䠎䠌䠎䠌ᖺᗘ㻌

♫ᗣ་Ꮫ⣔ᑓᨷ䝅䝷䝞䝇㻌

ி㒔ᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉㻌

㻌
ᲬᲪ࠰ࡇ ʮᣃܖٻǢǫȇȟȃǯǫȬȳȀȸ

ᲬᲪ࠰ࡇ ʮᣃܖٻǢǫȇȟȃǯǫȬȳȀȸ
㻌
ЭڼǇǓ

ŧ

 உ  ଐᲢ൦Უ

࠰ࡇ࢘Иᛦૢ᧓

ŧ

 உᲬଐᲢஙᲣ᳸ᲱଐᲢ້Უ

Эಅ

ŧ

 உ  ଐᲢ൦Უ᳸  உ  ଐᲢ൦Უ

оᇌᚡࣞଐ

ŧ

 உ  ଐᲢஙᲣ

ᚾ᬴ȷȕǣȸȉȐȃǯ᧓

ŧ

 உᲬ ଐᲢஙᲣ᳸ᲲஉᲯଐᲢ൦Უ

ٰ˞ܓಅ

ŧ

 உ  ଐᲢஙᲣ᳸  உ  ଐᲢ൦Უ

ЭኳǘǓ

ŧ

 உ  ଐᲢ൦Უ

ࢸڼǇǓ

ŧ

 உ  ଐᲢஙᲣ

ࢸಅ

ŧ

 உ  ଐᲢஙᲣ᳸  உ ᲯଐᲢஉᲣ

ᲫᲫஉᅛ

ŧ

 உɦକ
ಅ˞ഥᲢʖܭᲣ
Ჴ உᲫᲳଐᲢஙᲣȷᲪଐᲢᲣ

Ϥ˞ܓಅ

ŧ

 உᲬᲳଐᲢ້Უ᳸  உᲭଐᲢଐᲣ

ᚾ᬴ȷȕǣȸȉȐȃǯ᧓

ŧ

 உ ᲰଐᲢ້Უ᳸ உᲲଐᲢஉᲣ

̲ٟȷҦٟܖˮɨࡸ

ŧ

 உ  ଐᲢ້Უ

ҡಅࡸ

ŧ

 உ  ଐᲢ൦Უ

ࢸኳǘǓ

ŧ

 உ  ଐᲢ൦Უ

㻌
ὀ㸸ㄪᩚᮇ㛫ࡣཎ๎ࡋ࡚ḟࡢෆᐜࢆ⪃៖ࡍࡿࠋ㻌
  ᖺᗘᙜึㄪᩚᮇ㛫㸸࢞ࢲࣥࢫ➼ࢆ⾜࠺ࠋ㻌
㻌
ͤᏛ㒊ධヨక࠺ᤵᴗఇṆࡘ࠸࡚㻌
๓ᮇ᪥⛬ヨ㦂        ‽ഛ᪥㸸㻞㻜㻞㻝 ᖺ 㻞 ᭶ 㻞㻠 ᪥㸦Ỉ㸧㻌
ヨ㦂᪥㸸㻞㻜㻞㻝 ᖺ 㻞 ᭶ 㻞㻡 ᪥㸦ᮌ㸧㹼㻞㻣 ᪥㸦ᅵ㸧㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ŧႸ   ഏŧ

♫ᗣ་Ꮫ⣔ᑓᨷࡘ࠸࡚࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
♫ᗣ་Ꮫ⣔ᑓᨷᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ ᤵᴗ⛉┠୍ぴ⾲࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬≉ูࢥ࣮ࢫཬࡧ≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚
ࠑ≉ูࢥ࣮ࢫࠒ
Ϩ㸬⮫ᗋ◊✲⪅㣴ᡂ㸦㹋㹁㹐㸧ࢥ࣮ࢫ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

⮫ᗋ◊✲⪅㣴ᡂ㸦㹋㹁㹐㸧ࢥ࣮ࢫ ᤵᴗ⛉┠୍ぴ⾲࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ϩ㸬㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢥ࣮ࢫ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢥ࣮ࢫ ᤵᴗ⛉┠୍ぴ⾲࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϫ㸬⮫ᗋ⤫ィᐙ⫱ᡂ㸦&%㸧ࢥ࣮ࢫ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⮫ᗋ⤫ィᐙ⫱ᡂࢥ࣮ࢫ ᤵᴗ⛉┠୍ぴ⾲࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ࠑ≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛࠒ
Ϩ㸬▱ⓗ㈈⏘⤒ႠᏛࣉࣟࢢ࣒࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣛ
▱ⓗ㈈⏘⤒ႠᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛ ᤵᴗ⛉┠୍ぴ⾲࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ϩ㸬་⒪⤒Ⴀࣖࣥࢢ࣮ࣜࢲ࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣛ
Ϫ㸬ࢤࣀ࣒ࣥࣇ࢛࣐ࢸࢩࣕࣥࣉࣟࢢ࣒࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣛ
♫ᗣ་Ꮫ⣔ᑓᨷ ๓ᮇ㛫 ᩍ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
♫ᗣ་Ꮫ⣔ᑓᨷ ᚋᮇ㛫 ᩍ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭





















♫ᗣ་Ꮫ⣔ᑓᨷ ᤵᴗ⛉┠ෆᐜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



࠙㹋㹎㹆ࢥࠚ
 ᏛϨ㸦Ꮫධ㛛㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 Ꮫϩ㸦◊✲ࢹࢨࣥ㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་⒪⤫ィᏛ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ឤᰁᏛ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⏘ᴗ࣭⎔ቃ⾨⏕Ꮫ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་⒪ไᗘ࣭ᨻ⟇࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
♫ᗣ་Ꮫᗣᨻ⟇࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་⸆ᨻ⟇࣭⾜ᨻ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ಖ࣭་⒪ࡢ⤒῭ホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ୡ⏺࠾ࡅࡿ་⒪ไᗘ࣭ᨻ⟇࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⾜ື⛉Ꮫ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ᇶ♏་⒪⌮Ꮫ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥᇶ♏࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࠙㹋㹎㹆ᚲಟࠚ

་Ꮫᇶ♏Ϩࠕ⏕⌮ᏛϨࠖ
࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་Ꮫᇶ♏Ϩࠕゎ๗Ꮫࠖ
࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་Ꮫᇶ♏Ϩࠕ⚄⤒⏕⌮ᏛϨࠖ
࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་Ꮫᇶ♏ϩ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⮫ᗋ་Ꮫᴫㄽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࠙㹋㹎㹆㑅ᢥࠚ
་⒪⤫ィᏛᐇ⩦࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ほᐹ◊✲ࡢ⤫ィⓗ᪉ἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ᩥ⊩᳨⣴ἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭


























ᩥ⊩ホ౯ἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࣊ࣝࢫࢧ࢚ࣥࢫ◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་⒪ࡢ㉁ホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ẘᛶᏛධ㛛࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་⒪♫Ꮫ࣭ᇶ♏࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⤫ィ㑇ఏᏛϨ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⮫ᗋヨ㦂࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⤫ィᐙࡢ⾜ືᇶ‽࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ᗣࢹࢨࣥㄽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⤫ィⓗ᥎ ࡢᇶ♏࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⏕Ꮡ㛫ゎᯒ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⤫ィࣔࢹࣝࡑࡢᛂ⏝࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⾜ᨻ་Ꮫ࣭⏘ᴗ་Ꮫ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ከ㔜ᛶࡢ⪃࠼᪉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㑇ఏ་⒪⌮࣭♫࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ᇶ♏ே㢮㑇ఏᏛ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⮫ᗋ㑇ఏᏛ࣭㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㑇ఏ་Ꮫ≉ㄽ㸦㞟୰ㅮ⩏㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
♫Ꮫϩ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ே㛫⏕ែᏛ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⤡ㄪᩚࡢ᪉ἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ゎᯒィ⏬ᐇ⩦࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ᆅᇦಖ་⒪⚟♴ㄽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ᅜ㝿ಖᏛ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ẘᛶᏛ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࣋ࣥࢳࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥ࣮ࢫ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾࡢ㛤Ⓨィ⏬ࠊ⸆ᑂᰝ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་⸆ရࡢ㛤Ⓨホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ࢤࣀ࣒⛉Ꮫ་⒪࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་⒪⌮Ꮫྛㄽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 ⤫ィ㑇ఏᏛϩ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 ᗣሗᏛϨ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 ᗣሗᏛϩ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ₇⩦࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࢚ࣅࢹࣥࢫ࣮ࣘࢨධ㛛࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㉁ⓗ◊✲ධ㛛࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⎔ቃ࣭ឤᰁㄽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⾜ື⤒῭Ꮫᗣ་⒪ㆤ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⮫ᗋヨ㦂ࡢ⤫ィⓗ᪉ἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
♫ᗣ་Ꮫㄢእᐇ⩦࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࠙㝈ᐃࠚ
་⒪⤒Ⴀ≉ู࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛϨ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་⒪⤒Ⴀ≉ู࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛϩ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་⒪⤒Ⴀࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

















































㻌

⮫ᗋ◊✲⪅㣴ᡂ㸦㹋㹁㹐㸧ࢥ࣮ࢫ ᤵᴗ⛉┠ෆᐜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



࠙㹋㹁㹐ᚲಟࠚ
⮫ᗋ◊✲ィ⏬ἲϨ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⮫ᗋ◊✲ィ⏬ἲ₇⩦Ϩ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
་⒪ᢏ⾡ࡢ⤒῭ホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⮫ᗋ◊✲ィ⏬ἲϩ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࠙㹋㹁㹐㑅ᢥࠚ
⮫ᗋ◊✲ィ⏬ἲ₇⩦ϩ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
(%0࣭デ⒪࢞ࢻࣛࣥ≉ㄽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⮫ᗋ◊✲ࢹ࣮ࢱ⟶⌮Ꮫ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⮫ᗋ◊✲≉ㄽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⣔⤫ⓗࣞࣅ࣮࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣗ
ࢹ࣮ࢱゎᯒἲ≉ㄽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
















㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢥ࣮ࢫᤵᴗ⛉┠ෆᐜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



࠙㹅㹁ᚲಟࠚ
ᇶ♏ே㢮㑇ఏᏛ₇⩦࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⮫ᗋ㑇ఏᏛ₇⩦࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫㄽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ₇⩦㸯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ₇⩦㸰࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᐇ⩦㸯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᐇ⩦㸰࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭












