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助産学分野
医療福祉学研究科
■修士課程 保健医療学専攻
■博士課程 保健医療学専攻
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■教育内容等に関するご相談

修士論文コース 実践コース

実践コース実践コース

eメール｜大田原： kurodam@iuhw.ac.jp （黒田 緑）／福岡： katsuko-shinozaki@iuhw.ac.jp （篠﨑 克子）

ごあいさつ

教員紹介

日本の母子保健レベルは世界に誇れる水準を維持しています。我々助産師はその一端を担う実践分野
の専門職です。女性の一生に関わり常に母と子の傍で見守り支え、家族の幸せを願う立場にあります。国
際医療福祉大学は、「人間中心の、社会に開かれた大学であり、国際性をめざす」という基本理念を掲
げています。その理念のもと助産学分野は、母子および家族を中心としたケア提供、地域社会との連携の
構築・強化および国際性豊かな助産専門職の育成をめざしています。
助産学分野には国家試験受験資格を取得する課程と有資格者の実践能力の向上をめざす課程として

「実践コース」があり、また、助産領域の研究者・教育者の育成をめざす「修士論文コース」の二つの
コースがあります。免許取得をめざす者と有資格者の両者の存在は、それぞれの目標に向けて互いによい
刺激となり、当分野の特徴といえます。

2006 年に大学院保健医療学専攻として創設された助産学分野は、各キャンパス間の遠隔授業システムを利用することにより、仕
事を持つ社会人に開かれた大学院といえます。
課題研究はもとより助産診断や助産所実習、教育演習は大学院修了後の実践活動に生かされると考えます。

助産学分野・福岡キャンパスは、2013 年福岡市に開設されました。九州圏内では早期から、免許取得
コースの助産師教育を大学院で行っています。目まぐるしく変化する社会の中で、女性たちのニーズは多様
化しています。そのニーズに応えていくためには、高度な専門職者となる教育に基づいた実践能力が必要
です。また、国際化する社会においては、グローバルな視野を持ち、国際的にも活躍できる助産の場を広
げられるような能力が求められています。当大学院では、大田原キャンパス、東京赤坂キャンパスなどと遠
隔授業システムを活用し、多彩な講師からの授業を受けることができます。授業では、リアルタイムでディスカ
ッションができ、院生たちの深い理解につながっています。更に、女性たちの多様なニーズに応えるためには、
エビデンスを実践に応用できる能力が求められます。本大学院では、エビデンスを活用し、構築できる能力

が得られるような教育をめざしています。このような専門性の高い知識と能力は、女性たちの多様なニーズに応えることにつながると期
待されています。

 黒田 緑（教授）、森越 美香（准教授）、沼澤 広子（助教）
 篠﨑 克子（教授）、佐藤 香代（教授）、江島 峰子（講師）、藤木 久美子（助教）

研究者・教育者
病院・診療所勤務者
（ハイリスク母児のケア、

出産介助、
施設内バースセンター等の開設）

海外母子保健専門家
助産所開業
（出産介助者）

（母乳育児／子育て支援者）

助産学分野で育成する人材

共通科目

特論／演習Ⅱ
（ウイメンズヘルス）

実習 修士論文

専門科目 課題研究
論文

特論／演習Ⅰ
（リプロダクティブ
ヘルス／ライツ）

教員
スタッフ

福岡キャンパス

篠﨑 克子 教授

分野責任者
大田原キャンパス

黒田 緑 教授

大田原キャンパス

福岡キャンパス
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区　分 必修／選択 修士論文コース
実践コース

