは、引き続き各種がん治療の先進的な教育を実施します。

化学療法、放射線療法、緩和医療、造血幹細胞移植、低侵襲治療、がんリハビリなど先進的な治療に加えて、橋渡し研究に重
要な基礎腫瘍学の教育、さらにチーム医療を担う各職種リーダーの育成、在宅医療やがんサバイバーケアを担う地域医療人の
育成など、広く最先端がん医療の均てん化を目指した教育コースを実施します。

コンセプト

大学院

インテンシブ

研究

研究

地域

地域

教育

地域

教育

教育

教育

地域

教育

研究

Ｈ24/4

Ｈ25/4

Ｈ24/10

Ｈ24/8

Ｈ24/12

Ｈ25/1

Ｈ24/10

Ｈ24/4

Ｈ24/4

Ｈ24/9

Ｈ24/11

Ｈ24/10

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　

( 修士 ) がん専門リハビリ療法士・研究者養成コース

( 博士 ) がんトランスレーショナルリサーチ臨床研究コース

(インテンシブ) 造血器腫瘍の在宅医療研修コース

(インテンシブ) Cancer survivor の長期フォローアップ研修コース

(インテンシブ) 基礎腫瘍学・トランスレーショナル研究コース

(インテンシブ) 地域連携緩和医療コース

(インテンシブ) 緩和医療・臨床心理士コース

(インテンシブ) 先端的消化管癌低侵襲治療総合医養成コース

(インテンシブ) 包括的腫瘍医療研修

(インテンシブ) 地域均てん化Generalist of Medical Physicist 養成コース

(インテンシブ) がん治療リーダーシップ養成コース

(インテンシブ) 腫瘍リハビリテーション医学臨床研究コース
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コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

慶應義塾大学大学院・医学研究科
先端医科学研究所 (細胞情報研究部門 )　教授　河上 裕コーディネーター 

コースの実績



24

博士課程 )がんトランスレーショナルリサーチ臨床研究コース
( 担当教員：先端医科学研究所（遺伝子制御研究部門）　教授　佐谷 秀行 )
がんの新たな治療を開発するためには、基礎研究の所見を臨床試験に反映することが必要である。本コースでは、新規標的分
子の同定、標的分子活性を評価するアッセイ系の構築、薬剤スクリーニング、バイオマーカーの開発、薬剤を用いた非臨床試験、
更には非臨床から臨床に移行するための様々なレギュレーションなど、トランスレーショナル研究に関する専門的知識や技術
を学ぶ。また、これらの研究の成果を論文として発表し、学位を取得する。

インテンシブ )基礎腫瘍学・トランスレーショナル研究コース
( 担当教員：先端医科学研究所（遺伝子制御研究部門）　教授　佐谷 秀行 )
【対象者】医学研究科 /健康マネジメント修士課程、がん医療に関与する専門職従事者
がん医療を実践する多職種の人々のために、基礎腫瘍学の集中講義を開講している。講義では腫瘍の生物学、病理学、免疫学
に関する基本的な知識について解説を行い、病理実習や研究室見学も行う。本コースの実施により、がん専門医療に関わる各
種職種の人材が、がんの生物学について基本的な知識を身につけることによって、グレードアップした医療、更には信頼感の
高いチーム作りを行うことを目指している。

インテンシブ )先端的消化管癌低侵襲治療総合医養成コース
( 担当教員：外科学（一般・消化器）　教授　北川 雄光 )
【対象者】医学研究科博士課程大学院生、専修医
消化管癌に対する先端的低侵襲治療を実践できる総合医を養成する。治療手技習得のため講義と実習を年に３回実施する。さ
らにカンファレンス参加により、エビデンスに基づいた標準治療、臨床試験で検証中の治療、先端的治療などを念頭に置いた
治療方針決定の考え方を習得する。実習では大動物を用いて胃切除術、結腸切除術、リンパ節郭清、自動縫合器を用いた消化
管再建、術中偶発症への対処を効果的に学習する。

■インテンシブ )基礎腫瘍学・トランスレーショナル研究コース
　平成25年2月11日、受講者22名
■インテンシブ )先端的消化管癌低侵襲治療総合医養成コース
　第1回：平成24年7月1日、受講者32名
　第2回：平成24年9月23日、受講者27名
　第3回：平成25年3月24日、受講者30名
　　

 

本拠点における達成目標に対する実施状況

先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成

概要

平成24年度

平成 24･25 年度実績
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慶應義塾大学大学院・医学研究科

■博士課程 )がんトランスレーショナルリサーチ臨床研究コース
　平成25年度入学者1名、在籍者　計3名
■インテンシブ )基礎腫瘍学・トランスレーショナル研究コース
　平成26年1月11日、受講者22名

■インテンシブ )先端的消化管癌低侵襲治療総合医養成コース
　第1回：平成25年6月9日、受講者40名
　第2回：平成25年9月22日、受講者22名
　第3回：平成26年2月11日、受講者44名

修士課程 )がん専門リハビリ療法士・研究者養成コース
（担当教員：リハビリ医学　准教授　辻 哲也）
がんリハビリの臨床・教育・研究に関して指導的役割を担っていく人材を育成することを目指す。対象はがん医療に携わるリ
ハビリ専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）である。基礎・臨床腫瘍学、緩和医療学等の講義の受講や当院での実
地修練により、がん専門リハビリ療法士として、がん医療の中でリハビリを実践する能力を包括的に養成する。また、就学期
間中に臨床研究を行い、修士論文を作成し、審査を通過した者には修士 ( 医科学 ) の学位を授与する。希望により2年目には
連携する高度がん専門医療機関での実地修練を行う。

インテンシブ )腫瘍リハビリテーション医学臨床研究コース
（担当教員：リハビリ医学　准教授　辻 哲也）
【対象者】医師、リハビリテーション関連職種（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、他）
腫瘍（がん）リハビリに関する臨床研究を実践する際に必要な知識や技能を習得することを到達目標とし、がん医療に携わる
医師・看護師・リハビリ専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）を対象に、がんリハビリに関する講義、本院および
提携する高度がん専門医療機関におけるがんリハビリの実地修練とともに、臨床研究に関してリサーチクエスチョン設定、研
究デザイン構築、研究の進め方、論文作成方法などの指導を行う。

インテンシブ )緩和医療・臨床心理士コース
（担当教員：精神・神経科学　専任講師　白波瀬 丈一郎、麻酔学　専任講師　橋口 さおり）
【対象者】1.　臨床心理士の資格を有し、1年以上の実務経験のある方

 2.　1に該当し、がん患者・家族の心のケアに関心のある方
がん患者とその家族に適切な心のケアを提供することの重要性が認識されるようになり、臨床心理士にも専門的知識、技能、
態度を用いて、誠意をもった診療に積極的にあたる役割が求められている。本コースは、がん患者およびその家族の精神心理
的な苦痛の軽減や生活の質の向上を目指し、がん臨床に携わる専門の臨床心理士を育成する目的で設置された。2012年度は
2名、2013年度は3名の臨床心理士を受け入れ、研修を行った。

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成 

概要

平成25年度
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平成 24･25 年度実績

■修士課程 )がん専門リハビリ療法士・研究者養成コース
　平成24年度入学者4名、在籍者　計4名

■インテンシブ )腫瘍リハビリテーション医学臨床研究コース
　3ヶ月コース：平成25年1月12日～3月29日、受講者5名
　2週間コース：平成25年3月5日～16日、受講者3名

■インテンシブ )緩和医療・臨床心理士コース
　平成25年1月29・30日、受講者2名

 

■修士課程 )がん専門リハビリ療法士・研究者養成コース
　平成25年度入学者3名、在籍者　計7名

■インテンシブ )腫瘍リハビリテーション医学臨床研究コース
　3か月コース：平成25年9月21日～12月 13日、受講者8名
　2週間コース：平成25年11月 19日～29日、受講者4名

■インテンシブ )緩和医療・臨床心理士コース
　Aコース：平成25年9月4・11日、受講者1名
　Bコース：平成25年9月10・11日、受講者2名

平成24年度

平成25年度
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慶應義塾大学大学院・医学研究科

インテンシブ )地域連携緩和医療コース
（担当教員：精神・神経科学　専任講師　白波瀬 丈一郎、麻酔学　専任講師　橋口 さおり）
【対象者】医師
がん治療を行う上では、高度医療を行う先進医療機関における治療と並行して、患者さんが暮らす地域において、生活を重視
した支援が欠かせない。がんを専門とする医療者が地域の様々な医療施設におけるケアを理解することを目的として、がん治
療専門医を対象にして、在宅医療やホスピスの見学を実施している。実際に在宅訪問医とともに患者さんのお宅に伺って患者
さんやご家族と接する中で、病院とは異なる患者さんの療養について考えるきっかけとなる。また、在宅医とのディスカッショ
ンを通し、がん治療の目的はQOLの維持と生活への復帰であることを学ぶ。2014年度は実習先にホスピスを加えて実施する。

インテンシブ )包括的腫瘍医療研修
（担当教員：腫瘍センター　准教授　高石 官均）
【対象者】医師、薬剤師、看護師各1名、計3名を1グループとして申込
高尚な論理、道徳とリーダシップを持ち、患者を中心とするチーム医療を推進できる医療従事者、および、がん研究のできる
医療者の育成を目指すものである。研修においては、特に急速に進歩している分子標的治療の理解に重点を置く。さらに、が
ん基礎研究およびトランスレーショナルスタディに関する理解を深め、論理的側面を配慮しながらエビデンスを発信できる、
がん臨床研究を遂行できる医療従事者の育成も目指す。地域の中核的病院から医師、薬剤師、看護師を一つの医療チームとし
た研修であり、この研修事業を通して、標準的ながん薬物療法についての啓発にあたるのみならず、地域の中核的病院とより
一生の連携をはかり、進行がん患者の診療ネットワークを構築する。

■インテンシブ )地域連携緩和医療コース
　平成25年2月～3月、受講者1名

■インテンシブ )包括的腫瘍医療研修
　第1回：平成25年2月22・23日、受講者6名（2グループ）
　第2回：平成25年3月22・23日、受講者12名（4グループ）

 

■インテンシブ )地域連携緩和医療コース
　通年実施、受講者3名

       

チーム医療を推進できる医療人の養成

平成 24･25 年度実績

平成24年度

平成25年度

概要
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■インテンシブ )包括的腫瘍医療研修
　第1回：平成25年7月26日～27日、受講者9名（３グループ）
　第2回：平成25年11月 8日～9日、受講者6名（２グループ）
　　 

インテンシブ )がん治療リーダーシップ養成コース (ACE)
( 担当教員：先端医科学研究所（遺伝子制御研究部門）　教授　佐谷 秀行 )
【対象者】医師、薬剤師、看護師
《参加条件》
①潜在能力と将来性のある人
②コミュニケーション能力のある人 (日本語・英語 )
③がん臨床と研究に将来も関わり続ける医師、がん専門看護師 (もしくは目指している者 )、がん専門薬剤師 (もしくは目指し
ている者 )
MDアンダーソン がんセンターから毎年2名のメンターを招き、がんのチーム医療を実施するために必要なリーダーシップを
養成するためのワークショップを実施している。対象となる研修者は、医師、薬剤師、看護師であり、全ての講義および実習
を英語で実施する。コミュニケーションのためのスキルを学び、ビジョン（自己及びチームの目標）、ミッション（ビジョンを
達成するための手段）、コアバリュー（価値観、倫理観など）を明確にし、質の高いチーム医療を達成するために必要な要件を
議論する。また、基礎と臨床をつなぐためのトランスレーショナル研究の手法について研修を行い、次世代のがん治療のリーダー
となるための要件を身に付ける。

Academy of Cancer Experts（ACE）ACEキャリアディベロップメントセミナー
( 担当教員：先端医科学研究所（遺伝子制御研究部門）　教授　佐谷 秀行 )
【対象者】がん医療に携わる医療従事者（医師、看護師、薬剤師、ME, 放射線技師など）およびがん医療に携わる医療従事者を
目指している学生
MDアンダーソン がんセンターから2名のメンターを招き、質の高い医療を提供しながら、その医療を行う医療従事者自身の
キャリア形成に必要なエッセンスについて、毎年テーマを決めて講義と討論会を実施している。平成24年度は、「コアバリュー」
つまり個人が一番大事に考えている価値観について講演会と討論を行い、倫理観や使命感をいかに維持し、最終的に意義のあ
る仕事を達成するかについて参加者みんなで考えた。
平成25年度は、自分のビジョン実現のために、リーダーが次世代に求めるものを知ることをテーマに、キャリアを形成する
ために必要な「メンターシップ」について、講演とインタラクティブなパネルディスカッションを通じて参加者とともに考えた。

 

国際性をもったがん医療人の養成

概要
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■インテンシブ )がん治療リーダーシップ養成コース (ACE)
　平成25年2月16 ・17日、受講者11名

■Academy of Cancer Experts（ACE）ACEキャリアディベロップメントセミナー
　～自分のコアバリューを見つけて、今を楽しく、10年後の理想の自分を実現しよう～
　平成25年2月15日、受講者52名

■インテンシブ )がん治療リーダーシップ養成コース (ACE)
　平成26年3月22・23日、受講者13名
　 

■Academy of Cancer Experts（ACE）ACEキャリアディベロップメントセミナー
　自分のビジョンの実現のために、リーダーが次世代に求めるものを知ろう
　～キャリア形成におけるメンターシップの重要性～
　平成26年3月21日、受講者62名

 

インテンシブ )　地域均てん化Generalist of Medical Physicist 養成コース
（担当教員：放射線科学（治療）　教授　茂松 直之）
【対象者】放射線治療業務に従事している医師、診療放射線技師、医学物理士
放射線腫瘍医・放射線技師・医学物理士・大学院生・メーカーといった職種の枠を超えて受講できる講義・実習形式のコース
を開催した。放射線治療に必要不可欠な物理学及び生物学側面から理論的概念と実践応用的な視点に立ち、初学者でも専門的
知識を習得できる内容を提供した。技術指導や情報交換を通じて新しい技術に対する理解を深め、地域均てん化を図ると同時に、
各施設で継続して技術を発展させていく自発性の向上を促した。

平成 24･25 年度実績

平成24年度

平成25年度

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信 

概要
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インテンシブ )　Cancer survivor の長期フォローアップ研修コース
（担当教員：内科学（血液）　教授　岡本 真一郎）
【対象者】造血器腫瘍の治療に携わる医師・看護師　他
造血器腫瘍では、その治癒率が向上する一方で、二次性発がんや血管障害などの後期合併症の発症率も着実に増加している。
このコースでは、企業や地域の開業医（総合内科医）を対象として、これらの合併症、その実態と予防の重要性、具体的な
follow-up の方法、そして治療を担当した血液専門医との二人主治医制の導入について専門家による講義と啓蒙を行い、造血
器腫瘍の長期生存者のＱＯＬ向上を目指す。

インテンシブ )造血器腫瘍の在宅医療研修コース
（担当教員：内科学（血液）　教授　岡本 真一郎）
【対象者】造血器腫瘍の治療に携わる医師・看護師　他
他のがん腫と比較して在宅医療の導入が著しく遅れている造血器腫瘍において、地域における在宅医療のコアとなる医師、看
護師、連携を図る血液専門医の養成を目標とし、造血器腫瘍の治療 ( 特に支持療法）の講義、小グループでの事例検討などを
通して、在宅医療の現状とその課題を共有し、課題解決に関する議論を行った。今後は、これまでの参加者をコアとして、血
液内科医との連携体制のモデル構築とその拡大を目指す。

■慶應義塾大学医学研究科がんプロホームページによる情報発信
　（http://www.oncology.keio.ac.jp/）
　　 

■インテンシブ )地域均てん化Generalist of Medical Physicist 養成コース
　平成25年1月26日、受講者43名

 