⮫ᗋ⤫ィᐙ⫱ᡂ㸦㹁㹀㸧ࢥ࣮ࢫᤵᴗ⛉┠ෆᐜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



࠙㹁㹀ᚲಟࠚ
 ⮫ᗋ◊✲ᐇᆅ◊ಟ ,࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 ⮫ᗋ◊✲ᐇᆅ◊ಟ ,,࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

࠙㹁㹀㑅ᢥࠚ
⮫ᗋ⤫ィᐙࡢᐇົࢫ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࢟ࣝ
⤫ィⓗ᥎ ࡢᇶ♏࣭₇⩦࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࣓ࢱࢼࣜࢩࢫ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭












▱ⓗ㈈⏘⤒ႠᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛ ᤵᴗ⛉┠ෆᐜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



࠙▱㈈ᚲಟࠚ
ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࣓ࢹ࢝ࣝศ㔝ᢏ⾡⤒ႠᏛᴫㄽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
≉チἲ≉ㄽ࣭₇⩦㸦๓ᮇ㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
≉チἲ≉ㄽ࣭₇⩦㸦ᚋᮇ㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ዎ⣙ᐇົ₇⩦࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
▱ⓗ㈈⏘ἲ₇⩦࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭











࠙▱㈈㑅ᢥࠚ
▱ⓗ㈈⏘⤒ႠᏛ ᇶ♏࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉ≉ㄽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭




㻌

FY 2020 Syllabi for Master Course࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 
Mission and educational program of the Kyoto University School of Public Health࣭࣭࣭࣭࣭

Curriculum for Master Course in the fiscal year of FY2020࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 

Epidemiology I࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 
Epidemiology II࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 
Fundamentals of Biostatistics࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 
Infectious Disease Epidemiology࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 
Occupational health and environmental health sciences࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

Healthcare System and Policy࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



Health Policy and Academia࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Drug Policy and Regulation࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Economic Evaluation in Health Care ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Healthcare Systems and Policies around the World࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Behavioral Science࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Basic Medical Ethics࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Medical Communication: Introduction࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Basic Medicine I㸦Anatomy㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Basic Medicine I㸦Physiology I㸧
࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Basic Medicine I㸦Neurophysiology I㸧
࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Basic Medicine II࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Introduction to Clinical Medicine࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Introduction to Statistical Computing and Data Management࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Statistical Methods for Observational Studies࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Literature Research࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Critical Appraisal࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Methods of Health Science Research࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Evaluation of Quality in Health Care࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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Statisticians Standard of Conducts࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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Special Seminar for Genetic Medicine࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Socio-epidemiology II࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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Introduction to EBM: How to use evidence in your daily life࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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Environment and Infection࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Behavioral Economics in Health and Care࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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Healthcare management Special Curriculum I࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Healthcare management Special Curriculum ჟ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Case Studies in Healthcare Management࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Seminar in Study Design I࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Special Seminar in Study Design I࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Economic Evaluation of Medical Technologies࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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Special Lectures on EBM and clinical practice guidelines࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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Genetic Counselling, Exercise 2࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Genetic Counselling, Practice 1࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Genetic Counselling, Practice 2࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Practical Skills for Clinical Biostatisticians࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Clinical Research Training I࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Clinical Research Training ϩ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Practicum in Fundamentals of Statistical Inference࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭


















































Meta-analysis࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Entrepreneurship࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Introduction to Technology Management in Medical Science࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Special Lecture and Practicum for the Patent Law I࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Special lecture and practicum for the Patent Law II࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Business Contract Practice࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Practicum for Intellectual Properties Protection Law࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Intellectual Property Management in Medical Science࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Special Lecture for Entrepreneurship࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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 ࡑࡢᡂᯝࢆᗣ࣭་⒪㛵ࢃࡿ⌧ᐇ♫ࡢᐇ㊶᪉⟇ᨻ⟇㑏ඖࡍࡿࠋ
ۑᑓ㛛ⓗ㈉⊩㸦㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼑㸧
 ᑓ㛛ࡢ▱㆑ᢏ⾡ࢆᣢࡗ࡚ࠊಶே࣭⤌⧊࣭ᆅᇦ࣭ᅜ࣭ୡ⏺࡛ࣞ࣋ࣝ㈉⊩ࡍࡿࠋ
 ᗣ㛵ࡍࡿၥ㢟ࡣ㠀ᖖᗈ࠸⠊ᅖࢃࡓࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏᑓᨷࡢᩍဨࠊᏛ⏕ࡢࢸ࣮࣐ࡸᑓ㛛ᛶࡶከᒱΏࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏᑓᨷ
ࡣࠊᐃ㔞ⓗホ౯ྍḞ࡞Ꮫࠊ⤫ィ㛵ࡍࡿᇶ♏㡿ᇦࡽࠊࢤࣀ࣒ࡸ⎔ቃࡢࢃࡾࠊ་⒪ࡢ㉁ࡢホ౯ࡸ⤒῭ⓗホ౯ࠊ
⌮ⓗഃ㠃ࠊ♫ࡢᗣሗࡢⓎಙࠊᗣቑ㐍⾜ືኚᐜࠊ♫࢚ࢬࠊᗣᨻ⟇ᅜ㝿♫ࡢ㛵ࢃࡾ࡞ࠊࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ᩍ⫱࣭◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿศ㔝ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᲬᲨᏋᛢᆉ
ᮏᑓᨷࡣࠊᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬㸦ᐇົ⪅ࣞ࣋ࣝ㸧㻞 ᖺ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸦◊✲⪅ࠊᩍ⫱⪅ࣞ࣋ࣝ㸧㻟 ᖺ༊ศࡉࢀࠊᑓ㛛⫋Ꮫㄢ
⛬ࡣࠊࡉࡽࠊᇶᖿㄢ⛬࡛࠶ࡿ 㻞 ᖺไ 㻹㻼㻴 ࢥ࣮ࢫࢆࡣࡌࡵࠊ㻝 ᖺไ 㻹㻼㻴 ࢥ࣮ࢫࠊ⮫ᗋ◊✲⪅㣴ᡂ㸦㻹㻯㻾㸧ࢥ࣮ࢫ㸦㻝 ᖺไ㸧
ࠊ
㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢥ࣮ࢫ㸦㻞 ᖺไ㸧
ࠊ⮫ᗋ⤫ィᐙ⫱ᡂࢥ࣮ࢫ㸦㻞 ᖺไ㸧ࢆྵࡵ࡚ 㻡 ࢥ࣮ࢫศࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⫱ෆᐜࡋ࡚ࠊୗグࡢࢥ 㻡 㡿ᇦࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ㡿ᇦࢆᵓᡂࡍࡿ⛉┠ࢆࠊᚲಟ㸦ࢥ㡿ᇦ㸯ࠊ㸰㸧
ࠊ㑅ᢥᚲ
ಟ㸦ࢥ㡿ᇦ㸱ࠊ㸲ࠊ㸳㸧ᣦᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢࢥ࣮ࢫ࡛ࡶ 㻡 㡿ᇦࡽ᭱ప 㻝 ⛉┠㸦ࢥ㡿ᇦ㸯ࡣ 㻞 ⛉┠㸧ࡢᒚಟࢆᚲ
せࡍࡿࠋ
༊ศ
㻹㻼㻴 ࢥ
㸳㡿ᇦ

