人間総合科学研究科

フロンティア医科学専攻

[履修方法・修了要件]
医科学プログラム

分野/コース/領域等
科目区分

科目群

条件または科目名

修得単位数

必修「医学英語Ⅰ」（1単位）
必修「医学英語ⅠⅠ」（1単位）
必修「研究マネジメント基礎」（1単位）
基礎科目

共通基礎科目

必修「インターンシップⅠ」（1単位）

13

必修「医科学特別演習」（8単位）
必修「医科学セミナーⅤ」（キャリアパス）（1単位）
選択必修
専門基礎科目
専門科目

医科学
プログラム基礎科目

選択必修

共通専門科目

選択必修

医科学
プログラム専門科目

選択必修

10～

修了単位数

30

・必修科目13単位と、選択必修科目10単位以上（但し、英語開講科目を8単位以上含むこと）、および基礎科目・専門基礎科
目・専門科目、大学院共通科目、他コース・他専攻の科目を合わせて30単位以上を修得し、かつ、修士論文を提出して、その
審査および最終試験に合格しなければならない。大学院共通科目または他専攻の科目は6単位まで含めてよいこととする。
・他専攻の開設科目受講に際しては、あらかじめ当該科目担当教員の了承を得るものとする。ただし、大学院共通科
目については担当教員の了承を得ることなく履修して差し支えない。

人間総合科学研究科

フロンティア医科学専攻

[履修方法・修了要件]
医学物理学プログラム

分野/コース/領域等
科目区分

科目群

条件または科目名

修得単位数

必修「人体構造学概論」（2単位）
必修「生命倫理学」（1単位）
基礎科目

共通基礎科目

必修「インターンシップⅠ」（1単位）

15

必修「基礎医科学演習」（3単位）
必修「医科学特別演習」（8単位）
必修「医学物理学詳論Ⅰ」（2単位）
必修「医学物理学詳論ⅠⅠ」（2単位）
必修「医学物理学詳論ⅠⅠⅠ」（2単位）
専門科目

医学物理学
プログラム専門科目

必修「医学物理学詳論ⅠⅤ」（2単位）

12

必修「医学物理学詳論Ⅴ」（2単位）
必修「医学物理問題解決型演習」（1単位）
必修「医学物理問題解決実習」（1単位）
修了単位数

30

・必修科目27単位、および基礎科目・専門基礎科目・専門科目、大学院共通科目、他専攻の科目を合わせて30単位以上を修
得し、かつ、修士論文を提出して、その審査および最終試験に合格しなければならない。大学院共通科目または他コース・他
専攻の科目は6単位まで含めてよいこととする。なお、医学物理学プログラム専門必修科目については、一部e-ラーニングを
使用し、場合により、「他大学の科目の受講、他大学の科目の実習、医療施設や研究施設での実習、医学物理関連の研究会
等の参加」を出席の一部として認める。
・他専攻の開設科目受講に際しては、あらかじめ当該科目担当教員の了承を得るものとする。ただし、大学院共通科
目については担当教員の了承を得ることなく履修して差し支えない。