■インテンシブ )Cancer survivor の長期フォローアップ研修コース
　平成25年3月20日、受講者74名
　
■インテンシブ )造血器腫瘍の在宅医療研修コース
　平成25年3月20日、受講者65名

平成 24･25 年度実績

平成24年度
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■インテンシブ )地域均てん化Generalist of Medical Physicist 養成コース
　第1回：平成25年8月24日、受講者6名
　第2回：平成25年10月 5日、受講者7名

■インテンシブ )Cancer survivor の長期フォローアップ研修コース
　平成26年1月18日、受講者69名
 

■インテンシブ )造血器腫瘍の在宅医療研修コース
　平成26年1月19日、受講者67名

■各分野別連携事業の企画・統括（各分野別委員会の委員長を担当）
TR、QOL、チーム医療、支持療法、放射線治療、化学療法、低侵襲治療、緩和・在宅、小児がん、看護、薬学、地域医療、
遺伝子医療（全14分野）

平成24・25年度　活動例
下記に活動に加え、各分野イベント等を実施している。

・第1回  TRシンポジウム（平成25年3月9日）
・第2回  TRシンポジウム（平成26年3月8日）
     

・第 1～ 6回ハンズオントレーニングセミナー
（平成25年1月14日、2月9日、3月16日、7月27日、 11月 9日、平成26年3月1日）
　　　 

・緩和ケアワークショップ（平成25年7月28日）
・市民公開講座「在宅でできること～がんに罹患しても自分らしく過ごすために～」(平成26年 2月15日 )

■運営会議の実施 ( 平成 24年度3回、平成25年度4回実施 )
■拠点HPの運営管理（http://top10.oncology.keio.ac.jp）
■外部評価委員会の実施（平成24年度：3月2日、平成25年度：3月1日、平成26年度：3月上旬実施予定）
■ FDの実施
【テーマ】大学院教育としてのがんプロで重点をおいて進めるべきことについて議論し、

今後の本拠点プログラムの方向性を明確にし、改善を目指す

平成25年度　座談会「大学院教育としてのがんプロのあり方」
【日時】平成25年8月14日 ( 水 ) 16:00～ 18:30
【場所】信濃町キャンパス 3号館 ( 北棟 )1F ラウンジ

平成25年度

連携活動

TR分野

低侵襲分野

緩和・在宅分野
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【参加者】外部評価委員：小嶋 修一 様 (TBS)、小西 宏 様 ( 日本対がん協会 )・がんプロ教員：17名

平成26年度　座談会「大学院教育としてのがんプロのあり方」
【日時】平成26年8月20日 ( 水 )16:00～ 18:00
【場所】信濃町キャンパス 総合医科学研究棟1F ラウンジ
【参加者】外部評価委員：江口 研二 様 ( 帝京大学 )、弦間 昭彦 様 ( 日本医科大学 )・がんプロ教員：17名 ( 予定 )

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成
【平成24年評価：C → 平成 25年評価：B＋ 】
改善のために以下を実施した。
①市民公開講座の実施
・市民公開講座・QOLシンポジウム
(平成25年 2月2日および平成25年9月21日※健康マネジメント研究科と共同開催 )

・市民公開講座「在宅でできること～がんに罹患しても自分らしく過ごすために～」
(平成26年 2月15日 )

②腫瘍リハビリテーション医学臨床研究コース (インテンシブ )、地域連携緩和医療コース (インテンシブ )、緩和医療・臨床
心理士コース (インテンシブ )、Cancer survivor の長期フォローアップ研修コース (インテンシブ )を実施。
③大学院生（医師・博士課程）のローテーションの一環として、緩和ケア研修を１～２ヶ月実施。
④大学院生（リハビリテーション医学・修士課程）のリハビリテーション実習を実施。

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信
【平成24年評価：C → 平成 25年評価：B－ 】
改善のために以下を実施した。
①関東の関連病院の複数職種を対象に、がん治療の均てん化を図る目的で、包括的腫瘍医療研修 ( インテンシブ )、地域均
てん化Generalist of Medical Physicist 養成コース ( インテンシブ )、造血器腫瘍の在学研修コース ( インテンシブ )、
Cancer survivor の長期フォローアップ研修コース (インテンシブ )を実施。
②がんプロ後援「PSAスクリーニングキャンペーン」(平成25年 5月26日 ) を開催。
③がんプロ後援「慶應ひまわり会 (慶應義塾大学病院乳癌患者の会 )」( 平成 24年 9月15日、平成25年4月27日、平成
26年4月12日 ) を開催。

■がんトランスレーショナルリサーチ臨床研究コース、がん専門リハビリ療法士・研究者養成コースは、本学大学院医学研究
科に設置し、継続的に教育できる体制とする。
■成果が認められ且つ受講者から要望の高いインテンシブ・コースは本事業終了後も継続し、専門家の養成を続ける。
■本事業が契機となり、地域連携、がん診療ネットワークの形成、医療水準の均てん化、患者ＱＯＬ向上に向けたチーム医療
の普及・発展が期待できる。

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

現時点での改善・実施

がんプロ終了後の継続的発展について
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慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科

慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科
健康マネジメント研究科看護学専修　教授　小松　浩子コーディネーター 

博士課程：がん看護トランスレーショナルリサーチコース
TRの第１段階で開発された先進的なエビデンスを広く臨床現場へ届けるための要因や検証を行う
第2段階の TRを推進できるがん看護研究者の育成をめざす。そのために、臨床疫学のインターンシップや多施設共同研究プ
ロジェクトなどに参画し、患者ベストプラクティスをもたらすための研究デザインの設計・マネジメント能力を養う。

修士課程：高度最先端がん医療を支える専門看護師養成コース
高度最先端がん医療において、がん看護の質改善を先導するとともに inter-professional なリーダーシップを発揮し、ベスト
プラクティスをもたらす専門看護師育成をめざす。そのために、ケアの質理論や方法論を系統的に学び、国際共同指導体制の
もとで臨床研修に参加し、グローバルレベルのがん看護高度実践能力を養う。

第2段階の TR ( 第１段階の TRで開発されたエビデンスを臨床現場へ橋渡しする ) を推進できるがん看護研究者の育成をす
すめている。取り組みを以下に記す。
①がん看護トランスレーショナルリサーチコース ( 博士課程 ) における海外講師（スタンフォード大学病院高度実践看護師）
による特別講義シリーズの展開、併せて、国立がん研究センターがん政策科学研究部においてインターンシップによる臨床
疫学強化プログラムを展開した。

②第2段階の TR推進に必要なコンピテンシー向上にむけ、＜意思決定支援＞＜治療アドヒアランス＞＜セルフケア能力向上＞
の教育研究方法論開発をすすめ、教育モジュールとしてHP上に公開した。

大学院

コースの実績

教育

研究

Ｈ25年度

Ｈ25年度

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　

( 修士 ) 高度がん医療を支える専門看護師コース

( 博士 ) がん看護トランショレーショナル研究コース  

0

0

0

0

5

2

2

2

5

2

6

4

6

2

6

3

コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

本拠点における達成目標に対する実施状況

先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成

概要

コンセプト
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①博士課程学生が国立がん研究センターがん政策科学研究部において「高齢がん患者の疼痛マネジメント」の共同研究に参画
し共同研究者として国内学会発表に貢献した。

②博士課程学生が「疼痛マネジメント」をテーマとした学際的研究に参画し、共同著者として英文誌に誌上発表した。
Komatsu H, Watanabe C, Yagasaki K, Sakakibara N, Nakamura S. Validation of the Japanese version of the 
Fatigue Barriers Scale (JFBS). International journal of palliative nursing. 2013; 19(10):503-9.

健康マネジメント研究科は、11大学がんプロ基幹事業である「がんとQOL」のとりまとめを担っている。「がんとQOL」委
員会の組織運営を円滑にすすめるとともに、「がんとQOL」事業の計画段階より、大学院生の積極的な企画・運営への参与を図り、
QOLシンポジウム・市民公開講座の開催とQOLテキストブックの作成・公開をすすめた。QOLテキストブックの活用により、
緩和ケア演習、がん看護援助論展開といった演習科目の充実を図った。

①「QOLシンポジウム・市民公開講座」の企画・運営に大学院生が参与することにより、ネットワークが広がり、他大学大学院生、
一般市民の方々を含み広く参加者（合計307名）を得ることができた。

②「がんとQOL」のCDおよびテキストブック作成に大学院生が参与し、学習者の視点から構成や内容を検討でき、わかり
やすく、利便性の高いテキストブックとすることができた。QOLテキストブックを活用し、緩和ケア演習、がん看護援助
論展開といった演習をすすめており、学生の「がんリハビリテーション」「がんサポーティブケア」の理解を促進できた。

平成 24・25 年度実績

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績



35

慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科

連携大学の分野別委員会の協力のもと、チーム医療を推進できる医療人の養成をめざし、大学病院における緩和医療チーム、
遺伝医療チームでのがん看護専門実習を実施した。また、チーム医療におけるコラボレーション能力の向上をめざし、MD. 
Anderson Cancer Centerの教育研究連携による「Academy of Cancer Expert」に大学院生の参加を促進した。さらに、チー
ム医療を先導する高度実践看護師をめざす「がんプロ看護学生合同ゼミ」の設立・企画・運営（主幹：慶應義塾大学）を促進した。

①チーム医療を推進できる医療人の養成をめざし、大学病院における緩和医療チーム、遺伝医療チームでの実習を実施、他職
種間におけるコラボレーション能力の獲得がすすんだ。
②「がんプロ看護学生合同ゼミ」を５回実施し、のべ75名の学生が交流し、チーム医療における高度実践看護師の役割機能
を探求するとともに、研究のクリティーク能力を高めた。

　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

がん看護ケア質改善をめざしたStanford University Hospital との教育研究連携を結び、がん看護ケアの質改善（CQI）に
関する系統的教育モジュールを作成し、海外講師による集中ゼミを実施した。また、系統的教育モジュールについてはがんプ
ロHPに教育コンテンツとしてアップし、地域への波及を行った。「がん看護ケアの質改善国際教育研究セミナー」を企画・開
催し、看護系３大学の学生を対象にグローバルレベルでのケア質保証に関する理解を促した。併せて、Mayo Clinic において
高度実践看護の臨床研修を行い、グローバルレベルにおける高度実践看護師の能力獲得を促進した。

①Stanford University Hospital との教育研究連携により、CQI に関する教育モジュールの開発がすすみ、海外講師による
集中ゼミを実施でき、グローバルレベルでケア質保証に係る知見の獲得を促進できた。併せて、教育モジュールをHP上で
コンテンツとして発信し、看護系大学院全体へ知見の波及ができた。　
②「がん看護国際教育セミナー」は合計181名の参加を得た。大学院生ならびに教員のケアの質改善に関する意識改革と理
論的基盤の促進を図ることができた。
③Mayo Clinic の高度実践看護師によるマンツーマン指導により、グローバルレベルにおける高度実践看護師の能力獲得を
促進できた。

チーム医療を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

国際性をもったがん医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績
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地域がん医療の向上と地域市民との協働を推進できる高度実践看護師の能力獲得をめざし、がん患者団体と大学院生による共
同事業を推進している。２つの団体「遺伝性大腸がん (家族性大腸腺腫症 )患者会、乳がんサポートプログラム」の事業企画・
運営に参画している。併せて、高度実践看護師の役割・機能について地域市民へ広く情報発信し、活動の拡大をめざす自主的
取り組みを行った。

①遺伝性大腸がん ( 家族性大腸腺腫症 ) 患者会、乳がんサポートプログラムの事業企画・運営に参画した。サポートグループ
やレクレーションによるエンパワメントやパートナーシップの構築プロセスを体験学習し、ファシリテーターとしての能力
獲得につながった。
②慶應義塾大学SFC OPEN RESEARCH FORUMにおいて「高度実践看護師の役割と機能」のセッションを企画し、市民
と語り合う場を創り、子どもから高齢者まで、がん医療の課題や看護師への期待を直接知る機会を得た。

   

国際性を持った医療人の養成
本コースでは、スタンフォード大学病院およびメイヨークリニックと教育連携に基づき、＜ケアの質改善を目指す実践と研究
＞に関する英語レクチャーを実施した。また、第2回がん看護教育国際セミナーをオープン開催し、グローバルな視点から高
度実践看護師の役割・機能について意見交換を行える機会を提供した。さらに、メイヨークリニックにおいてClinical Nurse 
Specialist の指導のもと、修士課程学生の臨床研修を実施し、国際的な視点から高度実践看護師の役割・機能について実践的
に検討した。

トランスレーショナルリサーチ（TR）を推進できる医療人の養成
がん看護 TRコース ( 博士課程）の学生に対し、先進的ながん医療技術を臨床現場に波及する要因や検証を行う研究（第2段
階の TR）能力を養うことを強化するために国立がん研究センターがん政策科学研究部においてインターンシップを実施した。
共同研究メンバーとしてデータマネジメント、解析手法等を実践的に学ぶ機会を得た。

健康マネジメント研究科では、がんプロコースである「がん看護専門看護師コース」「精神看護専門看護師コース」「老人看護
専門看護師コース」について、更なる高度実践看護師の能力向上をめざし、専門分野の科目を２６単位から３８単位に増加す
ることを決定している。専門科目を強化し、がんプロ終了後も本コースを発展的に継続する。

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信

概要

平成 24・25 年度実績

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

現時点での改善・実施

がんプロ終了後の継続的発展について



37

慶應義塾大学大学院・薬学研究科

慶應義塾大学大学院・薬学研究科
医療薬学センター長　教授　中村　智徳コーディネーター 

薬学がん専修コース：基礎研究から臨床への橋渡しを理解し、高度で質の高いがん医療を実施する薬剤師を養成する。また、
がん専門病院による研修の機会を提供することにより、臨床マインドの高い薬剤師となり、病院薬剤部等における新しいがん
医療を担う中核となるとともに、チーム医療の一員としてがん医療の進歩に貢献する。

薬学がん専修コース (インテンシブ )：近年のがん治療の進歩を理解し、新しい治療に主体的に取り組む病院などの薬剤師を育
成する。
実際にがん領域で働いている社会人薬剤師が、近年のがん治療の進歩について正しく理解し、これを実際の治療に役立てる。
また、チーム医療の一員としての自覚を高める。

薬学がん専修コース学生によるがん専門病院での病院研修

学生2名がそれぞれがん専門病院にて3ヶ月間の病院研修を行い、その後4ヶ月間、共同研究及び研修をそれぞれの病院で行った。

昨年度同様学生2名が病院研修を8月以降に行う予定である。

インテンシブ

コースの実績

教育

教育

H25/4

H24/4

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　

薬学がん専修コース ( 博士 )  

薬学がん専修コース (インテンシブ )  

0

30

0

253

2

50

2

167

2

50

2

75

2

50

2

50

コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

本拠点における達成目標に対する実施状況

先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

平成25年度

平成26年度

コンセプト

大学院
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シンポジウム、研修会、セミナーを通じ、近年のがん治療の進歩を理解し、新しい治療に主体的に取り組む病院などの薬剤師
を育成する。
また患者・家族・医療人のQOLについての現状を理解し、薬剤師として自身がどのように行動して行けばよいのかを考え、学
ぶことのできる場を提供する。

12月2日セミナーでは、｢薬局が支援する在宅緩和ケア｣ と
｢在宅看取りを支える持続皮下注射｣ の 2演題の講演を行った。

7月 7日シンポジウムにおいて薬学と在宅の分野別委員会共同企
画として、薬剤師、医師、看護師、ケアマネージャーより、現在の
在宅医療におけるQOL向上について講演いただき、その内容につ
いて学ぶことができた。