⛉┠ࢥ࣮ࢻ
ࢥ㡿ᇦ㸯

⛉┠ྡ

㈐௵⪅

༢

ഛ⪃

㻴㻝㻝㻤㻜㻜㻜

ᏛϨ㸦Ꮫධ㛛㸧

୰ᒣ

㸯

ᚲಟ

㻴㻝㻝㻥㻜㻜㻜

Ꮫϩ㸦◊✲ࢹࢨࣥ㸧

⚟ཎ

㸯

ᚲಟ

ࢥ㡿ᇦ㸰

㻴㻜㻜㻝㻜㻜㻜

་⒪⤫ィᏛ

బ⸨

㸰

ᚲಟ

ࢥ㡿ᇦ㸱

㻴㻜㻣㻜㻜㻜㻜

ឤᰁᏛ

ྂᕝ

㸯

㻴㻝㻞㻠㻜㻜㻜㻌

⏘ᴗ࣭⎔ቃ⾨⏕Ꮫ

ཎ⏣

㸯

ࢥ㡿ᇦ㸲

ࢥ㡿ᇦ㸳

㻴㻝㻞㻡㻜㻜㻜

་⒪ไᗘ࣭ᨻ⟇

୰

㸯

㻴㻝㻞㻤㻜㻜㻜

ୡ⏺࠾ࡅࡿ་⒪ไᗘ࣭ᨻ⟇

୰

㸯

㻴㻝㻞㻢㻜㻜㻜

ಖ࣭་⒪ࡢ⤒῭ホ౯

୰

㸯

㻴㻝㻞㻣㻜㻜㻜㻌

♫ᗣ་Ꮫᗣᨻ⟇

ᗣᨻ⟇ࡢ
㐠Ⴀጤဨ

㸰

㻴㻝㻜㻥㻜㻜㻜

་⸆ᨻ⟇࣭⾜ᨻ

ᕝୖ

㸯

㻴㻜㻣㻡㻜㻜㻜

⾜ື⛉Ꮫ

Ώ㎶

㸯

㻴㻜㻣㻢㻜㻜㻜

ᇶ♏་⒪⌮Ꮫ

ᑠᮡ

㸯

㻴㻜㻣㻣㻜㻜㻜

་Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᇶ♏

ᒾ㝰

㸯

㻹㻯㻾 ࢥ࣮ࢫ
ཷㅮྍ

ᚋᮇ

ͤ๓ᖺᗘ௨๓㛤ㅮ⛉┠ࡢ⛉┠ኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ
㸦ู⾲㸧⛉┠ኚ᭦ᑐᛂ⾲ࠖࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࠋ
 ་Ꮫ◊✲⛉ே㛫ᗣ⛉Ꮫ⣔ᑓᨷࠊබඹᨻ⟇Ꮫ㝔ࠊ⤒Ⴀ⟶⌮Ꮫ㝔ࠊἲᏛ◊✲⛉ࠊࢪ࣭ࣇࣜ࢝ᆅᇦ◊✲◊✲⛉ࠊᕤ
Ꮫ◊✲⛉ࠊ
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ⏕ᏑᏛᏛ㝔㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
ࠊ
ࠕᨻ⟇ࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢணࡵᐃࡵࡽࢀࡓ⛉┠ࡢᒚಟ࣭༢
ྲྀᚓࡀྍ⬟ࠋࡓࡔࡋࠊಟᚲせ࡞༢ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋලయⓗࡣࢩࣛࣂࢫᕳᮎ࠾ࡼࡧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ↷ࠋ
㼁㻾㻸㻦㻌㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼟㼜㼔㻚㼙㼑㼐㻚㼗㼥㼛㼠㼛㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻛㼟㼥㼘㼘㼍㼎㼡㼟㻚㼔㼠㼙㼘㻌 㻌
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㻌 ᲢᲫᲣᧉݦᎰܖˮᛢᆉ
ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ 㻞 ᖺ௨ୖ㸦㻞 ᖺไࢥ࣮ࢫ㸧ࡶࡋࡃࡣ 㻝 ᖺ௨ୖ㸦㻝 ᖺไࢥ࣮ࢫ㸧ᅾᏛࡋࠊୗグࡢ 㻟㻜 ༢௨ୖࢆಟᚓࡋࠊ
ᮏᑓᨷࡀᐃࡵࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࢆಟࡍࡿࡇࡀࠕ♫ᗣ་Ꮫಟኈ㸦ᑓ㛛⫋㸧
ࠖྲྀᚓࡢせ௳࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ㻝 ᖺ㛫ᒚಟ⛉┠ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ༢ᩘࡢୖ㝈ࡣࠊཎ๎ 㻠㻞 ༢ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ≉ูࢥ࣮ࢫ࣭≉
ูࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦㻝 ᖺไ 㻹㻼㻴 ࢥ࣮ࢫࠊ⮫ᗋ◊✲⪅㣴ᡂ㸦㻹㻯㻾㸧ࢥ࣮ࢫࠊ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢥ࣮ࢫࠊ⮫ᗋ⤫ィᐙ⫱ᡂࢥ࣮ࢫࠊ
▱ⓗ㈈⏘⤒ႠᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࡢᒚಟ⪅ࡀࠊ≉ูࢥ࣮ࢫ࣭≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾ࡅࡿᚲಟ⛉┠➼ࢆᒚಟࡍࡿሙྜࡣ㉸㐣ࢆㄆ
ࡵࡿࠋࡑࡢࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡼࡾᒚಟⓏ㘓ୖ㝈༢ᩘࢆ⦆ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᣦᑟᩍဨࡢ⏦ࡋฟࡼࡾ
㉸㐣ࢆㄆࡵࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
> ᖺไ㹋㹎㹆ࢥ࣮ࢫ@
⛉┠

ࠕ་⒪⣔ࠖ㻌 ࠕ་⒪⣔ࠖ௨እ㻌
ฟ㌟⪅
ฟ㌟⪅ͤ
㻹㻼㻴 ࢥ㸳㡿ᇦ㸦ࢥ㡿ᇦ㸯㸫㸳ࡢࡍ࡚ࡢ㡿ᇦࢆྵࡴ㸧
㸦ὀ 㻝㸧
㸯㸮
㸯㸮
㻹㻼㻴 ᚲಟ㸦་Ꮫᇶ♏Ϩ㸦ὀ 㻟㸧࣭ϩࠊ⮫ᗋ་Ꮫᴫㄽ㸧
㸦ὀ 㻞㸧
̿
㸴
ㄢ㢟◊✲
㸲
㸲
㑅ᢥ㸦≉ูࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᣦᐃࡉࢀࡿࡶࡢࢆྵࡴ㸧
㸯㸴
㸯㸮
ィ
㸱㸮
㸱㸮
ͤࠕ་⒪⣔ࠖฟ㌟⪅㸸་Ꮫ㒊࣭┳ㆤᏛ㒊࣭ṑᏛ㒊࣭⸆Ꮫ㒊㸦㻢 ᖺไ㸧࡞ࡢ་⒪⣔Ꮫ㒊ࡢฟ㌟⪅
ୖグ௨እ㸦⏕≀⣔➼Ꮫ㒊ࠊ་⒪⣔ࡢ▷ᮇᏛཬࡧ་⒪⣔ࡢᑓ㛛Ꮫᰯฟ㌟⪅㸧࡛ࠕ་⒪⣔ࠖฟ㌟⪅ࡋ࡚ㄆᐃࢆᕼᮃ
ࡍࡿሙྜࡣࠊධᏛ⏦ㄳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ὀ 1㸧MPH ࢥ⛉┠ࢆ 10 ༢ࢆ㉸࠼࡚ྲྀᚓࡋࡓሙྜࡣࠊ㑅ᢥ⛉┠ࡋ࡚⟬ධࡍࡿࠋ
㸦ὀ 2㸧MPH ᚲಟࢆࠊ
ࠕ་⒪⣔ࠖฟ㌟⪅ࡢᏛ⏕ࡀྲྀᚓࡋࡓሙྜࠊᏛྲྀᚓᚲせ࡞ 30 ༢⟬ධࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦ὀ 3㸧2020 ᖺᗘ௨㝆ࡣ MPH ᚲಟࡢࠕ་Ꮫᇶ♏ Iࠖࡣ㛤ㅮࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ࠕ་Ꮫᇶ♏ I㸦⏕⌮Ꮫ I㸧
ࠖ
ࠕ་Ꮫᇶ♏ I㸦⚄⤒⏕
⌮Ꮫ I㸧
ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ་Ꮫᇶ♏ I㸦ゎ๗Ꮫ㸧
ࠖࡢ࠸ࡎࢀࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡛ࠕ་Ꮫᇶ♏ Iࠖㄞࡳ᭰࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ㄢ㢟◊✲㸸ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ඹ㏻ࠋࢸ࣮࣐ẖࠊ᭱ࡶ㐺ษ࡞◊✲ᐊ㓄ᒓࡋࠊ◊✲ࢹࡽ◊✲ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࡢసᡂࠊ㻌
ࢹ࣮ࢱ㞟ゎᯒࠊ⤖ᯝࡢ⪃ᐹ࡞ࢆ⤒㦂ࡋࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺⪅ࡣࠊ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ᙜヱᖺᗘಟぢ㎸ࡳࡢ⪅㝈ࡽࢀࡿࠋ
 ᪤ಟᚓ༢ࡢㄆᐃ㸸ᮏᑓᨷ࡛ࡣୖグࢥ㡿ᇦ⛉┠ࡢཷㅮࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛ㝔࠾ࡅࡿྲྀᚓ༢ࡘ࠸࡚ࠊࢥ㡿
ᇦ㸯㹼㸳┦ᙜࡍࡿ⛉┠ࢆᑐ㇟᭱㸯㸮༢௨ෆࢆ᪤ಟᚓ༢ࡋ࡚ㄆᐃࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋㄆᐃࢆ
ᕼᮃࡍࡿሙྜࡣࠊධᏛ⏦ㄳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
>ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬≉ูࢥ࣮ࢫ࣭≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛ@
 ᮏᑓᨷࡣࠊୗグࡢ≉ูࢥ࣮ࢫࢆ᭷ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ≉ูࢥ࣮ࢫࡣධヨᯟࡀ␗࡞ࡾࠊධᏛᚋࢥ࣮ࢫ㛫ࡢ⛣ືࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ຍ࠼࡚ࠊୗグࡢዴࡃࠊᮏᑓᨷࡀಟࢆㄆࡵࡿ≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢヲ⣽ࡣࠊู㏵ࠊ
ࠕۍᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬≉ูࢥ࣮ࢫཬࡧ≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࠖᚋ㏙ࡍࡿࠋ

㸺≉ูࢥ࣮ࢫ㸼
  ᖺไ㹋㹎㹆ࢥ࣮ࢫ㸦㸯ᖺ࡛ಟࡋ࠺ࡿࡀࠊಟせ௳ࡣୖグࡢ㸰ᖺไ㹋㹎㹆ࢥ࣮ࢫྠࡌࠋ
㸧

 ⮫ᗋ◊✲⪅㣴ᡂ㸦0&5㸧ࢥ࣮ࢫ

 㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢥ࣮ࢫ

 ⮫ᗋ⤫ィᐙ⫱ᡂࢥ࣮ࢫ
 
㸺≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸼
 ▱ⓗ㈈⏘⤒ႠᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛ
 ་⒪⤒Ⴀࣖࣥࢢ࣮ࣜࢲ࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

 ࢤࣀ࣒ࣥࣇ࢛࣐ࢸࢩࣕࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛ
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ᲢᲬᲣ/2*&T2* ᛢᆉƴƭƍƯ
 ฟ㢪㈨᱁㸸㸯㸧ಟኈ┦ᙜࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿ⪅ ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㸰㸧་ᖌ࣭ṑ⛉་ᖌࡢෆࠊ㻞㻌 ᖺ௨ୖࡢ⮫ᗋ⤒㦂࠶ࡿ࠸ࡣ༞ᚋ⮫ᗋ
◊ಟࢆಟࡋࡓ⪅ࠋ
 ୖグฟ㢪㈨᱁㸯㸧
ࠊ㸰㸧ࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࠊᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ᘬࡁ⥆ࡁᮏᑓᨷ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㐍Ꮫࢆᕼᮃࡍࡿ⪅࡛ࠊᏛ㒊࠶ࡿ
࠸ࡣಟኈࡢᒚಟᡂ⦼ࠊධᏛヨ㦂࠾ࡼࡧᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ධᏛᚋࡢᡂ⦼ࡶඃ⚽࡛࠶ࡾࠊពḧ⬟ຊࡢ࠶ࡿ⪅ࡣࠊᑂᰝࢆཷࡅࠊᮏ
ᑓᨷ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࡢཷ㦂㈨᱁ࢆㄆᐃࡉࢀࡓሙྜࠊᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ࡢಟせ௳ࢆ‶ࡋࠊࡘୖグࡢ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ධᏛヨ㦂ྜ
᱁ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㸯ᖺḟಟⅬ࡛༤ኈᚋᮇㄢ⛬㐍Ꮫ࡛ࡁࡿࠋ
ཷ㦂㈨᱁ࡢㄆᐃࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡣࠊ๓ᮇࢥ⛉┠ 㻤 ༢௨ୖࢆྲྀᚓ㸦ぢ㎸㸧ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ㻹㻼㻴㻙㻰㼞㻼㻴 ㄢ⛬ࡢ㢪᭩ࠊᚿᮃ⌮
⏤᭩ࠊᣦᑟᩍဨࡢ᥎⸀᭩㻔ὀ㻕ࠊಟኈ┦ᙜࡢ⪅ࡣࠊ㸯㸧ಟኈᏛࡢド᫂ಟኈ࠾ࡼࡧᏛ㒊ࡢᡂ⦼ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ་ᖌ࣭ṑ⛉་ᖌࡢ
⪅ࡣࠊ㸰㸧⮫ᗋ⤒㦂࠶ࡿ࠸ࡣ༞ᚋ⮫ᗋ◊ಟᅾ⫋ド᫂᭩ࢆῧ࠼࡚ 㻤 ᭶ 㻣 ᪥㸦㔠㸧ࡲ࡛ᩍົㄢᏛ㝔ᩍົᥦฟࡍࡿࡇ
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ࡇࡀࠕ༤ኈ㸦♫ᗣ་Ꮫ㸧
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⛉┠
ᮏᑓᨷᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ಟ⪅௨እ
ᮏᑓᨷᑓ㛛⫋Ꮫ
ㄢ⛬ಟ⪅
ࠕ་⒪⣔ࠖฟ㌟⪅ͤ
ࠕ་⒪⣔ࠖ௨እฟ㌟⪅
༤ኈㄢ⛬ࢭ࣑ࢼ࣮
㸴
㸴
㸴
ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ 㻹㻼㻴 ࢥ㸳㡿ᇦ
㸵㸦㡿ᇦ㸯㡿ᇦ㸰
㸵㸦㡿ᇦ㸯㡿ᇦ㸰
̿
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㸦䝁䜰㡿ᇦ䠍䠉䠑䛾䛩䜉
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ㸰༢
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ㸰༢㸧
䛶䛾㡿ᇦ䜢ྵ䜐㸧
㸧
㻹㻼㻴 ᚲಟ㸦་Ꮫᇶ♏ 㻵
̿
㸴
̿
㸦ὀ 㻝㸧
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ྜࡣࠊධᏛ⏦ㄳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㻌
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ࠕ་Ꮫᇶ♏ 㻵㸦⏕⌮Ꮫ 㻵㸧
ࠖ
ࠕ་Ꮫᇶ♏ 㻵㸦⚄⤒⏕⌮
Ꮫ 㻵㸧
ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ་Ꮫᇶ♏ 㻵㸦ゎ๗Ꮫ㸧
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㻌
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㻝
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㸰
㻝
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㻴㻜㻣㻡㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻢㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻣㻜㻜㻜
㻴㻝㻡㻠㻜㻜㻜
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㻝
㻝
㻝
㻞
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㻴㻝㻡㻟㻜㻜㻜㻌
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་Ꮫᇶ♏ 㻵㻵
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ᑠᮡᩍᤵ㻌
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㻞㻌
㻞

