
文部科学省特別経費事業
「緊急被ばく医療の教育・研究体制の高度化及び実践的プログラムの開発」

－高度実践被ばく医療人材育成グローカル拠点の形成－
（平成25年度～29年度）

高度実践被ばく医療

人材育成プロジェクト
本事業は、緊急被ばく医療に対応できる医療者及び放射線リスクコミュニケーションの指導を担う人材
の底辺拡大、より高度で実践的な緊急被ばく医療人材育成プログラムの開発、国際標準に準拠した高度
実践看護師等を視野に入れた“グローカル”な被ばく医療人材育成の拠点形成を目指すものです。

大学院博士前期課程に新設のコースとして放射線看護高
度看護実践コースを立ち上げ、人材育成を推進します。

目　的

〒036-8564 青森県弘前市本町66番地１
電話 : 0172-33-5111　Fax : 0172-39-5912　E-mail : jm5905@cc.hirosaki-u.ac.jp

高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト　http://rem-hirosaki.jp/ (URL)
弘前大学大学院保健学研究科お問い合わせ

放射線リスクコミュニケーションに携わる専門職及び学
生に対するリカレント教育、一般市民を対象とした啓発
活動など、放射線リスクコミュニケーション教育の底
辺拡大と実施体制を整備し展開します。

放射線に関する基礎教育を学部から行うとともに、
大学院博士前期課程では「被ばく医療コース」を開設
し、緊急被ばく医療に対応できる医療専門職の養成
を目指しています。

Mission 1
放射線看護高度看護実践者の養成

現職の看護師・診療放射線技師等のための短期研修の場として、ｅラーニ
ングによる事前学習を含む2日間の教育プログラムを開催し、緊急被ばく
医療に関する基礎知識の講義とシミュレーション演習を展開しています。

Mission 4
現職者教育プログラム

Mission 2
放射線リスクコミュニケーション教育の実践

Mission 3
緊急被ばく医療教育プログラム



放射線看護高度看護実践者

放射線看護高度看護実践コース放射線看護高度看護実践コース

　放射線被ばくや放射線防護に関する高度な専門知識・技術を基盤
とし、施設や地域における個人や集団の放射線被ばく防護対策に従
事すると共に、放射線被ばくに関連した複雑な健康問題を持つ個人、
家族および集団に対して高度看護実践を行うことのできる人材の育
成を目指します。
　このコースは2015年度開講予定です。

１．放射線被ばくや放射線防護に関する高度な専門知識・技術を活用し、顕在あるいは潜在した放射線の人体影響を有
する対象への高度看護実践を行うことができる。

２．放射線被ばくを最小限にするための的確な臨床判断と管理を行うことができる。
３．個人や集団が放射線に関する正しい知識を有し、自らの健康を守るための判断と行動ができるように教育・啓発活

動及び相談活動ができる。
４．看護職者に対して、放射線看護に必要な知識及び技術に関する教育・相談活動ができる。
５．放射線看護に必要な教育・医療システムの調整を行うことができる。
６．放射線看護に関する倫理的課題に対し的確な判断を行い、解決に向けて支援を行うことができる。
７．放射線看護に関する専門的知識や技術の向上に資する看護研究を行うことができる。

放射線看護の専門家育成

教育目標

教育目的

放射線看護高度看護実践コース【修士（看護学）、ＣＮＳ分野特定申請中】

連携

弘前大学

10 単位

14 単位

14 単位

4単位

本コース修了者には「放射線看護高度実践看護師（Radiological Nursing Specialist）」の学内称号を付与する予定です。

・放射線事故・災害
　における看護
・放射線診療（画像
　診断、核医学診断、
　ＩＶＲ等）を受ける
　対象への看護

放射線看護学実習
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

基礎放射線学特論、被ばく医療学特論、放射線医学特論、
放射線看護学特論、放射線看護学特別演習、

被ばく医療看護論Ⅰ・Ⅱ、放射線防護看護論Ⅰ・Ⅱ

看護教育学特論、看護管理学特論、看護政策論、看護理論、
看護研究方法論、コンサルテーション論、看護倫理学特論Ⅰ、

フィジカルアセスメント、病態生理学、臨床薬理学

課題研究

専門科目
放射線看護学実習

共通科目

 



大学院博士前期課程　被ばく医療コース大学院博士前期課程　被ばく医療コース

　大学院保健学研究科では、看護学領域における被ばく患者の看護、医療生命科学領域における汚染対策や除染、線量測定、
特殊臨床検査など、被ばく医療に関連した医療専門職の人材養成を目的として、平成20年度から大学院博士前期課程に被
ばく医療コースが設置されています。

