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0AS0507 社会医学概論 1 2.0 1 春AB 木1,2

市川 政雄,福重
瑞穂,田宮 菜奈
子,森田 展彰,斎
藤 環,大谷 保和,
山岸 良匡,近藤
正英,我妻 ゆき
子,五所 正
彦,Togoobaatar
Ganchimeg,伊藤
智子,笹原 信一
朗,大久保 麗子,
堀 愛,堀 大介,本
田 克也,菅野 幸
子

人びとの健康に寄与する要因が多岐にわたるこ
と、人びとの健康を増進するには学際的な取り
組みが欠かせないことを理解することを目標と
する。社会医学の今日的課題をさまざまな観点
から論じることができる。

01EQ005と同一。
英語で授業。
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0ATHA11 疫学概論 1 1.0 1 春AB 火3 4F204 我妻 ゆき子

健康ないし疾病の要因について人間集団を対象
にして宿主(host)、病因(agent)、環境
(Environment)の各面から包括的に究明し、法則
性を見いだす疫学の原理について学ぶ。
 目標:初歩的な研究デザインについて概観し、
人間集団を対象とした研究を行う際の研究実施
計画の重要性を理解する。疫学の基本を理解
し、その基本的手法と用法について説明するこ
とができる。

英語で授業。

0ATHA12 医生物統計学概論 1 1.0 1 春AB 水3 4F204
五所 正彦,丸尾
和司

医科学領域における統計学的アプローチの具体
的方法について学ぶ。検定、推定、相関、回
帰、分散分析、多変量解析、生存時間分析な
ど、特に応用の広い重要な手法を理解し、正し
く手法を用いるための基礎を学ぶ。

英語で授業。

0ATHA13 医生物統計学実習 3 1.0 1 春AB 水5,6 4F305
丸尾 和司,五所
正彦

統計解析ソフトウェア SAS OnDemand for
Academics を用いて、医学データ解析に用いら
れる統計手法の実際を学ぶ。

英語で授業。

0ATHA14 公衆衛生学特別演習 2 8.0 2 通年 応談
公衆衛生学学位プ
ログラム各教員

修士論文を作成するための研究の実践および指
導を行い、論文指導を行う。

英語で授業。

0ATHA15
疫学・生物統計学セミ
ナー

2 2.0 1 通年 火6
我妻 ゆき子,五所
正彦,田宮 菜奈子

疫学や生物統計学に関する講義の補完として、
関連する教科書を読み、原著論文を担当を決め
て紹介し、セミナー形式にてデイスカッション
することで学習効果を高める。
 目標:疫学や生物統計学の手法やその応用につ
いてさまざまな観点から論じることができる。

英語で授業。

0ATHA16
量的研究の批判的評価
法

1 1.0 1 春C
月・木
3,4

4F204
Togoobaatar
Ganchimeg

この科目では、科学論文において使用された手
法や解析について、クリティカル・アプレイザ
ルを行う機会を提供する。それぞれの専門領域
におけるクリティカル・アプレイザルのフレー
ムワークを応用して、エビデンスに基づく実践
について議論を行う。

英語で授業。
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0ATHA17
システマティックレ
ビュー・メタアナリシ
ス入門

1 2.0 1 秋AB 月2,3 4F305
Togoobaatar
Ganchimeg

システマティックレビューやメタ解析は、エビ
デンスに基づく臨床や公衆衛生実施を含め、意
思決定のために大変有用な手法である。この科
目では、システマティックレビューに関する詳
しい説明を段階を踏んで行う。また、その強み
や限界についても討議する。レビュークエス
チョンの作成、文献検索、研究の質の評価、
データ抽出、メタ解析手法や報告書作成につい
てを含める。RevMan統計ソフトを利用し、
PubMedによるレビューやメタ解析演習を行う。

英語で授業。
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0A00314
地球規模課題と国際社
会: 感染症・保健医療
問題

