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多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン 大学院コース 

文部科学省採択事業 

🔶 小児がんに対応できる医療人材の養成コース 

小児がんは頻度が少なく、白血病など血液悪性腫瘍のほか脳腫瘍、神経芽腫などの固形腫瘍を含む。小児は発達成長

途上にあり、この時期に受けた化学療法や放射線治療、手術などの治療が生殖機能や内分泌機能に及ぼす影響や二次

がんなどの晩期合併症が無視できない。本コースでは小児がんの多種多様な治療法を学ぶとともに、晩期合併症の管

理にも対応できる小児血液・がん専門医を養成する。 

🔶 多様なニーズに対応する血液内科専門医養成コース 

血液内科医として知識、技能、経験を修得し、様々な血液腫瘍に対応できる血液専門医を養成すると共に、臨床試験

立案、プロトコール作成、倫理委員会申請、試験遂行、データ解析、論文作成を通して質の高い臨床研究ができる主

任研究者を育成するコースです。 

🔶 同種造血幹細胞移植指導医養成コース 

同種造血幹細胞移植医としての知識、技能、経験を修得し、造血幹細胞移植の実践、マネージメント、チーム作りが

できる指導医を養成すると共に、臨床試験立案、プロトコール作成、倫理委員会申請、試験遂行、データ解析、論文

作成を通して質の高い臨床研究ができる主任研究者を育成するコースです。 

🔶 多様なニーズに対応するがん薬物療法専門医養成コース 

臓器横断的ながん薬物療法の演習・実習に加え、他職種医療専門人とチームで患者の診療が出来るような、病棟・外

来における演習を一層重視した教育を行う。また、高度な抗癌剤の臨床試験が出来るような演習も実施する。 

🔶 放射線腫瘍専門医養成コース 

進化する高精度治療に対応するとともに、今後変革期を迎えるがん診療に対応するため、臨床腫瘍学の基礎知識を持

ち集学的治療の一翼を担うことのできる放射線腫瘍医の育成を目指す。また、他職種とともにチームの一員として全

人的医療を提供できる医師を養成する。 

🔶 ゲノム医療に対応する革新的腫瘍外科専門医養成コース 

大学院 4 年間で高い臨床手技力と研究能力を併せ持つ外科医を養成する。すなわち先端外科手術の修練や難治癌の

ゲノム解析や病態解明による分子標的治療開発を目指す研究を行い、学位取得並びに、高い外科手術と先端医療の基

礎知識を有するがん専門医師を養成する。 

 

 

「課題解決型高度医療人材養成プログラム」大学院コース 

 

🔶重症児の在宅支援を担う医師等養成コース 

本事業は、鳥取大学を中心として秋田大学・山形大学と連携し、「重症児の在宅支援を担う医師等養成」を行うものである。  

１) 人材育成：小児科医を対象に、重症児診療に必要な高度な医学的知識と診療技能を習得し、多職種・多機関と連携

できる人材を養成する。また、重症児の院内マネージメントおよび地域の関係機関と連携できる人材（医師、ソー

シャルワーカー、看護師等）の育成を行う。 

２) 大学連携：連携大学と分担して大学院教育を行う。 

３) 地域支援ネットワーク構築：重症児の在宅支援のために、地域医療機関・福祉事業所（訪問看護、リハビリ、ヘル

パー）・行政・教育機関とネットワークを構築し、重症児の包括的な地域支援を実現する。 

４) 全国普及：大阪府の重症児の地域連携モデルを構築し、全国の同規模の都市にノウハウを普及させることを目指す。 



大学連携個別化がん医療実践者養成プラン
－ Seven-University Joint Project –

豊富な教育プログラム

がん医療の各分野トップランナーによる講義

他科および他大学による研究推進

海外学会での発表のサポート

臨床・研究共にがん専門医療人になるための近道

下記コースを選択希望される際は必ずご一読ください。

大阪市立大学大学院医学研究科 がんプロ事務局
Office hours : 平日 9：00 ～ 16：30
TEL： 06-6645-3794 FAX：06-6646-6170
mail: ganpro@med.osaka-cu.ac.jp