助産師有資格者 助産師国家試験受験資格希望者

共通科目
必修 4単位 4単位 10単位
選択 4単位 4単位 4単位

専門分野
必修 16単位 16単位 39単位
選択 6単位 6単位 6単位

合　計 30単位 30単位 59単位

区　分 必修／選択 科　目 標準履修年次 単位数 最低単位数

専門科目 必修

助産学講義（博士） 1 2

10単位
助産学演習（博士） 1 2

助産学研究指導（博士）Ⅰ 2 2

助産学研究指導（博士）Ⅱ 2 2

助産学研究指導（博士）Ⅲ 3 2

専門科目
選択

他分野の博士課程専門科目のうち履修制限のないもの
2単位以上

共通科目（修士課程） 任意の科目
合　計 12単位以上

実践コース 修士論文コース

カリキュラム

修士課程

博士課程

女性および子ども・家族の幸福に寄与できるケアの開発研究や、根拠に基づいた高度な実践力をもち、
他分野と協働して母子保健に貢献できる研究者・実践者を育成します。

【学位】博士（助産学）　【教員スタッフ】指導教員：黒田 緑（教授）、佐藤 香代（教授）

正常出産介助または女性の健康支援における高度実践者の育成 研究者・教育者の育成

＊専門科目は、大田原キャンパス、福岡キャンパス、各自の所属キャンパスでの受講となります。

大田原（栃木県）、福岡の
2キャンパスから助産学教育を発信

国家試験受験資格取得

共通科目

専
門
科
目

研　究有資格者のスキルアップ

大学の関連病院と助産院での
充実した分娩介助実習

課題研究作成
課題研究（2）　助産学実習Ⅱ（6）

修士論文作成
助産学特別研究Ⅱ（4）　助産学特別研究Ⅰ（4）

アンケート調査・インタビュー調査・フィールドワーク入門（2）　統計学入門（2）　脳障害の生物学（2）
人口問題と政策（2）　現場に学ぶ医療福祉倫理（2） 

【定員】20名　【修業年限】2年　【学位】修士（助産学）　【取得資格】助産師国家資格受験資格　受胎調節実地指導員申請資格
【履修要件】

青字は実践コース（助産師国家試験受験資格希望者）の選択必修科目（29単位） 

（　
　

）
内
は
単
位
数

＊修士論文コースは所定の科目 30単位以上を履修し、修士論文審査に合格する。＊実践コース（助産師有資格者）は所定の科目 30単位以上を履修し、課題研究審査に合格する。
＊実践コース（助産師国家試験受験資格希望者）は所定の 30単位以上の他に指定された助産師国家試験受験科目 29単位を別途修得する。

＊その他 35科目の共通科目から 4単位以上選択必修

助産学特論演習Ⅴ 【周産期ハイリスクケア論】（2）
助産学特論演習Ⅳ 【助産技術学】（3）
助産学特論演習Ⅲ 【助産診断学】（3）
助産学特論演習Ⅱ 【ウイメンズヘルス】（4）
助産学特論演習Ⅰ 【リプロダクティブヘルス／ライツ】（2）

助産学特論演習Ⅹ 【国際母子保健活動論】（4）
助産学特論演習Ⅸ 【母性看護学／助産学教育論】（2）
助産学特論演習Ⅷ 【助産マネージメント論】（2）
助産学特論演習Ⅶ 【地域母子保健診断学】（2）
助産学特論演習Ⅵ 【母乳育児／子育て支援論】（4）
助産学実習Ⅰ （11）

他分野領域との学際的な研究を通して
助産学を追求できる

助産院や海外の実習を通して
助産師としての実践能力の向上をめざす

長期履修制度が利用可能
（修士課程）

助産師有資格者は
本学の各キャンパスで授業を受講可能
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在学生

