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カリキュラム・時間計画の予定
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Council on Education for Public Health

MPH fundamental competencies
（MPHの基本的能力）

1. 公衆衛生へのEvidence basedアプローチ力

2. 公衆衛生と保健医療システムの構造分析能力

3. 健康増進のための計画・管理能力

4. 保健医療政策能力（政策計画・提言、アドボカ
シー、評価）

5. リーダーシップ

6. コミュニケーション（セクター別対応）

7. 専門家間の活動

8. システム思考能力
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基本5領域

1. Core knowledge areas

- Biostatistics

- Epidemiology

- Social and behavioral sciences

- Health services administration

- Environmental health sciences

2. “Cross-cutting and emerging 
public health areas”
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単位構成（30単位）

基本医学概論

臨床医学概論
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基本5科目の必修

共通コア4科目

・研究計画

・倫理

・橋渡し研究

など

研究・発表の必修
選択科目

5科目の応用

選択科目

より専門的

全学の講義

Hokkaido Summer Institute

4単位

4単位

5単位

7単位

13単位
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時間計画

1講時 8:45-10:15

2講時 10:30-12:00

3講時 13:00-14:30

4講時 14:45-16:15

5講時 16:30-18:00

6講時 18:15-19:45

7講時 20:00-21:30

原則：共通コア・必修科目はパートタイムで出席対応は可
選択科目は平日の日中もあり

土日の1-7限

8:45-10:15

10:30-12:00

13:00-14:30 先勝 友引

14:45-16:15

16:30-18:00

18:15-19:45

20:00-21:30

8:45-10:15 医学研究概論 基礎疫学 基礎疫学

10:30-12:00 入学式＋オリエンテーション 医学研究概論 基礎疫学 基礎疫学

13:00-14:30 渡邉 医学研究概論 仏滅 医学研究概論 大安 赤口 先勝 友引 基礎環境保健学 先負 基礎環境保健学

14:45-16:15 渡邉 医学研究概論 医学研究概論 基礎環境保健学 基礎環境保健学

16:30-18:00 医学研究概論

18:15-19:45 医学研究概論 医倫理学序論 トランスレーショナルリサーチ概論基本実験・研究計画法

20:00-21:30 基礎生物統計学

8:45-10:15 基礎疫学 基礎疫学

10:30-12:00 基礎疫学 基礎疫学

13:00-14:30 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 基礎環境保健学 仏滅 基礎環境保健学

14:45-16:15 基礎環境保健学 基礎環境保健学

16:30-18:00

18:15-19:45 基礎社会行動科学 医倫理学序論 トランスレーショナルリサーチ概論基本実験・研究計画法

20:00-21:30 基礎生物統計学

8:45-10:15 基礎保健医療管理学

10:30-12:00 基礎保健医療管理学

13:00-14:30 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

14:45-16:15

16:30-18:00

18:15-19:45 基礎社会行動科学 医倫理学序論 トランスレーショナルリサーチ概論基本実験・研究計画法 基礎保健医療管理学

20:00-21:30 基礎生物統計学 基礎保健医療管理学

8:45-10:15 昭和の日

10:30-12:00

13:00-14:30 赤口 先勝 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

14:45-16:15

16:30-18:00

18:15-19:45 基礎社会行動科学 医倫理学序論 トランスレーショナルリサーチ概論基本実験・研究計画法

20:00-21:30 基礎生物統計学
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時間割の例（途中案2017年4月）

全学の選択科目例

ディプロマプログラム「社会と健康」

全学英語プログラム「HSI」

MPH＝＞社会医学専門医の認定要件へ