㻔ู⾲㻕
㻴㻜㻜㻥㻜㻜㻜
㻴㻜㻝㻝㻜㻜㻜
㻴㻜㻤㻠㻜㻜㻜
㻴㻜㻥㻟㻜㻜㻜
㻴㻜㻥㻠㻜㻜㻜
㻴㻝㻝㻡㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻥㻜㻜㻜
㻴㻝㻠㻤㻜㻜㻜
㻴㻝㻜㻟㻜㻜㻜
㻿㻜㻜㻠㻜㻜㻜
㻴㻝㻝㻞㻜㻜㻜
㻴㻝㻟㻠㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻠㻟㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻟㻢㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻟㻣㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻟㻤㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻠㻞㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻠㻡㻜㻜㻜㻌
㻹㻜㻜㻝㻜㻜㻜
㻹㻜㻞㻢㻜㻜㻜
㻹㻜㻝㻣㻜㻜㻜
㻹㻜㻞㻝㻜㻜㻜
㻹㻜㻞㻠㻜㻜㻜
㻺㻜㻝㻡㻜㻜㻜
㻴㻜㻠㻜㻜㻜㻜
㻺㻜㻞㻝㻜㻜㻜
㻺㻜㻝㻣㻜㻜㻜
㻴㻜㻝㻥㻜㻜㻜
㻴㻜㻞㻜㻜㻜㻜
㻴㻜㻞㻝㻜㻜㻜
㻴㻜㻞㻞㻜㻜㻜

ㄢ㢟◊✲
♫Ꮫ 㻵
་⒪⤫ィᏛᐇ⩦
ほᐹ◊✲ࡢ⤫ィⓗ᪉ἲ
ᩥ⊩᳨⣴ἲ
ᩥ⊩ホ౯ἲ
࣊ࣝࢫࢧ࢚ࣥࢫ◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉
་⒪ࡢ㉁ホ౯
ẘᛶᏛධ㛛
་⒪♫Ꮫ࣭ᇶ♏
⤫ィ㑇ఏᏛϨ
⮫ᗋヨ㦂
⤫ィᐙࡢ⾜ືᇶ‽
ᗣࢹࢨࣥㄽ
⤫ィⓗ᥎ ࡢᇶ♏
⏕Ꮡ㛫ゎᯒ
⤫ィࣔࢹࣝࡑࡢᛂ⏝
⾜ᨻ་Ꮫ࣭⏘ᴗ་Ꮫ
ከ㔜ᛶࡢ⪃࠼᪉㻌
ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉ
࣓ࢹ࢝ࣝศ㔝ᢏ⾡⤒ႠᏛᴫㄽ
▱ⓗ㈈⏘⤒ႠᏛᇶ♏
ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉ≉ㄽ
≉チἲ≉ㄽ࣭₇⩦㸦๓ᮇ㸧
㑇ఏ་⒪⌮࣭♫
ᇶ♏ே㢮㑇ఏᏛ
⮫ᗋ㑇ఏᏛ࣭㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ
㑇ఏ་Ꮫ≉ㄽ㸦㞟୰ㅮ⩏㸧
♫Ꮫ 㻵㻵
ே㛫⏕ែᏛ
⤡ㄪᩚࡢ᪉ἲ
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ۑ
ۑ
ۑ
ۑ๓༙
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ۑ
ۑᚋ༙
ۑ
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ۑ
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㻷㻜㻞㻜㻜㻜㻜

་⒪⤒Ⴀ≉ู࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛϨ
་⒪⤒Ⴀ≉ู࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛϩ
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㻸㻜㻜㻞㻜㻜㻜㻌
㻸㻜㻜㻟㻜㻜㻜㻌
㻌
㻸㻜㻜㻡㻜㻜㻜㻌
㻸㻜㻜㻢㻜㻜㻜㻌
㻸㻜㻜㻣㻜㻜㻜㻌
㻌
㻌
㻸㻜㻝㻜㻜㻜㻜㻌
㻸㻜㻝㻝㻜㻜㻜㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

༤ኈㄢ⛬䝉䝭䝘䞊䠄༤ኈᚋᮇㄢ⛬䠅
㻶㻜㻜㻝㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻜㻞㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻜㻟㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻜㻠㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻜㻡㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻜㻢㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻜㻣㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻝㻢㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻜㻥㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻝㻜㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻝㻝㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻝㻞㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻝㻟㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻝㻠㻜㻜㻜㻌
㻶㻜㻝㻡㻜㻜㻜㻌
㻌
㻌
㻌

ŧᧉݦᎰܖˮᛢᆉཎКǳȸǹӏƼཎКȗȭǰȩȠƴƭƍƯ
ᲶཎКǳȸǹᲸ
íᲨᐮᄂᆮᎍᲢ᳇ᲽᲣǳȸǹ 
Ტhttp://www.mcrkyoto-u.jp/Უ
ᲢᲫᲣܖ፼ᢋႸ
ձ ⮫ᗋ◊✲ࢆᨭ࠼ࡿ✀ࠎࡢᇶᮏ⌮ㄽࠊ▱㆑ࠊᐇ㊶ᢏ⾡⩦⇍ࡍࡿࡇࠋ
ղ ⮬ศࡢ⮫ᗋୖࡢၥᇶ࡙࠸ࡓ⮫ᗋ◊✲ࢆィ⏬ࡋࠊ◊✲ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࡢసᡂࠊ◊✲ࡢᐇ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊᚓࡽࢀࡓ
ࢹ࣮ࢱࡢᇶᮏⓗ࡞ゎᯒฎ⌮ࠊ⤖ᯝࡢゎ㔘ࠊㄽᩥࡲࡵࡿࠊ࡞ࡢ୍㐃ࡢసᴗࢆ⊂ຊ࡛࡛ࡁࡿࠋ
ճ ⮬ศࡢ⮫ᗋ◊✲ࡢィ⏬࣭ᐇ࣭ゎᯒ࣭ゎ㔘ࡢ㐣⛬࡛⏕ࡌࡿၥࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞ᮇࠊ㐺ษ࡞ᑓ㛛ᐙࠊ㐺ษ࡞┦
ㄯ࣭↷ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᲢᲬᲣஜǳȸǹƷǫȪǭȥȩȠƷཎࣉ
ձ 㞟୰ⓗ࡞ᤵᴗ࣭ᐇ⩦
ᮏࢥ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ⮫ᗋ◊✲ࡢᇶᮏ㸦⌮ㄽࠊ▱㆑ࠊ᪉ἲࠊᐇ㊶㸧ࢆ 㻝 ᖺ㛫࡛య⣔ⓗᏛ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺యࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᮏࢥ࣮ࢫ᥎ዡ⛉┠௨እࡶ♫ᗣ་Ꮫ⣔ᑓᨷࡀᥦ౪ࡍࡿṤ࡚ࡢ⛉┠ࢆᒚಟࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊᏛ⏕ࡀධᏛ๓ྲྀᚓࡋࡓ⛉┠ࡀ࠶ࡾࠊ᪤ಟᚓ༢ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࢀࡤᒚಟࡀච㝖ࡉࢀࡿࠋ
ղ ಶูᣦᑟ㸦࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ㸧ࡢ㔜ど
ᮏࢥ࣮ࢫࡢᏛ⏕ࡣࠊධᏛ 㻝㹼㻞 ྡࡢಶูᣦᑟᢸᙜᩍဨ㸦࣓ࣥࢱ࣮㸧ࢆỴᐃࡋࠊࡇࡢᢸᙜᩍဨࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᢸᙜ
Ꮫ⏕ࡢ◊✲ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࡢసᡂࡸࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࡢᣦᑟࠊ࠾ࡼࡧᐇ㝿ࡢ◊✲ィ⏬ᐇୖࡢᣦᑟࢆ⾜࡞࠺ࠋ◊✲ࡢ✀㢮ࡶ
ࡼࡿࡀࠊᚲせᛂࡌ࡚ 㻞 ྡࡀᣦᑟᩍဨ࡞ࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢಶูᣦᑟࡣࠊᮏࢥ࣮ࢫᅾᏛᮇ㛫ࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊ᪉ࡢྜព
ࡢࡶࠊಟᚋࡶࠊ◊✲ᐇࠊ⤖ᯝゎᯒࠊㄽᩥసᡂࡲ࡛⥅⥆ⓗ⾜࠺ࡇࢆᛕ㢌ࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᣦᑟᩍဨࡢỴᐃ
࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ⏕ᮏேᮏࢥ࣮ࢫᩍဨࡢ㛫࡛༠㆟ࢆ⾜࡞࠸Ỵᐃࡍࡿࠋ
ճ ಟࡢㄢ㢟◊✲Ⓨ⾲ヨၥ
ᮏࢥ࣮ࢫಟࠊ࡚ࡢᏛ⏕ࡣࠊ⮬ศࡢ⮫ᗋୖࡢၥᇶ࡙ࡃ⮫ᗋ◊✲ࢆᡂࡉࡏ㸦◊✲ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࡶㄆࡵࡿ㸧
ࠊ
Ⓨ⾲࡛ヨၥࢆཷࡅࠊྜ᱁ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࡞࠾ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࡢࡓࡵࠊಟኈㄽᩥ࡞ࡣㄢࡉ࡞࠸ࠋ
ᲢᲣ̲ʕᙲˑ
⛉┠
㻹㻼㻴 ࢥ㸳㡿ᇦ㸦ࢥ㡿ᇦ㸯㸫㸳ࡢࡍ࡚ࡢ㡿ᇦࢆྵࡴ 㻣 ༢௨ୖ㻖㸧࠾ࡼࡧ 㻹㻯㻾 ᚲ
ಟ⛉┠
㑅ᢥ⛉┠
ㄢ㢟◊✲
ィ
 㻖ヲ⣽ࡣࠊ
ࠕ㻹㻯㻾 ࢥ࣮ࢫᤵᴗ⛉┠୍ぴ⾲ࠖࢆཧ↷ࠋ
 ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⪅ࡣࠊୖグࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ

༢ᩘ
㸯㸲
㸯㸰
㸲
㸱㸮

↷ඛ㸸⮫ᗋሗᏛศ㔝࠾ࡼࡧྛᢸᙜศ㔝
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ˋԧᲬ࠰ࡇ ᅈ˟ͤࡍҔܖኒݦૌ ᐮᄂᆮᎍᲢ/%4Უǳȸǹ ಅᅹႸɟᚁᘙ
༊ศ
㻹㻯㻾㻌㻌
ᚲಟ

㻹㻯㻾㻌㻌
᥎ዡ
㑅ᢥ㻌

ᮇ㛫
๓ᮇ
ᚋᮇ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ

⛉┠
ࢥ࣮ࢻ
㻷㻜㻞㻢㻜㻜㻜
㻷㻜㻞㻣㻜㻜㻜
㻷㻜㻞㻤㻜㻜㻜
㻴㻜㻜㻝㻜㻜㻜
㻴㻝㻝㻤㻜㻜㻜
㻴㻝㻝㻥㻜㻜㻜
㻷㻜㻟㻜㻜㻜㻜
㻴㻜㻥㻠㻜㻜㻜
㻴㻝㻝㻞㻜㻜㻜
㻸㻜㻜㻞㻜㻜㻜
㻸㻜㻜㻟㻜㻜㻜
㻸㻜㻜㻡㻜㻜㻜
㻸㻜㻜㻢㻜㻜㻜
㻸㻜㻜㻣㻜㻜㻜
㻸㻜㻝㻝㻜㻜㻜
㻸㻜㻝㻜㻜㻜㻜
㻷㻜㻝㻢㻜㻜㻜㻌
㻷㻜㻟㻟㻜㻜㻜
㻷㻜㻞㻜㻜㻜㻜
㻷㻜㻞㻥㻜㻜㻜㻌

ۻ㻌 ⮫ᗋ◊✲ィ⏬ἲ 㻵
ۻ㻌 ⮫ᗋ◊✲ィ⏬ἲ 㻵㻵
ۻ㻌 ⮫ᗋ◊✲ィ⏬ἲ₇⩦Ϩ
་⒪⤫ィᏛ
ᏛϨ㸦Ꮫධ㛛㸧
Ꮫϩ㸦◊✲ࢹࢨࣥ㸧
ۻ㻌 ་⒪ᢏ⾡ࡢ⤒῭ホ౯
ᩥ⊩ホ౯ἲ
⮫ᗋヨ㦂
ࢥ㡿ᇦ 㻟 ࡢ⛉┠ࢆ᭱ప 㻝 ༢㻖
ࢥ㡿ᇦ 㻠 ࡢ⛉┠ࢆ᭱ప 㻝 ༢㻖㻖
ࢥ㡿ᇦ 㻡 ࡢ⛉┠ࢆ᭱ప 㻝 ༢㻖㻖㻖
ㄢ㢟◊✲㸸㻹㻯㻾㸦་⒪Ꮫ㸧
ㄢ㢟◊✲㸸㻹㻯㻾㸦⸆Ꮫ㸧
ㄢ㢟◊✲㸸㻹㻯㻾㸦་⒪⤒῭Ꮫ㸧
ㄢ㢟◊✲㸸㻹㻯㻾㸦་⒪⌮Ꮫ㸧
㏻ᖺ
ㄢ㢟◊✲㸸㻹㻯㻾㸦ᗣሗᏛ㸧
ㄢ㢟◊✲㸸㻹㻯㻾㸦ᗣቑ㐍࣭⾜ືᏛ㸧
ㄢ㢟◊✲㸸㻹㻯㻾㸦ண㜵་⒪Ꮫ㸧
ۻ㻌 ⣔⤫ⓗࣞࣅ࣮ࣗ㻌
㏻ᖺ͊㻌
ۻ㻌 ࢹ࣮ࢱゎᯒἲ≉ㄽ
ۑᚋ༙
ۻ㻌 (%0࣭デ⒪࢞ࢻࣛࣥ≉ㄽ
ۑ
ۻ㻌 ⮫ᗋ◊✲ィ⏬ἲ₇⩦ϩ
ۑ

ᕝୖᩍᤵ
ᕝୖᩍᤵ
ᒣᮏᩍᤵ
బ⸨ᩍᤵ
୰ᒣᩍᤵ
⚟ཎㅮᖌ
୰ᩍᤵ
୰ᒣᩍᤵ
⏣୰ྖᮁᩍᤵ

㻷㻜㻞㻡㻜㻜㻜

ۻ㻌 ⮫ᗋ◊✲ࢹ࣮ࢱ⟶⌮Ꮫ

㻷㻜㻟㻠㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻥㻜㻜㻜㻌
㻴㻜㻜㻥㻜㻜㻜
㻴㻜㻝㻝㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻢㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻡㻜㻜㻜
㻴㻜㻝㻥㻜㻜㻜
㻴㻜㻞㻝㻜㻜㻜
㻴㻜㻞㻞㻜㻜㻜
㻴㻝㻟㻜㻜㻜㻜
㻴㻝㻜㻥㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻥㻜㻜㻜

ۻ㻌 ⮫ᗋ◊✲≉ㄽ
་⒪ࡢ㉁ホ౯
♫ᏛϨ
་⒪⤫ィᏛᐇ⩦
ᇶ♏་⒪⌮Ꮫ
⾜ື⛉Ꮫ
♫Ꮫϩ
⤡ㄪᩚࡢ᪉ἲ
ゎᯒィ⏬ᐇ⩦
ᗣሗᏛϨ
་⸆ᨻ⟇࣭⾜ᨻ
་⸆ရࡢ㛤Ⓨホ౯
་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾࡢ㛤Ⓨィ⏬ࠊ⸆
ᑂᰝ
࣓ࢱࢼࣜࢩࢫ

㻴㻜㻥㻥㻜㻜㻜
㻴㻝㻠㻢㻜㻜㻜㻌

⛉┠ྡ

ᢸᙜᩍဨ

༢
㻝
㻝
㻝
㻞
㻝
㻝
㻝
㻝
㻞
㸯
㸯
㻝

ᣦᑟᩍဨ

㻠

Ώ㎶ᩍᤵ㻌
ᒣᮏᩍᤵ
୰ᒣᩍᤵ
ᒣᮏᩍᤵ

㻞㻌
㻝
㻝
㻝

ۑ

➉ෆᩍᤵ

㻝

ۑ

ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ

▼ぢᩍᤵ
୰ᩍᤵ
ྂᕝᩍᤵ
బ⸨ᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
Ώ㎶ᩍᤵ
ྂᕝᩍᤵ
బ⸨ᩍᤵ
బ⸨ᩍᤵ
୰ᒣᩍᤵ
ᕝୖᩍᤵ
ᕝୖᩍᤵ

㻞
㻝
㻞
㻞
㸯
㸯
㻞
㻞
㻞
㻞
㻝
㻝

ۑ

ᕝୖᩍᤵ

㻞

⏣୰ྖᮁᩍᤵ㻌

㻝㻌

ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ

㏻ᖺ࣭㞟୰㻌

ഛ⪃
㻹㻯㻾 㝈ᐃ
㻹㻯㻾 㝈ᐃ
㻹㻯㻾 㝈ᐃ
࠙ࢥ㡿ᇦ 㻞ࠚ
࠙ࢥ㡿ᇦ 㻝ࠚ
࠙ࢥ㡿ᇦ 㻝ࠚ
㻹㻯㻾 㝈ᐃ

࠙ࢥ㡿ᇦ 㻟ࠚ
࠙ࢥ㡿ᇦ 㻠ࠚ
࠙ࢥ㡿ᇦ 㻡ࠚ

ᣦᑟᩍဨࡀ㛤ㅮ
ࡍࡿㄢ㢟◊✲
ࢆᒚಟ

㻹㻯㻾 㝈ᐃ㑅ᢥ㻌
㻹㻯㻾 㝈ᐃ㑅ᢥ
㻹㻯㻾 㝈ᐃ㑅ᢥ
㻹㻯㻾 㝈ᐃ㑅ᢥ
㻹㻯㻾 㝈ᐃ㑅ᢥ 㻯㻮
㝈ᐃᚲಟ
㻹㻯㻾 㝈ᐃ㑅ᢥ
㛤ㅮ
࠙ࢥ㡿ᇦ 㻡ࠚ
࠙ࢥ㡿ᇦ 㻡ࠚ
㛤ㅮಖ␃