修了生・在学生の声
修了生

＜修士課程（論文コース）＞

大野 みな子（大野医院助産実習指導）

＜修士課程（実践〔有資格者〕コース・海外実習）＞
第 4期修了生　宮下 美代子（宮下助産院院長、特別講師）

＜修士課程（実践〔資格取得〕コース）＞
第 10期修了生　小笠原 絢子（周産期クリニック 北村医院）

＜修士課程（実践〔資格取得〕コース）＞
2年　王 燕 （オウ エンニ／WANG YANNI）

＜修士課程（実践〔資格取得〕コース）＞
2年　古賀 裕里子

＜修士課程（実践〔資格取得〕コース）＞
第 10期修了生　手塚 佳央梨（国際医療福祉大学病院）

修士課程においては、幅広い視野で助産を考える時間を得
て、多角的に助産をとらえ、疑問に思った事や知りたいと思
った事を探求する研究方法を知ることができました。修士論
文のテーマも臨床で気になっていた「妊婦の体重管理法」を
選びました。論文を仕上げるのは大変でしたが、書いてみる
と欲がわき、修士論文のテーマをさらに深めて、臨床の場で

役立てていけるようにしたいと思い、博士課程へ進学しまし
た。また、同じ有資格者の仲間はみな向上心が高く、講義以
外の時間での会話でもおおいに剌激となりました。資格をめ
ざす仲間との交流は、自分の助産哲学を見つめ直すいいチャ
ンスにもなりました。

大学院の 2年間で得たものは、日頃、実践の中で課題と
していたことが、次にステップする機会となり、大いに現場
で活かせる内容でした。
また、タイにおける海外研修では、母子に対する熱い思い
は国境を越えても同じであることや国全体で取り組んでいる

母乳育児支援の体制について学ぶことができました。
課題研究においては、実践の中で、課題にしていたことを

明らかにしていく難しさを痛感しながら、研究の基本から学
ぶ機会になりました。

私は大学病院と助産院勤務を経て、産院で常勤として働い
ていました。育児とのバランスも取れて来た頃、助産全般の
スキルアップと研究の両方にチャレンジしたくて大学院進学を
決意しました。
免許生と講義や実習を共にすることで、初心に返ることが

できました。また、助産院実習を通して、生活に根付いた助
産の実際を深く学ぶことができました。修了後は研究テーマ
に関連したNGOを立ち上げ、途上国の母子保健支援を続け
ています。

私は高校卒業後、日本の医療サービスを学ぶために中国か
ら来日し、本学看護学科で学びました。さらに、女性の一生
を支える助産の仕事に従事することを強く希望し、助産学分
野に進学しました。入学以来、専門性が高い知識や技術を習
得し、プレゼンテーション等をする機会も多く、自立して考え

る機会が多くあります。また、指導者の方や先輩たちは熱心に、
私が日本を理解できるように教えていただき、感動しています。
現在、産婦さんによりよい助産ケアを提供できる助産師に

なるために頑張っています。将来は世界で援助を求めている
女性たちの助けになりたいと心から望んでいます。

看護学生時代に初めて生命の誕生に関わり、生命の尊さ、
素晴らしさに心惹かれ、母子に寄り添う助産師をめざしました。
私は他大学から、本学大学院への進学を決めました。進学
の決め手としたのは、助産師の有資格者の方や様々な領域の
方とディスカッションを行うことができる場が提供されている
という点です。
実際に大学院の授業では、少人数でディスカッションするこ

とが多く、自らの意見を持って発言することが求められます。
また、一人一人が深く考え、意見交換することでより多くの

学びが得られていると感じます。遠隔授業では、全国の一流
の講師陣の講義を聴講でき、多くの刺激を得ています。
実習では、先生方や指導者の方の丁寧なご指導のもと、分

娩介助技術や助産院実習でより専門性の高い知識や技術を学
ぶことができます。また、様々な実習を通して、今後の自身
のキャリアデザインを構築することにも繋がります。
日々の学習では課題も多く、苦労することもありますが、
助産師をめざす仲間と協力し、自分の理想とする助産師にな
れるよう、日々精進していきたいと思います。

生命の誕生に関わる助産師という職業に憧れて、大学院の
助産学分野で 2年間学びました。専門知識の修得はもちろん、
病院と助産院での分娩介助実習をはじめ、様々な事を経験す
ることができました。助産師には、母親の妊娠・分娩・産褥
期の知識や新生児の知識のみならず、女性の生涯に渡る幅