問い合わせ先

海外学会での発表のサポート

がん薬物療法専門医など、専門医取得のための円滑な

他科実習

小児がんに対応できる医療人材の養成コース

多様なニーズに対応する血液専門医養成コース

同種造血幹細胞移植指導医養成コース

多様なニーズに対応する

コース名

がん薬物療法専門医養成コース

放射線腫瘍専門医養成コース

ゲノム医療に対応する

革新的腫瘍外科専門医養成コース



多様な新ニーズに対応する
「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン

新がんプロ（第3期）2017年度～2021年度実施
（第1期 2007年度～2011年度、第2期 2012年度～2016年度に実施）

文部科学省 先進的医療イノベーション人材養成事業

大学連携個別化がん医療実践者養成プラン
－ Seven-University Joint Project –

（第1期 2007年度～2011年度、第2期 2012年度～2016年度に実施）

（目的）
各大学の特色を生かした教育プログラムを構築し、がん医療の
新たなニーズに対応できる、優れた「がん専門医療人材（がんプロ
フェッショナル）」を養成する。

11拠点採択され、大阪市立大学は近大グループに所属

がん診療連携拠点病院
の整備
緩和ケア提供体制の
強化
「がん登録推進法」の
制定
がん検診受診率の向上
小児がん拠点病院の
整備
「がん研究10か年戦

文部科学省 先端的医療イノベーション人材養成事業

多様な新ニーズに対応する
「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」

養成プラン（新・がんプロ）がん対策推進基本計画

がんプロフェショナル養成
プラン（第1期）
「6大学連携オンコロジー
チーム養成プラン」

がんプロフェショナル養成基
盤推進プラン（第2期）
「7大学連携先端的がん教育
基盤創造プラン」

近畿大学、大阪市立大学、
神戸大学、関西医科大学、

大学改革推進事業

ゲノム医療

希少がん
小児がん

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた

がん専門医療人材
養成

人材養成基盤構築

がん専門医療人
輩出

新たな課題提起

ピットホールの取組

「がん研究10か年戦
略」の策定

神戸大学、関西医科大学、
兵庫医科大学、大阪府立
大学、神戸市看護大学

希少がん
小児がん

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた
がん対策推進

ゲノム医療
遺伝カウンセラーの育成・配備（近畿大
学大学院総合理工学研究科理学専攻遺伝
カウンセラー養成課程との連携）
生殖細胞系列遺伝子解析による家族性・
遺伝性腫瘍の診断
体細胞遺伝子異常に応じたがん治療選択

希少がん・小児がん
診断、治療に習熟した専門医の養成
情報の集約と発信
相談支援
新規治療開発を目指した研究の促進
小児がん拠点病院との連携

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じたがん対策推進
AYA世代の総合的がん対策
（緩和ケア、就労支援、相談支援、生殖
機能温存等）
壮年期のがんと就労との調和の推進
緩和ケアを含む地域完結型のがん医療と
介護の推進
認知症対策と連動した高齢者のがん対策

わが国の医療水準の維持向上および医療産業の活性化を促進する人材養成
大学の地域医療・社会への貢献による将来の医療不安の解消



本プランの概要
弊校は文部科学省採択事業、新がんプロとして多様な新ニーズに対応する「
がん専門医療人材(がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ)」養成プランに近畿大学を主管校とし
た７大学9学部（近畿大学医学部・近畿大学薬学部・近畿大学理工学
部・大阪市立大学・神戸大学・兵庫医科大学・関西医科大学・大阪府立
大学・神戸市看護大学）で「７大学連携個別化がん医療実践者養成プ
ラン」を実施している。
医学、看護学、薬学、理工学系大学院研究科が相互連携し、がん医療に医学、看護学、薬学、理工学系大学院研究科が相互連携し、がん医療に
おける多様化する新ニーズに対応した個別化医療を実践できるがん専門医
療人の養成を図る。
専門医療人の輩出だけでなく、7大学全体で共通講義や演習を行うことで、
チーム医療の重要性を学び、コミュニケーション能力や協調性を高める。
本プランを円滑かつ効率的に実施していくため、3つのタスクフォース（TF1
：ゲノムサイエンス、TF2：教育イノベーション、TF3：マルチパートナーシッ
プ・アライアンス）を立ち上げ、課題解決に向けて取り組む。



大学名 コース名称

近畿大学
医学部

・分子腫瘍内科学コース
・新ニーズ対応型造血器腫瘍・がん薬物療法専門医コー
ス
・放射線腫瘍学先端研究者養成コース
・先端医学物理研究者養成コース
・がん緩和医療専門医養成コース

大学名 コース名称

神戸大学

・がんプロフェッショナル養成プログラム
（腫瘍・血液内科学）（放射線腫瘍学）
（先端緩和医療学）（薬剤学）
（小児科学）
・医学物理スペシャリスト養成コース

教育プログラム①

大学院博士課程コース（全28コース）

・がん緩和医療専門医養成コース

近畿大学
薬学部 ・がん専門薬剤師養成コース（ライフステージ対応型）

近畿大学
理工学部 ・遺伝カウンセラー養成課程

大阪市立大学

・小児がんに対応できる医療人材の養成コース
・多様なニーズに対応する血液専門医養成コース
・同種造血幹細胞移植指導医養成コース
・多様なニーズに対応するがん薬物療法専門医養成
コース
・放射線腫瘍専門医養成コース
・ゲノム医療に対応する革新的腫瘍外科専門医養成
コース

関西医科大学
・地域がん医療発展型放射線腫瘍学コース
・地域がん医療発展型臨床腫瘍学コース
・地域医療密着型先進的がん治療学コース
・希少がん・小児がん挑戦型臨床腫瘍学コース

兵庫医科大学

・多様な医療ニーズに対応する医学物理学養
成コース
・多様な医療ニーズに対応する先進的がん薬
物療法養成コース
・多様な医療ニーズに対応する放射線腫瘍医
養成コース

大阪府立大学 ・ライフステージにおける課題対応がん看護専門
看護師養成コース

神戸市看護
大学

・がんサバイバー支援高度実践看護師養成
コース

教育プログラム② ◆各コースの内容の詳細は文部科学省HPに掲載
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/1388151.htm