● 大規模な放射線災害等の非常緊急時に、保健学の専門領域を基盤として、リーダーシップを発揮し適切な医療支
援対応ができる人材

● 放射線に関する専門的知識と緊急被ばく医療における危機管理体制や専門職間で連携について教育・研究を推進
できる人材

育成する人材像

教育目標

教育課程概要

入学者状況

被ばく医療コースの履修例（看護学領域）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

５

２（予定）

２

３

● 被ばく医療共通科目：放射線防護総論、他２科目
● 被ばく医療専門科目：12科目
　▶ 看護学領域：被ばく医療看護学特論
　▶ 生体情報科学領域：放射線影響学特論、他３科目
　▶ 生体機能科学領域：染色体検査学、特殊検査機器学、他４科目
　▶ 総合リハビリテーション科学領域：被ばく医療リハビリテーション科学特論

● 緊急被ばく医療に関する専門的知識・技術の習得
● 緊急被ばく医療において求められるリーダーシップの涵養
● 緊急被ばく医療に関する教育・研究能力の習得

3

1

1

3

3

－

被ばく医療コース入学者数

修了者数
（被ばく医療認定士の認証者数）

放射線防護総論
被ばく医療総論
被ばく医療演習
保健学研究セミナー
基礎看護・看護教育学特論
基礎看護・看護教育学演習
基礎看護・看護教育学特別研究
被ばく医療看護学特論
看護管理学特論
老年保健看護学特論
被ばく医療リハビリテーション科学特論

4科目8単位以上
を選択

選択科目

必修科目

4科目8単位
保健学共通
コア科目

6
　
2

4

8

2
2
2

2
2

2
2
2
2

区　分　　　　　　　　　授　業　科　目　　　　　　　　　1年次　　　　2年次　　 合計　　　　備　考

※特別研究のテーマが放射線に関連したテーマであること
　コース修了者には「被ばく医療認定士」の称号授与

18 12 30

10
10

2

14

8

8



放射線リスクコミュニケーション教育の実践放射線リスクコミュニケーション教育の実践
　リスクコミュニケーションとは、「リスクについての個人または集団間での情報や意見をやりとりすること
により相互に意思疎通を図ること」をいい、そのためには、聞くことによる情報収集とリスクの早期発見、言
語表現による伝達技術など多くの能力が必要とされます。更に、情報を伝えることにより人々のリスク対応
能力を向上させ、リスクに関する意思決定への参加の機会を提供することがリスクコミュニケーターの役割
と考えられています。しかし、リスクのひとつである放射線に関して支援することができる人材すなわち放
射線リスクコミュニケーターの育成は、現状ではまだ確立していません。そこで我々は、放射線のリスクを
伝達するためのコミュニケーション能力を習得することを目的とした教育の実践を展開していきます。

一般への啓発活動として講演会を企画開催して
います。
平成25年度
●講演：原発事故に伴う避難から復興の現状、
職員として課題はなにか
●講演：長崎大学・川内村復興推進拠点におけ
るリスクコミュニケーションの展開
●講演：いま求められるリスクコミュニケー
ションとは
平成26年度（予定）
●講演＆シンポジウム：災害のリスク・コミュ
ニケーション
●講演：集団から個への放射線リスクコミュ
ニケーション
●講演：放射線リスクコミュニケーション
にいま何が求められているのか
●ワークショップ 等

実施体制整備にむけて各種研修や訓練の場へ教員を派遣しています。
平成25年度
●災害看護グローバルリーダー養成プログラム国際セミナー
●FMU-IAEA International Academic Conference
●平成25年度医療放射線防護連絡協議会年次大会「放射線被ばくとリスクコミュニケーション」
●第35回「医療放射線の安全利用」フォーラム「福島原発事故後から求められる医療関係者の放射線教
育とは」

●文部科学省補助事業教職員・PTA・消防職員等を主な対象とした放射線のコミュニケーション研修
●リスクコミュニケーション講座
●17th EAFONS (EAST ASIAN FORUM OF 
NURSING ACHOLARS) 等
●平成25年度青森県国民保護共同実働訓練

教育プログラム開発をすすめています。
学部教育プログラム
●教育実践演習（教職科目）におけるリスクコミュ
ニケーション演習（平成25年度から）

●教養科目における新設を検討中
現職教員等を対象とした教育プログラム
●教員免許状更新講習における科目申請にむけ
て準備中（平成26年度から）

放射線リスクコミュニケーターとして、保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・
介護福祉士・社会福祉士・現職教員などの活躍が期待されています。