広い知識が求められると痛感しました。それらの知識や情報
を正しく伝えるためには、その場に合った雰囲気づくり、表情、
声のトーンなどを大切にし、少しでも患者さんの不安な気持
ちに寄り添える助産師をめざして日々精進していきたいと思っ
ています。
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実習について

国際医療福祉大学病院（栃木県）には院内助産施設として、助産師が中心となって運営するバー
スセンターがあり、本分野の修了生が活躍しています。また、国際医療福祉大学グループの九州地区
では中核医療施設である福岡山王病院、高木病院があり、充実した実習環境で学ぶことができます。

【グループ内実習施設】
■栃木県

国際医療福祉大学病院
バースセンター［大田原市］

■東京都

山王病院［港区］
山王バースセンター［港区］

■福岡県

福岡山王病院［福岡市］
高木病院［大川市］

【グループ外実習施設】
■栃木県

那須赤十字病院［大田原市］
さくら産院［さくら市］
大野医院［鹿沼市］
助産施設ままと赤ちゃんの家
［那須塩原市］

■東京都

ファン助産院［杉並区］

■神奈川県

山本助産院［横浜市］
みやした助産院［横浜市］
バースあおば［横浜市］
みどり助産院［横浜市］
さくらバース［川崎市］

■福岡県

温もりのほっと助産院［柳川市］
大牟田市立病院［大牟田市］
産科・婦人科みやじまクリニック
［久留米市］

東野産婦人科［福岡市］
サン・ムラタ［北九州市］
産前産後サポーター協会心ゆるり
［小郡市］

母乳と育児の相談室 iibasho
（いばしょ）［春日市］

助産院マミータ［福岡市］
助産院笑望［田川郡］
馬渡産婦人科［糸島市］

実習施設
●国際医療福祉大学病院

●山王病院

●福岡山王病院

●超音波演習 ●新生児蘇生法演習

●カンボジアでの演習●国際医療福祉大学病院
　バースセンター「ばーすはうす」での実習

※撮影のため器具を着用しています

学習風景
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国際医療福祉大学大学院
保健 •医療 • 福祉専門職のキャリアアップを支援

国際医療福祉大学 国際医療福祉大学
附属病院

「働きながら大学院で学びたい」社会人が学びやすい３つの特長

　　キャンパス
「働きながら大学院で学びたい」。こうした医療・福祉専門職
の方々のニーズに応えるため、本大学院は、大田原（栃木
県）、成田（千葉県）、赤坂（東京都）、小田原（神奈川県）、熱海
（静岡県）、福岡・大川（福岡県）に7つのキャンパスを開設し
ています。
※ 分野により受講が限られるキャンパスがあります。

１ 　　同時双方向遠隔授業
キャンパスを同時双方向遠隔授業システムで結び、複
数のキャンパスで授業をリアルタイムで受講できるよう
にしています。このシステムはテレビ会議方式を授業に
取り入れたもので、テレビカメラによる映像や音声、書
画カメラの映像、パソコンのファイル情報などが、各キャ
ンパスでリアルタイムに共有できます。これにより、どの
キャンパスでも授業が行われている教室と同じ状態で
授業を受けることができ、質問やディスカッションなど
同時双方向のコミュニケーションも可能です。

