
新潟大学
東北がんプロフェッショナル養成推進プラン

平成２７年度活動・実績報告
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2015年4月～2016年3月
社会人大学院生を対象とした，e-learning継続
臓器横断的がん診療演習（キャンサーボード）実施

＜医歯学総合研究科＞

放射線腫瘍医・博士課程，腫瘍内科医・博士課程，緩和医療医・博士課程，

腫瘍外科医・博士課程コース継続開講

腫瘍内科医インテンシブコース継続開講

＜保健学研究科＞

医学物理士養成・博士前期課程コース継続開講

医学物理・博士後期課程コース継続開講

医学物理士臨床研修（レジデント）コース新規開講

2015年4月～2015年10月
医学物理士臨床研修（レジデント）コースのための調査
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新潟大学 がんプロ
Ｈ27年度 事業計画
新潟大学 がんプロ
Ｈ27年度 事業計画



2015年4月～2016年3月
がん薬物療法・がん緩和ケア・放射線治療・医学物理・腫瘍外科生涯教育

セミナー開催

2015年6月
初期・後期研修医に対するがんプロフェッショナル養成基盤推進プランの

説明会開催

2015年10月
新潟県内がん診療連携拠点病院協議会におけるがんプロ紹介

市民公開講座開催

2015年11月
医学生・前期研修医のための放射線治療セミナー合宿開催（連携大学共催）

2016年1月
医学生・前期研修医のためのがん薬物療法セミナー合宿開催

（連携大学共催） 3
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大学院生等入学大学院生等入学

コ ー ス 名
修業

年限

H27年度
入学実績

H28年度～
募集人員

がん薬物療法医養成コース（がん教育改革） ４年 － ２名

放射線腫瘍医養成コース ４年 １名 ２名

がん薬物療法医養成コース（地域腫瘍内科医） ４年 － ３名

がん専門医養成コース（地域腫瘍外科医） ４年 ２名 ２名

がん緩和医療医養成コース（地域緩和医療医） ４年 － ２名

博士前期課程・医学物理士養成コース ２年 ３名 ２名

博士後期課程・医学物理コース ３年 － １名

がん薬物療法医養成コース（インテンシブ） ６ヶ月 １名 ２名

医学物理士養成・臨床研修コース（ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｺｰｽ）

（インテンシブ）* ２年 １名 ２名

＊新潟大学病院レジデント（技術補佐員）として雇用
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Ｈ２７年度認定試験状況

ISTU・e-learningクラウドの継続的な受講

• 受講登録者数 １８名

• 医学物理士認定試験 → ２名合格

大学院教育大学院教育

Ｈ２７年度新コース設立

• 医学物理士養成・臨床研修コース（レジデントコース）（インテンシブ）

→ （新潟大学病院技術補佐員として） １名採用

• 呼吸器外科専門医認定試験 → １名合格

医学物理士臨床研修課程認定

• 医学物理士レジデントコースが医学物理士認定機構（JBMP）の2016年度
医学物理教育コース認定審査において「条件付き認定」と判定され，2016
年4月1日からJBMP認定臨床研修課程となることが承認された。
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平均検討症例数 １０．２件/回
平成27年度（H27.4～H28.3）
平均出席者数 （医師・ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌ） ４２名/回

（学生） ６名/回

キャンサーボード
平成27年度（Ｈ25.1～H28.3）実施データ
キャンサーボード

平成27年度（Ｈ25.1～H28.3）実施データ

臓器横断的がん診療の検討会（キャンサーボード）を毎週水曜日に開催。

合併症などがあるがん患者の治療方針等に関して，主治医が他の専門医か
らのアドバイスを受け，治療方針を検討することを目的に症例を提示し，診断・
治療方針等を決める。
がんプロ医師養成コースの学生はカリキュラムの一環として出席させている。



キャンサーボード
平成27年度（Ｈ25.1～H28.3）実施データ
キャンサーボード

平成27年度（Ｈ25.1～H28.3）実施データ
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平成27年11月14日
新潟県がん診療連携協議会研修教育部会シンポ

ジウム（主催：新潟県がん診療連携協議会研修教
育部会）において「がん医療におけるチーム医療
の推進に向けて」と題し，がん診療連携拠点病院
の医師による講演を行った。
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参加者：２４名（本院および県内の他病院等）

新潟県内がん診療拠点病院協議会新潟県内がん診療拠点病院協議会

研修医対象がんプロ説明会研修医対象がんプロ説明会

新潟大学医歯学総合病院が開催する医学科生・
研修医を対象とした勉強会，ランチョンカンファレン
スの機会を活用し，研修医らにがん専門医療人が
求められている現状と本学の東北がんプロフェッ
ショナル養成推進プラン内容について説明した。

研修医勉強会でのがんプロ説明会（12/18）
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– 学会，セミナー等参加支援（臨床腫瘍学会など）

