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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 生物統計学概論 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 桜井 亮太 科目担当者 山崎 力 

Course Officer 
桜井 亮太（Sakurai 

Ryota） 

Course 

Instructor(s) 
山崎 力（Yamazaki Tsutomu） 

分野 公衆衛生学専攻 全分野 学年 1 期 1 

Department  Year 

1 

 

 

Term 1 

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
Required Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

実際の臨床・疫学研究を題材に生物統計学を基礎から講義する。医学研究で得られる様々なデータの

種類や分布の特徴を理解し、適切なデータの要約やグラフ表示の方法を学ぶ。推定（信頼区間）と仮説

検定の概念を理解するほか、2群比較の方法とその際の共変量の調整方法やサンプルサイズの設定、

相関や回帰、多群比較および多重性の調整について学ぶ。 

Course Overview 

This lecture will cover the basics of biostatistics using actual clinical and epidemiological studies. 

Students will understand the characteristics of various types and distributions of data obtained in 

medical research, and learn how to summarize and graphically display data appropriately. In 

addition to understanding the concepts of estimation (confidence intervals) and hypothesis testing, 

students will learn how to perform two-group comparisons with covariate adjustment , sample size 

determination, correlations, regressions, multi-group comparison, and multiplicity adjustment. 

授業の到達目標 
１．臨床試験をはじめ、医学研究における統計学の基礎が理解できる 

２．医学研究における統計解析手法の基礎知識が習得できる 

Learning Goals of 

the Course 

1. To understand the basics of statistics in medical research, including clinical trials 

2. To learn basic knowledge of statistical analysis methods in medical research 

 

授業計画 1 イントロダクション/Introduction（桜井 亮太/Sakurai Ryota） 

2 データの種類と記述統計/Types of data & Descriptive statistics（桜井 亮太/Sakurai Ryota） 

3 1 標本問題：推定/One-sample problem：Estimation（桜井 亮太/Sakurai Ryota） 

4 1 標本問題：仮説検定/One-sample problem：Hypothesis testing（桜井 亮太/Sakurai Ryota） 

5 群間の比較/Comparison between groups（桜井 亮太/Sakurai Ryota） 

6 相関、回帰、分散/Correlation, regression & variance（桜井 亮太/Sakurai Ryota） 

7 重回帰とロジスティック回帰/Multiple regression & logistic regression（桜井 亮太/Sakurai Ryota） 

8 生存時間と群間比較/Survival time & comparison between groups（山崎 力/Yamazaki Tsutomu） 

9 サンプルサイズの設定/Sample size determination（山崎 力/Yamazaki Tsutomu） 

10 多群比較と多重性の調整/Multi-group comparison & multiplicity adjustment（山崎 力 Yamazaki 

Tsutomu） 

11 共変量調整の手法１/Covariate adjustment 1（山崎 力/Yamazaki Tsutomu） 

12 共変量調整の手法２/Covariate adjustment 2（山崎 力/Yamazaki Tsutomu） 

13 生存時間分析の共変量調整/Survival analysis with covariates（山崎 力/Yamazaki Tsutomu） 

14 経時データ解析の手法/Approaches to repeated measures data（山崎 力/Yamazaki Tsutomu） 

15 まとめ/Summary（山崎 力/Yamazaki Tsutomu） 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価 

 

□その他（                            ） 

Grading □ periodic test □ small test ■ report ■ class participation attitude □ practical exam □ 

training evaluation 

評価の基準 レポート：80％、授業参加姿勢：20％ 

Allocation of Marks Report: 80%, class participation attitude: 20% 

準備学習 

学習へのアドバイス 

講義参加前に可能な限り、講義資料に目を通すこと。 

日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって主体的に受講するこ

とを期待する。 

Preparation 
Advice for studying 

Read through the lecture materials as much as possible before attending the lecture. 

Students are expected to read materials and literature related to their own research area on a daily 

basis, and to take the course proactively with an awareness of the issues involved. 

履修条件 誓約書に署名した学生に限る 

Prerequisite Limited to the students who have signed the pledge 

教 科 書 特になし 

Textbooks N/A 

参 考 書 講義内で適宜紹介 

Reference books Introduce as appropriate in the lecture 

オフィスアワー メールにて随時受け付ける 

Office hour Any time by e-mail 

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 疫学概論 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 横山 和仁 科目担当者 清水 沙友里 

Course Officer 横山 和仁 
Course 

Instructor(s) 
清水 沙友里（Shimizu Sayuri） 

分野  学年 1 期 1 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

１．保健統計の意義と現状、疫学とその応用、疾病の予防について学ぶ。 

２．根拠に基づく医療（ＥＢＭ）の基本的な考え方について学ぶ。 

Course Overview  

授業の到達目標 

①人口統計（人口静態と人口動態）を説明できる。 

②疾病・障害の分類・統計（国際疾病分類)等）を説明できる。 

③疫学とその応用、すなわち疫学の概念、疫学指標（年齢調整率、標準化死亡比等）、統計解析、観察

研究、介入研究、システマティックレビュー、メタ分析について説明できる。 

④予防医学（一次、二次、三次予防）と健康保持増進（健康管理の概念・方法、健康診断・診査と事後

指導）を概説できる。 

⑤根拠に基づく医療（EBM）の５つのステップを列挙できる。 

⑥Patient, Population, Problem, Intervention, Comparison, Outcome <PICO>を用いた問題の定式化が

できる。 

⑦臨床研究デザイン（二重盲検法、ランダム化比較試験、非ランダム化比較試験等）を概説できる。 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 注：原則として VOD 視聴。特に指示がない場合は、対面授業はありません。 

VOD 疫学とは何か？ 横山 

VOD 疫学研究の分類 清水  

VOD 横断研究と記述研究 清水  

VOD コホート研究 清水  

VOD 症例対照研究 清水  

VOD スクリーニング 清水  

VOD バイアスと交絡 横山  

VOD  介入研究と臨床研究 清水  

VOD EＢＭとその手法 清水  

VOD メタ分析 横山  

VOD 因果関係 横山  

VOD  リサーチクエスチョン、研究仮説 横山  

VOD 論文の批判的な読み方 横山  

VOD 疫学研究論文の書き方 横山  

ーー 課題レポート作成 横山 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 レポート、授業参加姿勢、小テスト（行う場合がある）   

Grading  

評価の基準 
・レポート 80％、授業参加姿勢・小テスト（20％）  

・レポートの課題と書き方は初回に、締め切り等は後日に、それぞれ指定する。 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 

・講義参加前に可能な限り、講義資料に目を通すこと。 

・日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって主体的に受講する

ことを期待する。  

・進行状況や受講生の理解度により、講義内容を変更することがあり得ます。  

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 公衆衛生学専攻の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特になし 

Textbooks  

参 考 書 特になし 

Reference books  

オフィスアワー 木曜日の講義後に対応 

Office hour  

その他 毎 回 小 レ ポ ー ト を 提 出 し て も ら い 講 評 す る 。 ICR 臨 床 研 究 入 門 サ イ ト

（https://www.icrweb.jp/icr_index.php）での自己学習を勧めます。 

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 環境・産業保健学概論 授業開始年度 2021 

Course Title  Year  

科目担当責任者 横山 和仁 科目担当者 和田 耕治、中田 光紀 

Course Officer 横山 和仁 
Course 

Instructor(s) 

和田 耕治（Wada Koji）、中田 光紀（Nakata 

Akinori） 

分野 共通、 医学研究科公衆衛生学専攻 学年 1 期 1 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

人間は、その諸活動（生産、消費など）による、周囲の自然および人為環境との相互作用により、個人

および集団レベルで様々な健康影響を受ける。産業・環境保健はこうした健康影響を、特に労働と社会

生活の中で取り上げ、人々の疾病予防と健康増進をめざす学術である。その課題は時代とともに変化

し、特に、最近のわが国では、多様化・複雑化が著しい。従って、本科目では、産業・環境保健の基本

（principle）と現代の課題を理解することを目標とする。さらに、この領域における研究法の取得をめざ

す。 

Course Overview  

授業の到達目標 

①産業・環境保健の目標と基本的な考え方を説明できる（国際的な視野も含む）。 

②主な環境因子による健康障害とその予防を概説できる。 

③リスクアセスメント、マネジメントおよびコミュニケーションを概説できる。 

④産業・環境保健に係わる法令・行政と実践活動を概説できる。 

⑤産業・環境保健領域の疫学研究論文の critical reading ができる。 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 VOD 総論：産業・環境保健とは何か（レポートの書き方を含む） (横山)   

  

VOD 各論：生物学的要因による健康障害(和田）     

VOD 各論：産業保健活動におけるデータ活用（和田）      

VOD 各論：環境曝露評価(和田)     

VOD 各論：産業・環境保健における疫学の応用１（健康寿命の延伸）（和田）    

VOD 各論：産業・環境保健における疫学の応用２（横山）    

  

VOD 各論：化学的要因による健康障害(横山）      

VOD 特論：医療機関における産業保健活動（録画）（和田）    

  

VOD 各論：産業・環境保健に係わる法令と行政（横山）      

VOD 各論：物理的および人間工学的要因による健康障害（横山）    

  

VOD 各論：地球環境問題と環境倫理（横山）      

VOD 特論：心理・社会的要因による健康障害（録画）（横山）    

  

VOD 特論：外国人労働者の産業保健（和田）      

VOD 特論：睡眠・休養と健康（中田）     

ーー 総括（研究論文の書き方を含む）（横山）  

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 

 

