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東京大学医学部本館と 
医学系教育研究棟（右手の高層棟） 
（同棟13階に大学院講義室・セミナー室） 
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公共健康医学専攻・SPH講義室 

4 



公共健康医学専攻の目的 

  本専攻は、国民や地域住民、患者も含めた広

範な人々の健康の維持、増進、回復及び生活

の質（quality of life）の改善に寄与する最

先端の研究を推進するとともに、公衆衛生領

域で指導的及び実践的役割を果たす高度専

門職業人を養成する。本課程の修了者には、

公衆衛生学修士（専門職）が授与される。 
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公共健康医学専攻の特徴（歴史） 

 当該分野における東京大学の「強み」 

 日本最初の公衆衛生学講座 

  1947（昭和22）年設置 

 日本最初の保健学の大学院 

  1965（昭和40）年開設 

 大学院重点化 

  1995（平成7）年 社会医学専攻 

  1996（平成8）年 健康科学・看護学専攻 

 公衆衛生の専門職大学院（公衆衛生大学院） 

  2007（平成19）年 設置 
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海外の公衆衛生大学院 

 Johns Hopkins University 
School of Public Health  (1916) 

 Harvard University 
School of Public Health  (1922) 

 University of London 
School of Hygiene & Tropical Medicine (1924) 

 Seoul National University 
Graduate School of Public Health  (1959) 
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公共健康医学専攻の特徴（ｶﾘｷｭﾗﾑ） 

 コースワーク・フィールドワークの重視 

  講義・演習・実習の組合せ 

多様な科目 

  必修科目と選択科目の組合せ 

 2年コースと1年コース（定員計30人） 

  実務経験者向けの1年コース 

課題研究（2年コース） 

  教員による実務・研究指導 

 8 



公共健康医学専攻の特徴（授業科目） 

必修科目 

  疫学 「疫学研究と実践」or「医学研究のデザイン」 

  統計 「医学データの統計解析」 

  行動・社会科学 5教科から2科目選択 

  医療管理 2教科から選択 

  環境保健 「環境健康医学」 

 上記6科目（計11単位）を指定 
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公共健康医学専攻の特徴（授業科目） 

選択科目 

  臨床疫学 

  保健医療経済学 

  医療コミュニケーション学 

  健康増進科学 

  医療安全管理学 

  健康危機管理学 

 など、必修科目とあわせて計34科目を用意 
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科目群 夏学期 夏季休業期間 冬学期 

疫学保健学
系科目 

疫学研究と実践 

医学データの統計解析 

保健医療経済学 

医学統計学演習 

臨床疫学 

医療ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学 

医療ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学演習 

医学教育とCDISC標準 

予防保健の実践と評価 

医療技術評価学演習 

 

医学研究のデザイン 

臨床疫学・経済学演習 

医療経営学演習 

 

行動社会医
学系 

科目 

精神保健学Ⅰ 

健康増進科学 

医療倫理学Ⅰ 

医療倫理学Ⅱ 

精神保健学Ⅱ 

健康教育学 

社会と健康Ⅰ 

社会と健康Ⅱ 

産業保健の理論と実践 

医療科学系
科目 

医療情報システム学 

公共健康情報学 

法医学・医事法学（休） 

医療安全管理学 

健康危機管理学 

医療安全管理学実習 

保健行政・健康危機管理学
実習 

 

健康医療政策学 

法医学・医事法学演習（休） 

医療情報システム学実習 

公共健康情報学実習 

環境健康医学 

共通科目 公共健康医学特論 

課題研究 

インターンシップ  

課題研究 

合併科目（公
共政策大学院） 

社会保障政策 社会保障法政策 

医療政策（隔年） 

公共健康医学専攻・授業予定表（平成26年度） 
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教員組織の特徴 

専任教員（現員）22人（実務家教員6人を含む） 
疫学保健学系 
  数量的分析、コミュニケーション手法 
行動社会医学系 
  行動科学、社会科学的方法論 
医療科学系 
  制度、システム、情報の応用 
協力講座 
  健康・環境医工学（疾患生命工学センター） 
  医療安全管理学（寄付講座） 
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医療科学講座 （Health Services Sciences） 

