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がんプロ　令和3年度　Eラーニング課題について

他大学のeラーニングを視聴した場合は下記のとおり提出してください。

課題 レポート分量

授業内容を簡単にまとめなさい。 Ａ４用紙１枚

徳島大学のeラーニングを視聴した場合は下記のとおり提出してください。

授業内容 課題 レポート分量 担当教員 年度

臨床試験の意義と方法 臨床研究の意義について述べてください Ａ４用紙１枚程度 楊河　宏章 2018

臨床試験実施の現状と課題 新規の医薬品や治療法を早く患者さんへ届けるのに何が必要か、考えを述べてください Ａ４用紙１枚程度 楊河　宏章 2018

英語論文の読み方と書き方

１．「Helsinki Declaration」についてまとめよ
２．「Peer Review System」の内容と意義を述べよ

　【English】 　on a A-4 paper
1. Summarize the content of " Helsinki　Declaration ".
2. Describe the process and the importance of the " Peer Review System ".

Ａ４用紙１枚程度 福井 清 2018

原著論文と症例報告の記載法

講義配布プリント15ページを参考に、今自分がしている研究、もしくはそれに近い内容で、
論文を投稿するとして、そのcover letterを書きなさい

【English】 　on a A-4 paper
Please write a cover letter on your research, suppose you are submitting the
manuscript.

Ａ４用紙１枚程度 福井 清 2014

臨床疫学

１．疾病頻度の指標としての罹患率と有病率の違いを述べなさい。
２．症例対照研究において注意すべきバイアスを述べなさい。
３．偶然誤差はサンプル数を増やすことで小さくすることが可能か。
４．介入研究において、実効説明分析を用いることの問題点は何か。
５．メタ分析とは何か。また、その利点は？

Ａ４用紙１枚 有澤　孝吉 2014

外科治療（鏡視下手術を含む） 授業内容を簡単にまとめなさい 800字以内 近藤　和也 2011

造血幹細胞移植 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１～２枚以上 安倍　正博 2009

がん患者の栄養管理 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚以内 竹谷　豊 2018

緩和医療 ご自分の臨床経験と本日の話の間のギャップや参考になった点について Ａ４用紙１枚 寺嶋　吉保 2018

サポーティブテラピー 授業内容に関連したことで興味があることについてまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 木村　雅子 2015

化学療法 授業内容に関連したことで興味があることについてまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 佐藤　康史 2020

サイコオンコロジー 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚 大森　哲郎  2018

治療薬の個人差と対応 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 藤野　泰輝 2013

ゲノム医療概論講義 授業内容を簡単にまとめなさい 800字以内 藤野　泰輝 2018

小児/AYA世代がん概論講義 授業内容を簡単にまとめなさい 800字以内 渡辺　浩良 2018

高齢者に対する外科的療法 授業内容を簡単にまとめなさい 800字程度 吉田　卓弘 2018

希少がん概論講義 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚 高山　哲治 2018

ライフステージにおける高齢者がん医療治療の特徴 各項目について講義内容を簡潔にまとめなさい 800字以内 吉田　卓弘 2018
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授業内容 課題 レポート分量 担当教員 年度科目名

口腔ケア 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚程度 日野出　大輔 2018

小児・ＡＹＡ世代がん 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１～２枚
安倍　正博
桑原　章
中村　信元

2018

がんと遺伝 授業内容に関連したことで興味があることについてまとめなさい Ａ４用紙１枚 阿部　彰子 2018

肉腫 肉腫について自由に書いてください Ａ４用紙１～２枚 西庄　俊彦 2018

小児がん 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚 渡辺　浩良 2018

移植医療と倫理的背景 授業内容をまとめなさい Ａ４用紙１～２枚以上 安倍　正博 2009

がん治療におけるリスクマネージメント がん診療・研究におけるインフォームドコンセントに関して述べなさい Ａ４用紙１枚 楊河　宏章 2010

安楽死・尊厳死をめぐる法と倫理 授業内容に関連したことで興味があることについてまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 田中　浩三 2010

カウンセリングの理論と実際 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚 大森　哲郎  2019

インフォームドコンセント 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚 大田　将史 2019

医療と情報 授業内容を簡単にまとめなさい 800字以内 廣瀬　隼 2018

新時代のデータ解析法データマイニング
「データマイニングについて」
データマイニングは、 ・どのようなデータ分析方法 ・どのような方法があるか について、
概略でかまいません