11月14日セミナーでは、がんサバイバーである講師を招き、
患者の立場、家族の立場からQOLの向上について学ぶことが
できた。

7月6日シンポジウム「がん化学療法の新展開へ向けての課題」のタイトルのもと、がん患者のために薬局薬剤師ができること、
病院薬剤師や医師との連携などに重点を置き5つの講演を行った。

シンポジウム、研修会、セミナーを通じ、近年のがん治療の進歩を理解し、新しい治療に主体的に取り組む病院などの薬剤師
を育成する。
また、実際にがん領域で働いている社会人薬剤師が、近年のがん治療の進歩について正しく理解し、これを実際の治療に役立
てる。また、チーム医療の一員としての自覚を高める。

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

平成24年度

平成25年度

平成26年度

チーム医療を推進できる医療人の養成

概要
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慶應義塾大学大学院・薬学研究科

7月 7日シンポジウムにおいて「がん患者の在宅医療の現状と課
題～在宅医療に関する薬学教育の推進に向けて～」のテーマのもと
薬剤師、医師、看護師、ケアマネージャーから講演いただき、チー
ム医療の必要性と現状を学ぶことができた。

10月 22日セミナーでは、米国における薬剤師の役割について日
本の現状と比較しチーム医療の重要さについて学ぶことができた。

6月15日の研修会において「チームで行う抗がん剤曝露対策」を講演いただいた。
7月6日シンポジウムでも「がん化学療法の新展開へ向けての課題」のタイトルのもと、地域のチーム医療の課題について5
つの講演を行った。

シンポジウム、研修会、セミナーを通じ、近年のがん治療の進歩を理解し、新しい治療に主体的に取り組む病院などの薬剤師
を育成する。
また、実際に海外のがん医療の現場で働く薬剤師を講師として招くことにより、よりリアルな世界の医療における状況を学ぶ
ことができる。

筑波大学が運営しているがんプロ全国 e-learning クラウドを薬学がん専修コースの学生が自身で受講し、国内外問わずグロー
バルな学びのフィールドを得られている。2013年 9月からASCO （アメリカ臨床腫瘍学会）の e-learning コンテンツを視
聴できるようになり、より一層国際性をもつがん医療人の養成が充実した。

4月22日、24日の2日間に渡りタイ王国コンケン大学薬学部よりがん薬物治療のスペシャリストを招き、がん治療に先進
的に取り組む米国およびタイ・コンケンでの薬剤師の活動と、国際的に最先端のがん薬物治療の現状について講演頂き、国際
性に富んだ内容を学ぶことができた。

平成 24・25 年度実績

平成25年度

平成26年度

国際性をもったがん医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

平成26年度
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3月 3日薬学委員会企画シンポジウム
｢がん医療に関連する研究と学位取得への道｣

7月 7日薬学分野別委員会・在宅分野別委員会共同企画シンポジウム
「がん患者の在宅医療の現状と課題～在宅医療に関する薬学教育の推進に向けて～」

7月6日薬学分野別委員会企画シンポジウム
「がん化学療法の新展開へ向けての課題」

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成について
患者・家族のQOLの向上に資する薬剤師の養成を目指し、平成25年度には「がん患者の在宅医療の現状と課題」というテー
マでシンポジウムを行った。さらに平成26年度も引き続き在宅療養支援における地域医療チームでのがん薬物療法への取り
組みとその課題に関する公開シンポジウムを行い、社会への情報発信に努めている。また抗がん剤の暴露防止対策の講演は、
抗がん剤を取り扱う医療従事者だけでなく、抗がん剤の服用を継続する自宅療養の患者およびその家族のQOL低下の防止に
資する内容である。

先端的医療とトランスレーショナルリサーチ（TR）を推進できる医療人の養成について
薬学研究科各講座では次第にがん研究を研究テーマに掲げるケースが増えており、本学医学研究科や外部の高度がん医療施設
との連携から、新たな治療法開発、新薬シード化合物の創薬研究が進展しつつある。

薬学がん専修コース、薬学がん専修コース (インテンシブ )の継続
薬学研究科では、国立がん研究センター、がん研究会有明病院などの高度がん医療の中核医療・研究機関ならびに本学医学研
究科等と連携し、本事業終了後も博士課程大学院生のがん医療現場での研修と先端的がん研究を発展させていく。
薬学部生涯学習センターでは、本学部各講座との連携により、これまで提供してきた社会人薬剤師向けの生涯学習コンテンツ
をより充実させると共に、一般市民への有用な情報発信にも努めていく。

連携活動

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

現時点での改善・実施

がんプロ終了後の継続的発展について
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北里大学大学院・医療系研究科

北里大学大学院・医療系研究科
臨床医科学群呼吸器内科学　教授　益田　典幸

がんのチーム医療の中心となる人材の育成を目的とし、実習ローテートやがん治療実習等を実施し各領域の専門医資格と博士
の学位両方を取得することを目指すコースや、医学物理士の資格取得とともに、最先端の高精度放射線治療で中心となり活躍
できる人材、他職種と連携してがん医療に貢献できる人材の育成を目指すコースがあります。

地域中核医療機関の職員を積極的に受け入れ、専門的知識を有する人材の育成を通した地域がん医療の均てん化を目標とし、
放射線療法の品質管理や前立腺癌密封小線源治療の技術講習、内視鏡下の診断・治療等、各職種の専門的分野に特化し、４コー
スを開設しています。

大学院

インテンシブ

コースの実績

教育

地域

地域

地域

地域

Ｈ24/4

Ｈ24/6

Ｈ24/4

Ｈ24/6

Ｈ24/4

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　
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3
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0
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3
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2

3
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3
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3
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3

22

2

3

10

3

15

3 

30名程度

30名程度

3名程度

15名程度

2

3

10

3

15

2

3

10

3

15

コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

( 博士 ) 集学的がん治療スペシャリスト養成コース
（がん薬物療法専門医師養成コース）
ー新規抗がん剤開発に精通した専門医養成コースー
 ( 博士 ) 集学的がん治療スペシャリスト養成コース
（放射線治療専門医師養成コース）
ー高精度放射線治療に精通した専門医師養成コースー
( 博士 ) 集学的がん治療スペシャリスト養成コース
（緩和ケア専門医師養成コース）
ーチーム医療に精通した精通した専門医養成コースー

( 修士 ) 医学物理士養成コース

(インテンシブ) 超音波内視鏡下診断・治療 (EUS-FNA 含む )

(インテンシブ) X 線吸収線量測定実習

(インテンシブ)上部消化器がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離術ESD

(インテンシブ)前立腺がん密封小線源永久挿入療法・チーム医療

教育 Ｈ24/4

Ｈ24/4教育

教育 Ｈ24/4

2 0 2 1 2 0 2 2

1 2 1 0 1 0 1 1

1 0 1 0 1 0 1 1

コーディネーター 

コンセプト
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臨床現場のみならず、研究者として先端的医療とトランスレーショナルレサーチ (TR) を牽引できる人材育成を目標に掲げ、①
臨床試験（多施設，単施設）の立案と参加による臨床研究者の育成を推進するため、専門医師養成コース（博士課程）に、臨
床研究センターによるトランスレーショナルリサーチのカリキュラムを追加し、② e-learning（全国がんプロ e-learning ク
ラウドを、基礎腫瘍学・臨床腫瘍学の講義として単位認定）を導入し、③最先端の高精度放射線治療で中心となり活躍できる
人材を養成する目的を達成するため、医学物理教育の発展・拡充などを推進してまいります。

①臨床試験（多施設，単施設）の立案と参加による臨床研究者の育成を推進。
②平成２５年度から博士課程大学院生の講義に全国がんプロ e-learning クラウドを導入（単位として認定）し、教育環境の整
備を推進。（履修者：平成２５年度１１名、平成２６年度１０名）

③医学物理士認定機構の教育コース施設認定に申請し、平成２４年度、２５年度の条件付き認定から、さらなる医学物理教育
の拡充を図り、平成２６年度から正式コースとして認定された。大学院生を含めた TR共同研究として、北里大学病院の放
射線腫瘍医、診療放射線技師と協力し、月1-2回程度のマシンタイムをいただき、修士論文研究テーマ、および病院リニアッ
ク（治療機）を用いた共同研究を進めた。また、徳洲会湘南鎌倉病院の協力を得て、最先端の粒子線治療施設にて実習を行い、
同時に放射線治療品質管理ツールの開発を行った。その他、放射線医学総合研究所の陽子線を用いた実験、群馬大学重粒子
線医学研究センターの重粒子線を用いた実験へ大学院生と共に参加した。

低侵襲治療技術の開発研究の推進、技術の普及を目的に、①学内の研修医、病棟医、留学中の外国人医師を対象に、アニマル
モデルを用いた ESDハンズオンセミナー（インテンシブコース）内視鏡治療技術の講習会を実施し、②放射線治療に携って
いる診療放射線技師を対象として、放射線治療品質管理における線量測定の講義と実機による測定を通して測定技術を習得し、
職場における線量管理が出来ることを目的として、高精度放射線治療の品質管理に関わる講習会の実施（インテンシブコース）
を行った。また、③前立腺癌に対する I-125密封小線源療法の治療技術の向上・普及ならびに安全管理の体制整備に資するこ
とを目的に、医師、看護師、診療放射線技師を対象として前立腺がん密封小線源永久挿入療法・チーム医療（インテンシブコース）
を開催した。特に低侵襲治療技術は、患者・家族のQOLの向上のみならず、医療人の負担軽減にも寄与する重要な課題である。

①内視鏡治療技術の講習会の実施（インテンシブコース）
　平成25年11月 7日（木）に、「学内ESDハンズオンセミナー」を開催した。
約15名の医師が参加した。ブタの胃と大腸を使用し、上級医から直接指導を受
けた。終了時間になっても内視鏡を離そうとしないほど、熱心に研修を行った。

②高精度放射線治療の品質管理に関わる講習会の実施（インテンシブコース・X線吸収線量測定実習）
　平成24年度は20名、25年度は28名の診療放射線技師が参加し、参加施設の放射線治療の線量測定精度の向上に寄与
できた。

③低侵襲治療技術に関わる講習会の実施（インテンシブコース・前立腺がん密封小線源永久挿入療法・チーム医療）
　実習を主体とした研修会であり、平成24年度13名、平成25年度は22名が受講し、本治療の普及・質的向上と安全管
理におけるチーム医療の推進に貢献できた。

本拠点における達成目標に対する実施状況

先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成 

概要

平成 24・25 年度実績
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患者に高品質かつ安全ながん診療を提供するためには、チーム医療は不可欠である。チーム医療を牽引する医療人を育成する
ため、①各臓器別にキャンサーボードを推進した。肺癌1回 /週、胃癌・食道癌１回 /2週、肝胆膵１回 /2週、大腸癌１回
/4週等。原発不明癌では複数の診療科・部門のスタッフが集い、年に数回（発生時適時）検討会を実施した。また、頭頸部癌
の放射線治療患者については、治療専任看護師の陪席の下、頭頸部外科医と放射線腫瘍医との合同診察を実施している。②が
ん集学的診療センターの設置と臨床研究の推進、③放射線治療品質管理室・医学物理部門の設置などを行った。

①平成24年11月 14日、食道癌キャンサーボードの主催で、食道癌治療における各職種の取
り組みの発表会を行った。食道癌治療は治療法の選択肢も多く、内科、外科、放射線科、看護師、
薬剤師、放射線技師、栄養士など多職種による集学的治療が展開されている。100名近い参
加者があり、チーム医療の真髄を実感した。

 

②がん集学的診療センターの設置と臨床研究の推進
　がん集学診療センターを設置し、腫瘍内科医（薬物療法専門医）を中心に抗がん化学療法のレジメンの整理、登録・管理を
行うとともに標準的がん化学療法の実施環境を整備した。

③放射線治療品質管理室・医学物理部門の設置
　平成25年度10月に放射線治療品質管理室・医学物理部門が設置され、新大学病院に導入される放射線治療機器の線量測定、
治療計画装置との整合性の検証などコミッショニングに大学院修士学生が医学物理士とともに参加し、線量測定の実際を体
験した。

①海外から著名な研究者を招へいし、がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン学術招待講演会を開催。②日本医学物理士
認定機構の支援を受けて、医学物理士養成コースの教員が海外研修に参加した。③コース在籍大学院生が国際学会（ASTRO（米
国放射線腫瘍学会））にて研究成果の口演・ポスター発表を行った。

①がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン学術招待講演会（平成24年度）
平成２４年度は６回の講演会を企画し、いずれも20名前後の参加者があった。
大学院における国際化推進の一助となった。
１）6月28日　場所：医学部Ｍ５号館　Ｍ－３７講義室

Prof. Christer Betsholtz “Pericytes - the unknown neighbor of the endothelium”
２）7月3日　場所：医学部Ｍ１号館９階　大学院ゼミ室

Dr. Peter Baluk “Angiogenesis and Lymphangiogenesis in Mouse Models”
３）9月28日　場所：医学部Ｍ１号館９階　大学院ゼミ室

Prof. Ralf. H. Adams “Ephrin - B2 controls VEGF-induced angiogenesis and lymphangiogenesis”
４）10月 30日　　場所：医学部Ｍ１号館９階　大学院ゼミ室

Prof. Michael Detmar “Lymphatic Endothelium ‒ a critical modulator of tumor progression and 
metastasis”

５）2月6日　場所：医学部Ｍ５号館　Ｍ－３７講義室
Prof. Holger Gerhardt “Branch or expand? Endothelial cell dynamics regulating vascular patterning”

チーム医療を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

国際性をもったがん医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

平成24年度
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６）3月19日　場所：医学部Ｍ５号館　Ｍ－３７講義室
Prof. Melody A. Swartz “Tumor-associated lymphatic vessels: More than an escape route”

１）2月24日　場所：医学部Ｍ１号館９階　大学院ゼミ室
Prof. Lena Claesson-Welsh “VFGF-regulated vascular permeability: Molecular mechanisms and contribution 

to disease”
２）3月24日　医学部Ｍ５号館　Ｍ－３７講義室
Prof. Napoleone Ferrara “Angiogenesis: Basic and Translational Aspects”

②教員が医学物理士海外研修に参加、研修先 ; University of Texas MD Anderson Cancer Center（米国テキサス州ヒュー
ストン）（平成25年5月）、ASTRO（米国放射線腫瘍学会）にてポスター発表、Georgia World Congress Center (Georgia, 
Atlanta, USA) ( 平成 25年 9月 )。

③コース在籍大学院生1名が米国放射線腫瘍学会（ASTRO）にて研究課題が口演発表に採択され、また、２名がポスター発
表を行った。（平成24年）

近隣がん医療従事者を対象に、①6月に消化器内科EUS－ FNAコース、②1月にX線吸収線量測定のインテンシブコース、
③11月に医学物理セミナーを開催し、地域がん医療の向上に貢献した。
また、市民への情報発信として、北里大学３研究科合同のホームページを開設した。

①近隣がん医療従事者を対象とした消化器内科EUS－ FNAコースの開催
　北里EUSトレーニングセミナー
　平成25年 6月29日（土）に北里大学東病院において、北里EUSトレーニングコースを
開催した。近隣から約30名の医師（他の医療機関）が参加して行われた。EUS-FNAが保
険収載され、各施設において臨床への導入が急務となっているが、この技術の習得は一朝一
夕では行えない面がある。今回のトレーニングコースでは、EUS-FNAに焦点をあて、①ラ
イブデモンストレーション前のレクチャー、② EUS-FNAのライブデモンストレーション、
その後実際にモデルを使用した③ハンズオントレーニングの3部構成で行った。1日であ
る程度 EUS-FNAの基礎を修得できる内容を企画した。参加者からは実際の臨床に応用で
きる知識と技術が習得でき、実りあったとの評価をいただいた。

②放射線治療に従事する技術職を対象としたX線吸収線量測定のインテンシブコースの開催
　平成24年度は20名、25年度は28名の診療放射線技師が参加し、参加施設の放射線治療の線量測定精度の向上に寄与
できた。

