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臨床腫瘍栄養学コースの位置づけと養成する人材像 

 

 『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

全人的医療を行う高度がん専門医療人養成』（以下、本プログラム）の臨床腫瘍栄養学コー

スは、本教育部人間栄養科学専攻の博士前期課程及び博士後期課程の学生を対象として設

置されています。 

 

１ 臨床腫瘍栄養学コースで養成する人材像 

臨床腫瘍栄養学に精通すると共に研究者の視点を持って栄養ケアマネジメントに

取り組むだけでなく、次世代のがん栄養専門師の育成、臨床腫瘍栄養学における諸問

題の解決、新たな栄養管理プロトコールの開発ができる医療教育・研究人を育成しま

す。海外の施設で高度な臨床腫瘍学を学び国際的に活躍できる人材を育成します。 

 

２ 取得出来る受験資格 

   臨床腫瘍栄養学コース（博士後期課程）を修了することにより、日本病態栄養学会

が認定する「がん病態栄養専門管理栄養士」のがん病態栄養専門管理栄養士講習会 30

単位の免除が認められます。（学会認定となりますので、今後制度が変わることも考え

られます。） 

 

３ 臨床腫瘍栄養学コースへの申請 

 ・大学院オリエンテ－ションで臨床腫瘍栄養学コースの説明をしますので、担当教員に

充分説明を受けて下さい。 

 ・医学部学務課第一教務係の事務担当者がいますので、臨床腫瘍栄養学コースへの申請

書を提出して下さい。 

  このときに、「徳島大学大学院臨床腫瘍学教育課程履修手帳」並びに「授業概要(シラバ

ス)」が配布されます。 

 ・「徳島大学大学院臨床腫瘍学教育課程履修手帳」は、がんプロ共通コアカリキュラムの

履修状況を確認する手帳となります。 

 

４ 修了要件と履修モデル 

 

  博士前期課程 

（1） 必修科目については、臨床栄養学概論（２単位）、健康科学特論（２単位）、人間栄

養学特論（２単位）を履修すること。 （一般コ－スのシラバスで確認） 

（2） 選択科目については、以下①～③のとおりです。 



   ①「徳島大学大学院栄養生命科学教育部における授業科目に関する細則」における

別表（第３条関係）博士前期課程の科目を全て履修すること。（別添） 

   ②原則として臨床腫瘍栄養学演習及び臨床腫瘍栄養学特別実験以外の授業科目につ

いては原則として１年次に履修すること。 

   ③徳島大学病院に於いて実習する科目については、授業担当教員と相談のうえ、実

習時期を決めること。 

（3） 修了要件を目指すにあたって効率よく履修することを目的として、「臨床腫瘍栄養学

コース履修モデル」を別図で提案しますので、参考として下さい。 

 

  博士後期課程 

（1） 必修科目については、先端健康科学特論（２単位）を履修すること。  

（一般コ－スのシラバスで確認） 

（2） 選択科目については、以下①～③のとおりです。 

   ①「徳島大学大学院栄養生命科学教育部における授業科目に関する細則」における

別表（第３条関係）博士後期課程の科目を全て履修すること。（別添） 

     ただし、博士前期課程において全専攻系共通カリキュラム科目としてがんプロ

共通コアカリキュラム（４単位）を履修している場合は、博士後期課程に於い

て履修を要しない。 

   ②原則として臨床腫瘍栄養学セミナ－及び臨床腫瘍栄養学実験以外の授業科目につ

いては原則として２年次までに履修すること。 

   ③徳島大学病院に於いて実習する科目については、授業担当教員と相談のうえ、実

習時期を決めること。 

（3） 修了要件を目指すにあたって効率よく履修することを目的として、「臨床腫瘍栄養学

コース履修モデル」を別図で提案しますので、参考として下さい。 

 

５ 授業科目等 

   本コースの授業科目と単位数を別表に示します。なお本コースには、本プログラム

で作成する独自の e-learning 科目やがんプロ全国 e-learning クラウドによる科目があり

ます。このコースを受講する学生はこのシステムを利用して、いくつかの科目を履修

することが可能となります。e-learning の入力等は、本プログラム専用ホ－ムペ－ジ

http://www.tokushima-u.ac.jp/med/gunpro_consorrium.html をご覧下さい。なお、このホ－

ムペ－ジは、随時確認し、情報を得るようにしましょう。 

e-learning の入力パスワ－ドは、がんプロ用を医学部学務課第一教務係が発行します。 

 

 

 

http://www.tokushima-u.ac.jp/med/gunpro_consorrium.html


６ その他 

  臨床腫瘍栄養学コースの修了証を得るためには、指定された科目を全て取得し、論

文審査に合格することが必要となります。博士後期課程に於いて、単位取得退学し、

論文を後日提出し承認された場合には、学位は取得出来ますが、学生の身分としては

退学と見なされ、臨床腫瘍栄養学コースの修了証は発行されませんので、ご注意願い

ます。 

  社会人学生には、長期履修生制度があり、標準修業年限（博士前期２年・博士後期

３年）の授業料で最長では博士前期４年・博士後期６年の在学が可能ですので、早い

時期に医学部学務課第一教務係にお尋ね下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

                 

                  

 

   

          

 

              

 

 