３

　　カリキュラム
多くの授業を平日の夕方以降と土曜日の昼間に行い、社会人
が学びやすい環境を整備しています。
※専攻、分野により異なります。

２

大田原
キャンパス

（栃木県大田原市）

福岡
キャンパス
（福岡県福岡市）

東京赤坂
キャンパス
（東京都港区）

大川
キャンパス
（福岡県大川市）

成田
キャンパス
（千葉県成田市）

小田原
キャンパス

（神奈川県小田原市）

熱海
キャンパス
（静岡県熱海市）

同時双方向
遠隔授業
同時双方向
遠隔授業

医療福祉学研究科

医学研究科

薬学研究科 薬科学研究科

修士課程

博士課程

博士課程（４年制）

博士課程

修士課程

保健医療学専攻
● 看護学分野
● 特定行為看護師養成分野
   （旧：ナースプラクティショナー養成分野）
● 助産学分野
● 理学療法学分野
● 作業療法学分野
● 言語聴覚分野
● 視機能療法学分野
● 福祉支援工学分野
● リハビリテーション学分野
● 放射線・情報科学分野
● 生殖補助医療胚培養分野
● 医療福祉教育・管理分野

● 臨床検査学分野
● 遺伝カウンセリング分野
● 災害医療分野
医療福祉経営専攻
● 医療経営管理分野
● 診療情報アナリスト養成分野
● 医療福祉国際協力学分野
● 先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
● 医療福祉学分野
● 医療福祉ジャーナリズム分野
● 医療通訳・国際医療マネジメント分野
臨床心理学専攻

医学専攻
● 基礎医学研究分野
● 臨床医学研究分野

● 社会医学研究分野

医療・生命薬学専攻

修士課程（２年制）
生命薬科学専攻
● 生命薬学分野 ● 医療薬学分野

保健医療学専攻
● 看護学分野
● 助産学分野
● 理学療法学分野
● 作業療法学分野
● 言語聴覚分野
● 視機能療法学分野
● 福祉支援工学分野
● リハビリテーション学分野
● 放射線・情報科学分野
● 生殖補助医療胚培養分野
● 臨床検査学分野
● 医療福祉経営学分野
● 診療情報管理・分析学分野

● 医療福祉国際協力学分野
● 先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
● 医療福祉学分野
● 医療福祉ジャーナリズム分野
● 臨床心理学分野

公衆衛生学専攻
● 国際医療学分野
● 疫学・社会医学分野

● 医療福祉管理学分野

190604000

Tel  03-5574-3903　 E-mail  daigakuin-nyushi@iuhw.ac.jp　 HP  https://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/

学生募集要項は次のいずれかの方法でご請求ください

大学院に関するお問い合わせ
東京赤坂キャンパス入試事務室　　Tel：03-5574-3903　　〒107-8402　東京都港区赤坂4-1-26

※修士課程は、専門学校等を卒業された満22歳以上の方も出願可能です（国家資格保持等の条件を満たしている必要があります）。

□ 大田原キャンパス
　●    保健医療学部：看護学科、理学療法学科、
作業療法学科、言語聴覚学科、視機能療法学科、
放射線・情報科学科

　●    医療福祉学部：医療福祉・マネジメント学科
　●    薬学部：薬学科（6年制）

□ 成田キャンパス
　●    医学部：医学科
　●    成田看護学部：看護学科
　●    成田保健医療学部：理学療法学科、作業療法学科、
言語聴覚学科、医学検査学科、放射線・情報科学科＊

□ 東京赤坂キャンパス
　●    赤坂心理・医療福祉マネジメント学部：心理学科、
医療マネジメント学科

□ 小田原キャンパス
　●    小田原保健医療学部：看護学科、理学療法学科、
作業療法学科

□ 福岡キャンパス
　●    福岡看護学部：看護学科

□ 大川キャンパス
　●     福岡保健医療学部：理学療法学科、作業療法学科、
言語聴覚学科、医学検査学科

　●    福岡薬学部＊：薬学科（6年制）

＊ 2020 年 4月開設予定。設置届出書類申請中

■ 国際医療福祉大学病院（栃木県）
■ 国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県）
■ 国際医療福祉大学三田病院（東京都）
■ 国際医療福祉大学熱海病院（静岡県）
■ 国際医療福祉大学市川病院（千葉県）
■ 国際医療福祉大学成田病院（千葉県）＊

＊2020年春開設予定
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