現職者教育現職者教育
　当研究科では、平成22年度から現職の看護職と診療放射線技師を対象として、緊急被ばく医療の基礎的知識と技術の研
修を行う短期教育プログラムを実施しています。従来は3日間のプログラムでしたが、平成25年度からはeラーニングによ
る事前学習を取り入れ、開催期間を1日短縮して2日間としました。
　本研修には、それぞれの専門を被ばく医療という点から深める講義と、他職種連携に関する講義・演習が組まれており、
2日目の午後には研修参加者による被ばく事故を想定した被ばくおよび汚染を伴う傷病者の受け入れ演習を実施致します。
　受講者の方々からのアンケートなどを参考に、毎回プログラムや運営方法を見直し、より有意義な研修となるべく努めて
おります。

● eラーニングでは、放射線に関する基礎的知識や緊急被ばく医療の原則、防護服の着脱や創傷部位の除染方法などについて学習しま
す。受講生の方々からは「繰り返し見ることができる」「動画で確認できてよかった」等の感想をいただきました。

● 演習「除染・防護服着脱方法」は、全ての受講者が参加する形式で実施しております。看護職コースの方は創傷汚染の除染を、診療
放射線技師コースの方は創傷汚染のサーベイを実施しますので、これらの手技を体験・習得できます。

● 福島県立医科大学災害医療総合学習センターから講師を招き、福島の現状に関する講義も開講する予定です。事故後の対応・食品
汚染や健康問題・こころのケアなどについて理解を深める事ができます。

● 弘前大学医学部附属病院　高度救命救急センター内の「緊急被ばく医療施設」の見学を組み入れています。受講者の施設での緊急被
ばく医療体制づくりにおいて大いに参考にできます。

特　徴

受講者数

緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研修緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研修

教育目的

募集コース および募集人数
● 募集コース
　　看護職コース
　　診療放射線技師コース

● 募集人数：合わせて20名程度

※一部の演習はコースごとに分かれて実施致します。
※他職種の方も受講可能です。

教育プログラム
● 看護職コース：基礎編（２日間）
● 診療放射線技師コース：基礎編（２日間）
● 最終日は合同でシミュレーション演習を実施
● 全プログラム受講者には修了証を発行

講義・演習の様子
講義は看護職コースと
診療放射線技師コース
合同で行います。

演習
「汚染・被ばく医療患者の受け入れ
体制づくり」

演習
「汚染・被ばくを伴う患者受け入れ」

演習
「サーベイメータの取り扱い」

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
15
16
31
31（予定）

7
11
18
18

看護職コース
診療放射線技師コース

合計
修了証授与者数

（全プログラム受講者数）

12
9
21
21

15
6
21
20

15
3
18
16

現職の看護職・診療放射線技師を対象として、
緊急被ばく医療に必要な知識を習得し、連携・協働しながら
適切な対応かつ安全管理ができる医療職者を育成する。

外部汚染のある患者の搬入から一般病室へ
の退室までの一連の流れについて演習を行
います。

汚染・被ばくを伴う患者の受け入れの演習
に備えた準備をしていただきます。事例の
説明をもとに、緊急被ばく医療体制のチー
ム編成と各自の役割、受け入れの手順等に
ついて話し合いをしていただき理解を深め
ます。

傷病者の処置時に必要なサーベイメータの
取り扱いと測定方法について演習を行いま
す。実施にサーベイメータの操作をしてい
ただき、取り扱い方法を習得していただき
ます。



グローバル人材育成グローバル人材育成
－人材育成の国際展開－－人材育成の国際展開－

　国外の被ばく医療関連機関との人事交流、学術交流を積極的に進めることで、保健学研
究科教員の国際性を涵養するとともに、大学院への外国人留学生の入学を推進する。

１．若手研究者・学生間の教育研究における交流とその支援体制を構築し、これを発展さ
せる。

２．国際交流、連携体制をつくることのできる人材育成を支援する。
３．海外からも参加可能な被ばく医療人材育成教育プログラムを整備する。
４．被ばく医療コースや放射線看護専門看護師コースでの留学生を受け入れる。

○教育・研究者交流の実施 ストックホルム大学のSiamak Haghdoost博士、Andrzej 
Wojcik博士、ドイツ連邦軍放射線生物学研究所のHarry Scherthan博士の招聘
○博士前期・後期課程の学生の国際学会等への参加を支援
○韓国 KIRAMS 主催防災訓練の紹介 Min-Su Cho 先生、Sun-Sil Kim先生の招聘
○KIRAMS 防災訓練への参加と KIRAMS 視察
○ハワイ大学高機能シミュレーションセンターでの視察・研修
○フィリピン、タイにおける本事業の広報活動と情報収集
○ESRAH2014（平成26年9月21-22日開催、弘前市）への取り組み
○外国人留学生の受け入れ支援

活動実績・計画

Haghdoost博士による講演 韓国 KIRAMS 主催防災訓練の様子 Wojcik博士によるセミナー

活動目標

活動概要