③放射線治療専門医療従事者・学生を対象とした医学物理セミナー
の開催
「分子標的薬と放射線生物学の最前線」と題して、分子標的薬と
放射線生物学の最新の知見についての講演会を平成25年11月
23日（土）に品川で開催した。全国から36名の医師、診療放
射線技師の参加があり、活発な議論が行われた。

平成25年度

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信

概要

平成 24・25 年度実績
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■分野別連携事業「チーム医療」委員会主催ワークショップ実施
　WS開催日時：平成２５年８月２日　１３：００～１７：００
　場所：慶應義塾大学信濃町キャンパス
　タイトル：「化学療法・維持療法におけるチーム医療を考える」

概要
始めに佐々木准教授にがん化学療法の動向について講演をしていただいた。小グループに分かれて自己紹介を行ったあと、 
SEAの手法を用いて、グループワークで気づいたことを全体発表会で発表した。
ロールプレイでは、佐々木准教授の経験した症例の提示があり、その症例に対して医療チームとしてどのように対応するべき
か、グループのメンバーで話し合い、SP（模擬患者）を患者役として医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、作
業療法士、臨床検査技師、視能訓練士、栄養士などのロールプレイ（実際の職種と異なる役）を演じてお互いに（異なる職種）
としての経験をし、感じ方や考え方の違いを実感した。
慶應義塾大学、東京医科歯科大学、聖路加看護大学、東京歯科大学より、医師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、薬剤師、
看護師の各職種の資格を持つ院生（計15名）が参加、タスクフォースは主にチーム医療委員会委員と佐々木准教授が行った。
実施後のアンケートでは、参加者の修得度の自己評価は3.8(4 点満点 ) と高く、参加者の興味に合っていたか、難易度は適正
かなどの質問にも好評価であった、特に、多職種間でのグループワークやロールプレイにより、他の職種の考えかたや感じ方
を学ぶ事ができた、チームでの連携について学ぶ事ができたなどの意見が聞かれた。改善点として、もう少しグループワーク
を多く行いたいという意見が挙げられた。実際の事例を題材として立場の違いを踏まえて行うこのような学びは有用で、参加
者が自施設で実践できるようになる事が望ましいと考えられる。

 

連携活動
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①近隣がん医療従事者を対象に、6月に消化器内科EUS、1月にX線吸収線量測定のインテンシブコース、11月に医学物理
セミナーを開催し、地域がん医療の向上に貢献した。また、市民への情報発信として、当該事業の本学HPを開設した。専
門医師養成コースの入学者減少についての対策として、大学病院と連携し、大学院生の病院でのアルバイト勤務制度を開始し、
全国がんプロ e-learning クラウドによる e-learning システムを利用した講義等（３科目）を単位認定することで、大学院
生の多様な勤務状態に合わせた教育環境を整備した。平成26年度に向け、緩和ケア専門医コースのカリキュラムの充実を
図り、リクルートを強化する。来年度には１名の入学予定である。

①本事業により大学院医療系研究科「医学物理士養成コース」が医学物理士認定機構の教育コースとして認定されたことによ
り医学物理士の育成が推進された。
②新大学病院に放射線治療品質管理室・医学物理部門が設置されたことにより放射線治療品質管理者を育成する環境が整備さ
れた。

③本事業により薬物療法専門医が育成され、新大学病院に「がん集学的診療センター」が設置されたことにより効率的がんチー
ム医療の推進と臨床研究体制の充実が図られることとなった。

④緩和ケアの責任者の職位を教授としたことにより緩和医療体制の充実に向けて環境が整備された。
⑤密封小線源永久挿入療法の技術普及体制が充実されたことによる治療技術の均てん化への貢献が期待される。

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

現時点での改善・実施

がんプロ終了後の継続的発展について
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北里大学大学院・看護学研究科
がん看護学　教授　稲吉　光子コーディネーター 

看護生涯教育モデル化における理念のもと、がん医療の高度化・複雑化・国際化に伴う治療・療養過程全般の管理について、
幅広い実践能力を有する専門看護師の養成と役割開発を行います。そのために、特定行為 ( 診療の補助 ) を行う能力の養成が
可能な新規性のあるカリキュラム編成となっています。学術提携をしているUniversity of California, Los Angels との国際
交流から、教育・研究が推進されています。

日本看護系大学協議会による専門看護師教育課程 ( がん看護学専攻 ) の認定を受けていない修了者等に「実習」を開講し、資
格取得を支援するコースです。本がん看護学専攻分野は平成25 年 4月より38単位履修コースに認定されているため、ケア
とキュアを統合する実践への理解を深められます。

がんの治療や療養生活、そしてその後を生きていく全般をがんサバイバーシップと呼びます。このようなビジョンを持って教育・
研究を推進しています。看護実践は evidence based practice を重視しています。

・がん体験者の生存期間のみならず、人生の質が問われる時代を迎え、がん体験者に対する長期的なケアの必要性が高まって
います。この状況を踏まえ、平成24年、米国のCancer survivorship Clinic（長期にわたる治療や経過観察を必要とする
がん体験者に対するケアに特化した診療部門）で研修し、その体験を看護雑誌に掲載し紹介しました。

・平成25年は、がん体験者と共同してサバイバーシップケア試案の作成に取り組みました。現在も継続中です。今後はこの
試案を基に、診療報酬制度や医療提供システムなど、わが国の現状を踏まえつつ、ケアの実現に向けて関係部門と検討して
いきます。

・平成 26年度開講する「がん薬物療法看護学」の教材として、医師と専門看護師との共同マネージメントの視点から
evidence based practice の事例を作成しました。

大学院

インテンシブコース

コースの実績

本拠点における達成目標に対する実施状況

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

教育

教育

Ｈ25/4

Ｈ25/4

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　

( 修士 ) がん看護専門看護師養成コース（３８単位履修）

( インテンシブ ) がん医療に携わる専門医等の研修

-

-

-

-

6

1

4

0

6

1

0

1（予定）

6

1

6

1

コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

コンセプト
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がん医療のサービスは一般の人々と医療専門職との知識差が大きく、医療消費者にとって理解しにくいものになっています。
医療消費者のニーズに応えるために、チーム医療に関する教育・研究を推進しています。

・日本看護系大学協議会より専門看護教育課程 (38単位 ) に認定されました。 ( 平成 25年 3月 )

・専門看護師の能力が身についていることを重視するため、７つの core competencies を実習評価に導入しました。
 これらは a) direct care competency、b)consultation competency、c)systems leadership competency、
 d) collaboration competency、e)coaching competency、f)research competency、g)ethical decision-making, 
moral agency and advocacy competency です。

先進的ながん医療をおこなうために、学術提携している米国の大学と本研究科との教育・研究を推進しています。教員や学生
は国際学会の発表、英語論文の投稿に積極的に取り組んでいます。

・平成24年度国際学術交流は、University of California Los Angels 夏期特別研修の中の
大学院生対象プログラムとして、がんClinical Nurse Specialist と Nurse Practitioner 
の指導のもとに実習しました。

・平成25年度国際学術交流は、University of California Los Angels の教員と大学院生を招へいして、大学院生対象プロ
グラムとして、女性のフィジカルアセスメント演習、両大学院生の研究発表会などを実施しました。

・平成24年度国際学会17th International Conference on Cancer Nursing (Prague, Czech Republic) にて、教員3
題、修論を発表した修了生5題発表しました。修了生のポスター発表がInternational Cancer Nursing Newsの研究レポー
トとして掲載されました。

・平成25 年度国際学会1st  Asian Oncology Nursing Society Conference (Bangkok, Thailand) にて、教員2題、
修了生1題を発表しました。　　　

・分野別委員会「看護」によるがん国際セミナーを共催しました。

チーム医療を推進できる医療人の養成 

概要

平成 24・25 年度実績

国際性をもったがん医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績
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北里大学大学院・看護学研究科

インターネットの利用者が増加し、情報通信技術を基盤とするオンライン上の健康教育が普及してきています。地域市民のニー
ズに応えるために遠隔医療に関する教育・研究を推進しています。

・オープンキャンパスに参加した高校生と母親を対象にして、学生と教員が子宮頸がんの予防について健康教育活動をしまし
た。学生はがん予防教育を学ぶ機会となりました。

・子宮頸がんのリスクコントロールに関するDVDを制作し、看護系大学への配布をしました。
・在宅患者の褥瘡に関する遠隔コンサルテーションの実証研究を行っています。
・修士論文の研究課題「外来で術前がん化学療法を受ける乳がんサバイバーへの遠隔看護」として指導しています。

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信

概要

平成 24・25 年度実績
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国際性を持ったがん医療人の養成（評価：C）
＜指摘事項＞
平成25年度
・本プラン外と思われる同大学国際部の活動を強調しているため
＜改善・実施報告＞
・看護学研究科へのがんプロ予算配分では、単独で国外からの招へいすることは、不可能です。看護学部の国際交流委員会と
がんプロ委員との共同で実施が可能となります。

・分野別委員会「看護」で慶応大学健康マネージメント研究科が予算を確保しており、北里大学、聖路加国際大学が共催して、
「がん国際看護セミナー」に取り組んでいます。

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成（評価：C）
＜指摘事項＞
平成24年度
・「がんサバイバーシップクリニックの開設に向け頑張ってほしい。」等
平成25年度
・「診療報酬がつくものから始めていただき、まず実績を作っていただきたい」等
＜改善・実施報告＞
・サバイバークリニックの開設に向けて、神奈川県立がんセンターと北里大学病院のサバイバーも参加して検討しています。

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信 (評価：C)
＜指摘事項＞
平成25年度
・「名称に「がんサバイバー（シップ）」を入れることが重要。そうすることで、国民に広く、重要性を認識させるきっかけになる。」
等

＜改善・実施報告＞
・サバイバークリニックの開設に向けて、神奈川県立がんセンターと北里大学病院のサバイバーも参加して検討しています。

・専門看護師 (38単位履修 )コースとインテンシブコースは継続可能です。
・平成27年 3月で専門看護師 (38単位履修 ) コースの修了生が出る予定です。38単位履修のカリキュラムで習得した高い
アセスメント能力を活かして、修了後には専門看護師のみならず医師と協働することが可能です。診療部や看護部からの支
援を得ることで、がん医療の質的向上が期待されます。

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

現時点での改善・実施

がんプロ終了後の継続的発展について
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北里大学大学院・薬学研究科

北里大学大学院・薬学研究科
薬剤学　教授　伊藤　智夫コーディネーター 

医療薬学履修コース（博士課程、修業年限４年）。特別講義（臨床腫瘍学概論、がん薬物治療学、がん医療学、がん社会学など）
医療薬学特別演習、医療薬学特別研究。修了要件：特別講義10単位以上，特別演習目5単位，特別研究15単位の計30単
位以上。社会人向けのため土曜開講、講義収録・配信システムを利用、長期履修制度あり。

神奈川県相模原市における病院薬剤師および薬局薬剤師を対象とした、講演会の開催。

がんプロ講演会「がん医療における病―薬連携」を、平成26年 3月 15日に北里大学相模原キャンパスで開催し、北里大学
病院薬剤部、北里東病院薬剤部、近隣の保険薬局のみならず、北里大学病院医師、北里大学薬学部学生など計３８名の参加者
があった。

薬学分野別委員会・在宅分野別委員会共同企画シンポジウム「がん患者の在宅医療の現状と課題」を、平成25年 7月7日に
慶應義塾大学芝共立キャンパスで開催した。

コンセプト

大学院

コースの実績

教育 Ｈ24年度

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　

医療薬学履修コース（博士課程、修業年限４年） 1 0 1 0 1 0 　　1 1

コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

本拠点における達成目標に対する実施状況

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信 

概要

平成 24・25 年度実績

連携活動
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医療薬学履修コース（博士課程）は、社会人薬剤師を対象とした修業年限４年のコースであるため、修学年限と学費が問題と
なって、平成24年度以降、入学者が確保できていない。通常の大学院生はティーチングアシスタント制度やリサーチアシス
タント制度を利用可能であるが、社会人大学院生には適用されない。一方、本履修コースで開講している講義については、現在、
Ⅰ期がんプロで入学した学生と、薬学研究科の他の履修コースの学生が講義を履修している。
本履修コースの講義・演習・実習内容をインテンシブコースとすること、あるいは、がん医療の専門家を養成して社会に貢献
するという本履修コースの目的に鑑みて、社会人薬剤師を対象とした学費減免制度を導入して入学者を確保することを検討し
ている。

本研究科の取り組みは、がん専門薬剤師またはがん薬物療法認定薬剤師が学位（博士）を取得することで、最先端の知識・技
能を修得し、がん医療チームの一員として活躍できるようになることを目的としている。社会人薬剤師を対象としているため
学生の確保が難しい状況であり、学生の入学状況の推移を見て、がんプロ終了後の対応を考えたい。

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

現時点での改善・実施

がんプロ終了後の継続的発展について
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首都大学東京大学院・人間健康科学研究科

博士前期課程医学物理士コースでは、放射線による高度で質の高いがんの診断および治療を実施するための医学物理士を養成
し、かつ国際的な連携を構築できるがん教育改革の担い手となる高度専門医療人を育成します。また、博士後期課程医学物理
士コースでは、臨床研究を推進し高度先端医療の一翼を担うことができる人材育成を行う。

既に臨床に従事する医学物理士および医学物理士認定試験合格者等を対象とし、専門家による e-learning 教材と、集中講義、
演習および実習により高度で先端的な放射線診療に欠かすことのできない確かな知識を提供することで、がん診断および治療
技術の均てん化を図る。

 

高精度放射線治療が広く普及し、物理・技術的品質管理に関するガイドラインなどが整備されている一方で、具体的な実施法
については，各施設試行錯誤のなか構築されている現状があり，知見を共有する場が求められている。本学では高度で先端的
な放射線診療に欠かすことのできない確かな知識と能力を有する医学物理士を供給することを目的とし、大学院生が積極的に
これら技術に触れる機会を設けるために先行施設から講師を招き、セミナーを開催している。また、臨床研究を推進し、新た
な放射線治療技術や診断技術の開発を可能とする人材の育成のために、がんプロ主催による研究会を開催している。

大学院

インテンシブ

コースの実績

先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成

概要

首都大学東京大学院・人間健康科学研究科
放射線科学域　教授　福士　政広コーディネーター 

コンセプト

研究

研究

教育

Ｈ24年度

Ｈ25年度

Ｈ25年度

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　

( 修士 ) 博士前期課程医学物理士コース

( 博士 ) 博士後期課程医学物理士コース

( インテンシブ ) 放射線治療物理学インテンシブコース

5

-

-

5

-

-

7

1

20

5

1

421

7

1

20

6

1

0

7

1

20

7

1

20

コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

本拠点における達成目標に対する実施状況
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＜講習会等＞

平成24年07月 28日 臨床医学物理研究会（主催） 30名参加
平成24年08月 11日 臨床医学物理研究会若手会（主催） 34名参加
平成24年10月 07日 医学物理士高精度放射線治療ガイドライン講習会（共催） 120名参加
平成24年11月 17日 臨床医学物理研究会若手会（主催） 32名参加
平成24年12月 08日 臨床医学物理研究会（主催） 30名参加
平成25年03月 02日 臨床医学物理セミナー（主催） 170名参加

平成25年06月 15日 臨床医学物理研究会若手会（主催） 32名参加
平成25年06月 29日 臨床医学物理研究会（主催） 15名参加
平成25年11月 30日 臨床医学物理研究会若手会（主催） 18名参加
平成26年03月 22日 医学物理士実践セミナー（主催） 12名参加
平成26年03月 29日 臨床医学物理セミナー（主催） 128名参加