人間総合科学研究科

フロンティア医科学専攻

[履修方法・修了要件]
橋渡し研究プログラム

分野/コース/領域等
科目区分

科目群

条件または科目名

修得単位数

必修「臨床医学概論」（2単位）
必修「社会医学概論」（2単位）
必修「研究マネジメント基礎」（1単位）
共通基礎科目
基礎科目

必修「医生物統計学概論」（1単位）

16

必修「インターンシップⅠ」（1単位）
必修「医科学セミナー（キャリアパス）」（1単位）
必修「医科学特別演習」（8単位）
大学院共通科目

専門基礎科目

橋渡し研究
プログラム基礎科目

必修「リスクマネージメント序論」（1単位）
必修「知的所有権論」（1単位）
必修「医療経済学」（1単位）

2
1

必修「橋渡し研究概論」（2単位）
専門科目

橋渡し研究
プログラム専門科目

必修「医薬品・医療機器レギュラトリーサイエンス」（1単
位）

4

必修「臨床試験論」（1単位）
修了単位数

30

・大学院共通科目「01ZZ008 リスクマネージメント序論（1単位）、01ZZ009 知的所有権論（1単位）」を含む必修科目23単位、
および基礎科目・専門基礎科目・専門科目、大学院共通科目、他コース他専攻の科目を合わせて30単位以上を修得し、か
つ、修士論文を提出して、その審査および最終試験に合格しなければならない。大学院共通科目または他専攻の科目は6単
位まで含めてよいこととする。
・他専攻の開設科目受講に際しては、あらかじめ当該科目担当教員の了承を得るものとする。ただし、大学院共通科
目については担当教員の了承を得ることなく履修して差し支えない。

人間総合科学研究科

フロンティア医科学専攻

[履修方法・修了要件]
公衆衛生学プログラム

分野/コース/領域等
科目区分

科目群

条件または科目名

修得単位数

必修「社会医学概論」（2単位）
必修「医生物統計学概論」（1単位）
必修「疫学概論」（1単位）
基礎科目

共通基礎科目

14

必修「医科学セミナーⅤⅠ（疫学・生物統計学）」
（2単位）
必修「医科学特別演習」（8単位）
選択必修
必修「医療経済学」（1単位）

専門基礎科目

公衆衛生学
プログラム基礎科目

必修「健康行動科学論」（1単位）
必修「保健医療政策学・医療管理学」（2単位）

5

必修「ヘルスサービスリサーチ概論」（1単位）

専門科目

ヒューマン・ケア科学
プログラム基礎科目

選択必修

共通専門科目

選択必修
必修「疫学特論」（2単位）

公衆衛生学
プログラム専門科目

必修「医生物統計学特論」（2単位）

6～

4

選択必修
修了単位数

30

・必修科目23単位と、選択必修科目6単位以上、および基礎科目・専門基礎科目・専門科目、大学院共通科目、他コース他専
攻の科目を合わせて30単位以上を修得し、かつ、修士論文を提出して、その審査および最終試験に合格しなければならな
い。大学院共通科目または他専攻の科目は6単位まで含めてよいこととする。
・他専攻の開設科目受講に際しては、あらかじめ当該科目担当教員の了承を得るものとする。ただし、大学院共通科
目については担当教員の了承を得ることなく履修して差し支えない。

人間総合科学研究科

フロンティア医科学専攻

[履修方法・修了要件]
ヒューマン・ケア科学プログラム

分野/コース/領域等
科目区分

科目群

条件または科目名

修得単位数

必修「社会医学概論」（2単位）
基礎科目

専門基礎科目
専門科目
専門科目
専門科目

共通基礎科目
ヒューマン・ケア科学
プログラム基礎科目
橋渡し研究
プログラム基礎科目
公衆衛生学
プログラム基礎科目
ヒューマン・ケア科学
プログラム専門科目

必修「医科学特別演習」（8単位）

10

選択必修

6～

選択必修

2～
修了単位数

30

・必修科目10単位と、選択必修科目8単位以上、および基礎科目・専門基礎科目・専門科目、大学院共通科目、他コース他専
攻の科目を合わせて30単位以上を修得し、かつ、修士論文を提出して、その審査および最終試験に合格しなければならな
い。大学院共通科目または他専攻の科目は3単位まで含めてよいこととする。
・他専攻の開設科目受講に際しては、あらかじめ当該科目担当教員の了承を得るものとする。ただし、大学院共通科
目については担当教員の了承を得ることなく履修して差し支えない。

人間総合科学研究科

フロンティア医科学専攻

[履修方法・修了要件]
分野/コース/領域等
科目区分
基礎科目
専門基礎科目
専門科目

（数理物質科学研究科およびシステム情報工学研究科

科目群
共通基礎科目
医科学
プログラム基礎科目
医科学
プログラム専門科目

博士（工学）とのデュアルディグリーコース）

条件または科目名

修得単位数

必修「医科学特別演習」（8単位）

選択必修（医科学プログラムの必修科目）
選択必修（医科学プログラムの選択必修科目）

8

16～

修了単位数

30
・「医科学特別演習（8単位必修）」と、医科学プログラムの必修科目と選択必修科目から選択して16単位以上、および基礎科
目・専門基礎科目・専門科目、大学院共通科目、他コース・他専攻の科目を合わせて30単位以上を修得し、かつ、修士論文を
提出して、その審査および最終試験に合格しなければならない。大学院共通科目または他専攻の科目は6単位まで含めてよ
いこととする。
・他専攻の開設科目受講に際しては、あらかじめ当該科目担当教員の了承を得るものとする。ただし、大学院共通科
目については担当教員の了承を得ることなく履修して差し支えない。