□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価 

 

その他（レポートの課題および書き方は初回の授業で指定する。締め切りなどは、後日指定する。）  

Grading  

評価の基準 レポート：60％、授業参加姿勢：40％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 

講義参加前に可能な限り、講義資料に目を通すこと。 

日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって主体的に受講するこ

とを期待する。  

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 公衆衛生学専攻の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特になし 

Textbooks  

参 考 書 授業の中で適宜紹介 

Reference books  

オフィスアワー 随時受け付ける 

Office hour  

その他 毎回確認問題への回答を提出してもらい、講評を行う。また、課題を与えてレポート提出してもらう。 

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 医療管理学概論 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 
石川 ベンジャミン

光一 
科目担当者  

Course Officer 

石川 ベンジャミン

光 一 （ Ishikawa 

Benjamin Kouichi） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 公衆衛生学専攻 全分野 学年 1 期 前期 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

わが国の医療保険制度、医療政策、医療システム、医療提供体制、患者受療動向、病院マネジメントな

どについて、その相互関係を理解するとともに、少子高齢化が進むなかで持続可能な医療構造につい

てともに考える。医療活動の主要な現場となる病院医療の仕組みを学ぶ。病院を円滑に運営するため

のマネジメントの重要課題を把握する。 

Course Overview  

授業の到達目標 

１．わが国の保健医療制度について現状を知り、保健医療政策と医療マネジメントに関する基本的な考

え方について説明することができる。 

２．医療管理の基本的方法論を理解し、実践に役立てることができる。   

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 1  4 月 14 日 医療管理とは 

2  4 月 21 日 日本の医療供給体制 

3  4 月 28 日 地域の医療供給体制 

4  5 月 12 日 医療提供に関する法令 (昭和の日) 

5  5 月 19 日 医療政策の決定過程 

6  5 月 26 日 補助金と基金 

7  6 月 2 日 診療報酬 

8  6 月 9 日 情報の開示 

9  6 月 16 日 医療保険者と保険者機能 

10 6 月 23 日 医療の質の評価 

11 6 月 30 日 医療の安全 

12 7 月 7 日 患者のための医療 

13 7 月 14 日 専門的医療従事者 

14 7 月 21 日 病院のガバナンスとマネジメント 

15 7 月 28 日 まとめ 

 

授業は原則として木曜 7 限に、ｅラーニング授業として実施する。 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 レポート：60％、e ラーニング課題と授業参加状況：40％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
授業時に配布する資料を用いて学習内容を振り返り、不明な点は積極的に質問すること。   

   

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 医学研究科公衆衛生学専攻の学生に限る  

Prerequisite  

教 科 書 特になし 

Textbooks  

参 考 書 講義内で適宜紹介 

Reference books  

オフィスアワー メールにて随時受け付ける 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 研究倫理特論 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 西垣 昌和 科目担当者 三浦 総一郎 

Course Officer 

西 垣  昌 和

（ Nishigaki 

Masakazu） 

Course 

Instructor(s) 
三浦 総一郎（Miura Soichiro） 

分野 全分野 学年  期  

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 15 回 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

研究に携わる者としての研究倫理に関する基本原則を学ぶとともに，その理念にもとづいて研究を実施

するために必要な，科学的合理性や対象者保護について学ぶ．具体的には，「人を対象とする生命科

学・医学系研究に関する倫理指針」をはじめとする各種指針・ガイドラインを読み解き，それに基づいて

研究を計画・実践するために必要なスキルを教示する．  

Course Overview  

授業の到達目標 

・研究倫理の基本原則について述べることができる 

・研究倫理に関するガイドラインや提言の内容について述べることができる 

・研究倫理の基本原則，ガイドライン，提言にのっとって研究を計画・実施するうえで必要な倫理的配慮

について述べることができる 

・研究倫理審査委員会に研究の倫理性について審査を受けるために，研究倫理審査申請書に含むべ

き項目について述べることができる 

・研究成果を公表するうえでの倫理について述べることができる  

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 第 1 回 CREDITS 臨床研究の歴史と被検者保護  

第 2 回 CREDITS 臨床研究における研究不正と行動規範  

第 3 回 CREDITS 研究実施に当たって考慮すべき倫理  

第 4 回 CREDITS 研究不正，出版倫理(三浦 総一郎)  

第 5 回 第 1 回～4 回の補足_日本における研究倫理指針・法の変遷(西垣 昌和) 

第 6 回 倫理指針 1：用語の定義(西垣 昌和) 

第 7 回 倫理指針 2：研究の適正な実施(西垣 昌和) 

第 8 回 研究デザイン別計画・報告ガイドライン: Equator network(西垣 昌和) 

第 9 回 倫理指針 3：インフォームドコンセント(西垣 昌和) 

第 10 回 倫理指針 4：倫理審査委員会(西垣 昌和) 

第 11 回 倫理指針 5：個人情報保護(西垣 昌和) 

第 12 回 臨床研究法，特定臨床研究(西垣 昌和) 

第 13 回 倫理申請書の作成(西垣 昌和) 

第 14 回 研究実施中・後の研究倫理(西垣 昌和) 

第 15 回 まとめ(西垣 昌和) 

 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 各回の確認テスト(全 15 回)と最終試験（全 40 問）の実施  

Grading  

評価の基準 確認問題（4 点×15 回）と最終確認テスト（1 点×40 問）の合計点で評価 （期末レポート課題：無）  

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 

  

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和 3年 3月 23日告示，同 6月 30

日施行，令和 4年 3月 10日一部改正) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html 

を熟読のうえ講義にのぞむこと． 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 なし 

Prerequisite  

教 科 書 指定なし．  

Textbooks  

参 考 書 指定なし 

Reference books  

オフィスアワー  

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 社会行動科学概論 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 中尾 睦宏 科目担当者 岡 孝和、中里 道子 

Course Officer 
中尾 睦宏（Nakao 

Mutsuhiro） 

Course 

Instructor(s) 

岡 孝和（Oka Takakazu）、中里 道子（Nakazato 

Michiko） 

分野 共通 学年 1 期 1 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

行動科学理論に基づいた生活習慣の変容、健康増進活動などを導くための基本知識を学習する。各

種の条件付け、自己効力感といった行動科学の概念が健康評価にどのように役立つか討論 する。 

Course Overview  

授業の到達目標 健康に関わる行動を社会、文化との関わりで理解する。 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 1 健康とは （中尾睦宏） 

2 医療における行動科学の役割 （中尾睦宏） 

3 健康と行動の関連 （中尾睦宏） 

4 健康教育 （中尾睦宏） 

5 保健行動 （中尾睦宏） 

6 保健行動に関わる社会的要因 （中里 道子） 

7 保健行動に関わる心理的要因 （中里 道子） 

8 健康づくりとは１ （中里 道子） 

9 行動科学の理論１ （岡 孝和） 

10 行動科学の理論２ （岡 孝和） 

11 健康づくりとは２ （中里 道子） 

12 行動科学モデル （岡 孝和） 

13 エンパワーメント教育 （岡 孝和） 

14 ライフスキル教育 （岡 孝和） 

15 まとめ （岡 孝和） 

 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 レポート：80％、授業参加姿勢：20％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 

講義参加前に可能な限り、講義資料に目を通すこと。 

日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。  

 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 公衆衛生学専攻の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特になし 

Textbooks  

参 考 書 講義の中で適宜紹介 

Reference books  

オフィスアワー 随時受け付ける 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 環境・産業保健学概論 E 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 横山 和仁 科目担当者 和田 耕治、中田 光紀 

Course Officer 横山 和仁 
Course 

Instructor(s) 

和田 耕治（Wada Koji）、中田 光紀（Nakata 

Akinori） 

分野  学年  期  

Department  Year  Term 

First semester  

(intensive 

lecture), 

second 

semester  

(intensive 

lecture) 

曜日時限 

前期/1学期

（ 集 中 講

義）、後期/2

学期（集中

講義） 

必修/選択  単位数 2 時間数  

Class Hours 

Video on 

Demand or 

face-to-

face class 

Required / 

Elective 
Elective Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code herhkgm 

 

授業の概要 

（主題） 
 

Course Overview 

Humans are affected by various health effects at the individual and group level due to the 

interaction of their activities (production, consumption, etc.) with the surrounding natural and 

anthropogenic environment.  Environmental and occupational health is an academic discipline 

that takes up these health effects, especially in labor and social life, to prevent people's illnesses 

and to improve their health.  The target changes with the times, and especially in Japan these 

days, it is remarkably diversified and complicated. Therefore, the goal of this course is to 

understand the principles of environmental and occupational health and contemporary issues. We 

also hope that you will study research methods in this area. 

授業の到達目標  

Learning Goals of 

the Course 

(1) Be able to explain the goals and basic ideas of environment and occupational health (including 

an international perspective). 

(2) Be able to outline health disorders caused by major environmental factors and their prevention. 

(3) Be able to outline risk assessment, management and communication. 

(4) Be able to outline the laws, administration, and practical activities related to the environment 

and occupational health. 

(5) Be able to critically read epidemiological research papers in the field of environment and 

occupational health. 

 

授業計画  

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s) Please see the Google Classroom (code: herhkgm) for lecture titles and lecturers. 
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成績評価の方法  

Grading Grades will be judged based on (1) quizzes or confirmation questions in each lesson, and (2) 

course reports (which will be explained in the Classroom). 

評価の基準  

Allocation of Marks Lecture quizzes or confirmation questions 30%, Course report 70% 

準備学習 

学習へのアドバイス 
 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件  

Prerequisite Nothing special. 