＜業績＞

国際論文1編（共著）、国内学会発表8件（筆頭）・6件（共同）、表彰2件、研究会等講師2件

平成 24・25 年度実績

平成24年度

平成25年度

平成25年度

臨床医学物理研究会の様子

医学物理士実践セミナーの様子

臨床医学物理研究会若手会の様子

臨床医学物理セミナーの様子
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首都大学東京大学院・人間健康科学研究科

医学物理士の業務は医師、診療放射線技師、看護師との連携が必要であり、チーム医療を実現することでより効率的な診療が
可能となる。特に放射線治療医による放射線治療学の講義は高度で質の高いがんの診断および治療を実施する上で貴重である。
本学では大学院生およびインテンシブ教育の発展のために、日本医学物理士会との共催により放射線治療医を招いた講習会を
平成25年度より年1回開催している。

平成25年07月 06日　医学物理士講習会（共催）　216名参加

　　　　　　　　医学物理士講習会の様子

日本の高精度放射線診療技術を海外に提供し、本大学院生は外国人と共に講義を受けることで国際的な医療技術を習得するこ
とを目的として、アジアからの留学生の受け入れを強化している。
また、学会等における情報収集では、日本医学放射線学会、日本放射線腫瘍学会、日本医学部物理学会、ASTRO,ECRなど国
内及び国際学会において、がんの基礎から臨床までの最新知識の情報収集を行い、大学院教育の改善に役立てている。

＜外国人留学生＞

2名（台湾、モンゴル）

＜海外調査＞

チーム医療を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

国際性をもったがん医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

平成25年度

平成24年度

5月 ICCR2013 ( オーストラリア ) 1 名
5月 ECR2013 ( オーストリア ) 3 名

2月 SPIE Medical Imaging ( アメリカ ) 2 名
2月 FIRST国際シンポジウム（札幌） 3名
3月 ECR2014（オーストリア） 2名

平成25年度
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「先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成」で記載した研究会、セミナー、講習会につい
ては、その参加者を医師、診療放射線技師と広く募ることで地域がん医療向上のためのインテンシブ教育としても重要な役割
を担っている。
また、本学で実施しているがんプロについての解説、講習会等に関する情報を広く提供するため、平成25年度8月より「が
んプロフェッショナル養成基盤推進プラン」のホームページを開設した。本学がんプロの活動内容が広く一般に公開されるこ
とにより、本医学物理士コースへの入学希望者の増加に貢献している。また、次回の講習会等の参加者にとっても有用な情報
となっている。

講習会等の実績は「先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成」を参照

＜ホームページ＞
平成25年8月15日
がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
ホームページ開設
更新回数　13回
アクセス数　8240 （平成26年 6月27日現在）

筑波大学 e-learning を利用した東海大学主体の「大学・職種横断的最先端放射線治療コース（インテンシブコース）」の運営
について、東海大学・北里大学・慶應義塾大学・信州大学・聖マリアンナ医科大学・山梨大学・国際医療福祉大学と連携をと
り、教材コンテンツの構築を進めている。平成24年度は日本の標準プロトコルである標準計測法12について3講義を収録し、
平成25年度は計測理論、計測ソフトウェアの構築、核医学物理について3講義を収録している。
また、平成25年度には博士後期課程の臨床実習について協議する「医学物理士コース特別臨床研修研究会」を開催した。

平成24年度の外部評価では「チーム医療を推進できる医療人の養成」の評価で低かったため、平成25年度には7月に日本
医学物理士会との共催で医学物理士講習会を開催し、放射線治療医を招き、実践的な講義をコースの大学院生に提供すること
で改善を行った。また、「国際性を持った医療人の養成」の評価が低かったため、医学物理に関係する新しい国際会議から情報
を収集し、コースの授業に還元することとした。また、積極的に外国人留学生を受け入れることにより国際的な学習・研究体
制を構築した。

本学の医学物理士コースは現状で入学希望者が定員を上回っており、このクオリティを維持していくことで、がんプロ終了後
も維持・発展させることが可能である。さらに、博士後期課程の教育実績を積むことで、医学物理士認定機構に博士後期課程
の認定コースを申請し、前期・後期課程で一貫した医学物理士教育を実現する。

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信

概要

平成 24・25 年度実績

連携活動

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

現時点での改善・実施

がんプロ終了後の継続的発展について

研究会・セミナー・講習会情報首都大学東京がんプロ
ホームページの開設
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信州大学大学院・医学系研究科

信州大学大学院・医学系研究科
包括的がん治療学講座　教授　小泉　知展

信州大学医学部では、新規講座「包括的がん治療学講座」を開設した。医学教育での若手医師育成のみならず、都道府県がん
診療拠点病院としての医療人育成の責務推進のための基盤推進の場となっている。がん化学療法、放射線治療、緩和医療の専
門医師を配置し、包括的に診療および教育指導ができる体制を構築した。

博士取得のための研究テーマに応じて基礎コースおよび臨床コースを選択させる。全院生に対して在学期間中に、研究以外に
実臨床の研鑽期間を設け、トランスレーショナル研究の重要性、テーマの発掘等の視点を養い、リサーチマインドを有するが
ん専門家の養成を目指している。がん治療でも標準治療の実践と臨床研究の違いを認識させる。

本学では、研究テーマに応じて、臨床コースと基礎コースを選択させ研究指導を行うが、必ず新規講座が担当する通院治療室
および病棟での臨床実践の期間を設定している。これにより基礎および臨床コースいずれを選択しても、ＴＲに関連、寄与で
きる研究テーマの立案および研究指導を行っている。新規講座では一診療科で扱う臓器がんのみならず、多がん種を扱うこと
から、豊富な疾患を経験できる。また、多施設共同研究の臨床研究の対象患者も多いこと、本学附属病院は樹状細胞免疫ワク
チン療法の先進医療を行っていることから、先端的医療の視点で、指導を行える診療体制も整備できている。

院生入学者予定数を２人と定め、平成24年度２名、平成25年度４名、平成26年度3名の入学者を得ている。
該当院生の中で、平成24年度がん薬物療法専門医の取得者1名を得た。
院内キャンサーボードに参加させ、他がん種および多職種からなる意見交換に参加させた。
主幹校が開催したＴＲシンポジウムに2名の院生が参加した。

講座

大学院

コースの実績

先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成

平成 24・25 年度実績

コーディネーター 

コンセプト

本拠点における達成目標に対する実施状況

地域 Ｈ24/10

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　

( 博士 ) リサーチマインドを有するがん医療人育成コース 2 2 2 4 2 3 2 2

コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

概要
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臨床研鑽期間には、通院治療室および入院患者の主治医としてがん患者の診療に従事させる。
患者・家族への病状説明などを行わせ、指導者の指導のもと接遇面の対応を養う。
がんサロンで定期開催する患者向け勉強会に参加また、講師を担当させる。

本がんプロプランの支持療法部門の主催で行われる支持療法シンポジウムを平成25年 11月、本学が担当して松本で開催し、
所属院生にも出席させた。（連携活動参照）
リレー・フォー・ライフに、2名の院生が事前の企画・計画から介入し、24時間がん患者（サバイバー）と交流する機会を得た。

　　　　リレー・フォー・ライフ・ジャパン信州まつもと

臨床研修期間では、毎週月曜日に行われる入院患者症例の多職種（医師、看護師、薬剤師、がん支援・相談担当、がん登録実
務者など）からなるカンファレンスに参加し、主治医として受け持ち患者の総合的な視点でがん医療を行う姿勢を養わせている。
緩和医療のカンファレンスに参加させ、院内全体の緩和対象の患者の事例検討に参加させる。

所属院生は、毎週行われる緩和カンファレンス等を通じて多職種の意見を聴取、取り入れながらチーム医療の重要性を実感・
習得できた。

　　 緩和ケアカンファレンス　　　　　　         緩和ケアセミナー

本学は、「地域に貢献するがん専門医の養成」を主目的として本プランを申請しているが、がん治療は、急速な進歩を遂げている。
その進歩に追随していくうえでは、国際性ないしは国際的視点を有する医師であることが求められる。院生には、自身の研究テー
マを国際学会での発表、英文論文執筆を最低限の課題とし、本がんプロ連携校の主催する外国人講師の講演などに積極的な参
加を促している。

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成 

概要

平成 24・25 年度実績

チーム医療を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

国際性をもったがん医療人の養成

概要
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信州大学大学院・医学系研究科

平成24年度：アメリカ臨床腫瘍学会（ＡＳＣＯ）に教員4名が出席し、学内で帰朝報告会を開催した。
平成25年度：アメリカ臨床腫瘍学会（ＡＳＣＯ）に院生2名と教員1名が出席し、学内で帰朝報告会を開催した。
　　　　　　　アメリカ胸部疾患学会に所属院生1名が自身の研究結果を発表した。
　　　　　　　院生1名が英文論文2編の共著者となっている。

本学には、社会人大学院生として地域がん診療連携拠点病院に勤務している院生も存在する。よって、地域のがん拠点病院と
連携してがん専門医養成も、本プログラムの重要な骨子である。また、今まで本医学部附属病院で研鑽した医師を地域の病院
に人材派遣・交流を行ってきたが、所属院生にはがん医療専門家を目指し、地域医療に貢献する目的意識を持たせる。
所属院生には市民公開講座に参加させ、市民感覚でのがん診療を体験・実感させる。がん拠点病院として開催する緩和セミナー
に参加させ地域連携の重要性を学ぶ。

所属院生以外に、当院で臨床研鑽し、がん薬物療法専門医を取得した2名を、地域がん拠点病院に派遣した。
市民公開講座を定期的に開催し、院生にも聴講させた。
本学附属病院が主催した緩和ケアセミナーにファシリテイターとして院生1名を参加させた。
地域の団体と連携して、医療セミナー・シンポジウムを開催した。

　　　　　　　　　　　　　　　　山極勝三郎生誕150周年記念シンポジウム

■山梨大学との交換講演会の開催
　本学では、山梨大学と連携して、年一回交換講義（または講演）を行い、情報交換・発信及び共有化を図っている。
平成24年度「骨髄増殖性腫瘍に関する最近の話題」山梨大学血液・腫瘍内科学講座　桐戸敬太教授
　　　　　　  「肺がんの診療について」信州大学包括的がん治療学講座　小泉知展教授
平成25年度「医学工学融合研究からがん診断支援装置の開発へ」山梨大学解剖学講座細胞生物学教室　竹田扇教授
                   「悪性リンパ腫診療の現状と課題」信州大学医学部保健学科　石田文宏教授

　　　　　　　　　　　　　　　　

平成 24・25 年度実績

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信

概要

平成 24・25 年度実績

連携活動
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■市民公開講座・シンポジウムの開催
　がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン分野別委員会（支持療法）主催の市民公開講座・シンポジウム「がん医療　次
のステップへ－がん患者のＱＯＬを高めるサポーティブケア－」を、平成25 年 11 月 23 日（土）に、本学本キャンパス
旭総合研究棟を会場に開催した。
　大学院生・医療関係者・一般市民約100名が参加し、活発な討議が行われた。

平成24年度外部評価においては、評価項目の内「研究科として掲げられている目標について、コース概要・活動方針・計画
が充実している」、「先端的医療とトランスレーショナルリサーチ（TR）を推進できる医療人の養成」、「患者・家族・医療人の
QOL向上を推進できる医療人の養成」、「チーム医療を推進できる医療人の養成」、「国際性をもったがん医療人の養成」の5
項目に対しＣ判定があった。
各項目について改善を行った結果、平成25年度はＣ判定が「国際性をもったがん医療人の養成」の１項目のみとなり、改善
の結果が現れた結果となった。
また、平成25年度には、本事業グループの外部評価とは別に、評価委員として患者団体代表、行政担当者、本学附属病院長（が
んプロ評価委員）を評価委員とした本学独自の外部評価を実施した。

　　信州大学がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン外部評価委員会

■講座
本事業により設置した「包括的がん治療学講座」を継続し、スタッフも引き続き雇用することにより、がん化学療法、放射
線治療、緩和医療を包括的に診療実践及び研修できるような診療・教育体制を維持する。

■大学院コース
大学院博士課程の教育コース「リサーチマインドを有するがん医療人育成コース」を事業終了後も継続し、若手医師への指導、
研究者養成にも寄与する指導的医療人の養成を引き続き行う。

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

がんプロ終了後の継続的発展について

現時点での改善・実施
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聖マリアンナ医科大学大学院・医学研究科

聖マリアンナ医科大学大学院・医学研究科
医学研究科長　伊東　文生

様々ながんについて、次世代を担う人材の育成を目指しており、臨床研究、基礎研究、Translational Research 研究を学ぶ
ための教育を行う。その応用としてPhase 0 試験を行う。また、学生に対し学内だけでなく、学外の研究所、製薬企業等で
の研修を可能とし、これまで不十分であった企業から研究者への要望や、厚生労働省から見た医師主導治験への必須事項を理
解し、産官学の連携を促進できる人材を育成する。

合同カンファレンス、キャンサーボード、勉強会の研修などを通じてチーム医療を推進するだけでなく、自主的に臨床試験を
実施し、医師主導治験にも参加することで、自ら問題点を明確にし解決できる人材を育成する。また、早期探索的臨床試験を
含めてがんの臨床研究をサポートできる人材を育成する。

第 1学年にがん診療の基礎を学び、第 2学年で研究計画作成、第 3学年で学外研修、第 4学年で自立した診療・研究
のコースを設立するため、平成 25年度はがん薬物療法や臨床試験に習熟した教員１名を採用している。Translational 
Research(TR) の整備のために、教員を国内留学させ、実験手技を修得させており、また必要な大型実験機器の購入選定を行
うとともに、付随研究として TRを含めた医師主導治験を開始している。学生が TRを志望しているため、国内で先進的な施
設との共同研究を計画し、平成26年度より国内留学予定である。なお平成26年度より医薬品医療機器審査機構に勤務歴の
ある教員を採用している。

平成24年度にコースの充実をはかるため教員を1名採用した。平成23年度にがんプロを修了した医師を助教に採用し、平
成24年には国内留学によりTranslational Research(TR) のためのKinase Array を用いた実験手技を習得し、現在学内で
基礎実験を開始している。なお、研究設備充実のため平成26年度にKinase Array 実験機器の購入が決定した。平成25年
度に2名のがんプロ大学院への進学者があり、他大学とTR共同研究のためのプロトコールを作成し、IRB承認後、臨床検体
を収集した。平成26年度より学外研修にてこれらの検体を用いたTR研究を開始した。また、平成25年度に同がんプログルー
プ内での協力により多施設共同臨床試験を開始した。

大学院

インテンシブ

教育

研究

H25/4

H24/10

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　

早期探索的研究者育成コース ( 博士 )

早期探索的研究者育成コース（インテンシブ）

0

2

0

2

2

5

2

4

2

5

1

4

2

5

2

           5 

コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

本拠点における達成目標に対する実施状況

先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

コーディネーター 

コンセプト

コースの実績
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がん患者とその家族のQOL向上を推進できる医療人の養成は重要な課題であり急務である。しかしながら本領域は幅広く全
てを網羅することは困難であることから、担当者が携わる領域におけるがん患者とその家族のがんサバイバーシップの向上（特
に女性がん患者の女性としてのQOL向上）を目指して活動を進めている。具体的には、若年性がん患者の妊孕性温存に関する「が
ん・生殖医療」の実践を通じて、医療人の養成を行っている。

１．特定非営利活動法人日本がん・生殖医療研究会の立ち上げ
２．平成24年11月 3日：第1回日本がん・生殖医療研究会開催：聖マリアンナ医科大学教育棟にて

３．平成25年1月26日：第2回日本がん・生殖医療研究会開催：TKP東京駅前会議室 カンファレンスルームにて

１．平成25年 4月 25日：がんと生殖に関するシンポジウム2013- 妊孕性温存の診療を考える開催：大手町ファーストス
クエアカンファレンス

２．平成26年 2月 2日：がんと生殖に関するシンポジウム2014- 血液疾患患者さんの妊孕性温存対策のこれからを考える
開催：ベルサール飯田橋駅前ホール

  