インテンシブコース（全18コース）
大学名 コース名称

近畿大学医学部

・分子腫瘍内科学コース
・ゲノム医療に強い多職種がん専門医療人養成コース
・異なるライフステージのがん患者に寄り添える臨床研究コーディネーター養成コース
・ゲノム医療対応多職種養成コース
・がん免疫医療対応多職種養成コース

近畿大学理工学部 ・遺伝カウンセリングに強い多職種がん専門医療人養成コース

大阪市立大学 ・多様なニーズに対応する、がん専門医療人養成インテンシブコース
・多様なニーズに対応する、地域中核病院専門医療職養成インテンシブコース・多様なニーズに対応する、地域中核病院専門医療職養成インテンシブコース

神戸大学

・がん薬物療法インテンシブコース
・がん放射線療法インテンシブコース
・がん緩和ケア・インテンシブコース
・がんリハビリテーションインテンシブコース
・がん薬剤師インテンシブコース

兵庫医科大学
・多様な医療ニーズに対応する緩和ケアインテンシブコース
・多様な医療ニーズに対応するがん放射線治療インテンシブコース
・多様な医療ニーズに対応するがん薬物療法インテンシブコース

大阪府立大学 ・がん患者のライフステージにおける課題対応を志向した看護師養成コース
・がん医療に強い専門看護師養成コース

神戸市看護大学 ・がんサバイバーの課題に応じた高度がん看護実践者育成コース
・地域がん看護実践者育成コース



新「共通特論Ⅰ」臨床腫瘍学総論 新「共通特論Ⅱ」臨床腫瘍学各論
多職種合同講義：新「共通特論」

教育プログラム③

ゲノム異常からみた発がんのメカニズム～診断と治療への応用～

がん細胞の特徴とゲノムレベルでのシグナル伝達機構

腫瘍免疫の基礎と個別化治療に向けた臨床応用

個別化医療における臨床薬理

放射線治療の考え方と最近の進歩

個別化医療実践における医学物理

がんゲノム情報に基づく分子標的治療

がん緩和医療と高齢者総合評価

頭頚部腫瘍に対する個別化治療

高齢者を含む肺がんに対する個別化治療

食道がんと胃がんに対する個別化治療

高齢者を含む大腸がんに対する個別化治療

連携大学の全コースの大学院生
インテンシブコース生が同じ
講義を受講

個別化医療実践における医学物理

個別化医療における腫瘍病理学の基礎

がんの疫学と予防

生物統計学の基礎

がんゲノム医療に求められる臨床倫理

がん診療におけるチーム医療

がん臨床研究の種類と疫学統計の基礎

がんゲノム医療と家族性腫瘍

がんと老年医学

個別化医療に対応したコミュニケーションスキル

高齢者を含む大腸がんに対する個別化治療

個別化医療に向けた肝・胆・膵の悪性腫瘍に対する治療

個別化医療を可能にする白血病治療

悪性リンパ腫の分類と治療

乳がんに対する個別化治療

小児腫瘍

AYA世代と希少がん (原発不明がん・骨・軟部腫瘍)
高齢者やAYA世代など、それぞれのライフステージに応じた
サイコオンコロジー
個別化医療における腫瘍の画像診断学

個別化医療に向けた婦人科腫瘍に対する治療

模擬患者による
多職種参加型個別化医療課題演習

教育プログラム④ 昨年から遺伝カウンセラー
のコースを交えた7大学
合同演習

① がん患者とのコミュニケーションの問題点・オンコロジーチームの課題を各職種の
立場から議論し、模擬患者によるロールプレイを行うことによって、がん診療に
おけるチーム医療のあるべき姿を学習する。

② 異なるライフステージのがん患者との良好なコミュニケーションを構築する上で
必要とされるスキルを習得する。

目 的



多職種参加型症例検討演習

教育プログラム⑤ 7大学共同演習

【目標】
① がん患者が抱える問題点を異なる職種の立場から検討することで、 多職種間での情報共

有の重要性と問題点の整理を解決する方法を習得する。
② オンコロジーチームで必要とされている職種横断的症例検討のあり方を習得する。

【到達目標】
① 多職種医療スタッフに理解できるような事例提示や問題提起・討論ができる。
② 職種横断的事例検討における腫瘍内科医・血液腫瘍内科医、がん看護専門看護師、が

ん専門薬剤師、ソーシャルワーカーならびにがん医療 に関わる様々な職種の役割と責任を
理解し、共同して問題の解決に取り組むことができる。

③ 機能的な職種横断的症例検討を実現するための必要なスキルを抽出する。

資格取得等

資格取得

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医

日本がん治療学会認定医

がん薬物療法専門医取得に不可欠な他科実習のサポートな
ど（大阪市立大学および7大学内の希望の科が可能）ど（大阪市立大学および7大学内の希望の科が可能）

上記資格取得コース

・多様なニーズに対応する血液専門医養成コース

・同種造血幹細胞移植指導医養成コース

・多様なニーズに対応するがん薬物療法専門医養成コース

・ゲノム医療に対応する革新的腫瘍外科専門医養成コース