教 科 書  

Textbooks Not specified. 

参 考 書  

Reference books Barry S. Levy, David H. Wegman, Sherry L. Baron, and Rosemary K. Sokas: Occupational and 

Environmental Health. Oxford, 2017. 

オフィスアワー  

Office hour Please contact Professor Kazuhito Yokoyama through the Classroom. 

その他  

Others If you have any question, please contact Professor Kazuhito Yokoyama through the Classroom. 
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 医療管理学概論 E 授業開始年度  

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 
石川 ベンジャミン

光一 
科目担当者  

Course Officer 

石川 ベンジャミン

光 一 （ Ishikawa 

Benjamin Kouichi） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野  学年  期  

Department School of Public Health Year 1 Term 1 

曜日時限 

前期/1 学期

（ 集 中 講

義）、後期/2

学期（集中

講義） 

必修/選択  単位数 2 時間数  

Class Hours 
Intensive 

class 

Required / 

Elective 
Required Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

30 

クラスコード  

Class code TBD 

 

授業の概要 

（主題） 
 

Course Overview 

This class provides basic knowledge on healthcare delivery, health policy, health economics and 

healthcare services management and how one affects another in real world settings. It also covers 

issues in improving sustainability of health care in era of declining birth rate and aging population.  

授業の到達目標  

Learning Goals of 

the Course 

1. To gain understanding on modern healthcare systems, healthcare policy and healthcare 

management. 

2. To gain skills in applying healthcare manegement methods in real-world settings. 

 

授業計画  

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s) 

1 Introdiuction 

2 Healthre delivery in Japan 

3 Regional management 

4 Laws related to healthcare 

5 Healthcare policy-making process 

6 Finding healthcare reform 

7 Financing health insurance 

8 Information disclosure on providers 

9 Role of payer/insurerer 

10 Quality assessment in healthcare 

11 Patient safety 

12 Patient-centerd care 

13 Healthcare professionals 

14 Governance and management of healthcare provider 

15 Course summary and future perspectives 
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成績評価の方法  

Grading participation in coursework/discussion and report writing 

評価の基準  

Allocation of Marks participation in coursework(40%), report writing(60%)  

準備学習 

学習へのアドバイス 
 

Preparation 
Advice for studying 

Review your country's health care system and try to understand other country's system from a 

comparative viewpoint. 

履修条件  

Prerequisite This class in provided for foreign students in school of public health. 

教 科 書  

Textbooks To be announced in class. 

参 考 書  

Reference books To be announced in class. 

オフィスアワー  

Office hour Open to request via email. 

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 質的研究法概論 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 細谷 幸子 科目担当者  

Course Officer 
細谷 幸子（Hosoya 

Sachiko） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野  学年 全学年 期 後期 

Department  Year  Term  

曜日時限 火曜 6限 必修/選択 選択 単位数 2 時間数 
30 

 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

 

クラスコード グーグルクラスルームのクラスコード 

 

5jtbtyv 

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

健康科学に関連する諸分野では、質的研究による学術的・実践的貢献が期待できる領域が広がってい 

ます。この講義では、さまざまな種類の質的研究の論文等に触れ、質的研究とは何か、なぜ質的研究

が必要か、どのような場合に質的研究がおこなわれるか、どのように質的研究をおこなうかについて、

基礎的な知識を学びます。 

Course Overview  

授業の到達目標 

・質的研究の意義を説明できる 

・質的研究の特徴を説明できる 

・質的調査のさまざまな理論と方法を理解できる 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 1 回目  

8 月 2 日（火） 6 限・7 限（18:00~21:10) ヘルスサイエンスにおける質的研究の位置づ

け ［a] 

2 回目 

8 月 2 日（火） 6 限・7 限（18:00~21:10) 質的研究の理論・方法論１ ［a]  

3 回目 

8 月 9 日（火） 6 限・7 限（18:00~21:10) 質的研究の理論・方法論２ ［a] 

4 回目 

8 月 9 日（火） 6 限・7 限（18:00~21:10) 質的研究の理論・方法論３ ［a] 

5 回目 

8 月 23 日（火） 6 限・7 限（18:00~21:10) 質的研究の理論・方法論４ ［a] 

6 回目 

8 月 23 日（火） 6 限・7 限（18:00~21:10) 質的研究の理論・方法論５ ［a]  

7 回目 

8 月 30 日（火） 6 限・7 限（18:00~21:10) 質的研究の理論・方法論６ ［a] 

8 回目 

8 月 30 日（火） 6 限・7 限（18:00~21:10) 質的研究の理論・方法論７ ［a,b,c]  

9 回目 

9 月 6 日（火） 6 限・7 限（18:00~21:10) 質的研究の理論・方法論８ ［a,b,c]  

10 回目 

9 月 6 日（火） 6 限・7 限（18:00~21:10) 質的研究の理論・方法論９ ［a] 

11 回目 

9 月 13 日（火） 6 限・7 限（18:00~21:10) 質的データの分析の実際（グループワーク）

 ［a,b,c]  

12 回目 

9 月 13 日（火） 6 限・7 限（18:00~21:10) 質的データの分析の実際（グループワーク）
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 ［a,b,c] 

13 回目 

9 月 27 日（火） 6 限・7 限・8 限（18:00~22:00) 質的データの分析の実際（グループワーク）

 ［a,b,c] 

14 回目 

9 月 27 日（火） 6 限・7 限・8 限（18:00~22:00) 質的データの分析の実際（グループワーク）

 ［a,b,c]  

15 回目 

9 月 27 日（火） 6 限・7 限・8 限（18:00~22:00) 質的データの分析の実際（グループワーク）

 ［a,b,c] 

※アクティブラーニング[AL]について 

■Aディスカッション/ディベート ■B グループワーク ■C プレゼンテーション 

□D 実習/フィールドワーク □Eその他（）  

 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

 

成績評価の方法 試験 授業参加 

Grading  

評価の基準 レポート（80%）、授業参加（20%） 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
＊各授業で課題論文を提示します。課題論文は必ず読んできてください。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 特になし。 

Prerequisite  

教 科 書 指定しない 

Textbooks  

参 考 書 授業内で提示する。 

 

Reference books  

オフィスアワー sachikohosoya@iuhw.ac.jp 

Office hour  

その他 ＊ひとつの方法論を深く掘り下げるわけではありません。質的研究にはさまざまな方法があり、ご自身

が採用される研究手法を授業では取り上げない可能性もあります。 

＊授業の具体的な内容は後ほど提示します。その際、シラバスの内容を変更することがあります。 

＊授業は zoomオンライン・ライブでおこないます。 

＊ライブ配信を基本とします。 

＊授業内でグループディスカッションやグループワークをすることがあります。 

＊クラスルームから資料等を配信します。 

 

以上をご確認のうえ、履修をして下さい。よろしくお願いいたします。 

Others  



23 

国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 研究デザイン入門 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 飯室 聡 科目担当者 藤田 烈、平松 達雄 

Course Officer 飯室 聡 
Course 

Instructor(s) 
藤田 烈、平松 達雄 

分野 共通科目 学年 1 期 1 

Department  Year 1 Term 1 

曜日時限 集中講義 必修/選択 選択 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

 

クラスコード ifoiqhv 

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

①公衆衛生研究の歴史を知る。 

②公衆衛生研究における専門用語を理解する。 

③公衆衛生研究の研究デザインを理解する。 

④主要生活習慣病（がん、循環器疾患、慢性腎臓病、感染症など）についての公衆衛生研究の概略を

知る。 

Course Overview  

授業の到達目標 公衆衛生領域において自らの研究仮説に基づいて研究計画を策定できるようになる。 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 1 公衆衛生研究の歴史①        飯室 聡  4 月 16 日 1 限 

2 公衆衛生研究の歴史②        飯室 聡  4 月 16 日 2 限 

3 集団の健康状態の把握に用いる指標  飯室 聡  4 月 16 日 3 限 

4 研究デザイン① 観察研究      飯室 聡  4 月 30 日 1 限 

5 研究デザイン② 観察研究      飯室 聡  4 月 30 日 2 限 

6 研究デザイン③ 介入研究      飯室 聡  5 月 14 日 1 限 

7 因果関係              飯室 聡  5 月 14 日 2 限 

8 信頼性と妥当性           飯室 聡  5 月 28 日 1 限 

9 がんの疫学             飯室 聡  5 月 28 日 2 限 

10 生活習慣病の疫学①         飯室 聡  6 月 11 日 1 限 

11 生活習慣病の疫学②         飯室 聡  6 月 11 日 2 限 

12 医療ビッグデータ研究のデザイン①  平松達雄  6 月 18 日 1 限 

13 医療ビッグデータ研究のデザイン②  平松達雄  6 月 18 日 2 限 

14 感染症の疫学①           藤田 烈  7 月 9 日 1 限 

15 感染症の疫学②           藤田 烈  7 月 9 日 2 限 

 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

出席点とレポートで評価します。 

 

□その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 レポート：80％、授業参加姿勢：20％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 公衆衛生学専攻の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特になし 

Textbooks  

参 考 書 講義内で適宜紹介 

Reference books  

オフィスアワー Google classroom 上で適宜受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 研究デザイン演習 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 飯室 聡 科目担当者 山崎 力、平松 達雄、池田 俊也 

Course Officer 飯室 聡 
Course 

Instructor(s) 

山崎 力（Yamazaki Tsutomu）、平松 達雄、池田 

俊也（Ikeda Shunya） 

分野 共通科目 学年 1 期 後期 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 選択 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