࠙ࢥ㡿ᇦ 㻠ࠚ

㻯㻮䡡㻹㻯㻾 㝈ᐃ㑅ᢥ㻌

ۻ㻌 㻹㻯㻾 㝈ᐃ⛉┠ࡣࠊ㻹㻯㻾 ᑓ⛉⏕࠾ࡼࡧཷㅮ⏕ࡢࡳཷㅮྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ⫈ㅮࡣྍࠋ
㻖ࢥ㡿ᇦ 㻟 ࡢ⛉┠ࡣࠊឤᰁᏛ࠾ࡼࡧ⏘ᴗ࣭⎔ቃ⾨⏕Ꮫ㸦ཎ⏣ᩍᤵ㸧࡛࠶ࡾࠊಟせ௳ࡋ࡚࠸ࡎࢀࡢ⛉┠ࡽ 㻝 ௨ୖࡢ༢ྲྀ
ᚓࡀᚲせࠋ
㻖㻖ࢥ㡿ᇦ 㻠 ࡢ⛉┠ࡣࠊ♫ᗣ་Ꮫᗣᨻ⟇㸦ᗣᨻ⟇ࡢ㐠Ⴀጤဨ㸧
ࠊ་⸆ᨻ⟇࣭⾜ᨻ㸦ᕝୖᩍᤵ㸧
ࠊಖ࣭་⒪ࡢ⤒῭ホ౯ࠊ་⒪
ไᗘ࣭ᨻ⟇ࠊୡ⏺࠾ࡅࡿ་⒪ไᗘ࣭ᨻ⟇㸦୰ᩍᤵ㸧࡛࠶ࡾࠊಟせ௳ࡋ࡚࠸ࡎࢀࡢ⛉┠ࡽ 㻝 ௨ୖࡢ༢ྲྀᚓࡀᚲせࠋ
㻖㻖㻖ࢥ㡿ᇦ 㻡 ࡢ⛉┠ࡣࠊ⾜ື⛉Ꮫ㸦Ώ㎶ᩍᤵ㸧
ࠊᇶ♏་⒪⌮Ꮫ㸦ᑠᮡᩍᤵ㸧࠾ࡼࡧ་Ꮫ㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻ᇶ♏㸦ᒾ㝰ᩍᤵ㸧࡛࠶ࡾࠊಟ
せ௳ࡋ࡚࠸ࡎࢀࡢ⛉┠ࡽ 㻝 ௨ୖࡢ༢ྲྀᚓࡀᚲせࠋ
͊㛤ㅮ᪥ὀព
ͤୖグ௨እࡢࢩࣛࣂࢫᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㻹㻼㻴 ⛉┠㸦ࡢࢥ࣮ࢫ➼ࡢ㝈ᐃ⛉┠ࢆ㝖ࡃ㸧ࢆᒚಟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦㛤ㅮ᪥ࡀྠ୍ࡢ⛉┠ࢆ
ྠᒚಟⓏ㘓ࡍࡿࡇࡣྍ㸧
ࠋ
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îᲨᢡˡǫǦȳǻȩȸǳȸǹ
Ტhttp://sph.med.kyoto-u.ac.jp/class-06.htmlᲣ
ᲢᲫᲣ ᢡˡǫǦȳǻȩȸǳȸǹƷಒᙲ

ࢤࣀ࣒࣭㑇ఏሗࢆ⏝ࡋࡓ་⒪ࠊ㑇ఏ⸆⌮Ꮫሗᇶ࡙࠸ࡓࢸ࣮࣮࣓࣮ࣛࢻ་⒪ᑐᛂ࡛ࡁࡿ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ⓗ▱㆑ᢏ
⾡࡞ࡽࡧࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆࡶࡕࠊᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࡢ❧ሙࢆ⌮ゎࡋ࡚᪂་⒪ࡢࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡞ࡾ࠺ࡿேᮦࢆ
⥲ྜⓗ㣴ᡂࡍࡿࠋ
ᲢᲬᲣ ᢡˡǫǦȳǻȩȸǳȸǹƷཎࣉ

ձ ᐇࡋࡓࢫࢱࢵࣇ㸸ࡇࡢศ㔝࡛ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢከᩘࡢᣦᑟ⪅ࡀ♫ᗣ་Ꮫ⣔ᑓᨷࡢᩍဨࡶᐇࡋࡓᑓ㛛ᩍ⫱
ࢆ⾜࠺ࠋ
ղ ♫ᗣ་Ꮫࡢᖜᗈ࠸⣲㣴㸸♫ᗣ་Ꮫࢥ⛉┠ࢆᒚಟࡍࡿࠋಟࡣࠊ♫ᗣ་Ꮫಟኈ㻔ᑓ㛛⫋㻕㻔㻹㼍㼟㼠㼑㼞㻌㼛㼒㻌㻼㼡㼎㼘㼕㼏㻌
㻴㼑㼍㼘㼠㼔㻧㻌㻹㻼㻴㻕ࡢᏛࡀᤵࡅࡽࢀࡿࠋ
ճ ᐇࡋࡓᐇ⩦㸸⌧ሙ࡛ࡢᐇ⩦≉㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠾ࡾࠊி㒔Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔㑇ఏᏊデ⒪㒊࡞࡛ࡢᐇࡋࡓᐇ⩦
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
մ ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ཷ㦂㈨᱁㸸㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢥ࣮ࢫ㸸ࢥ࣮ࢫ⤊ᚋࠊ
ࠕㄆᐃ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࠖ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ཷ㦂㈨᱁ࡀ
ᚓࡽࢀࡿࠋ
ᲢᲭᲣ ̲ʕᙲˑ
⛉┠
㻹㻼㻴 ࢥ 㻡 㡿ᇦ㸦ࢥ㡿ᇦ㸯㸫㸳ࡢࡍ࡚ࡢ㡿ᇦࢆྵࡴࡇ㸧
་Ꮫᇶ♏Ϩ㸦ὀ 1㸧ࠊ་Ꮫᇶ♏ϩࠊ⮫ᗋ་Ꮫᴫㄽ
㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢥ࣮ࢫᚲಟ

ࠕ་⒪⣔ࠖ
ฟ㌟⪅ͤ
㸵
㸫
㸱㸮

ㄢ㢟◊✲

㸲

ྜィ

㸲㸯

ࠕ་⒪⣔ࠖ
௨እฟ㌟⪅
㸵
㸴
㸱㸮
㸲
㸲㸵

ͤࠕ་⒪⣔ࠖฟ㌟⪅㸸་Ꮫ㒊࣭┳ㆤᏛ㒊࣭ṑᏛ㒊࣭⸆Ꮫ㒊㸦㸴ᖺไ㸧࡞ࡢ་⒪⣔Ꮫ㒊ࡢฟ㌟⪅
 ୖグ௨እ㸦⏕≀⣔➼Ꮫ㒊ࠊ་⒪⣔ࡢ▷ᮇᏛཬࡧ་⒪⣔ࡢᑓ㛛Ꮫᰯฟ㌟⪅㸧࡛ࠕ་⒪⣔ࠖฟ㌟⪅ࡋ࡚ㄆᐃࢆᕼᮃࡍࡿ
ሙྜࡣࠊධᏛ⏦ㄳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⪅ࡣࠊୖグࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ
㸦ὀ 1㸧2020 ᖺᗘ௨㝆ࡣ MPH ᚲಟࡢࠕ་Ꮫᇶ♏ Iࠖࡣ㛤ㅮࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ࠕ་Ꮫᇶ♏ I㸦⏕⌮Ꮫ I㸧
ࠖ
ࠕ་Ꮫᇶ♏ I㸦⚄⤒⏕
⌮Ꮫ I㸧
ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ་Ꮫᇶ♏ I㸦ゎ๗Ꮫ㸧
ࠖࡢ࠸ࡎࢀࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡛ࠕ་Ꮫᇶ♏ Iࠖㄞࡳ᭰࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㻌

㻔ཧ⪃㻕㻌 ㄢ㢟◊✲㸸㻌
ึᖺᗘࡢᏛ⩦ࡸᐇ⩦⤒㦂ᇶ࡙࠸࡚ᑓ㛛㡿ᇦࡢⓎᒎࡩࡉࢃࡋ࠸ࢸ࣮࣐ࢆぢฟࡋࠊࢸ࣮࣐ࡈࡶࡗࡶ㐺ษ࡞ᩍဨࡢᣦ
ᑟࡢࡶࠊ㑇ఏ་⒪࠾ࡼࡧ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢ⮫ᗋ⌧ሙࡢ㉁ࡢྥୖ㈨ࡍࡿࡶࠊࢡ࢚ࣛࣥࢺࡢ㹏㹍㹊ࡢᨵၿࡘ
࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞◊✲ࢆ⾜࠸ࠊࡾࡲࡵࢆ⾜࠺ࠋ㻌

↷ඛ㸸㑇ఏ་⒪Ꮫศ㔝

̿㻌 㻝㻜㻌 ̿㻌
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ˋԧᲬ࠰ࡇ ᅈ˟ͤࡍҔܖኒݦૌ ᢡˡǫǦȳǻȩȸǳȸǹ ಅᅹႸɟᚁᘙ
༊ศ
㺘㺏㡿ᇦ 㻝
㺘㺏㡿ᇦ 㻞
㺘㺏㡿ᇦ 㻟
㺘㺏㡿ᇦ 㻠

㺘㺏㡿ᇦ 㻡

㻹㻼㻴ᚲಟ

㻳㻯 ᚲಟ

㻳㻯 ᥎ዡ
㑅ᢥ

⛉┠
ࢥ࣮ࢻ
㻴㻝㻝㻤㻜㻜㻜
㻴㻝㻝㻥㻜㻜㻜
㻴㻜㻜㻝㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻜㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻠㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻡㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻣㻜㻜㻜
㻴㻝㻜㻥㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻡㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻢㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻣㻜㻜㻜
㻴㻝㻡㻠㻜㻜㻜
㻴㻝㻡㻡㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻡㻟㻜㻜㻜㻌
㻴㻜㻜㻣㻜㻜㻜

ᏛϨ㸦Ꮫධ㛛㸧
Ꮫϩ㸦◊✲ࢹࢨࣥ㸧
་⒪⤫ィᏛ
ឤᰁᏛ
⏘ᴗ࣭⎔ቃ⾨⏕Ꮫ
་⒪ไᗘ࣭ᨻ⟇
♫ᗣ་Ꮫᗣᨻ⟇
་⸆ᨻ⟇࣭⾜ᨻ
⾜ື⛉Ꮫ
ᇶ♏་⒪⌮Ꮫ
་Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᇶ♏
་Ꮫᇶ♏ 㻵㸦⏕⌮Ꮫ 㻵㸧
་Ꮫᇶ♏ 㻵㸦⚄⤒⏕⌮Ꮫ 㻵㻌 㸧
་Ꮫᇶ♏ 㻵㸦ゎ๗Ꮫ㸧
་Ꮫᇶ♏ϩ

