シラバス
ナンバリングコード／科目番
号

01EQ510

科目名

緩和医療学

科目名（英語）

Palliative Medicine

授業形態

講義（対面）

標準履修年次

1 年次

実施学期・曜時限等

秋 AB、集中（12 月 3 日（木）6 限、12 月 4 日（金）6 限、12 月 10 日（木）
6 限、12 月 11 日（金）5 限、6 限）

使用教室

4F305

単位数

1

担当教員名

濵野 淳

使用言語（☑してください）

☑日本語 ・ □英語 ・ □バイリンガル

ティーチングフェロー(TF)・
ティーチングアシスタント
(TA)

なし

オフィスアワー等

随時（メールで連絡すること）
濵野 淳 junhamano@md.tsukuba.ac.jp
汎用

学位プログラム・コンピテン
スとの関係

授業の到達目標
（学修成果）

専門

基礎知識の活用力

•

コースの終了時学生は以下のことができるようになる
o WHO の緩和ケアの定義を述べる
o 病態生理を考えながら症状の評価を行う
o 適切な症状マネジメントを行う
o 患者家族に悪い知らせを伝えることの重要性を述べる

•

By the end of the course, students will be able to:
o Describe WHO’s definition of “palliative care”
o Get used to assessing pathophysiology of symptoms for
effective management
o Demonstrate the ability to plan, evaluate, and review
appropriate symptom management
o Describe the impact of breaking bad news to patient and
family

他の授業科目との関連

履修条件

なし

授業概要

•緩和ケアの概念、知識、技術を理解し、医療従事者として必要な基本的
な緩和ケアの能力を身につける。

•This course aims to equip students with an understanding of core concepts of
palliative care as well as knowledge and skills to provide essential palliative care
as health care provider such as communication skill, cancer pain control, other
symptom management and spiritual care.
キーワード

緩和医療、緩和ケア

集中で実施
開講日時：12 月 03 日（木）6 限
12 月 04 日（金）6 限
12 月 10 日（木）6 限
12 月 11 日（金）5〜6 限

授業計画

１濵野 淳 HAMANO Jun
緩和ケア概論（I）
Introduction of Palliative care (Part 1)
２濵野 淳 HAMANO Jun
緩和ケア概論（II）
Introduction of Palliative care (Part 2)
３濵野 淳 HAMANO Jun
緩和ケアにおける症状マネジメント（I）
Symptom Management in Palliative care (Part 1)
４濵野 淳 HAMANO Jun
緩和ケアにおける症状マネジメント（II）
Symptom Management in Palliative care (Part 2)
５濵野 淳 HAMANO Jun
緩和ケアにおけるコミュニケーション
Communication skill in Palliative Care

学修時間の割り当て及び授業
外における学修方法

授業は全て講義（100％）で実施する。
All classes are conducted in lectures (100%).

単位取得要件

7 割以上の出席を単位取得要件とする。
More than 70% attendance is required for earning the credit.

成績評価方法

出席状況と授業中の態度により評価する
Class attendance and participation.

教材・参考文献・配付資料等

１．がん緩和ケアガイドブック新版 日本医師会編
A Practical Guide for Cancer Palliative Care. New edition. Japan
Medical Association.
https://www.med.or.jp/people/cancer/000005.html.

その他（受講生にのぞむこと
や受講上の注意点等）