 

クラスコード cnmzzf6 

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

前期の『研究デザイン入門』の内容を踏まえ、種々の領域の研究デザインを実際に熟考してみて、自ら

デザインを策定できるようになることが目標です。 

講義は ZOOM を用いて行います。その場でのディスカッションを重視していますので、録画はありませ

ん。 

Course Overview  

授業の到達目標 

プロトコルの基本的な構造を理解し、研究の責任と公正性を踏まえた研究計画が立てられるようになる

ことを目標とする。 

プロトコルの章立ては適当に決まっているわけではない。ヒトを対象とした臨床研究の抱えている問題

点を一つずつ解決してきた結果としての「構造」になっている。 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 １．文献検索           第 1 回 2022年 9月 10 日（土） 1 限  飯室 聡 

２．疫学研究のためのルール    第 2 回 2022 年 9 月 10 日（土） 2 限  飯室 聡 

３．プロトコルの構造と書き方   第 3 回 2022 年 9 月 10 日（土） 3 限  飯室 聡 

４．疫学研究演習１－１      第 4 回 2022 年 9 月 24 日（土） 1 限  飯室 聡 

５．疫学研究演習１－２      第 5 回 2022 年 9 月 24 日（土） 2 限  飯室 聡 

６．疫学研究演習１－３      第 6 回 2022 年 10 月 22 日（土） 1 限  飯室 聡 

７．疫学研究演習１－４      第 7 回 2022 年 10 月 22 日（土） 2 限  飯室 聡 

８．疫学研究演習２－１      第 8 回 2022 年 11 月 26 日（土） 1 限  山崎 力 

９．疫学研究演習２－１      第 9 回 2022 年 11 月 26 日（土） 1 限  山崎 力 

10．ビッグデータ演習１      第 10 回 2022 年 12月 10 日（土） 1 限  平松達雄 

11．ビッグデータ演習２      第 11 回 2022 年 12月 10 日（土） 1 限  平松達雄 

12．ビッグデータ演習３      第 12 回 2022 年 12月 10 日（土） 1 限  平松達雄 

13．ビッグデータ演習４      第 13 回 2022 年 12月 10 日（土） 1 限  平松達雄 

14．疫学研究演習３－１      第 14 回 日程調整中        1 限  池田俊也 

15．疫学研究演習３－１      第 15 回 日程調整中        2 限  池田俊也 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 



26 

 

 

 

成績評価の方法 各演習で提示される課題への取り組みやレポートで評価します。 

Grading  

評価の基準 
課題・レポート およそ 80% 

出席点     およそ 20% 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって主体的に受講するこ

とを期待する。  

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 公衆衛生学専攻の大学院生に限る 

Prerequisite  

教 科 書 とくに指定しない。 

Textbooks  

参 考 書 演習の中で適宜紹介する。 

Reference books  

オフィスアワー Google classroom にて随時受付 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 医学概論 授業開始年度 2022 

Course Title Overview of the Each Field of Medicine Year 2022 

科目担当責任者 潮見 隆之 科目担当者 

石井 賢、臼井 智彦、海老沼 浩利、岡本 秀彦、河

村 朗夫、小阪 淳、竹本 稔、田中 宏一、津島 健

司、中里 道子、西村 渉、廣瀬 晃一、松本 哲哉、村

瀬 真一 

Course Officer 
潮見 隆之（Shiomi 

Takayuki） 

Course 

Instructor(s) 

石井 賢（Ishii Ken）、臼井 智彦（Usui Tomohiko）、

海老沼 浩利（Ebinuma Hirotoshi）、岡本 秀彦

（Okamoto Hidehiko）、河村 朗夫（Kawamura 

Akio）、小阪 淳（Kosaka Jun）、竹本 稔（Takemoto 

Minoru）、田中 宏一（Tanaka Hirokazu）、津島 健

司（ Tsushima Kenji）、中里  道子（ Nakazato 

Michiko）、西村 渉（Nishimura Wataru）、廣瀬 晃

一（Hirose Kouichi）、松本  哲哉（Matsumoto 

Tetsuya）、村瀬 真一（Murase Shinichi） 

分野 医学研究科 公衆衛生学専攻 学年 第１学年 期 前期 

Department Graduate School of Public Health Year 1st grade Term First Semester 

曜日時限 集中講義 必修/選択 選択 単位数 2 時間数 30 時間 

Class Hours  
Required / 

Elective 
Elective Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

30 hrs 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

前半では、臨床医学の内容を適切に理解するための基礎医学領域の講義をする。人体の構造と機能

について理解するため分子・細胞レベルから臓器レベルに至るまでの正常構造と機能、それに引き続

き疾患の成因・病態および治療の理解に必要な基礎知識を学ぶ。 

 後半では、広く保健、医療、福祉に携わる保健医療従事者が連携していく上で不可欠な臨床医学に

関する基礎知識および課題について講義する。その中でも、特に医療福祉の現場で経験する事の多い

専門領域を取り上げる。 

Course Overview 

In the first half of the course, lectures will be given in the area of basic medicine for a better 

understanding of the content of clinical medicine. The normal structure and function of the human 

body, from the molecular and cellular level to the organ level, are covered, followed by the basic 

knowledge of pathophysiology and treatment of diseases. 

In the latter half of the course, basic knowledge and issues related to clinical medicine will be 

lectured, which is indispensable for healthcare professionals involved in a wide range of health 

and welfare. The focus is on common diseases. 

授業の到達目標 

・ 現代医学・医療の基本的な内容や方向性を理解できる。 

・ 生命現象と人体のつくり (細胞、組織、器官、器官系)の概要を理解する。 

・ 社会における臨床医学の役割や抱える問題点とその背景を、様々な立場から理解できる。 

Learning Goals of 

the Course 

・ Understand the essential contents and direction of current medicine and medical care. 

・ Obtain the basic concept of biology and normal human structure as well as abnormal processes. 

・  Understand the role of clinical medicine in our society and issues we face from various 

perspectives. 

 

授業計画 回数  内容 対応する AL 担当 

第１回 e ラーニング授業 4 月 13 日（水） 解剖学 E 小阪 淳 

第２回  e ラーニング授業 4 月 20 日（水） 生理学 E 岡本 秀彦 

第３回  e ラーニング授業 4 月 27 日（水） 分子生物学 E 西村 渉 

第４回  e ラーニング授業 5 月 11 日（水） 薬理学  E 村瀬 真一  

第５回  e ラーニング授業 5 月 18 日（水） 微生物学 E 松本 哲哉 

第６回  e ラーニング授業 5 月 25 日（水） 病理学  E  潮見 隆之 

第７回  e ラーニング授業 6 月 1 日（水） 循環器内科学 E  河村 朗夫 

第８回  e ラーニング授業 6 月 8 日（水） 呼吸器内科学 E 津島 健司 

第９回  e ラーニング授業 6 月 15 日（水） 消化器内科学 E 海老沼 浩利 

第 10 回  e ラーニング授業 6 月 22 日（水） 代謝・内分泌内科学 E竹本 稔 

第 11 回  e ラーニング授業 6 月 29 日（水） 精神科学 E 中里 道子 
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第 12 回  e ラーニング授業 7 月 6 日（水） 整形外科学 E 石井 賢 

第 13 回  e ラーニング授業 7 月 13 日（水） アレルギー・膠原病内科学 E廣瀬 晃一 

第 14 回  e ラーニング授業 7 月 20 日（水） 眼科学  E 臼井 智彦 

第 15 回  e ラーニング授業 7 月 27 日（水） 産婦人科学 E 三木 明徳 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s) 

Number Contents        

  AL  Faculty 

１ e-learning class April 13 (Wed) Anatomy E Jun Kosaka 

２ e-learning class April 20 (Wed) Physiology E Hidehiko Okamoto 

３ e-learning class April 27 (Wed) Molecular Biology  E Wataru Nishimura 

４ e-learning class May 11 (Wed) Pharmacology E Shinichi Murase  

５ e-learning class May 18 (Wed) Microbiology E Tetsuya Matsumoto 

６ e-learning class May 25 (Wed) Pathology E Takayuki Shiomi 

７ e-learning class June 1 (Wed) Cardiology E Akio Kawamura 

８ e-learning class June 8 (Wed) Pulmonology E Kenji Tsushima 

９ e-learning class June 15 (Wed) Gastroenterology E Katsutoshi Ebinuma 

10 e-learning class June 22 (Wed) Endocrinology E Minoru Takemoto 

11 e-learning class June 29 (Wed) Psychiatry E Michiko Nakasato 

12 e-learning class July 6 (Wed) Orthopedic surgery E Ken Ishii 

13 e-learning class July 13 (Wed) Rheumatology E Koichi Hirose 

14 e-learning class July 20 (Wed) Ophthalmology E Tomohiko Usui 

15 e-learning class July 27 (Wed) Obstructs/Gynecology E Akinori Miki 

 

 

 

 

成績評価

の方法 

□定期試験   □小テスト   ■レポート   ■授業参加姿勢   □実技試験   □実習評価 

□ そ の 他

（                                                                                                     

    ）  

Grading □Term Exams   □Quiz   ■Reports   ■Attitude in Classes   □Skill Tests   □Evaluation in Training   

□Others (                               ) 

評価の基

準 
レポート：80％、授業参加姿勢：20％ 

Allocation

 of Mark

s 

Reports：80%  Attitude in Classes：20% 

準備学習 

学習への

アドバイ

ス 

講義参加前に可能な限り講義資料に目を通すこと 

Preparati
on 
Advice for 
studying 

Read through the course materials distributed in advance. 