㻴㻜㻜㻤㻜㻜㻜

⮫ᗋ་Ꮫᴫㄽ

㻺㻥㻜㻝㻜㻜㻜

ㄢ㢟◊✲㸦㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㸧

㻴㻜㻠㻜㻜㻜㻜

ᇶ♏ே㢮㑇ఏᏛ

㻺㻜㻝㻡㻜㻜㻜

㑇ఏ་⒪⌮࣭♫

㻺㻜㻞㻝㻜㻜㻜

⮫ᗋ㑇ఏᏛ࣭㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ

㻺㻜㻞㻞㻜㻜㻜

ᇶ♏ே㢮㑇ఏᏛ₇⩦

㻺㻜㻜㻢㻜㻜㻜

⮫ᗋ㑇ఏᏛ₇⩦㸦㺹㺎㺷㺪㺽㺸㺐₇⩦㸧

㻺㻜㻝㻤㻜㻜㻜

་⒪⌮Ꮫྛㄽ

㻺㻜㻝㻣㻜㻜㻜
㻺㻜㻞㻜㻜㻜㻜
㻺㻜㻜㻣㻜㻜㻜
㻺㻜㻜㻤㻜㻜㻜
㻺㻜㻜㻥㻜㻜㻜
㻺㻜㻝㻜㻜㻜㻜
㻴㻜㻥㻟㻜㻜㻜
㻴㻜㻥㻠㻜㻜㻜

㑇ఏ་Ꮫ≉ㄽ㻌 㻔㞟୰ㅮ⩏㻕
㑇ఏ㺔㺑㺻㺜㺵㺎㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻ᴫㄽ
㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ₇⩦㸯
㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ₇⩦㸰
㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᐇ⩦㸯
㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᐇ⩦㸰
ᩥ⊩᳨⣴ἲ
ᩥ⊩ホ౯ἲ

㻹㻜㻞㻞㻜㻜㻜

ࢤࣀ࣒⛉Ꮫ་⒪

㻴㻜㻜㻥㻜㻜㻜

♫ᏛϨ

㻴㻜㻝㻥㻜㻜㻜
㻴㻝㻡㻢㻜㻜㻜
㻿㻜㻜㻠㻜㻜㻜
㻿㻜㻜㻡㻜㻜㻜

♫Ꮫϩ
㉁ⓗ◊✲ධ㛛
⤫ィ㑇ఏᏛϨ
⤫ィ㑇ఏᏛϩ

⛉┠ྡ

ᮇ㛫
๓ᮇ
ᚋᮇ
ۑ
ۑ
ۑ
㏻ᖺ࣭㞟୰
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ๓༙

ᢸᙜᩍဨ

ۑ

㻝
㻝
㻞
㸯
㸯
㸯
㻞
㸯
㸯
㸯
㸯
㻞
㻞
㻞
㻞

ۑ

Ώ㑓ㅮᖌ࣭༓ⴥㅮᖌ

㻞

ᡤᒓศ㔝ࡢᣦᑟᩍဨ

㻠

ᑠᮡᩍᤵ

㻞

ᑠᮡᩍᤵ

㻞

ᑠᮡᩍᤵ

㻟

ᑠᮡᩍᤵ

㻝

㻳㻯㝈ᐃ

ᑠᮡᩍᤵ

㻝

㻳㻯㝈ᐃ

ᑠᮡᩍᤵ

㻞

ᑠᮡᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
㧗ᶫᩍᤵ
୰ᒣᩍᤵ

㻞
㻟
㻞
㻞
㻞
㻠
㻝㻌
㻝㻌

ᯇ⏣ᩍᤵ

㻞

ྂᕝᩍᤵ

㻞

㛤ㅮ

ྂᕝᩍᤵ
୰ᒣᩍᤵ
ᒣ⏣ᩍᤵ
ᒣ⏣ᩍᤵ

㻞
㻝
㻞
㻞

㛤ㅮಖ␃

ࠐ๓༙

㻞 ᖺḟ
㻝ᖺ
ḟ
㻝ᖺ
ḟ
㻝ᖺ
ḟ
㻝ᖺ
ḟ
㻝ᖺ
ḟ
㻝ᖺ
ḟ
㻞 ᖺḟ
㻝 ᖺḟ
㻝 ᖺḟ㸦㝸㐌㸧
㻞 ᖺḟ㸦㝸㐌㸧
㻝 ᖺḟ
㻞 ᖺḟ
ۑ
ۑ
㻝ᖺ
ḟ
ۑ
ۑ
㞟୰
㞟୰
㞟୰

ͤ 㻳㻯㻌 㻌 㸻㻌 㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢥ࣮ࢫ
ͤ๓ᖺᗘ௨๓㛤ㅮ⛉┠ࡢ⛉┠ኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ
㸦ู⾲㸧⛉┠ኚ᭦ᑐᛂ⾲ࠖࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࠋ
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ഛ⪃

୰ᒣᩍᤵ
⚟ཎㅮᖌ
బ⸨ᩍᤵ
ྂᕝᩍᤵ
ཎ⏣ᩍᤵ
୰ᩍᤵ
ᗣᨻ⟇ࡢ㐠Ⴀጤဨ
ᕝୖᩍᤵ
Ώ㎶ᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ᒾ㝰ᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ୖᔱᩍᤵ࣭Ἑ⏣ㅮᖌ

ۑ๓༙

̿㻌 㻝㻝㻌 ̿㻌

༢

ᚲಟ
ᚲಟ
ᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ
᥎ዡ
㻳㻯 ᚲಟ
᥎ዡ
ࠕ་⒪⣔ࠖ௨እࡢ
ฟ㌟⪅ࡢࡳᚲಟࠋ
ࡓࡔࡋࠊ་Ꮫᇶ♏㻵
㸦⏕⌮Ꮫ 㻵㸧
࣭་Ꮫ
ᇶ♏㻵㸦⚄⤒⏕⌮Ꮫ
㻵㻌㸧
࣭་Ꮫᇶ♏㻵㸦ゎ
๗Ꮫ㸧ࡘ࠸࡚ࡣ
࠸ࡎࢀ㸯ࡘࢆ㑅
ᢥᚲಟࠋ

㻳㻯 㝈ᐃ
ྜྠ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ
ྜྠ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ
㻳㻯㝈ᐃ
㻳㻯㝈ᐃ

ཧ⪃⛉┠
ཧ⪃⛉┠

ïᲨᐮወᚘܼᏋᲢ%$Უǳȸǹ 
Ტhttp://www.cbc.med.kyoto-u.ac.jp/Უ
ᲢᲫᲣܖ፼ᢋႸ
ձ ⮫ᗋ◊✲ࡢ⛉Ꮫⓗ࡞㉁ࢆಖࡘࡓࡵᚲせ࡞⤫ィᏛᇶ♏࠾ࡼࡧ⮫ᗋ⤫ィᏛࢆಟࡵࡿࡇࠋ≉ࠕ⮫ᗋヨ㦂ࡢࡓࡵࡢ⤫ィ
ⓗཎ๎㸦㻵㻯㻴㻌㻱㻥 ࢞ࢻࣛࣥ㸧
ࠖࡘ࠸࡚㻌 ༑ศ⌮ゎࡍࡿࡇࠋ
ղ 㝔࡛ࡢ⮫ᗋ◊✲㛵ࡍࡿᐇᆅ◊ಟࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⤫ィゎᯒࠊࢹ࣮ࢱ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ➼ࡢᐇົࢆ⤒㦂ࡋࠊ⮫ᗋ⤫ィᐙồࡵ
ࡽࢀࡿᢏ⾡⩦⇍ࡍࡿࡇࠋ
ճ ⮫ᗋ◊✲ࡢ⌮ⓗ࡞㉁ࢆಖࡘࡓࡵᚲせ࡞▱㆑࣭ែᗘࢆ㌟╔ࡅࡿࡇࠋ≉᪥ᮏィ㔞⏕≀Ꮫసᡂࡢࠕ⤫ィᐙࡢ⾜
ືᇶ‽ࠖࡘ࠸࡚༑ศ⌮ゎࡍࡿࡇࠋ
ᲢᲬᲣஜǳȸǹƷǫȪǭȥȩȠƷཎࣉ
ᮏࢥ࣮ࢫࡣࠊ⮫ᗋ⤫ィᐙࡢேᮦ౪⤥ࢆồࡵࡿ᪥ᮏࡢ⮫ᗋ◊✲⌧ሙࡽࡢᙉ࠸ࢽ࣮ࢬࡼࡾタ⨨ࡉࢀࡓ 2 ᖺไࡢᑓ㛛⫋
Ꮫㄢ⛬࡛࠶ࡿࠋࢥ࣮ࢫಟᚋࡣࠊ⮫ᗋ⤫ィᐙ⫱ᡂࢥ࣮ࢫࢆಟࡋࡓࡇࢆド᫂ࡍࡿಟドࡶ♫ᗣ་Ꮫಟኈ㸦ᑓ
㛛⫋㸧ࡀᤵࡉࢀࡿࠋᮏࢥ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ⮫ᗋ⤫ィᐙᚲせ࡞▱㆑ࠊᢏ⾡ࠊែᗘࢆ 2 ᖺ㛫࡛య⣔ⓗᏛ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⮫ᗋ⤫
ィ㛵㐃⛉┠ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ་ᏛࠊᏛࠊ◊✲⌮࡞ࡽయࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀຍ࠼࡚ࠊ⮫ᗋヨ
㦂ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿி㒔Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔࣭ᅜ❧ᚠ⎔ჾ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋࠊon the job training ࡼࡿ⮫ᗋ◊✲㛵ࡍ
ࡿᐇᆅ◊ಟࢆᥦ౪ࡍࡿ㸦1 ᖺḟ࣭2 ᖺḟࡢኟᏘ㞟୰࡛⾜࠺⮫ᗋ◊✲ᐇᆅ◊ಟϨ࣭ϩ㸧
ࠋࡇࡢᐇົ⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ ィ⏬❧ࠊ
ࢹ࣮ࢱ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊゎᯒ➼ࠊ⮫ᗋ⤫ィᏛࡢᐇ㊶ⓗ࡞ᢏ⾡ࢆᏛࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᮏࢥ࣮ࢫ᥎ዡ⛉┠௨እࡶ♫
ᗣ་Ꮫ⣔ᑓᨷࡀᥦ౪ࡍࡿከࡃࡢ⛉┠ࢆᒚಟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᲢᲣ̲ʕᙲˑ
⛉┠
㻹㻼㻴 ࢥ 㻡 㡿ᇦ㸦ࢥ㡿ᇦ㸯㸫㸳ࡢࡍ࡚ࡢ㡿ᇦࢆྵࡴࡇ㸧
་Ꮫᇶ♏Ϩ㸦ὀ 1㸧ࠊ་Ꮫᇶ♏ϩࠊ⮫ᗋ་Ꮫᴫㄽ
⮫ᗋ⤫ィᐙ⫱ᡂࢥ࣮ࢫᚲಟ
ㄢ㢟◊✲
ྜィ