Ａ４用紙１枚
ｶﾞｲﾍﾞ ｱﾊﾏﾄﾞ ｱﾝ
ﾏｰﾙ

2013

クリニカルパスの本質と医療の質改善
クリニカルパスの定義とその本質について以下の点からまとめなさい
・アウトカム志向型パス
・データの標準化と医療の質改善

Ａ４用紙１～２枚程度 若田　好史 2019

インターネットを利用した情報検索 国外の　ＰＨＲ　/　ＥＨＲ（いずれかで良い）　の事例調査 Ａ４用紙１枚 玉木　悠 2018

抗がん剤の副作用とその対策 授業内容を簡単にまとめなさい A４用紙１～２枚 宮本　弘志 2019

がん免疫 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚 西岡　安彦 2013

がんの発生メカニズム 授業内容に関連したことで興味があることについて自由にまとめなさい Ａ４用紙１枚 滝沢　宏光 2019

がん化学療法総論 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 土屋　浩一郎  2018

抗がん剤の臨床薬理 PKPD 抗がん剤で注意すべき薬物動態の具体例を調べてレポートしなさい Ａ４用紙１～２枚 玉置　俊晃 2016

がんの生物学と遺伝学 授業内容を簡単に、小テーマごとにまとめなさい Ａ４用紙１枚 井本　逸勢 2016

肺がんの画像診断 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚 西谷　弘 2008

がんの病理診断と病理検査法 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 常山　幸一 2019

がんの画像診断(消化器) 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚 松崎　健司 2008

大腸がん 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚 高山　哲治 2015

肝がん治療 「肝癌に対する肝移植」についてまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 居村　暁 2008

白血病 白血病の分類と治療方針についてまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 尾崎　修治 2009

造血幹細胞移植、GVHDと免疫制御剤 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１～２枚以上 安倍　正博 2009

乳がん 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 丹黒　章 2009

食道がんの診断と治療 食道癌の診断と治療について簡単にまとめなさい 800字以内 丹黒　章 2009

臓器別がん治療各論

共通科目

がんのベーシックサイエンス・臨床薬
理学

がんの臨床検査・病理診断・放射線
診断学

医療倫理学と法律的・経済的問題

医療対話学(コミュニケーションスキ
ル)

医療情報学

共通コア

悪性腫瘍の管理と治療
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授業内容 課題 レポート分量 担当教員 年度科目名

がん患者の口腔ケアと化学療法における口内炎 授業内容を簡単にまとめなさい 800字以内 宮本洋二・日野出大輔 2010

悪性リンパ腫 悪性リンパ腫の病型と治療法についてまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 尾崎　修治 2009

腫瘍随伴症候群と合併症の管理 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 軒原　浩 2019

胃がん、がん性腹膜炎 授業内容を簡単にまとめなさい ５００字以内 吉川　幸造 2018

肺がん、がん性胸膜炎・心膜炎 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚 軒原　浩 2019

泌尿器がん 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 金山　博臣 2018

悪性胸膜中皮腫 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１枚 滝沢　宏光 2020

原発不明がん 授業内容を簡単にまとめなさい Ａ４用紙１～２枚 木村　雅子 2015

胃がん（化学療法） 授業内容をまとめてください Ａ４用紙１～２枚 宮本　弘志 2019

脊椎転移がん
①転移性骨腫瘍で困ったことはありますか？どんな症例でしたか？
②その他、骨転移について自由に述べなさい

Ａ４用紙１～２枚 西庄　俊彦 2016

希少がん
（悪性軟部腫瘍（軟部肉腫）総論・脂肪肉腫・平
滑筋肉腫・横紋筋肉腫の診断と治療）

授業内容を簡単にまとめなさい 800字以内

高山　哲治
佐藤　康史
宮本　弘志
藤野　泰輝

2018

がんゲノム医療の実際 授業内容をふまえ、がんゲノム医療の現状と課題について学んだことを書いてください Ａ４用紙１枚以内 滝沢　宏光 2019

口腔がん T1N1N0の舌扁平上皮癌の治療法を簡潔に述べよ。 800字程度 宮本　洋二 2018

臓器別がん治療各論共通科目


	2020