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

平成24年度

平成25年度
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聖マリアンナ医科大学大学院・医学研究科

チーム医療教育体制の整備として、チーム医療に関するコースを設け、チーム医療を推進できる高度な医療人の養成を行う。チー
ム医療に関する研修会等の大学連携事業を積極的に開催するとともに、参加者・受講者等の質的評価によるフィードバックに
より、教育のより一層の充実をはかる。設置されているがん職種横断的組織である腫瘍センターに加え、キャンサーボード等、
がん職種・臓器横断的委員会の活動を充実させ、医療人養成に生かす。また、多職種間での意見交換を活発に行い、相互の職
種間の理解を深める。

目標を達成すべく、各分野にわたり、チーム医療を推進できる医療人の養成活動を行っている。チーム医療に関する大学連携
事業（研修会等）では、がん職種・臓器横断的取り組みの例として、平成24年度は、「がん骨転移治療と口腔ケア」「分子標
的薬による皮膚障害対策講演会」「総合診療科と腫瘍内科の役割」等を開催し、平成25年度は、「がん手術後のリンパ浮腫」「が
ん骨転移治療のマネジメント」等を開催した。いずれもがん職種・臓器横断的に多数の参加者を集め、様々な分野のがんの事
例を学ぶとともに、職種ごとの役割を学ぶことにより、チーム医療を推進できる医療人の養成につながっている。

国際性を持ったがん医療人養成を目的として、海外より招請した医療人によるセミナー・講演会の開催、海外機関への視察お
よび研修、外国人特任教員の採用、国際学会への発表などを行う。また、英語による教育の実施を行う。

学内でのセミナー実施は以下である。
平成24年度 ･･･1 件
平成25年度 ･･･0 件

国際学会発表は以下である。
平成24年度 ･･･35件
平成25年度 ･･･43件

この2年間はがん診療に関する知識の普及に関する活動を主として行った。患者
及び地域市民に対する啓発活動として、がんプロフェッショナル養成基盤推進プ
ラン主催で年1回の公開講座を開催し、さらに本学放射線医学講座企画の講演会
を平成25年に1回開催した。また医療従事者を対象とした講演会・研修会は各
分野、教室主催でこの2年間に計26回開催し、がん診療に関する知識の普及に
つとめた。緩和治療に関しては緩和ケア研修会を平成21年から年1回継続して
開催している。
なお上記の本学の活動状況についてはがんプロフェッショナル養成基盤推進プラ
ン地域医療推進コンソーシアム（平成26年 5月 10日慶應義塾大学）において
報告した。

チーム医療を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

国際性をもったがん医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信

概要

第27回MRC
癌転移抑制と抗アテローム効果を期待する新規薬剤、
マウスを用いた効果の検討等について
Dr.JUAN ANTONIO BERNAL RODRIGUEZ
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１．患者・地域市民に対する教育啓発
（１）がんプロ主催市民公開講座
　　第1回　平成25年2月13日「知って安心、がん予防のためにすべきこと」参加者104名
　　第2回　平成26年1月15日「最新のがん治療を知ろう」参加者93名。アンケート調査では89%
                   の出席者から良好との評価を得た。

（２）放射線医学講座主催
        平成 25年 11月 19日「専門家と考えるあなたのための乳がん検診」参加者約80名

２．地域医療に関する大学連携事業
（１）医療者を主な対象とした研修会を2年間で26回開催した。腫瘍センターやがん関連各診療科が主催し、出席者は

11名～134名であった。
（２）緩和ケア研修会を平成24年7月21、22日、平成25年8月3、4日に開催した。

～学外・民間で学ぶことは重要と思われるので活発に行ってほしい。～
大学院生がPMDAでの研修や民間製薬企業での研修により興味を持てるよう、PMDA勤務歴のある教員を採用し教育を行う
ことで改善をはかる。これまでも Faculty Development を目的として、製薬企業の開発部へ出向させ企業内医師の役割など
を大学院生にも指導してきたが、民間製薬企業の医師を講師として招いての講演など、大学院生に情報提供できるような体制
を整える。またトランスレーショナルリサーチ希望者の研修については他のがんプロコースへの研修等、TOP10の枠組みを
超えた取り組みを企画している。

～活動実績に本プランの活動でない物があると思われる。10大学での共同活動が求められる。～
活動実績については、がんプロの教員より持ち込まれた企画をがんプロ内で検討し、合同活動として行っており、講演内容は
大学院生の学習内容として開催している。今年度は他大学との共催の講演会を検討している。
キャンサーボードの主目的は診療であるが、大学院生およびインテンシブコース履修生には症例毎の問題点や議論内容につい
て学ばせる。チーム医療を評価するための臨床試験を行っており、さらにはそれを患者のQOL改善につなげることを検討し
ている。

・今期のがんプロで採用した助教および大学院修了者については、可能であれば本学で継続的に雇用したいと考えている。研
究課題はがんプロ終了後も同コースにて重要な研究を引き続き継続予定である。インテンシブコース修了者については、当
院のがんチーム医療に参加するだけでなく、臨床研究にも積極的に参加してもらう。

・がん医療に携わる専門職を作るために、がんプロ終了後も、これまで同様に教育・研究活動を継続する予定である。

平成 24・25 年度実績

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

現時点での改善・実施

がんプロ終了後の継続的発展について
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聖路加国際大学大学院・看護学研究科

聖路加国際大学大学院・看護学研究科
看護学研究科　教授　林　直子

博士前期課程のがん看護専門看護師教育課程在学生を主たる対象とし、高度化，複雑化するがん医療において、患者が抱える
多様な問題に対し、卓越したアセスメント能力や症状マネジメントのスキルを有する看護職を育成する。国内外の研究医療機
関において先駆的がん看護実践に取り組む講師を招聘し、学修環境の調整や連携の強化を図る。

本学で養成し全国各地でがん医療に携わる有資格者に対し、継続教育の機会を通して看護職のキャリア開発を支援し、がん看
護の発展に寄与する人材を育成する。実践能力および他職種との協働やコンサルテーションに応じる能力を習得したがん看護
専門看護師，がん化学療法看護認定看護師を継続的に輩出することで、がん看護の質の向上を目指す。

 

がん化学療法をはじめ、症状マネジメント、遺伝子診断、生殖医療等、がんの先端医療に精通し、直接ケアにおける看護実践
能力および他の医療職との協働やコンサルテーションに応じる能力を修得したがん看護専門職を継続的に輩出する。

がん化学療法看護認定看護師教育課程として６月～２月に教育コース (615時間 ) を実施し、平成24年度は27名が受講し、
平成25年度は21名が受講した。フィジカルアセスメント演習や、脚部付中心静脈挿管シミュレーターを用いた薬剤投与管
理演習を取り入れ、がん化学療法における投与管理技術や看護実践に関する実践的スキルの充実を図った。がん看護専門看護
師は、平成24年度、25年度に養成した院生が、平成26年に認定審査を受ける予定である。

大学院

インテンシブ

コースの実績

教育

地域

H24/4

H24/4

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　

( 修士 ) がん看護　上級臨床実践コース

( インテンシブ ) がん看護　スキルアップコース

2

30

1

28

2

30

4

20

2

30

1

13

2

30

2

           30

コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

概要

平成 24・25 年度実績

コーディネーター 

コンセプト

本拠点における達成目標に対する実施状況

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成
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聖路加国際病院と提携病院であるMDアンダーソンがんセンターとの連携も見直し、チーム医療に必要な知識とコラボレーショ
ン能力、ならびに、国際性を有する医療人の養成を行っていく予定である。実践能力および他職種との協働やコンサルテーショ
ンに応じる能力を習得したがん看護専門看護師，がん化学療法看護認定看護師を継続的に輩出することで、がん看護の質の向
上を目指す。

平成24年度は、大学院修士課程がん看護上級実践コースを開講し高度な看護職育成を行った。がん患者に特化したフィジカ
ルアセスメントや、がん患者の生殖医療、がん特有の症状マネジメントに関する講義と演習を踏まえ、がん治療専門施設、在
宅緩和ケアを実施する訪問看護ステーションにおける実習を実施した。各科目においてはがん治療専門医やがん看護専門看護
師等に講師・指導を依頼し、複雑化するがん治療や多様な療法の場で生かす、系統的な専門的知識、技術、態度の育成を図った。

平成25年度も平成24年度と同様の講義と演習を踏まえ、先駆的ながん治療を行う大学病院、および在宅緩和ケアを実施す
る訪問看護ステーションにおける実習を実施した。各科目においては、がんプロ全国 e-learning クラウドを活用した学習も実
施した。

海外の研究医療機関における先駆的がん看護実践を学修する環境調整を図り、連携を一層強化し、国際性を持ったがん医療人
の養成を図る。また、海外研修、および海外招聘講師によるセミナーを通じて国際的視野を有するがん看護専門職の育成、さ
らに国内外医療機関との連携強化による専門的知識、技術を共有する。

平成 24年度は、11月には米国MayoClinic のナースを講師に迎えがん看護・急性期看護の現状に関する研修会を開催
し、情報や意見交換を行った。3月には、米国National Institutes of Health、The George Washington University 
School of Nursing を訪問し、がん上級実践看護師教育、緩和ケアやがん治療における、症状マネジメントや看護ケアに関す
る視察を行った。

平成25年度は、2月に米国Hospice Hawaii 代表の Kenneth Zeri 氏を海外招聘講師に迎え、在宅緩和ケアをテーマにし
たがん看護国際セミナーを開催した。同時に、がん看護領域の大学院生を対象に、Kenneth Zeri氏を講師として各々の研究テー
マに関するコンサルテーションの機会を設けた。3月には、米国で開催されたホスピス緩和医療学会年次集会（The annual 
assembly of the American academy of hospice and palliative medicine）に参加した。

概要

平成 24・25 年度実績

平成24年度

平成25年度

国際性をもったがん医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

平成24年度

平成25年度

チーム医療を推進できる医療人の養成
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聖路加国際大学大学院・看護学研究科

本がんプロの目途の一つである地域医療への貢献として、全国で活躍するがん化学療法看護認定看護師を対象としたスキルアッ
プ講座を開催する。また、継続教育の機会を通して看護職のキャリア開発を支援する。またがん看護専門看護師が主催するコ
ンサルテーション事業を開催する。

平成24年度は、がん看護専門看護師コース修了後認定審査を受ける candidates、がん看護専門看護師を対象にしたがん看
護事例検討会を開催した。またがん看護専門看護師が主催するコンサルテーション事業を開催した。がん化学療法看護認定看
護師を対象にしたスキルアップセミナーを１回開催した。

平成25年度も、がん看護専門看護師コース修了後認定審査を受ける candidates、がん看護専門看護師を対象にしたがん看
護事例検討会を開催した。またがん看護専門看護師が主催するコンサルテーション事業を計画した。がん化学療法看護認定看
護師を対象にしたスキルアップセミナーを開催した。

■平成24年度　The George Washington University School of Nursing

演習用 lab ＆シミュレーターの一部

平成25年度　看護国際セミナー 講師：Kenneth Zeri 氏

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信

概要

平成 24・25 年度実績

平成24年度

平成25年度

■平成25年度　スキルアップセミナーの様子
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今後は学内でのがんプロ活動を含めて、聖路加国際病院と連携・協働してチーム医療を推進できる医療人の養成を大学院生、
インテンシブコース生、病院スタッフを含めて行っていく。
また、平成25年度は、看護国際セミナーでホスピスハワイより講師を招聘し、大学院生に対しては、がん看護や緩和ケアな
どそれぞれの研究テーマに関するコンサルテーションも行った。本年度は、海外研修を企画しており、チーム医療に必要な知
識とコラボレーション能力、国際性を有する医療人の養成を行っていく予定である。
スキルアップセミナーに関しては、26年度は首都大学東京との共催にて開催することに予定変更した。これにより、地域が
ん医療の向上、ならびに、各大学の看護職と連携を強化していく予定である。
また、聖路加国際病院との連携により、今年度以降は、看護職やコメディカル、地域市民を対象とした講座の開催をがんプロ
として計画し、情報発信を行っていく予定である。

今後は聖路加国際病院とも連携・協働して、継続的な活動や発展ができる。スキルアップセミナー等については、受益者負担
として受講料を設定することで、活動を継続する予定である。

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

現時点での改善・実施

がんプロ終了後の継続的発展について
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東海大学大学院・医学研究科

東海大学大学院・医学研究科
血液・腫瘍内科学　教授　安藤　潔

がん橋渡し研究に貢献できる人材を養成するTRコース。がん臨床研究に貢献できる人材を育成するCRCコース。そして、医
学物理士養成コースは、資格取得を目指し放射線治療のチーム医療、研究に貢献できる人材を育成する。次世代のがんの個別
化医療実現のために必要な人材を養成することにより、効率の良いがん医療を推進することを目指している。

放射線腫瘍学、技術学、医学物理に関わる最先端の知識をお互いに共有し有機的なチーム医療に関われる人材を養成する。
e-learning クラウドを利用し全国から参加できる。それぞれが専門化し分散しがちな各職種、分野を再統合した知識をアップ
デートし、他職種の内容をも理解して、最先端の放射線治療に総合的に関われる効果が期待できる。

日本の臨床腫瘍学、 白血病の治療・研究の中心を担っている Japan Clinical Oncology Group （JCOG）、Japan Adult 
Leukemia Study Group （JALSG）等に所属し、全国多施設共同のがん臨床試験に参画している。臨床試験に参加するのみ
でなく、JCOG で現在行われている第3 相試験の事務局を担い、また、JALSG のプロトコール検討委員会にも加わっている。
がん医薬品開発は多くの新規抗癌剤治験に参加し、産学連携による前臨床試験も推進、東海大学医学研究助成金によりがんプ
ロ学生の研究支援などを行なっている。

■平成25年度コース設置
　【修士】がんCRC養成コース
　　　　  医学物理士養成コース
　【博士】がんTR研究者養成コース
　平成25年度 がん TR研究者養成コース修了者 　1名

大学院

インテンシブ

コースの実績

教育

教育

研究

教育

Ｈ25/4

Ｈ25/4
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Ｈ24/6
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がん CRC 養成コース ( 修士 )

医学物理士養成コース ( 修士 )

がん TR 研究者養成コース ( 博士 )

大学・職種横断的最先端放射線治療コース（インテンシブ）
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コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

本拠点における達成目標に対する実施状況

先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

コーディネーター 

コンセプト
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■がんに関する学会発表数
　平成24年度　口頭（海外）1件、口頭（国内）3件、ポスター（国内）1件
　平成25年度　口頭（海外）1件、口頭（国内）2件、ポスター（国内）1件

■論文数（がんに関連したもので、かつ自身が筆頭著者となっているもの。in press 含む）
　平成24年度　英語　４件、平成25年度　英語　４件

■第14回神奈川県県域地区産婦人科 学術講演会（後援）
　「ヒト・パピローマウィルス（HPV）感染と子宮頸癌の発生について」
　　平成25年3月14日（木）　【参加者71名】

■東海大学公開シンポジウム（主催）
　　「子宮頸がん根治治療における今後の展開」　平成25年9月21日（土）【参加者数31名】

　　 　　　　　　 
■ Academy of Cancer Experts (ACE)（慶應義塾大学主催）
    The 5th Multidisciplinary Clinical and Translational Research Workshop へ本学より2名参加
    平成 26年 3月21日（金）～23日（日）

　