1 1.0 1 - 5 秋C 集中
我妻 ゆき子,近藤
正英

国連が提起した「持続可能な開発目標(SDGs)」
に密接に関わる国際社会が直面する課題を理解
し、大学院生各人に国際社会の一員としての自
覚を誘起することで、高等教育を受けた者が果
たすべき役割と責任について熟考させることを
目的とする。
 当科目は「持続可能な開発目標(SDGs)」のう
ち、Goal 3に関連した、国際社会が直面する
「感染症・保健医療問題」について取り扱う。

英語で授業。

専門科目(公衆衛生学関連科目)

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATHE21 健康行動科学論 1 1.0 1・2 秋AB 水3 4E608

笹原 信一朗,斎藤
環,松﨑 一葉,森
田 展彰,大井 雄
一,大谷 保和,道
喜 将太郎,堀 大
介

目標:ヘルスプロモーションの概念および保健行
動の変容の理論と方法を環境ストレス各分野で
の実例を通して理解する。保健行動の変容につ
いて様々な観点から論じることができる。

英語で授業。

0ATHE22 保健医療政策学 1 1.0 1・2 秋AB 木3 4F204
近藤 正英,大久保
麗子

1. 保健医療政策論の基礎を学び世界の保健シス
テムの課題を学ぶ。
2. わが国の保健医療制度の現状と課題を学ぶ。
 目標:保健医療システムについて、基礎的な理
論を踏まえたうえで、保健医療政策学的な視点
から論じることができる。

(1) 健康、保健医療、政策について解説する。
(2) 健康の決定要因と政策について解説する。
(3) 国家の役割と保健システムについて解説す
る。(4) 日本の医療提供制度について解説す
る。(5) 日本の医療保障制度について解説す
る。(6) 保健医療政策学の実践について解説す
る。(7) グローバルヘルスポリシーについて解
説する。(8) 保健医療政策過程論について解説
する。(9) 保健医療計画論について解説する。
(10) 健康政策、保健医療政策の広がりについて
解説する。

英語で授業。

0ATHE23 医療管理学 1 1.0 1・2 秋AB 木4 4F204
田宮 菜奈子,杉山
雄大,森 隆浩,岩
上 将夫

1. わが国の保健医療介護サービスの管理に必要
な制度を学ぶ。
2. わが国の保健医療介護福祉のサービスの実態
を学ぶ。
3. 保健医療介護 サービス管理の視点からヘル
スサービリサーチを学ぶ。
 目標:保健医療介護福祉の制度とその現場での
管理について、基礎的な理論を踏まえたうえ
で、ヘルスサービスリサーチの視点から論じる
ことができる。

英語で授業。

0ATHE24 医療経済学 1 1.0 1・2 秋C 集中 4F204
近藤 正英,大久保
麗子

医療経済学の基礎として、ミクロ経済学や厚生
経済学の健康への応用を解説する。
 目標:保健医療システムをサービスの市場とし
ての理解できる。保健医療サービスの経済評価
を吟味できる。

(1) 保健医療とお金・景気について解説する。
(2) 医療保険の経済学について解説する。(3)
需要の法則について解説する。(4) 生産理論に
ついて解説する。(5) 市場メカニズムについて
解説する。(6) 医療供給者の行動について解説
する。(7) 厚生経済学入門について解説する。
(8) 保健医療サービスの経済評価について解説
する。(9) 衡平性:正義と公正について解説す
る。(10) 総合討論を行う。

01DZ512と同一。
英語で授業。
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0ATHE25
ヘルスサービスリサー
チ概論

1 1.0 1・2 春AB 木4 4F305

田宮 菜奈子,杉山
雄大,森 隆浩,岩
上 将夫,伊藤 智
子

本講義では、保健医療福祉分野の各職種におい
て、自らのサービス(病院だけでなく、施設ケ
ア、在宅ケアも含む)の質を科学的に評価・分析
し、日常業務に還元し、さらには学術論文に発
展させうる方法の初歩を取得することを目的と
する。
 目標:保健医療福祉サービスに関する今日的課
題をヘルスサービスリサーチの視点から論じる
ことができる。