 健康医療政策学 （Health Policy） 

 医療情報システム学 （Healthcare Informatics） 

 臨床情報工学 （Clinical Information Engineering） 

 法医学・医事法学 （Forensic Medicine and Medical Law） 

疫学保健学講座 （Epidemiology and Health Sciences ） 

 生物統計学 （Biostatistics） 

 社会予防疫学 （Social and Preventive Epidemiology） 

 臨床疫学・経済学 （Health Economics and Epidemiology Research） 

 医療コミュニケーション学 （Health Communication） 

行動社会医学講座 （Behavioral Health Sciences） 

 精神保健学 （Mental Health） 

 健康教育・社会学 （Health Sociology and Health Education） 

 保健社会行動学 （Health and Social Behavior） 

 健康増進科学 （Health Promotion Science） 

 医療倫理学 （Biomedical Ethics） 

（専
門
職
学
位
課
程
） 

公
共
健
康
医
学
専
攻 

公共健康医学専攻 （School of Public Health） 

（協力講座） 疾患生命工学センター・健康環境医工学 

（協力講座） 東大病院寄付講座・医療安全管理学 13 



2014（平成26）年度スケジュール 

 4月 入学オリエンテーション、夏学期授業開始 

 6月 入学希望者向けガイダンス 

 8月 入学試験（2013年度入学者） 

 8～9月 夏季休業期間（集中授業等） 

 10月 冬学期授業開始 

 12月 課題研究論文提出締切 

 12月 キャリアデザイン懇談会（予定） 

 1月  課題研究発表会 

 2月  冬学期授業終了 

 3月  学位授与式 
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課題研究（2年コース必修）の評価 

 研究内容による分類（学生の自己申告） 
 区分： 原著、公衆衛生活動報告、システム開発、
文献レビュー、その他 

 評価基準（以下の基準を総合して評価） 
 1. テーマの新規性・独創性・実用性・有用性 

 2. 論理的（科学的）な思考能力 
 3. 方法（アプローチ）の妥当性 
 4. 結論のimplication・テーマの発展性 
 5. プレゼンテーション・質疑応答能力 
 6. 本人の貢献度 
 7. 文章・図表の完成度 
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課題研究のテーマの実例（2012年度） 

 長期毒性を考慮した抗悪性腫瘍薬の用量設定試験デザイン 
 16日間食事記録に基づく日本人成人のナトリウム摂取源の推定 

 医学教育における医師・患者間コミュニケーションスキル評価尺
度：文献レビューからの考察 

 マスメディアによる健康リスクコミュニケーション：福島第一原発事
故後の水道水汚染問題に関する新聞報道の内容分析 

 東京都近郊の中学生における身体活動・座位時間と過体重との
関連 

 バイオバンクの包括同意をめぐる国内外の現状と論点 
 医療における無過失補償制度導入に関する論点整理 
 SS-MIX標準化ストレージを基盤とする患者向け検体検査結果閲
覧システムの開発 
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修了者の進路 （高度専門職業人） 

公衆衛生行政、企業等の健康管理専門家 

臨床研究・EBM、臨床試験の専門家 

シンクタンク、保険組織、NGO等の専門家 

病院の医療経営・情報システムの専門家 

その他（博士課程、研究機関、国際機関など） 
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修了者の進路 （2007-2013の実績） 

2年コース117名、1年コース69名（計186名）修了 

医療機関（医師等）   26％ 

行政・独法・国連機関  11％ 

 NGO・シンクタンク・企業  16％ 

大学・研究所（教員・研究者） 12％ 

進学（博士課程）   36％ 

   （ただし、進路不明・修了時未定者を除く） 
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ソウル大学、北京大学との交流 
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PeSeTo公衆衛生大学院会議・シンポジウム 

（2008, 2009, 2011, 2013年） 



東京大学公共健康医学専攻が行う 
国際共同研究: 

11カ国と26のプロジェクト 



東京大学公共健康医学専攻のHP 
（専攻HP）  （同窓会HP） 
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入試試験科目の追加について（平成26
年度～） 

 専門科目「統計学一般」を新設 

 統計学についての基礎的な問題（択一式２０
問） 

 統計検定（一般財団法人 統計質保証推進協
会統計検定センター）２級相当の問題である。 

 電卓の使用を許可する。ただし電卓は大学側
が準備するものを使用する。 

 以上は専攻ＨＰでも周知予定。 
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