履修条件  

Prerequisi

te 
 

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks There are no required textbooks. 

参 考 書 特に指定しない 

Reference books There are no required texts. 

オフィスアワー 随時受け付ける 

Office hour Contact by e-mail anytime. 

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 医学概論 E 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 潮見 隆之 科目担当者 

石井 賢、臼井 智彦、海老沼 浩利、岡本 秀彦、河

村 朗夫、小阪 淳、竹本 稔、田中 宏一、津島 健

司、中里 道子、西村 渉、廣瀬 晃一、松本 哲哉、村

瀬 真一 

Course Officer 
潮見 隆之（Shiomi 

Takayuki） 

Course 

Instructor(s) 

石井 賢（Ishii Ken）、臼井 智彦（Usui Tomohiko）、

海老沼 浩利（Ebinuma Hirotoshi）、岡本 秀彦

（Okamoto Hidehiko）、河村 朗夫（Kawamura 

Akio）、小阪 淳（Kosaka Jun）、竹本 稔（Takemoto 

Minoru）、田中 宏一（Tanaka Hirokazu）、津島 健

司（ Tsushima Kenji）、中里  道子（ Nakazato 

Michiko）、西村 渉（Nishimura Wataru）、廣瀬 晃

一（Hirose Kouichi）、松本  哲哉（Matsumoto 

Tetsuya）、村瀬 真一（Murase Shinichi） 

分野 医学研究科 公衆衛生学専攻 学年 第１学年 期 前期 

Department Graduate School of Public Health Year 1st grade Term First Semester 

曜日時限 

前期/1 学期

（ 集 中 講

義）、後期/2

学期（集中

講義） 

必修/選択 選択 単位数 2 時間数 30 時間 

Class Hours  
Required / 

Elective 
Elective Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

30 hrs 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

前半では、臨床医学の内容を適切に理解するための基礎医学領域の講義をする。人体の構造と機能

について理解するため分子・細胞レベルから臓器レベルに至るまでの正常構造と機能、それに引き続

き疾患の成因・病態および治療の理解に必要な基礎知識を学ぶ。 

 後半では、広く保健、医療、福祉に携わる保健医療従事者が連携していく上で不可欠な臨床医学に

関する基礎知識および課題について講義する。その中でも、特に医療福祉の現場で経験する事の多い

専門領域を取り上げる。 

Course Overview 

In the first half of the course, lectures will be given in the area of basic medicine for a better 

understanding of the content of clinical medicine. The normal structure and function of the human 

body, from the molecular and cellular level to the organ level, are covered, followed by the basic 

knowledge of pathophysiology and treatment of diseases. 

In the latter half of the course, basic knowledge and issues related to clinical medicine will be 

lectured, which is indispensable for healthcare professionals involved in a wide range of health 

and welfare. The focus is on common diseases. 

授業の到達目標 

・ 現代医学・医療の基本的な内容や方向性を理解できる。 

・ 生命現象と人体のつくり (細胞、組織、器官、器官系)の概要を理解する。 

・ 社会における臨床医学の役割や抱える問題点とその背景を、様々な立場から理解できる。 

Learning Goals of 

the Course 

・ Understand the essential contents and direction of current medicine and medical care. 

・ Obtain the basic concept of biology and normal human structure as well as abnormal processes. 

・  Understand the role of clinical medicine in our society and issues we face from various 

perspectives. 

 

授業計画 回数  内容 対応する AL 担当 

第１回 e ラーニング授業 4 月 13 日（水） 解剖学 E小阪 淳 

第２回  e ラーニング授業 4 月 20 日（水） 生理学  E岡本 秀彦 

第３回  e ラーニング授業 4 月 27 日（水） 分子生物学 E西村 渉 

第４回  e ラーニング授業 5 月 11 日（水） 薬理学  E村瀬 真一  

第５回  e ラーニング授業 5 月 18 日（水） 微生物学 E松本 哲哉 

第６回  e ラーニング授業 5 月 25 日（水） 病理学  E潮見 隆之 

第７回  e ラーニング授業 6 月 1 日（水） 循環器内科学 E 河村 朗夫 
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第８回  e ラーニング授業 6 月 8 日（水） 呼吸器内科学 E 津島 健司 

第９回  e ラーニング授業 6 月 15 日（水） 消化器内科学  E海老沼 浩利 

第 10 回  e ラーニング授業 6 月 22 日（水） 代謝・内分泌内科学  E竹本 稔 

第 11 回  e ラーニング授業 6 月 29 日（水） 精神科学  E中里 道子 

第 12 回  e ラーニング授業 7 月 6 日（水） 整形外科学  E石井 賢 

第 13 回  e ラーニング授業 7 月 13 日（水） アレルギー・膠原病内科学 E廣瀬 晃一 

第 14 回  e ラーニング授業 7 月 20 日（水） 眼科学   E臼井 智彦 

第 15 回  e ラーニング授業 7 月 27 日（水） 産婦人科学  E三木 明徳 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s) 

Number Contents        

  AL  Faculty 

１ e-learning class April 13 (Wed) Anatomy E Jun Kosaka 

２ e-learning class April 20 (Wed) Physiology E Hidehiko Okamoto 

３ e-learning class April 27 (Wed) Molecular Biology E Wataru 

Nishimura 

４ e-learning class May 11 (Wed) Pharmacology E Shinichi Murase  

５ e-learning class May 18 (Wed) Microbiology E Tetsuya Matsumoto 

６ e-learning class May 25 (Wed) Pathology E Takayuki Shiomi 

７ e-learning class June 1 (Wed) Cardiology E Akio Kawamura 

８ e-learning class June 8 (Wed) Pulmonology E Kenji Tsushima 

９ e-learning class June 15 (Wed) Gastroenterology E Katsutoshi Ebinuma 

10 e-learning class June 22 (Wed) Endocrinology E Minoru Takemoto 

11 e-learning class June 29 (Wed) Psychiatry E Michiko Nakasato 

12 e-learning class July 6 (Wed) Orthopedic surgery E Ken Ishii 

13 e-learning class July 13 (Wed) Rheumatology E Koichi Hirose 

14 e-learning class July 20 (Wed) Ophthalmology E Tomohiko Usui 

15 e-learning class July 27 (Wed) Obstructs/Gynecology E Akinori Miki 

 

 

 

 

成績評価の方法 
□定期試験   □小テスト   ■レポート   ■授業参加姿勢   □実技試験   □実習評価 

□その他（                                        ）  

Grading 
□Term Exams   □Quiz   ■Reports   ■Attitude in Classes   □Skill Tests   □Evaluation in 

Training   

□Others (                                        ) 

評価の基準 レポート：80％、授業参加姿勢：20％ 

Allocation of Marks Reports：80%  Attitude in Classes：20% 

準備学習 

学習へのアドバイス 
講義参加前に可能な限り講義資料に目を通すこと 

Preparation 
Advice for studying Read through the course materials distributed in advance. 

履修条件  

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks There are no required textbooks. 

参 考 書 特に指定しない 

Reference books There are no required texts. 

オフィスアワー 随時受け付ける 

Office hour Contact by e-mail anytime. 

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 感染症学 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 松本 哲哉 科目担当者 加藤 康幸、矢野 晴美 

Course Officer 

松 本  哲 哉

（ Matsumoto 

Tetsuya） 

Course 

Instructor(s) 

加藤 康幸（Kato Yasuyuki）、矢野 晴美（Harumi 

Yano） 

分野 国際医療学分野 学年 1 期 1 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択  単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

地球上で最も多い疾患は感染症である。そのため、病院、クリニック、薬局のどこに行っても薬剤師の

重要な仕事のひとつは感染症対策である。感染症を起こす微生物はウイルス、細菌、真菌、原虫、寄生

虫など多種多様である。この講義ではまず病原微生物の特性について学ぶ。また、病原体と宿主の相

互作用の結果が疾病につながるので、病原微生物と宿主の相互作用や、感染症の診断法と予防法を

学ぶ。 

Course Overview  

授業の到達目標 
一般細菌の分類・形態・性状・遺伝子構造などの基礎的知識を習得するとともに、病原細菌の感染・定

着および病原性発現メカニズムを理解する 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 1 細菌学１    （渡邉 治雄） 

2 細菌学２    （渡邉 治雄） 

3 細菌学３    （渡邉 治雄） 

4 ウイルス学１   （矢野 晴美） 

5 ウイルス学２   （矢野 晴美） 

6 ウイルス学３   （矢野 晴美） 

7 感染免疫学１   （松本 哲哉） 

8 感染免疫学２   （松本 哲哉） 

9 感染免疫学３   （松本 哲哉） 

10 感染と発症   （渡邉 治雄・松本 哲哉） 

11 微生物遺伝学１   （加藤 康幸） 

12 微生物遺伝学２   （加藤 康幸） 

13 寄生虫学１   （加藤 康幸） 

14 寄生虫学２   （加藤 康幸） 

15 熱帯医学    （矢野 晴美） 

 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

□その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 レポート：80％、授業参加姿勢：20％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 

講義参加前に可能な限り、講義資料に目を通すこと。 

日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。  

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 公衆衛生学専攻の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特になし 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 随時受け付ける 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 国際感染症学 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 松本 哲哉 科目担当者 加藤 康幸、矢野 晴美 

Course Officer 

松 本  哲 哉

（ Matsumoto 

Tetsuya） 

Course 

Instructor(s) 