Master's Program in Medical Sciences, Graduate School of Human Comprehensive Sciences
人間総合科学研究科 フロンティア医科学専攻
Curriculum and Requirements
【履修方法・修了要件】
Field/course/Area/etc.
分野/コース/領域等
Subject Area
科目区分

Master of Public Health Program
マスター・オブ・パブリックヘルスプログラム
Requirements and Subjects
条件または科目名
*Introduction to Social Medicine (2 credits)
必修「社会医学概論」（2単位）
*Introduction to Epidemiology (1 credit)
必修「疫学概論」（1単位）
*Biostatistics (1 credit)
必修「医生物統計学概論」（1単位）
*Epidemiology / Biostatistics Seminar (2 credit)
必修「医科学セミナーⅤⅠ（疫学・生物統計学）」（2単位）
*Dissertation in Medical Science (8 credits)
必修「医科学特別演習」（8単位）

General Foundation
Subjects
基礎科目

**Advanced Exercise on Public Health (4 credits)
*Health Economics (1 credit)
必修「医療経済学」（1単位）
*Lecture on Health Behavioral Science (1 credit)
必修「健康行動科学論」（1単位）
*Health Care Policy and Management/ Health Service
Administration (2 credits)
必修「保健医療政策学・医療管理学」（2単位）

Credits
修得単位数

15～

*Introduction of Health Services Research (1 credit)
必修「ヘルスサービスリサーチ概論」（1単位）
Others

Major Subjects
専門科目

*Epidemiology (2 credits)
必修「疫学特論」（2単位）
*Biostatistics Advanced (2 credits)
必修「医生物統計学特論」（2単位）

4～

Others
修了単位数
Credits for Completion

30

Requirements
*
**
General Foundation Subjects: 15 credits or more.(Note: are compulsory. instead of 01EQ018 is
compulsory in Accelerated MPH program.)
*
Major Subjects: 4 credits or more.(Note: are compulsory.)
Total credits: 30 credits or more.(Note: Students can take maximally 10 credits from other majors)
修了要件
＊
＊＊
基礎科目１5単位以上（ は必修、 はAccelerated MPH program で01EQ018の代わりとして必修）
＊
専門科目4単位以上（ は必修）
合計30単位以上（大学院共通科目、他専攻、他コースの科目で10単位まで履修可能）

Master's Program in Medical Sciences, Graduate School of Human Comprehensive Sciences
人間総合科学研究科 フロンティア医科学専攻
Curriculum and Requirements
【履修方法・修了要件】
Field/course/Area/etc.
分野/コース/領域等
Subject Area
科目区分
General Foundation Subjects
基礎科目

Dual Master's Degree Program
デュアル・マスターディグリープログラム
Requirements and Subjects
Credits
条件または科目名
修得単位数
*Dissertation in Medical Sciences (8 credits)
必修「医科学特別演習」（8単位）
10～
*Seminar on Basic Medical Sciences (3 credits)
必修「基礎医科学演習」（3単位）

Major Subjects
専門科目

10～
日本での修了単位数
Credits for Completion in Japan

Requirements
General Foundation Subjects: 10 credits or more.(Note: *are compulsory.)
Major Subjects: 10 credits or more.
Total credits in Japan: 20 credits or more.(Note: Students preferably take 10 credits or more in
Vietnam / Taiwan)
修了要件
基礎科目１０単位以上（* は必修）
専門科目１０単位以上
日本での履修は合計２０単位以上（学生はベトナム/台湾で１０単位以上履修すること）

20