– バージニア州立大学研修
– 派遣学生 １名

– 派遣期間 H27.9.19～9.27
– 内容
・研究成果のプレゼンテーション能力向上

・研究論文の作成

・乳腺外科手術，研究実験見学

・ICU，一般病棟等施設見学

国内外の研修国内外の研修

国内研修

海外研修
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がんプロ開催セミナー等（H２７年度）がんプロ開催セミナー等（H２７年度）
開催日時 演題・講師等

参加
人数

2015.7.24

第1回がんプロセミナー「アメリカのがん医療・小児がんを中心に」

19名土谷 信子 氏（Professor of Pediatrics, Northwestern University, 
Feinberg School of Medicine Chicago USA）

2015.8.22

第2回がんプロセミナー（第1回がん治療・医学物理合同研究セミナー）
「高エネルギー光子線治療における高原子番号物質からの後方散乱電子の
モンテカルロシミュレーション」他１０件 33名

久島 尚隆（新潟大学保健学研究科）他 11名

2015.10.2

東北がんプロ 第4回市民公開講座（第32回がん征圧新潟県大会）
講演「大切にしたい自分の体～2度の子宮がんを経験して～」
特別講演「切らずに治せる放射線治療」 約400名

原 千晶 氏（よつばの会代表，タレント）
青山 英史 氏（新潟大学医歯学総合研究科・放射線医学分野・教授）

2015.10.9
第3回がんプロセミナー「放射線治療による皮膚への影響」

18名
鮎川 文夫 氏（新潟大学医歯学総合病院・放射線治療科・助教）

2016.1.28
第4回がんプロセミナー「受容体からみるがんの抗体療法」

22名
中村 晃 氏（金沢医科大学免疫学講座・教授）

2016.1.30
新潟大学・東北大学合同放射線治療・医学物理セミナー（第5回がんプロセミナー）

36名

東北大学，新潟大学 関係教員及び学生 計17名

2016.2.12

第6回がんプロセミナー「悪性胸膜中皮腫：最近の知見」

16名安樂 真樹 氏（東京大学医学系研究科医療安全管理学講座・特任准教授，
東京大学附属病院呼吸器外科）

2016.2.18
第7回がんプロセミナー「ひとつの選択肢としての『在宅緩和ケア』」

74名
塚田 裕子 氏（在宅ケアクリニック川岸町・院長）
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平成27年10月2日，長岡市において，公益財団
法人新潟県健康づくり財団の第32回がん征圧新潟
県大会を兼ね，第4回市民公開講座を開催。
参加者に対し，がんの早期発見・検診受診の大
切さやがん治療の先端医療について学ぶ機会を
提供することができた。

参加者数 約400名
講師 原千晶氏（タレント・よつばの会代表）

「大切にしたい自分の体
～２度の子宮がんを経験して～」

青山英史（医歯学総合研究科教授）

「切らずに治せる放射線治療」

第４回市民公開講座第４回市民公開講座
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参加人数：36名
（新潟大学17名，東北大学19名）

新潟大学・東北大学合同セミナー新潟大学・東北大学合同セミナー

平成28年1月30日，新潟大学キャンパス
において，放射線治療・医学物理の合同
セミナーを開催した。

同分野の研究に従事する新潟大学及び
東北大学の大学院生・教員ら計17名が，
日頃の研究の成果発表を行った。
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新潟大学がんプロセミナー新潟大学がんプロセミナー

第1回がんプロセミナー（7/24） 第1回がん治療・医学物理
合同研究セミナー（8/22）

５つの専門分野において，学内外より講師を招聘し，計7回のがん医療に
関する教育セミナーを開催した。

【腫瘍内科分野】 【放射線・医学物理分野】 【放射線分野】

第3回がんプロセミナー（10/9）
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新潟大学がんプロセミナー新潟大学がんプロセミナー

【腫瘍内科分野】 【腫瘍外科分野】 【緩和医療分野】

第4回がんプロセミナー（1/28） 第6回がんプロセミナー（2/12） 第7回がんプロセミナー（2/18）
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• 平成27年度の事業計画に沿って，ほぼ予定どおり実施した。

• 平成27年度は７名の大学院生が入学した。

• 医学物理士レジデントコースを新規開設。レジデントを公募し１名を採用
した。

• 医学物理士レジデントコースが医学物理士認定機構(JBMP)の2016年度医学
物理教育コース認定審査において「条件付き認定」と判定され，2016年4月
1日からJBMP認定臨床研修課程となることが承認された。

• 臓器横断的がん診療演習を目的としたキャンサーボードを週１回通年で開
催した。平成27年4月から平成28年1月までの総検討症例数394件。

• がん薬物療法・がん緩和ケア・放射線治療・医学物理・腫瘍外科生涯教育セミ
ナー（新潟大学がんプロセミナー）を計7回開催した。

• 東北大学との連携で「放射線治療・医学物理」分野の合同セミナーを開催
し，がんプロ履修者・関係教員ら17名が研究発表を行った。発表者を含め
参加者36名。

• 医学物理士認定試験に２名が合格した。

• 呼吸器外科専門医認定試験に１名が合格した。

ま と めま と め