加藤 康幸（Kato Yasuyuki）、矢野 晴美（Harumi 

Yano） 

分野 国際医療学分野 学年 1 期 2 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択  単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

世界の人々の健康を脅かしている感染症の現状と背景をなしている課題を学習する。また、サーベイラ

ンスの手法を始め、公衆衛生専門家としてアウトブレイク対策など各種対策における役割を理解する。 

Course Overview  

授業の到達目標 

１．国内外の感染症の現状と変遷に関する理解を深める。 

２．病原体診断、治療、予防のための基本的アプローチと手技について学習する。 

３．病原体診断のための実験室的基本操作を熟知する 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 1 感染症の概念と歴史的変遷 （渡邉 治雄） 

2 新興、再興感染症 （渡邉 治雄） 

3 世界規模における感染症流行の現状と対策 （渡邉 治雄） 

4 国内における感染症流行の現状と対策 （渡邉 治雄） 

5 感染症サーベイランスの方法論１ （松本 哲哉） 

6 感染症サーベイランスの方法論２ （松本 哲哉） 

7 感染症診断学（総論） （矢野 晴美） 

8 感染症治療学（総論） （矢野 晴美） 

9 医療機関における感染症診療の位置付け （矢野 晴美） 

10 感染症に対する生体防御機構 （渡邉 治雄・松本 哲哉） 

11 感染症予防学（（総論） （松本 哲哉） 

12 渡航感染症（総論） （加藤 康幸） 

13 渡航感染症（各論） （加藤 康幸） 

14 感染症に関わる医療スタッフとその役割 （加藤 康幸） 

15 総括  （加藤 康幸） 

 

 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 レポート：80％、授業参加姿勢：20％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 

講義参加前に可能な限り、講義資料に目を通すこと。 

日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。  

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 公衆衛生学専攻の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特になし 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 随時受け付ける 

Office hour  

その他 授業資料は適宜英語で提供する 

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 国際保健学研究指導Ⅰ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 松本 哲哉 科目担当者  

Course Officer 

松 本  哲 哉

（ Matsumoto 

Tetsuya） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 国際医療学分野 学年 1 期 1 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究計画書を作成する 

Course Overview  

授業の到達目標 研究の背景を取りまとめ、研究計画書を完成させる 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 研究計画書を作成し、指導教員の指導を受けて完成させる 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 研究計画書作成のプロセスと内容：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。   

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 国際医療学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 随時受け付ける 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 国際保健学研究指導Ⅱ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 松本 哲哉 科目担当者  

Course Officer 

松 本  哲 哉

（ Matsumoto 

Tetsuya） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 国際医療学分野 学年 1 期 2 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究計画書に基づき、文献検索を実施する 

Course Overview  

授業の到達目標 研究計画書に基づいて文献検索を実施し、その結果を取りまとめる 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 文献検索を実施し、その結果を取りまとめる 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 文献検索のプロセスと内容：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。   

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 国際医療学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 随時受け付ける 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 国際保健学研究指導Ⅲ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 松本 哲哉 科目担当者  

Course Officer 

松 本  哲 哉

（ Matsumoto 

Tetsuya） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 国際医療学分野 学年 2 期 1 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究計画書に基づき、データ収集を実施する。また、中間発表に向けた取りまとめを実施する 

Course Overview  

授業の到達目標 研究に必要なデータ収集を実施する 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 1 データ収集の計画を立案し、実際のデータ収集を実施する 

2 中間発表に向けた取りまとめを実施する 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 データ収集の結果：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。   

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 国際医療学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 随時受け付ける 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 国際保健学研究指導Ⅳ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 松本 哲哉 科目担当者  

Course Officer 

松 本  哲 哉

（ Matsumoto 

Tetsuya） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 国際医療学分野 学年 2 期 2 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
修士論文として研究結果を取りまとめる 

Course Overview  

授業の到達目標 修士論文を完成させる 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 文献検索やデータ解析の結果を論文として取りまとめる 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 修士論文の提出：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。   

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 国際医療学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 随時受け付ける 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 国際保健学研究指導Ⅴ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 松本 哲哉 科目担当者  

Course Officer 

松 本  哲 哉

（ Matsumoto 

Tetsuya） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 国際医療学分野 学年 1 期 2 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究アウトラインに基づき、研究計画書を作成する 

Course Overview  

授業の到達目標 研究の背景を取りまとめ、研究計画書を完成させる 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 研究計画書を作成し、指導教員の指導を受けて完成させる  

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 研究計画書作成のプロセスと内容：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって主体的に受講するこ

とを期待する。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 国際医療学分野の学生のみ  

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特になし 

Reference books  

オフィスアワー 随時受け付ける 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 医療福祉政策学 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 
石川 ベンジャミン

光一 
科目担当者  

Course Officer 

石川 ベンジャミン

光 一 （ Ishikawa 

Benjamin Kouichi） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 公衆衛生学専攻 学年 1 期 2 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 領域必修 単位数 2 時間数  

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

医療や福祉に関する政策について、限られた資源を適正に分配するための原理・原則と行動計画の策

定について学習する。具体的事例については我が国を中心として社会保障保障制度全体における医

療保険制度の位置づけ、医療保険制度の現状と課題、特に医療提供体制及び公的医療保険制度のあ

り方などを学習するとともに、海外の事例も用いて国際的視野に基づく討議も行う。 

Course Overview  

授業の到達目標 

１．医療の領域の政策・制度について、その沿?と現状、理論・概念、研究・評価?法、課題と対策につい

て理解し、具体的な議論を展開することができる。 

２．わが国の医療保険制度の現状と課題について理解し、今後の医療保険制度の?向性について説明

することができる。  

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 1   9月 8 日 イントロダクション 

2   9月 15 日 国民皆保険制度 

3   9月 22 日 医療保険の財政的側面 

4  9 月 29 日 給付と負担 

5  10月 6 日 診療報酬制度 

6  10月 13 日 医療政策と市場 

7  10月 20 日 医療政策と疾病 

8  10月 27 日 諸外国の医療政策１.欧州 

9  11月 10 日 諸外国の医療政策２.米国 

10 11月 17 日 諸外国の医療政策３.アジア 

11 11月 24 日 医療と介護の総合的な確保 

12 12 月 1 日 １.地域医療構想 

13 12 月 8 日 ２.医師の偏在と働き方改革 

14 12月 15 日 ３.地域医療構想の実現に向けたさらなる取組 

15 12月 22 日 まとめと今後の展望 

 

授業は原則として木曜６限に、ｅラーニング授業として実施する。  

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 e ラーニングシステム上の確認問題と課題掲示板、レポート 

Grading  

評価の基準 e ラーニングシステム上の確認問題と課題掲示板の内容 40%、レポート：60％   

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
授業時に配布する資料を用いて学習内容を振り返り、不明な点は積極的に質問すること。   

Preparation 
Advice for studying  

履修条件  

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 講義ごとに紹介する  

Reference books  

オフィスアワー メールにて随時受け付ける  

Office hour  

その他 毎回の確認問題について，次回の講義でコメントする。  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 医療福祉データサイエンス 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 
石川 ベンジャミン

光一 
科目担当者 篠原 信夫 

Course Officer 

石川 ベンジャミン

光 一 （ Ishikawa 

Benjamin Kouichi） 

Course 

Instructor(s) 
篠原 信夫（Shinohara Nobuo） 

分野 医療福祉管理学分野  学年 1 期 後期 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 領域必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

システム科学的なアプローチによる課題解決法およびリアルワールドデータの取得とその分析における

方法論および法・倫理面から必要とされる配慮などを理解したうえで、医療福祉領域における問題解決

に向けたデータ利用方法に関する知識を身につける。  

Course Overview  

授業の到達目標 

１．医療福祉領域における大規模データの分析について、例を用いて説明することができる。 

２．リアルワールドデータの収集と分析についての知識を身につける。 

３．医療福祉分野の問題解決に向けたデータの利用方法について、、例を用いて説明することができ

る。 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 第１回 イントロダクション  (石川 ベンジャミン光一・篠原 信夫) 

第２回 医療福祉領域における大規模データ  (石川 ベンジャミン光一) 

第３回 診療記録と標準マスタ(1)  (石川 ベンジャミン光一) 

第４回 DPC データとは  (石川 ベンジャミン光一) 

第５回 DPC オープンデータ  (石川 ベンジャミン光一) 

第６回 DPC データと地域医療分析  (石川 ベンジャミン光一) 

第７回 NDB データと電子レセプト  (石川 ベンジャミン光一) 

第８回 NDB オープンデータ  (石川 ベンジャミン光一) 

第９回 NDB オーブンデータとマーケット分析  (石川 ベンジャミン光一) 

第１０回 病院情報システムと電子カルテ  (石川 ベンジャミン光一・篠原 信夫) 

第１１回 診療情報と標準規格  (石川 ベンジャミン光一・篠原 信夫) 

第１２回 診療記録と標準マスタ(2)  (石川 ベンジャミン光一) 

第１３回 問題解決に向けたデータの利用(1)  (石川 ベンジャミン光一) 

第１４回 問題解決に向けたデータの利用(2)  (石川 ベンジャミン光一) 

第１５回 まとめ  (石川 ベンジャミン光一・篠原 信夫)  

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 e ラーニングシステム上の確認問題と課題掲示板、レポート 