01DZ510と同一。
英語で授業。

0ATHF31 疫学特論 1 2.0 1・2 秋AB 火3,4 4F305 我妻 ゆき子

疫学の原理と応用について学ぶ。情報科学や統
計科学を用いて行われる疫学研究や臨床研究へ
の応用についても学び、EBM(Evidence-Based
Medicine)の研究に役立たせる。また、疫学的手
法を用いた演習を実施し、疫学の実際を理解す
る。
 目標:疫学研究の目的、方法、解析結果とその
意義について説明できる。

英語で授業。

0ATHF32 臨床試験論 1 1.0 1・2 秋AB 火7,8 4F204
我妻 ゆき子,五所
正彦

臨床試験は病気に対する新しい治療法や薬の安
全性・有効性を検証するために行われる、ヒト
を対象とした医学研究である。臨床試験は厳密
な科学性と倫理性を兼ね備える必要があるた
め、GCP(Good Clinical Practice)と呼ばれる基
準に則って実施される。本講義ではGCPに沿って
臨床試験のデザインから実行までを概観する。
 目標:
1. GCPに準拠した臨床試験の実施ステップにつ
いて説明できる。
2. 臨床試験に関する倫理指針を理解し、適切な
研究デザインを企画し、実施するための研究プ
ロトコールを作成できる。
3. 臨床試験の実際に関する内容を理解し、その
意義と欠点を理解し、その向上のためになる質
問や討論することができる。

英語で授業。

0ATHF33 ヘルスプロモーション 1 1.0 1・2 秋AB 火2 4F305 安梅 勅江

ヘルスプロモーション、アドボカシー、コミュ
ニケーション、エンパワメントの理論と実践に
ついて、多面的な研究成果を活用し取得するこ
とを目的とする。
 目標:ヘルスプロモーションの今日的課題をさ
まざまな観点から論じることができる。

(1) ヘルスプロモーション国際動向、(2) ヘル
スプロモーション理論、(3) ヘルスプロモー
ション方法、(4) ヘルスプロモーション技術、
(5) エンパワメント理論、(6) エンパワメント
技術、(7) ヘルスプロモーションとアドボカ
シー、(8) ヘルスプロモーションとコミュニ
ケーション、(9) ヘルスプロモーション演習1、
(10) ヘルスプロモーション演習2

英語で授業。

0ATHF34 環境保健学 1 1.0 1・2

環境保健学的方法論の一つである疫学の基礎を
理解し、気候変動の健康影響など、環境疫学に
関する問題群に関する知識を得る。
 目標:健康に影響を与える基本的な環境疫学的
問題について説明することができる。

(1) Introductionと疾病発生の計測について解
説する。(2) 因果モデルについて解説する。(3)
誤分類、validity & precisionについて解説す
る。(4) 研究デザインと解析について解説す
る。(5) 各論:大気汚染について解説する。(6)
各論:水汚染について解説する。(7) 各論:放射
線、電磁場について解説する。(8) 内分泌攪乱
化学物質について解説する。(9) 各論:地球環境
変化の健康影響Iについて解説する。(10) 各論:
地球環境変化の健康影響IIについて解説する。

英語で授業。
2020年度開講せず。

0ATHF35 医生物統計学特論 1 2.0 1・2 秋AB 水4,5 4F305
五所 正彦,丸尾
和司

生物統計に関する専門書 Applied Survival
Analysis の抄読会を通し、統計手法の理解及び
その結果の正しい解釈ができ、自らの医学研究
に応用できる。

英語で授業。

0ATHF36 精神保健学 1 1.0 1・2 春AB 月5 4F305
斎藤 環,森田 展
彰,大谷 保和

目標:精神健康の問題を持つ人の評価や援助にお
ける基本的な概念、手法および社会的なシステ
ムを理解できる。
1. ストレスのメカニズムや評価について、説明
できる。
2. 心理学的な発達や危機について説明できる。
3. メンタルヘルスケアを行う方法について説明
できる。
4. 精神障害を持つ人の現状や援助システムにつ
いて説明できる。

英語で授業。
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0ATHF37
高齢者ケアリング学特
論

1 1.0 1・2 春AB 水7 橋爪 祐美

高齢者と家族、彼らに関わる専門職や地域社会
を対象にしたヒューマン・ケアリングの意味と
効果を探求するために、その研究方法として質
的研究の理論と実際を学ぶ。

総合D310