米国フレッドハッチンソンがん研究センターの移植後患者QOL向上のための長期フォローアップ外来の導入。さらに、がん
患者リハビリの推進を図る。

フレッドハッチンソンがん研究センター（米国・シアトル）との協力・支援を踏まえて、平成24年度より準備を進めてきた、
患者QOL向上のための外来診療の長期フォローアップ体制「造血幹細胞移植患者長期フォローアップ外来」を開設した。個々
の症例に対して最も効果が高く安全な治療を提供することが可能となった。また、根治が不可能であっても、進行を遅らせる
ことにより、がんを慢性疾患とすることを可能とし、患者QOLを向上させることが可能となった。
また、連携大学（10大学15研究科）の連携事業である分野別委員会の支持療法分野別委員会では、本学が責任大学となり「第
1回 がんのリハビリテーション講演会」を開催した（P73「連携活動」参照）。

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績
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東海大学大学院・医学研究科

キャンサーボードを毎月1回開催、チーム医療のためのメディカルコーチング研究会を実施、国立がん研究センター主催のが
んチーム医療研修会に参加、患者・家族のためのがん哲学外来を推進する。
シンポジウムやセミナーに関しては、医療従事者が必要とする先端的な内容をテーマに選択して開催する。

■日本コーチ協会 第 14回 年次大会
　　「医療におけるコーチングの展望　日本の視点から」平成24年6月23日（土 )
　　講演者の1人として、本学より安藤潔教授（血液・腫瘍内科学、メディカルコーチング研究会 世話人代表）が出席した。

■東海大学公開シンポジウム（主催）　
　 　「各分野において望まれる医学物理士のあり方」　
　　平成24年12月 8日（土）【参加人数24名】
　　　　　　　　　　　　　 
■臨床腫瘍セミナー（第1回～第10回）
　【参加人数180名程度】

■第13回東海大学 悪性リンパ腫研究会プログラム  平成 25年 2月7日（木）
　【参加人数27名】　
　　　

■がん哲学外来市民学会 第 2回大会（主催）平成25年7月6日（土）【参加人数184名】

■東海大学医学物理セミナー（主催）
　  「部位毎の IMRT治療計画とQA/QC」  平成 26年 1月26日（日）【参加人数85名】

■キャンサーボード（毎月第3火曜日開催）
　・平成25年度　開催回数：8回　　参加人数：194名

チーム医療を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

平成25年度

平成24年度
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国際共同臨床研究に参画、大学院生のための英会話指導、米国フレッドハッチンソンがん
研究センターとの共同研究や、視察を行なう。

■東海大学・慶應義塾大学 講演会　
　「米国放射線 腫瘍学研修の現状」  平成 24年 11月 25日（日）【参加者25名】
　講師 Dr. David T Miyamoto (Instructor in Radiation Oncology, Harvard
    Medical School) 
　　　 
■ベルリッツ英語講座
大学院生を対象としたベルリッツの英語講座を開講し、質の高い英語力により国際学会
等で論文発表できるスキルアップを身に着けることができた。
【平成24年度】（4時間×2日間を2回）開催。受講者　計6名。
【平成25年度】（4時間×2日間を2回）開催。受講者　計8名。
 

■フレッドハッチンソンがん研究センター（米国・シアトル）へ派遣
・派遣者数　教員1名（血液・腫瘍内科学）
・派遣期間　平成25年11月 1日（金 )～ 16日（土）

 

本学ホームページへがんプロ専用のホームページを設置し、地域市民ならびに医療従事者へ最新の情報を提供した。本学医学
部付属４病院へポスターの掲示ならびにチラシや資料等の設置など、付属４病院が足並みを揃えて対応することで、さらに広
く情報を発信する。
地域医師会向けの講演会の開催を予定している。

本学医学研究科がんプロフェッショナル養成基盤推進プランのホームページでは各教育コースの紹介、各講演会やシンポジウ
ムの案内ならびに実績を掲載している。

インテンシブコースの募集時には、応募フォームなどを設置し参加者へ応募要項等を案内
している。また、がんプロ全国 e-learning クラウドのリンク先を貼り付けるなどし、筑
波大学との協力を経て運営している。更新回数は15回程度／年となっている。
さらに、平成25年12月にアクセスカウンターを設置し、下記のとおりの集計となった。
■集計期間：平成25年12月 12日（木）～平成26年5月31日（土）
■アクセスログ合計：3,885件（月平均647.5 件）

 　　　　 

国際性をもったがん医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信

概要

平成 24・25 年度実績
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東海大学大学院・医学研究科

■慶應義塾大学・東海大学・東京歯科大学・信州大学（4大学合同事業）
　公開講座「口腔がん治療の均てん化・標準化」
　平成25年12月 8日（日）
　会場：東京・秋葉原　UDXカンファレンス6Fホール
　　　　講演者の1人として本学より太田嘉英教授（口腔外科学）が出席した。

　 

連携大学（10大学15研究科）の連携事業である分野別委員会の支持療法分野別
委員会では、本学が責任大学となり下記講演会を開催した。
■がんプロ支持療法（サポーティブケア）分野別委員会企画
　「第1回 がんのリハビリテーション講演会」　平成26年2月28日（金）【参加人数91名】

　　　 　　　　　 　
【アンケート】※一部抜粋
・貴施設において、リハビリテーションが実施されている
がん患者はどの程度おられますか。
①常にいる　　                  　      59 名
②時々いる（月に1例程度）　       10 名
③まれにいる（半月に1例程度）      1 名
④ほとんどいない（年に1例程度）   3 名
⑤全くいない  　                           1 名
⑥その他 　                                  2 名

・がん患者にとってリハビリテーションは有効と考えられますか。
①とても有効である　　　　 　　 　57名
②少し有効である　　　　　　　　  15名
③どちらとも言えない　　　　　　    3 名
④有効でない                                  1 名

連携活動
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■チーム医療を推進できる医療人の養成
・国立がん研究センターが提供する「がん化学療法医療チーム養成にかかる指導者研修」を受講し、大学院生教育に取り入
れる。

・学内キャンサーボードでは医師、看護師、薬剤師、放射線技師、その他のコメディカルスタッフ合同の症例検討を行って、
チーム医療の推進を引き続き行なう。

■国際性をもったがん医療人の養成
・大学院生に対しベルリッツが提供する英語プレゼンテーション講座（2日間）の案内をする。
・米国 Fred Hutchinson Cancer Research Center との共同臨床研究および移植後患者長期フォローアップ外来実施の
ための見学派遣を引き続き行なう。

■地域がん医療の向上と地域市民への情報発信
・本学付属４病院においてがんプロの活動を広報する。
・地域の各医師会や関連研究会の連絡網等を通じて幅広い広報を展開していく。
・地域医師会に向けて定期的に癌治療に関連する公開講座を実施する。
・地域市民に向けて「がん哲学外来」を広報する。
・E-learning 聴講生を地域病院からの応募者を優先して採用する。

■大学院入学者の増員を目指す（魅力ある医学研究科の策定）
　　・本学 大学院 医学研究科
　　　＊過去５ヵ年の入学定員充足率
   　　　　 博士課程：入学定員35名（11.4％～82.9％）
　　  　修士課程：入学定員10名（20.0％～100.0％）

■各教育コースの充実
　　・平成25年度に開設した4つのコースについてさらなる充実を図る。

■「造血細胞移植患者長期フォローアップ外来」の充実
・フレッドハッチンソンがん研究センター（米国・シアトル）へ教員1名を派遣し、がん先端医療のノウハウを積極的に取
り入れ、治療に生かしていく。

■「がん専門医」の資格取得者をさらに増やしていく
　　・欧米諸国に較べ、日本ではまだ少ないため、実績をあげるように引き続き努力していく。

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

現時点での改善・実施

がんプロ終了後の継続的発展について
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東京歯科大学大学院・歯学研究科

東京歯科大学大学院・歯学研究科
東京歯科大学　口腔がんセンター　准教授　野村　武史

本学はがんに関わる専門歯科医師の育成を目的として、２コースの博士課程を設定している。１つは口腔がん診断と治療の基
本、そして TR研究を学ぶコースで、もう一つはがんの支持療法、特に口腔癌切除後の顎顔面補綴分野における高度な歯科治
療ならびに摂食・嚥下リハビリテーションを専門とする歯科医師を養成するコースである。各々規定のコースワークの修了後、
博士号（歯学）を修得する。

口腔がん研究を臨床に活かせる専門歯科医師養成コース
わが国では希少癌と位置づけられている口腔がんに対し、トランスレーショナルリサーチ（ＴＲ）を通した口腔がん研究を立
案し、臨床診断・治療に応用できる専門歯科医師の養成を行っている。
<主な研究テーマ＞
・口腔扁平上皮癌におけるがん幹細胞の同定と臨床応用
・口腔扁平上皮癌におけるメタボロームを用いた分子標的マーカーの同定
・口腔扁平上皮癌における唾液マーカーを用いた早期診断法の確立

■初期研修セミナー
　開催日　平成24年7月31日、8月1日
　　　　　平成25年8月7日、8日
 

大学院

コースの実績

教育

研究

Ｈ24/4

Ｈ24/4

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　

( 博士 ) がん治療支持療法のための歯科医師養成コース

(博士 ) 口腔がん研究を臨床に活かせる専門歯科医師養成コース  

1

2

0

0

2

2

2

1

2

2

1

1

1

2

1

2

コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

概要

平成 24・25 年度実績

コーディネーター 

コンセプト

先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成

本拠点における達成目標に対する実施状況
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■大学院博士課程修了者と研究テーマ

研究テーマ「口腔扁平上皮癌を対象とした細胞診自動解析装置の開発のための研究」　吉田佳史大学院生
研究テーマ「Narrow Band Imaging (NBI) システム搭載拡大内視鏡による早期口腔癌診断法の確立」　関根理予大学院生

研究テーマ「舌扁平上皮癌の発癌過程におけるBmi-1,ZEB1の発現」　栗原絹枝大学院生
研究テーマ「上顎腫瘍切除後におけるインプラントを用いた顎補綴再建治療の生体力学的検討」
　　　　　　金 美良大学院生

■第58回日本口腔外科学会総会・学術大会　優秀ポスター賞の受賞
　演題名「舌扁平上皮癌の発癌過程におけるBmi-1,ZEB1の発現」　栗原絹枝大学院生
　

平成24年度より、本学大学院歯学研究科にがん患者の支持療法（サポーティブケア）のプロフェッショナルを育成するコー
スを開設した。本コースは顎補綴コースと嚥下・リハビリテーションコースの２つに分かれる。
■顎補綴コース：がんの医療現場における支持療法、特に頭頸部癌切除症例に対する顎顔面補綴分野における高度な歯科治療
を提供できるスペシャリストの養成を目的とする。
■嚥下・リハビリテーションコース：頭頸部癌術後の口腔機能回復のために重要な口腔ケア、摂食・嚥下リハビリテーション
に関わるスペシャリストの養成を目的とする。

平成24年度

平成25年度

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成

概要



77

東京歯科大学大学院・歯学研究科

平成24年度に顎補綴コース　大学院生が1名入学した。また平成25年度には摂食・嚥下リハビリテーションコース　大学
院生が1名入学した。これにともない、支持療法を習得するためのコースワークを作成した。

 

本学はがんに関わる歯科医師育成に関わる唯一の歯科大学という特徴を担っていることから、歯科医療がかかわる重要なテー
マ、口腔がん治療、がん医療における口腔ケア、顎補綴、摂食・嚥下リハビリテーション分野における、多職種との勉強会、
交流会を開催している。また、合同事業への参加により、多職種との情報交換を頻繁に行っている。

第１回　がん患者における摂食・嚥下リハビリテーション
開催日：平成２６年１月１１日
参加人数：３３名（医師、歯科医師、言語聴覚士、看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士）
 

第１回　顎顔面補綴技工研修会
開催日：平成２６年１月１8日
参加人数：３０名（歯科技工士、歯科学生、歯科医師）

平成 24・25 年度実績

チーム医療を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績
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本学大学院生に対し elective study への参加を奨励し、国際性をもったがん医療人育成に力を注いでいる。また本学教員に
おいても、がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン指導医として、教育あるいは、研究の指導強化のため、海外派遣を実
施している。

平成25年2月　Cebu Doctors’University, Philippines に歯科ボランティアとして本学がんプロ大学院生が出張
平成25年10月 21日～24日　スペイン・バルセロナにて第２１回 International Conference on Oral and
　　　　　　　　 　　　　　　　   Maxillofacial Surgery に参加

本学では口腔がんの啓発と早期発見を目的として、地域歯科医師会と合同で口腔がん検診や、一般市民への講演会を行っている。
こうした活動の中でがんプロフェッショナル養成基盤推進プランでは、様々なプロダクトを開発し知識の普及を図っている。

１．口腔がん説明動画の作成
・口腔がんの発生に関するＣＧ
・放射線治療における粘膜炎の発現に関するＣＧ
・化学療法における粘膜炎の発現に関するＣＧ
・誤嚥性肺炎のメカニズムに関するＣＧ

２．舌がん模型・口腔がん啓発リボンの作成
 

国際性をもったがん医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信

概要

平成 24・25 年度実績



79

東京歯科大学大学院・歯学研究科

３．がんサバイバーとの共催事業への参加
　平成24年　9月15日、16日　第3回RELAY FOR LIFE JAPAN in Chiba に参加
　平成25年　9月21日、22日　第4回RELAY FOR LIFE JAPAN in Chiba に参加
  

４．口腔がん検診
 

１．支持療法分野別委員主催　合同事業
第5回「がん医療現場での口腔ケア」研修会　（慶応義塾大学との合同事業）
開催日：平成25年11月２日　
参加人数：２９名　（がん拠点病院勤務の看護師・歯科衛生士）
内容：講義、相互実習、マネキンを用いての実習

連携活動
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昨年度以下評価委員会における報告のなかでいくつかのご指摘をいただき、今年度の事業に反映させた。以下に改善点につい
て述べるが、詳細は平成25年度活動実績を参照されたい。

■口腔ケアの分野での発展を今後ますます期待する。【評価B】
本年度は単独事業として開催していた口腔ケアセミナーを分野別委員との共同事業として発展させた。また新たにがん患者
に　おける摂食・嚥下リハビリテーションセミナー、顎顔面補綴技工研修会を開催した。さらに支持療法ホームページの設
置など口腔ケア、支持療法の全国への均てん化に努めた。

■ＴＲ研究とのかかわりを明確にする。【評価B】
わが国では希少癌と位置づけられている口腔がんに対し、本学においてもがん幹細胞の同定やメタボローム解析の手法を用
いた分子標的マーカーの同定、口腔癌の早期診断における唾液マーカーの同定に関する研究を試みている。がんプロ大学院
生においてもＴＲ研究を推進し、今年度はがんプロ大学院生1名がこの分野において口腔外科学会賞を受賞した。

本学大学院歯学研究科に設置されたコースであり、歯科医師にとって口腔がんの診断と治療、またはがん医療現場での周術期
管理は極めて重要な分野であるため、本事業が終了後もこの2コースは継続する予定である。

現時点での改善・実施

がんプロ終了後の継続的発展について

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について
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山梨大学大学院・医学研究科

山梨大学大学院・医学研究科
山梨大学医学部　血液・腫瘍内科　教授　桐戸　敬太コーディネーター 

コンセプト

地域がん医療の向上に重点をおいた大学院のコースとして「地域がん特進コース」を設置した。このコースでは、総合医的が
ん医療人の育成を目標とし、基礎および臨床の多数の講座がその教育に携わっている。さらに、社会人大学院生の就学支援の
ため夜間講座や e-learning の活用に力をいれている。

がん診療においては、まずがんの正確な診断を行うことが重要である。現在、がんの診断は主に生検組織の病理学的な所見に
基づいて行われているが、生検時の侵襲性、病理学的診断の客観性、簡便性などの課題も指摘されている。そこで、山梨大学
では解剖学講座を中心に、探針エレクトロスプレー法と質量分析を組み合わせた新たながんの診断方法の開発を推進している。
このプロジェクトには、がんプロフェッショナル養成基盤推進プランの大学院生も参加している。将来的には、この手法につ
いて、診断のみならず、がん薬物療法の効果を予測するための新たなバイオマーカーとしても利用することも目指す。