Grading  

評価の基準 e ラーニングシステム上の確認問題と課題掲示板の内容 50%、レポート：50％  

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 

講義参加前に可能な限り、講義資料に目を通すこと。 

日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって主体的に受講するこ

とを期待する。  

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 公衆衛生学専攻の学生のみ   

Prerequisite  

教 科 書 特になし 

Textbooks  

参 考 書 講義内で適宜紹介 

Reference books  

オフィスアワー 随時受け付ける 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 医療福祉管理学研究指導Ⅰ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 
石川 ベンジャミン

光一 
科目担当者  

Course Officer 

石川 ベンジャミン

光 一 （ Ishikawa 

Benjamin Kouichi） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 医療福祉管理学分野 学年 1 期 前期 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究論文の枠組みを理解した上で、研究テーマを設定し、研究計画を作成する。 

Course Overview  

授業の到達目標 
1. 研究計画の作成に必要な先行研究の調査を行うことができる。 

2. 研究に必要なデータと適切な分析手法の選択ができる。 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 4/9 オリエンテーション A /C 石川 B 光一 

4/16 修士論文のテーマに関するディスカッション A /C 石川 B 光一 

4/23 修士論文テーマの検討 A /C 石川 B 光一 

4/30 先行研究の調査 A /C 石川 B 光一 

5/14 先行研究の調査 A /C 石川 B 光一 

5/21 先行研究の調査結果に基づくテーマの見直し A /C 石川 B 光一 

5/28 研究のデザインについての検討 A /C 石川 B 光一 

6/4 研究のデザインについての検討 A /C 石川 B 光一 

6/11 研究データの収集についての検討 A /C 石川 B 光一 

6/18 研究データの分析についての検討 A /C 石川 B 光一 

6/25 研究倫理審査手続の確認 A /C 石川 B 光一 

7/2 研究計画書と倫理審査申請書の作成 A /C 石川 B 光一 

7/9 研究計画書と倫理審査申請書の作成 A /C 石川 B 光一 

7/16 研究計画書と倫理審査申請書の提出に向けての準備 A /C 石川 B 光一 

7/23 研究計画作成の振り返り A /C 石川 B 光一 

 

授業は対面あるいはソフトウェア(zoom)により行う。 

アクティブラーニング：■Aディスカッション/ディベート、■C プレゼンテーション 

※具体的な指導日程の調整については担当教員に連絡すること。 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 研究計画書作成の過程における討議および発表の内容等により評価する(100％) 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
研究テーマについての情報収集を行い、研究計画の作成に必要な知識のアップデートに努めるこ

と。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 医療福祉管理学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特になし 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 医療福祉管理学研究指導Ⅱ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 
石川 ベンジャミン

光一 
科目担当者  

Course Officer 

石川 ベンジャミン

光 一 （ Ishikawa 

Benjamin Kouichi） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 医療福祉管理学分野 学年 1 期 後期 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究計画に沿って必要な文献を収集し、取りまとめる。 

Course Overview  

授業の到達目標 
1. 修士論文の執筆に向けた研究の動向についての情報収集ができる。 

2. 研究テーマにまつわる現状の課題等についての専門的討議ができる。 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 9/10 オリエンテーション A / C 石川 B 光一 

9/17 先行研究の調査方法 A / C 石川 B 光一 

9/24 研究テーマに関する政策等についての調査方法 A / C 石川 B 光一 

10/1 研究テーマに関わる研究・施策の動向調査 A / C 石川 B 光一 

10/15 研究テーマに関わる研究・施策の動向調査 A / C 石川 B 光一 

10/22 研究テーマに関わる研究・施策の動向調査 A / C 石川 B 光一 

10/29 研究テーマに関わる研究・施策の動向調査 A / C 石川 B 光一 

11/5 研究・施策の動向調査の中間とりまとめ A / C 石川 B光一 

11/12 研究テーマに関わる研究・施策の動向についての討議 A / C 石川 B 光一 

11/19 研究テーマに関わる研究・施策の動向についての討議 A / C 石川 B 光一 

11/26 研究テーマに関わる研究・施策の動向についての討議 A / C 石川 B 光一 

12/3 研究テーマに関わる研究・施策の動向についての討議 A / C 石川 B 光一 

12/10 研究と施策の動向についてのとりまとめ A / C 石川 B光一 

12/24 研究と施策の動向調査についての考察 A / C 石川 B光一 

1/7 研究と施策の動向調査についての振り返り A / C 石川 B 光一 

 

授業は対面あるいはソフトウェア(zoom)により行う。 

アクティブラーニング：■Aディスカッション/ディベート、■C プレゼンテーション 

※具体的な指導日程の調整については担当教員に連絡すること。 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 
□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 研究の動向についての討議および発表の内容等により評価する(100％) 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
研究テーマについての情報収集を行い、研究の動向に関する知識のアップデートに努めること。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 医療福祉管理学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特になし 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。  

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 医療福祉管理学研究指導Ⅲ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 
石川 ベンジャミン

光一 
科目担当者  

Course Officer 

石川 ベンジャミン

光 一 （ Ishikawa 

Benjamin Kouichi） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 医療福祉管理学分野 学年 2 期 前期 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

修士論文のための研究計画に沿ってデータの収集を実施し、実施上の問題に適切に対処しながら研究

プロセスを進める。また、研究計画と文献レビューなど、1 年目の成果を取りまとめて発表し、修士論文

執筆に向けたアドバイスを受ける。 

Course Overview  

授業の到達目標 
1. 研究計画に従いデータの収集を行うことができる。 

2. データの収集についての発表を行い、専門的な討議ができるようになる。 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 4/9 オリエンテーション A / C 石川 B 光一 

4/16 研究計画書と倫理審査手続の確認 A / C 石川 B 光一 

4/23 データ収集の方法についての確認 A / C 石川 B 光一 

4/30 データ収集の準備 A / C 石川 B 光一 

5/14 データ収集 A / C 石川 B 光一 

5/21 データ収集 A / C 石川 B 光一 

5/28 データ収集 A / C 石川 B 光一 

6/4 データ収集 A / C 石川 B光一 

6/11 データ収集 A / C 石川 B 光一 

6/18 データの収集状況の確認 A / C 石川 B 光一 

6/25 収集したデータのとりまとめ A / C 石川 B 光一 

7/2 データの形式チェック A / C 石川 B 光一 

7/9 データの論理チェック A / C 石川 B 光一 

7/16 データ収集についての考察 A / C 石川 B 光一 

7/23 データ収集の振り返り A / C 石川 B 光一 

 

授業は対面あるいはソフトウェア(zoom)により行う。 

アクティブラーニング：■Aディスカッション/ディベート、■C プレゼンテーション 

※具体的な指導日程の調整については担当教員に連絡すること。(医療福祉管理学研究指導Ⅳと一体

的に行う) 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 
□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 研究データ収集の過程における討議および発表の内容等により評価する(100％) 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
研究テーマについての情報収集を行い、データの収集に必要な知識のアップデートに努めるこ

と。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 医療福祉管理学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特になし 

Textbooks  

参 考 書 特になし  

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 医療福祉管理学研究指導Ⅳ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 
石川 ベンジャミン

光一 
科目担当者  

Course Officer 

石川 ベンジャミン

光 一 （ Ishikawa 

Benjamin Kouichi） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 医療福祉管理学分野 学年 2 期 前期 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

修士論文のための研究計画に沿って収集したデータの分析を実施し、実施上の問題に適切に対処しな

がら研究プロセスを進める。 

Course Overview  

授業の到達目標 
1. 研究計画に従いデータの分析を行うことができる。 

2. 分析結果についての発表を行い、専門的な討議ができるようになる。  

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 4/9 オリエンテーション A / C 石川 B 光一 

4/16 研究計画書と倫理審査手続の確認 A / C 石川 B 光一 

4/23 データ分析の方法についての確認 A / C 石川 B 光一 

4/30 データ分析の準備 A / C 石川 B 光一 

5/14 データのエラーチェック A / C 石川 B 光一 

5/21 研究対象の属性など基礎データの集計 A / C 石川 B 光一 

5/28 研究テーマに関するデータの分析 A / C 石川 B 光一 

6/4 データ分析 A / C 石川 B光一 

6/11 データ分析 A / C 石川 B 光一 

6/18 データの分析状況の確認 A / C 石川 B 光一 

6/25 データ分析 A / C 石川 B 光一 

7/2 分析結果の可視化 A / C 石川 B 光一 

7/9 分析結果のとりまとめ A / C 石川 B 光一 

7/16 分析結果についての考察 A / C 石川 B 光一 

7/23 データ分析の振り返り A / C 石川 B 光一 

 

授業は対面あるいはソフトウェア(zoom)により行う。 

アクティブラーニング：■Aディスカッション/ディベート、■C プレゼンテーション 

※具体的な指導日程の調整については担当教員に連絡すること。(医療福祉管理学研究指導Ⅲと一体

的に行う) 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 
□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 研究データ分析の過程における討議および発表の内容等により評価する(100％) 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
研究テーマについての情報収集を行い、データの分析に必要な知識のアップデートに努めるこ

と。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 医療福祉管理学分野のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特になし 

Textbooks  

参 考 書 特になし 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。  

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 医療福祉管理学研究指導Ⅴ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 
石川 ベンジャミン

光一 
科目担当者  

Course Officer 

石川 ベンジャミン

光 一 （ Ishikawa 

Benjamin Kouichi） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 医療福祉管理学分野 学年 2 期 後期 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究の一連のプロセスを学習し、研究論文としてまとめる。 