 

http://www.google.com/imgres?start=379&hl=ja&biw=1543&bih=849&tbm=isch&tbnid=39VRGy01mCY63M:&imgrefurl=http://blogs.yahoo.co.jp/hata_star611/29018100.html&docid=WNkcjX1gMI4IuM&imgurl=http://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/75/b8/hata_star611/folder/705398/img_705398_29018100_0&w=760&h=504&ei=ajt8UtfzDYryiAf2kIDgCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:82,s:300,i:250&iact=rc&page=13&tbnh=183&tbnw=258&ndsp=20&tx=170&ty=108


別表 授業科目と単位数   

 

(1) 博士前期課程 

 

 

区分 

 

  

授 業 科 目 

 

 

単位数 

 

履修方法 

必修 選択   

全専攻系共通

カリキュラム

科目 

研究方法論  １ 履修手帳に押印 

がんチーム医療実習  0．5 履修手帳に押印 

悪性腫瘍の管理と治療  １ 履修手帳に押印 

医療情報学  0．5 履修手帳に押印 

医療対話学（コミュニケーションスキル）  0．5 履修手帳に押印 

医療倫理と法律的・経済的問題  0．5 履修手帳に押印 

指定科目 

 

 

 

 

 

臨床栄養学概論    ２     通常の授業 

健康科学特論 ２   15回の特別講演等受講 

人間栄養学特論    ２   通常の授業 

臨床腫瘍栄養学  ２ ｅ-leaning 

腫瘍栄養管理学演習  ２ 病院でのセミナ－等 

腫瘍栄養管理学実習  ４ 病院実習 

専門科目 

 

臨床腫瘍栄養学演習  ４ 論文作成の為の演習等 

臨床腫瘍栄養学特別実験  １２ 論文作成の為の実験等 

        合     計 ６ ２８  

講義、演習は 15時間、実習、特別研究は 30時間をもって 1単位とします。 



(2) 博士後期課程 

 

 

区分 

 

  

授 業 科 目 

 

 

単位数 

 

履修方法 

必修 選択   

全専攻系共通

カリキュラム

科目 

研究方法論  １ 履修手帳に押印 

がんチーム医療実習  0．5 履修手帳に押印 

悪性腫瘍の管理と治療  １ 履修手帳に押印 

医療情報学  0．5 履修手帳に押印 

医療対話学（コミュニケーションスキル）  0．5 履修手帳に押印 

医療倫理と法律的・経済的問題  0．5 履修手帳に押印 

指定科目 

 

 

 

 

 

 

先端健康科学特論 ２   15回の特別講演等受講 

腫瘍制御栄養学  １ ｅ-leaning 

腫瘍栄養学各論  ２ ｅ-leaning 

がん栄養学演習  ２ ｅ-leaning 

がん栄養学実習  ４ 通常授業と病棟実習 

がん治療と栄養管理  ２ ｅ-leaning 

緩和ケアと栄養  １ ｅ-leaning 

専門科目 

 

臨床腫瘍栄養学セミナー  ２ 論文作成の為の演習等 

臨床腫瘍栄養学実験  ６ 論文作成の為の実験等 

        合     計 ２ ２４  

講義、演習は 15時間、実習、特別研究は 30時間をもって 1単位とします。 

 

 



日本病態栄養学会の講習会・実地修練など 

 がん病態栄養専門管理栄養士受験資格 

臨床腫瘍栄養学コース(博士前期)履修モデル 
 

 

 

 

 
 

      

修士（栄養学） 

 

臨床腫瘍栄養学コース修了証（中国・四国広域がんプロ養成コンソーシアム発行） 

 

 

１年次 ２年次 

人間栄養科学専攻 

 

3年間の実務経験と 3年間の実地修練    

  博士後期課程進学     

臨床腫瘍栄養学特別実験 12単位 

指定科目 

・臨床栄養学概論     2 単位   

・健康科学特論      2 単位   

・人間栄養学特論     2 単位   

・臨床腫瘍栄養学    2 単位 

・腫瘍栄養管理学演習 2 単位 

・腫瘍栄養管理学実習 4 単位 

専門科目 

・臨床腫瘍栄養学演習 4単位 

全専攻系共通カリキュラム科目 

（がんプロ共通コアカリキュラム） 

・研究方法論  １単位 

 ・がんチーム医療実習 0．5 単位 

・悪性腫瘍の管理と治療 １単位 

・医療情報学  0．5 単位 

・医療対話学 

（コミュニケーションスキル）0．5 単位 

・医療倫理と法律的・経済的問題 0．5 単位 



臨床腫瘍栄養学コース(博士後期)履修モデル 

がん病態栄養専門管理栄養士受験資格 

 

3年間の実務経験と 3年間の実地修練 

 

博士（栄養学） 

 

臨床腫瘍栄養学コース修了証（中国・四国広域がんプロ養成コンソーシアム発行） 

 

 

１・２年次 ３年次 

人間栄養科学専攻 

 

 

臨床腫瘍栄養学実験   6単位 

指定科目 

・先端健康科学特論 2 単位   

・腫瘍制御栄養学 1 単位 

・腫瘍栄養学各論    2 単位 

・がん栄養学演習    2 単位 

・がん栄養学実習 4 単位 

・がん治療と栄養管理 2 単位 

・緩和ケアと栄養 1 単位 

専門科目 

・臨床腫瘍栄養学セミナー 2単位 

全専攻系共通カリキュラム科目 

（がんプロ共通コアカリキュラム） 

・研究方法論  １単位 

 ・がんチーム医療実習 0．5 単位 

・悪性腫瘍の管理と治療 １単位 

・医療情報学  0．5 単位 

・医療対話学 

（コミュニケーションスキル）0．5 単位 

・医療倫理と法律的・経済的問題 0．5 単位 