山梨大学医学部解剖学講座　竹田扇教授より大学院生に向けた講義を開催
平成25年3月9日：TRシンポジウムでの発表
平成26年2月7日；信州大学にて、大学院交換講義開催

大学院

コースの実績

地域 Ｈ25/4

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　

( 博士 ) 地域がん特進コース 0 0 2 2 2 2 　　2 2

コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

本拠点における達成目標に対する実施状況

先端的医療とトランスレーショナルリサーチ (TR) を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績
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山梨大学地域医療学講座を中心に、がん患者およびその家族を対象とした「がんピアサポート」事業を行っている。また、「が
んピアサポート」に携わる医療従事者やがん体験者を対象とした研修会を開催し、その質を高めることを目指す。さらに、遺
伝子疾患診療センターを設置し、家族性腫瘍の遺伝カウンセリングにあたっている。

QOL向上に関する大学間連携事業への参加
がん患者のQOLを高めるサポーティブケア　(平成25年 2月2日 ) にて発表
講演タイトル：「緩和ケア分野での取り組み」山梨大学医学部麻酔科学講座　飯島哲也

がんピアサポート研修会：4回開催
がん遺伝相談　1件

多職種参加型の研修会として「腫瘍センターセミナー」および「緩和ケア勉強会」を定期的に開催し、研修会への参加を通じ
て医師、薬剤師および看護師のチームによるがん診療について学習を深める。また、医師、看護師および薬剤師からなる緩和
ケアグループによる回診と、栄養士を中心とした栄養サポートチームによる回診を行っており、大学院生もそこに参加するこ
とによりチーム医療について、on the job でより実践的に学習することを目指している。さらに、平成26年度には、抗がん
剤のレジメン審査／登録について、医師と薬剤師に加えて通院センター看護師、がん薬物療法専門看護師および医療事務担当
も加えた新たなチームに改変し、今後は、大学院生も参加する予定である。

平成24年11月 16日：緩和勉強会　子宮がんの緩和ケア：参加者　45名
平成25年 2月21日：がん治療に漢方は役立つか？：参加者　56名
平成25年 9月10日：緩和ケアにおける精神科的アプローチ：参加者　93名
新規チームによる抗がん剤レジメン審査件数：30件

国際的に活躍するためのトレーニングとして、がんプロ大学院コースに所属する大学院生は、修学期間中にそれぞれの研究分
野についての国際学会での発表および専門国際誌への投稿を目指している。国際学会での発表後は、そのレポートについて学
内でも報告会を開催することとしている。大学としての国際交流としては、海外の大学から講師を招聘し学内での研修会を開
催している。

平成25年7月9日に、甲府市においてNational University of Singapore から 3名の講師を招聘し、講演会を開催
講演タイトル；Up-date of Gastric Cancer Treatment
参加人数；25名

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

平成24年度

平成25年度

チーム医療を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

国際性をもったがん医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績
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山梨大学大学院・医学研究科

地域市民へのがん診療についての最新の情報を提供することを目的として、市民公開講座の開催を行ってきたが、平成26年
度からは、がんプロ担当教官による地方自治体発行の広報誌へのコラム執筆を開始した。また、地域のがん診療レベルの向上
を目的として、地域において、がん診療に従事している医師、薬剤師および看護師を対象としたセミナー「腫瘍センターセミナー」
を年に3-4回開催している。この講演会の開催は、大学のホームページのほか、地域の医師会誌や医師会や薬剤師会のホームペー
ジに掲載するなど、多くの方々に対して情報提供を行っている。

（１）市民公開講座の開催
平成25年10月および11月に、市民公開講座　（すこやかに生きる：がんの現状と治療の最前線）を山梨県中央市お
よび山梨県都留市の２カ所において開催。

　 がんの外科治療、がん薬物療法および放射線治療について、山梨大学医学部の専門医（がんプロフェッショナル養成基盤
推進プラン担当教官）が講演。

　 参加人数：　中央市会場　80名、都留市会場　70名
(2)   腫瘍センターセミナーの開催

平成24年9月10日：治療関連性血液腫瘍について（参加人数；38名）
平成24年10月 15日：大腸がん化学療法の現状（参加人数；35名）
平成24年11月 12日：整形外科医からみた転移性骨腫瘍（参加人数；41名）
平成25年1月21日：がん化学療法と妊孕性（参加人数；31名）

平成25年6月3日：分子標的薬による皮膚障害の対処法（参加人数；50名）
平成25年11月 25日：抗がん剤使用に対する安全対策（参加人数；45名）
平成26年1月20日：腫瘍と神経系（参加人数；40名）

概要

平成 24・25 年度実績

平成24年度

平成25年度

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信
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1. 大学間連携事業をより推進させるため、信州大学との間で肺がんおよび血液腫瘍（悪性リンパ腫）についての共同プロ
トコールによる臨床試験を計画中。
2. 地域がん医療の向上および地域市民への情報発信については、地域の患者団体と協同で進める「がん体験者によるがん
ピアサポート事業」にがんプロ大学院生の参加を予定。
3. 山梨大学単独で進めている、TR事業（探針エレクトロスプレーを用いたがんの新しい診断法の開発）について、大学間
連携事業に発展させ、より大規模に検体収集を行う。
4. 上記事業については、イギリスのレスター大学との共同研究に発展させる計画。これにがんプロ大学院生を参加させる
ことにより、大学院生の国際性の向上に努める。

1. 大学院コースである「地域がん特進コース」については、本事業終了後も自主財源を持って継続することを計画。
2. 腫瘍センターセミナーは、前期がんプロからの継続事業であり、今期のがんプロ事業が終了後も独自に継続予定。
3. TR 事業についても、がんプロ終了後も大学間連携および国際共同の両面で継続発展を計画。

現時点での改善・実施

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

がんプロ終了後の継続的発展について
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国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科・薬学研究科

国際医療福祉大学大学院
医療福祉学研究科・薬学研究科

国際医療福祉大学副学長、大学院上席副大学院長　天野　隆弘

がんプロフェッショナル多職種連携重点コースによる医療人育成に取り組んでいる。平成24年度は、教材開発など開講の準
備を行い、平成25年度に、各種履修科目に加え、学生参加型のワークショップ、キャンサーボード等により、「医師と機能的
なチームを作りがん先端治療にあたることができる専門知識を有する専門医療職」の養成に取り組んでいる。
 

平成 24年度は、最先端治療施設を調査し、多職種連携教育を考えるワークショップを開催、カリキュラムを検討、映像教材
を作成してコース開設を準備した。平成25年度に、コースを開設し、移動電子端末 (iPad) による画像教材の提供、双方向教
育を可能にするアンサーパッドの活用、公開シンポジウム、ワークショップを開催した。
平成26年度には、コース登録2年目の学生を対象とした「医学臨床実習」に加え模擬患者（SP）を用いたQOL実践教育を
行い、公開シンポジウム、ワークショップを開催する。
平成28年度の最終年度には、がん先端医療に対する多職種連携教育のさらに充実した教育法・評価法を完成し、患者・家族・
医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成を目指す。

・コース開設準備として、11回の検討委員会を開催して適切かつ有効なカリキュラ
ムの検討を行った。

・先端治療の医療施設として、放射線医学総合研究所、静岡県立静岡がんセンターを
訪問、調査を行い、画像教材、教育に反映した。

・平成25年 2月には、「チーム医療と緩和ケア - がんの告知からグリーフケアまで」
をテーマに、第2回ワークショップを開催した。（参加者：27名）

 

大学院

コースの実績

教育 Ｈ25/4

Ｈ24　　　　　　　Ｈ25　　　　　　Ｈ26　　　　　Ｈ27 　Ｈ28　

( 博士 ) がん先端医療に対する多職種連携重点コース - - 5 9 5 5 　　5 5

コース開始重点
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

本拠点における達成目標に対する実施状況

概要

平成 24・25 年度実績

平成24年度

コーディネーター 

コンセプト

患者・家族・医療人のQOL向上を推進できる医療人の養成



86

・本コースの博士課程に、看護師4名、薬剤師4名、診療放射線技師1名の計9名の履修登録者を得て本コースの教育を
開始した。

・7月に、九州国際重粒子線がん治療センターの視察を行い、先端治療とQOL改善への調査を行った。
・9月には、「医療福祉の原点を再考する -QOL と QOD-」をテーマに、第 3回本学学会学術大会に於いて、「5 days 
discharge program- 患者、家族、病院、地域の連携医療は欧州のERASを凌ぐ」の演題で、一般市民公開講座・講演
会を開催し、地元紙により報じられた。（参加者：146名）

　

　 

　　

平成24年度は、「超高齢社会におけるがんチーム医療の在り方」また、平成25年度には「チームで取り組む最新がん化学療
法」をテーマとして公開シンポジウムを開催した。多職種エキスパートの講演と患者様を含めた一般市民も加わり、チーム医
療の在り方を議論した。
平成26年度も引き続き、慶應義塾大学等と連携してシンポジウムを企画・開催する予定。コース登録2年目の学生をキャンサー
ボードに参加させ、医学臨床実習に於ける実習成果・まとめを本学学会で発表させることで、患者様中心のがん治療の実践を
目標としたチーム医療教育を行う。
平成28年度の最終年度には、がん先端医療に対する多職種連携を推進できる教育の構築を目指す。

・平成24年9月の第2回本学学会学術大会に於いて、「超高齢社会における
　がんチーム医療の在り方」をテーマにシンポジウムを開催した。
　（参加者：120名）
  

・12月には、「がん医療における多職種連携とその大学院教育を考える」をテーマに
　第1回ワークショップを開催し、有効な教育法を議論した。
　（参加者：教員及び関係者22名）

平成25年度

チーム医療を推進できる医療人の養成

概要

平成 24・25 年度実績

平成24年度
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国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科・薬学研究科

・平成25年10月には、本学三田病院にて、「チームで取り組む最新がん化学療法」
  をテーマに公開シンポジウムを開催した。
  （参加者：56名）
 

また、12月には、「がん医療における大学院教育を考える - 実習においてチーム医療
をどう学ぶか -」をテーマに多職種大学院間の合同ワークショップを開催した。
（参加者：18名）
 

一般市民参加型の公開シンポジウムや講演会を単年度ごとに開催し、ホームページや新聞紙面等で情報発信を行ってきた。また、
平成26年度には、教育に於けるアンサーパッドを活用した授業の有効性を他大学にも発信するホームページ公開を行うこと
で、一般市民や連携大学等への教育内容の提供・共有および本事業の公表・普及につなげていく。

・平成24年9月シンポジウム、平成25年9月一般市民公開講座・講演会では、ホームページによる情報発信に加えて、会
場となる栃木県内の大田原市や那須塩原市、病院施設等に広報した。この結果、新聞紙面での記事となり地域への情報発信
となった。その他、主催行事ごとにホームページによる情報発信を行っている。

 　 

平成25年度

地域がん医療の向上と地域市民への情報発信

概要

平成 24・25 年度実績
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本学が主体となって行った連携事業としては、上述の「チーム医療を推進できる医療人の養成」にて記載した平成25年 10
月開催の公開シンポジウムがあげられる。本シンポジウムは、慶應義塾大学と連携し企画・開催したもので、チーム医療分野
別委員会での検討を踏まえ開催した。
なお、本学は、東海大学主体の連携事業として、筑波大学 e-learning クラウドシステムを利用した教材コンテンツの充実に参
画している。
また、大学間協定を締結し、平成25年度には、慶應義塾大学薬学研究科の学生2名を受け入れ、平成26年度にも、学生2
名を受け入れている。

「QOL向上を推進できる医療人の養成」への対応
がんターミナルの模擬患者（SP）を育成し、そのシナリオ、評価表を作成した。平成26年度「医学臨床実習」の際に
OSCE形式で体験させ、形成的評価としてターミナルケアのQOL実践教育を実施した。12月開催のワークショップで
もテーマとして取り上げていく。

院生のキャンサーボード参加への具体的対応
東京都認定がん診療病院である本学三田病院の臨床実習で、三田病院キャンサーボードに参加させる。臨床実習とともに、
成果・まとめを9月に行われる大田原の本学学会で各自発表させ、議論を通してがん治療のチーム医療を教育する。

アンサーパッド活用授業のホームページ公開
積極的な授業参加を促すアンサーパッド授業を実施してきたが、この授業方法も含めた本コースの ICTを活用した教育の
実践についてまとめ、ホームページとして公開した。今後、連携大学等への教育方法の提供、共有、普及につなげていく。

現在までのコース登録者の数、活動および評価から、看護師、薬剤師、診療放射線技師の各職種に、がん最先端医療における
多職種連携へのモチベーションの高さが示された。この課題はがん医療において最も重要なもののひとつであるが、他大学の
大学院にこのような複数の職種の枠を超えた取り組みはあまりない。従って、がんプロ終了後も当大学院のがんプロフェッショ
ナル多職種連携重点コースとして継続し、さらに発展させていきたい。

連携活動

平成24年度・平成25年度の評価委員会・指摘事項に対する改善について

現時点での改善・実施

がんプロ終了後の継続的発展について
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がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン

がんプロフェッショナル養成プラン（平成19年～23年）終了後も、自己財源で続けている、がんプロの大学院コース

がんプロフェッショナル養成プラン コース一覧

(博士)内科系臨床腫瘍医養成コース

(博士)外科系臨床腫瘍医養成コース

(博士)放射線治療専門医養成コース

(博士)緩和医療専門医養成コース(精神神経科学)

(博士)緩和医療専門医養成コース(麻酔学)

(博士)リハビリ専門医養成コース

(博士)臨床医学物理研修研究コース

(修士)がん看護専門看護師養成コース

(インテンシブ)がん看護学実習(科目等履修生) 

(博士)医療薬学履修コース

(博士)がんのサイエンスコース

(博士)がん専門医コース

(インテンシブ)口腔がん手術スキルアップコース

(インテンシブ)最新の口腔がんの診断・治療習得コース

(インテンシブ)がん専門医養成コース

(修士)がん治療放射線技師コース・医学物理コース

(修士)がん登録専門コース

(修士)がん薬物療法認定薬剤師コース

北里大学・薬学研究科

信州大学

東海大学

山梨大学

(1)専門医師

(1)専門医師

(1)専門医師

(1)専門医師

(1)専門医師

(1)専門医師

(2)コメディカル

(2)コメディカル

(2)コメディカル

(2)コメディカル

(1)専門医師

(1)専門医師

(2)インテンシブ

(2)インテンシブ

(1)専門医師

(2)コメディカル

(2)コメディカル

(2)コメディカル

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

自費継続

0

4

2

0

0

0

0

3

0

0

3

1

-

40

189

2

0

0

2

2

1

1

1

1

1

0

0

-

-

-

170

5

3

5

0

3

1

0

0

0

0

0

0

1

-

-

173

1

1

0

2

2

1

1

1

1

1

0

0

-

-

-

170

5

3

5

2

1

1

0

0

0

0

0

0

-

-

-

35

5

1

0

　　2

2

1

1

1

1

1

0

0

-

-

-

170

5

3

5

2

2

1

1

1

1

1

0

0

-

-

-

170

5

3

5

コース開始重点大学名
計画

平成24 平成25 平成26 平成27 平成28

実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画

慶應義塾大学・
医学研究科

聖マリアンナ医科大学 (1)専門医師 (博士)臨床腫瘍学 1 1 1 0 1 11 0

国際医療福祉大学

北里大学・
看護学研究科

名称変更し
自費継続

廃止

廃止

2

2

1

1

1

1

1

7

1

0

0

-

-

40

170

5

3

5