Course Overview  

授業の到達目標 
1. データに基づいて論旨を展開し、論文を執筆することができる。 

2. 自ら行った研究の成果について発表を行い、専門的な討議ができるようになる。 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 9/10 オリエンテーション A / C 石川 B 光一 

9/17 論文の提出、発表、審査等に関する手続について A / C 石川 B 光一 

9/24 先行文献の確認 A / C 石川 B 光一 

10/1 研究データの確認 A / C 石川 B 光一 

10/15 データ解析方針の確認 A / C 石川 B 光一 

10/22 データ解析結果の確認 A / C 石川 B 光一 

10/29 データ解析結果についての考察 A / C 石川 B 光一 

11/5 論文ドラフトの検討 A / C 石川 B 光一 

11/12 論文作成指導 A / C 石川 B 光一 

11/19 論文作成指導 A / C 石川 B 光一 

11/26 論文作成指導 A / C 石川 B 光一 

12/3 論文作成指導 A / C 石川 B 光一 

12/10 論文発表に向けた準備 A / C 石川 B 光一 

12/24 論文発表内容の最終確認 A / C 石川 B 光一 

1/7 論文作成の振り返り A / C 石川 B 光一 

 

授業は対面あるいはソフトウェア(zoom)により行う。 

アクティブラーニング：■Aディスカッション/ディベート、■C プレゼンテーション 

※具体的な指導日程の調整については担当教員に連絡すること。 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 
□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 論文作成の過程における討議および発表の内容等により評価する(100%) 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
研究テーマについての情報収集を行い、論文執筆に必要な知識のアップデートに努めること。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 医療福祉管理学分野のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特になし 

Textbooks  

参 考 書 特になし 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。  

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 臨床疫学概論 授業開始年度 2022 

Course Title  Year  

科目担当責任者 桜井 亮太 科目担当者 山崎 力 

Course Officer 
桜井 亮太（Sakurai 

Ryota） 

Course 

Instructor(s) 
山崎 力（Yamazaki Tsutomu） 

分野  疫学・社会医学分野 学年 2 期 1 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 選択 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 

研究実施にあたり、研究仮説を立て、適切なデザインを構築し、利用可能なデータから意味のある分析

結果を出し、臨床的に妥当な解釈を行う。これら一連のプロセスを遂行するために不可欠となる臨床疫

学の理論および実践的な方法論を身につける。具体的にはデータの取り扱い、臨床医学的検査の有効

性（感度、特異度、事後確率、ROC 曲線）、リスク評価、研究デザインとバイアス、統計解析結果の解釈

などについて学習する。 

Course Overview  

授業の到達目標 

1. 疫学の基本となる概念や用語が正しく解釈できる 

2. 疫学的エビデンスを得るための一連の研究方法が理解できる 

3. エビデンスを使って、専門職としての実践に 役立てることができる 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 1 臨床疫学とは（山崎 力） 

2 臨床疫学総論（山崎 力） 

3 正常か異常か（山崎 力） 

4 診断用検査（山崎 力） 

5 診断のプロセス、研究計画（山崎 力） 

6 N-of-1 トライアル、 頻度，疫学指標（山崎 力） 

7 統計（山崎 力） 

8 医学的判断 （桜井 亮太） 

9 研究の批判的吟味（桜井 亮太） 

10 メタアナリシス（桜井 亮太） 

11 予後（桜井 亮太） 

12 治療（桜井 亮太） 

13 原因（桜井 亮太） 

14 narrative based medicine（桜井 亮太） 

15 総括（桜井 亮太） 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  
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成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート ■授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価 

 

□その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 レポート：80％、授業参加姿勢：20％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 

講義参加前に可能な限り、講義資料に目を通すこと。 

日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 公衆衛生学専攻の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日の合同ゼミもしくはメールにて随時受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 疫学・社会医学研究指導Ⅰ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 桜井 亮太 科目担当者  

Course Officer 
桜井 亮太（Sakurai 

Ryota） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 疫学・社会医学分野 学年 1 期 1 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究計画書を作成する 

Course Overview  

授業の到達目標 研究の背景を取りまとめ、研究計画書を完成させる 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 1 研究計画書を作成し、指導教員の指導を受けて完成させる   

   

 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 研究計画書作成のプロセスと内容：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 疫学・社会医学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 疫学・社会医学研究指導Ⅰ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 横山 和仁 科目担当者  

Course Officer 横山 和仁 
Course 

Instructor(s) 
 

分野 疫学・社会医学分野 学年 1 期 2 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究計画書に基づき、文献検索を実施する 

Course Overview  

授業の到達目標 研究計画書に基づいて文献検索を実施し、その結果を取りまとめる 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 1 文献検索を実施し、その結果を取りまとめる      

 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 文献検索のプロセスと内容：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 疫学・社会医学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 疫学・社会医学研究指導Ⅱ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2021 

科目担当責任者 桜井 亮太 科目担当者  

Course Officer 
桜井 亮太（Sakurai 

Ryota） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 疫学・社会医学分野 学年 1 期 2 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究計画書に基づき、文献検索を実施する 

Course Overview  

授業の到達目標 研究計画書に基づいて文献検索を実施し、その結果を取りまとめる 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 1 文献検索を実施し、その結果を取りまとめる      

 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 文献検索のプロセスと内容：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 疫学・社会医学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 疫学・社会医学研究指導Ⅱ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 横山 和仁 科目担当者  

Course Officer 横山 和仁 
Course 

Instructor(s) 
 

分野 疫学・社会医学分野 学年 2 期 1 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究計画書に基づき、データ収集を実施する。また、中間発表に向けた取りまとめを実施する 

Course Overview  

授業の到達目標 研究に必要なデータ収集を実施する 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 データ収集の計画を立案し、実際のデータ収集を実施する 

中間発表に向けた取りまとめを実施する 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 データ収集の結果：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 疫学・社会医学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 疫学・社会医学研究指導Ⅲ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 桜井 亮太 科目担当者  

Course Officer 
桜井 亮太（Sakurai 

Ryota） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 疫学・社会医学分野 学年 2 期 1 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究計画書に基づき、データ収集を実施する。また、中間発表に向けた取りまとめを実施する 

Course Overview  

授業の到達目標 研究に必要なデータ収集を実施する 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 データ収集の計画を立案し、実際のデータ収集を実施する 

中間発表に向けた取りまとめを実施する 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 データ収集の結果：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 疫学・社会医学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  



70 

 



71 

国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 疫学・社会医学研究指導Ⅲ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 横山 和仁 科目担当者  

Course Officer 横山 和仁 
Course 

Instructor(s) 
 

分野 疫学・社会医学分野 学年 2 期 1 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究計画書に基づき、収集したデータを分析する 

Course Overview  

授業の到達目標 適切な解析手法を用いてデータ分析を実施する 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 データ解析手法を理解し、実際のデータ分析を実施する 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 データ解析の結果：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 疫学・社会医学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  



72 

国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 疫学・社会医学研究指導Ⅳ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 桜井 亮太 科目担当者  

Course Officer 
桜井 亮太（Sakurai 

Ryota） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 疫学・社会医学分野 学年 2 期 1 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
研究計画書に基づき、収集したデータを分析する 

Course Overview  

授業の到達目標 適切な解析手法を用いてデータ分析を実施する 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 データ解析手法を理解し、実際のデータ分析を実施する 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 データ解析の結果：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 疫学・社会医学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  
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国際医療福祉大学シラバス 

 大学院 

科目名 疫学・社会医学研究指導Ⅳ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 横山 和仁 科目担当者  

Course Officer 横山 和仁 
Course 

Instructor(s) 
 

分野 疫学・社会医学分野 学年 2 期 2 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
修士論文として研究結果を取りまとめる 

Course Overview  

授業の到達目標 修士論文を完成させる 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 文献検索やデータ解析の結果を論文として取りまとめる 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 修士論文の提出：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 疫学・社会医学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  
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 大学院 

科目名 疫学・社会医学研究指導Ⅴ 授業開始年度 2022 

Course Title  Year 2022 

科目担当責任者 桜井 亮太 科目担当者  

Course Officer 
桜井 亮太（Sakurai 

Ryota） 

Course 

Instructor(s) 
 

分野 疫学・社会医学分野 学年 2 期 2 

Department  Year  Term  

曜日時限 集中講義 必修/選択 必修 単位数 2 時間数 30 

Class Hours  
Required / 

Elective 
 Credit(s) 2 

Number 

of 

Class(es) 

15 

クラスコード  

Class code  

 

授業の概要 

（主題） 
修士論文として研究結果を取りまとめる 

Course Overview  

授業の到達目標 修士論文を完成させる 

Learning Goals of 

the Course 
 

 

授業計画 文献検索やデータ解析の結果を論文として取りまとめる 

Subject(s)/Assigned 
Instructor(s)  

 

 

 

 

成績評価の方法 

□定期試験  □小テスト ■レポート □授業参加姿勢  □実技試験  □実習評価  

 

?その他（                            ） 

Grading  

評価の基準 修士論文の提出：100％ 

Allocation of Marks  

準備学習 

学習へのアドバイス 
日常的に自身の研究領域に関する資料、文献に目を通し、問題意識をもって 

主体的に受講することを期待する。 

Preparation 
Advice for studying  

履修条件 疫学・社会医学分野の学生のみ 

Prerequisite  

教 科 書 特に指定しない 

Textbooks  

参 考 書 特に指定しない 

Reference books  

オフィスアワー 土曜日 2限のゼミもしくはメールにて随時受け付ける。 

Office hour  

その他  

Others  
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