ࠕ་⒪⣔ࠖ
ฟ㌟⪅ͤ
㸯㸮
㸫

ࠕ་⒪⣔ࠖ
௨እฟ㌟⪅
㸯㸮
㸴

㸯㸷

㸯㸷

㸲

㸲

㸱㸱

㸱㸷

ͤࠕ་⒪⣔ࠖฟ㌟⪅㸸་Ꮫ㒊࣭┳ㆤᏛ㒊࣭ṑᏛ㒊࣭⸆Ꮫ㒊㸦㻢 ᖺไ㸧࡞ࡢ་⒪⣔Ꮫ㒊ࡢฟ㌟⪅
 ୖグ௨እ㸦⏕≀⣔➼Ꮫ㒊ࠊ་⒪⣔ࡢ▷ᮇᏛཬࡧ་⒪⣔ࡢᑓ㛛Ꮫᰯฟ㌟⪅㸧࡛ࠕ་⒪⣔ࠖฟ㌟⪅ࡋ࡚ㄆᐃࢆᕼᮃࡍࡿ
ሙྜࡣࠊධᏛ⏦ㄳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ὀ 1㸧2020 ᖺᗘ௨㝆ࡣ MPH ᚲಟࡢࠕ་Ꮫᇶ♏ Iࠖࡣ㛤ㅮࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ࠕ་Ꮫᇶ♏ I㸦⏕⌮Ꮫ I㸧
ࠖ
ࠕ་Ꮫᇶ♏ I㸦⚄⤒⏕
⌮Ꮫ I㸧
ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ་Ꮫᇶ♏ I㸦ゎ๗Ꮫ㸧
ࠖࡢ࠸ࡎࢀࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡛ࠕ་Ꮫᇶ♏ Iࠖㄞࡳ᭰࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
↷ඛ㸸་⒪⤫ィᏛศ㔝࠾ࡼࡧ⮫ᗋ⤫ィᏛศ㔝

̿㻌 㻝㻞㻌 ̿㻌
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ˋԧᲬ࠰ࡇ ᅈ˟ͤࡍҔܖኒݦૌ ᐮወᚘܼᏋǳȸǹ ಅᅹႸɟᚁᘙ
༊ศ
㺘㺏㡿ᇦ 㻝
㺘㺏㡿ᇦ 㻞
㺘㺏㡿ᇦ 㻟
㺘㺏㡿ᇦ 㻠

㺘㺏㡿ᇦ 㻡

㻹㻼㻴ᚲಟ

㻯㻮 ᚲಟ

㻯㻮 ᥎ዡ
㑅ᢥ

⛉┠
ࢥ࣮ࢻ
㻴㻝㻝㻤㻜㻜㻜
㻴㻝㻝㻥㻜㻜㻜
㻴㻜㻜㻝㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻜㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻠㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻡㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻣㻜㻜㻜
㻴㻝㻜㻥㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻞㻢㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻞㻤㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻡㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻢㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻣㻜㻜㻜
㻴㻝㻡㻠㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻡㻡㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻡㻟㻜㻜㻜㻌

⛉┠ྡ
ᏛϨ㸦Ꮫධ㛛㸧
Ꮫϩ㸦◊✲ࢹࢨࣥ㸧
་⒪⤫ィᏛ
ឤᰁᏛ
⏘ᴗ࣭⎔ቃ⾨⏕Ꮫ
་⒪ไᗘ࣭ᨻ⟇
♫ᗣ་Ꮫᗣᨻ⟇
་⸆ᨻ⟇࣭⾜ᨻ
ಖ࣭་⒪ࡢ⤒῭ホ౯
ୡ⏺࠾ࡅࡿ་⒪ไᗘ࣭ᨻ⟇
⾜ື⛉Ꮫ
ᇶ♏་⒪⌮Ꮫ
་Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᇶ♏
་Ꮫᇶ♏ 㻵㸦⏕⌮Ꮫ 㻵㸧
་Ꮫᇶ♏ 㻵㸦⚄⤒⏕⌮Ꮫ 㻵㻌 㸧
་Ꮫᇶ♏ 㻵㸦ゎ๗Ꮫ㸧

ᮇ㛫
๓ᮇ
ᚋᮇ
ۑ
ۑ
ۑ
㏻ᖺ࣭㞟୰
ۑ
ۑ
ۑ

ۑ
ۑ
ۑ๓༙
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ๓༙
ࠐ๓༙

ۑ๓༙

ᢸᙜᩍဨ

༢

୰ᒣᩍᤵ
⚟ཎㅮᖌ
బ⸨ᩍᤵ
ྂᕝᩍᤵ
ཎ⏣ᩍᤵ
୰ᩍᤵ
ᗣᨻ⟇ࡢ㐠Ⴀጤဨ
ᕝୖᩍᤵ
୰ᩍᤵ
୰ᩍᤵ
Ώ㎶ᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ᒾ㝰ᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ

㻝
㻝
㻞
㸯
㸯
㸯
㻞
㸯㻌
㸯㻌
㸯
㸯
㸯
㸯
㻞
㻞
㻞

㻴㻜㻜㻣㻜㻜㻜㻌

་Ꮫᇶ♏ϩ

ۑ

ୖᔱᩍᤵ࣭Ἑ⏣ㅮᖌ

㻞

㻴㻜㻜㻤㻜㻜㻜㻌

⮫ᗋ་Ꮫᴫㄽ

ۑ

Ώ㑓ㅮᖌ࣭༓ⴥㅮᖌ

㻞

㻵㻜㻝㻣㻜㻜㻜㻌

ㄢ㢟◊✲㸦⮫ᗋ⤫ィᏛ㸧

ྛᣦᑟᩍဨ

㻠

㻴㻝㻟㻢㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻟㻠㻜㻜㻜
㻴㻜㻝㻝㻜㻜㻜
㻴㻝㻝㻞㻜㻜㻜
㻴㻝㻟㻣㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻟㻤㻜㻜㻜㻌
㻴㻜㻞㻝㻜㻜㻜㻌
㻴㻜㻞㻞㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻟㻡㻜㻜㻜㻌

⤫ィⓗ᥎ ࡢᇶ♏
⤫ィᐙࡢ⾜ືᇶ‽
་⒪⤫ィᏛᐇ⩦
⮫ᗋヨ㦂
⏕Ꮡ㛫ゎᯒ㻌
⤫ィࣔࢹࣝࡑࡢᛂ⏝㻌
⤡ㄪᩚࡢ᪉ἲ㻌
ゎᯒィ⏬ᐇ⩦㻌
⮫ᗋヨ㦂ࡢ⤫ィⓗ᪉ἲ㻌

బ⸨ᩍᤵ
బ⸨ᩍᤵ
బ⸨ᩍᤵ
⏣୰ྖᮁᩍᤵ
బ⸨ᩍᤵ㻌
బ⸨ᩍᤵ㻌
ᅵᒃᩍᤵ
ᅵᒃᩍᤵ㻌
⏣୰ྖᮁᩍᤵ

㻞
㻝
㻞
㻞
㻝㻌
㻝㻌
㻞㻌
㻞㻌
㻝㻌

㻞 ᖺḟ
ࠐ
ࠐ
ࠐ
ࠐ
㻌
㻌

㞟୰
㞟୰
ࠐ㻌
ࠐ㻌
ࠐ㻌

㻷㻜㻞㻡㻜㻜㻜㻌

⮫ᗋ◊✲ࢹ࣮ࢱ⟶⌮Ꮫ㻌

㻴㻝㻠㻜㻜㻜㻜㻌

⮫ᗋ◊✲ᐇᆅ◊ಟϨ㻌

㞟୰

㻌

⏣୰ྖᮁᩍᤵ㻌

㻞㻌

㻴㻝㻠㻣㻜㻜㻜㻌

⮫ᗋ◊✲ᐇᆅ◊ಟϩ㻌

㞟୰㻌

㻌

⏣୰ྖᮁᩍᤵ㻌

㻞㻌

㻴㻝㻟㻥㻜㻜㻜㻌
㻴㻜㻤㻠㻜㻜㻜㻌
㻴㻜㻥㻟㻜㻜㻜㻌
㻴㻜㻥㻠㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻠㻠㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻠㻡㻜㻜㻜㻌
㻴㻜㻣㻥㻜㻜㻜㻌

ࠐ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ๓༙㻌


㻹㻜㻞㻞㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻟㻜㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻟㻝㻜㻜㻜

⮫ᗋ⤫ィᐙࡢᐇົࢫ࢟ࣝ
ほᐹ◊✲ࡢ⤫ィⓗ᪉ἲ㻌
ᩥ⊩᳨⣴ἲ
ᩥ⊩ホ౯ἲ
⤫ィⓗ᥎ ࡢᇶ♏࣭₇⩦㻌
ከ㔜ᛶࡢ⪃࠼᪉㻌
་⸆ရࡢ㛤Ⓨホ౯
་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾࡢ㛤Ⓨィ⏬ࠊ⸆
ᑂᰝ
ࢤࣀ࣒⛉Ꮫ་⒪
ᗣሗᏛ 㻵
ᗣሗᏛ 㻵㻵

㻴㻝㻠㻢㻜㻜㻜㻌

࣓ࢱࢼࣜࢩࢫ㻌

㻴㻜㻥㻥㻜㻜㻜㻌

㻌





ۑ㻌

̿㻌 㻝㻟㻌 ̿㻌
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㻝㻌

ۑ
ۑ

ᅵᒃᩍᤵ
బ⸨ᩍᤵ㻌
㧗ᶫᩍᤵ
୰ᒣᩍᤵ
㻌
ᅵᒃᩍᤵ㻌
ᕝୖᩍᤵ
ᕝୖᩍᤵ

㻝㻌
㻞㻌
㻝
㻝㻌
㻝㻌
㻝㻌
㻝㻌
㻞㻌

ۑ
ۑ
ۑ

ᯇ⏣ᩍᤵ
୰ᒣᩍᤵ
㧗ᶫᩍᤵ

㻞㻌
㻞㻌
㻞

⏣୰ྖᮁᩍᤵ㻌

㻝㻌

㏻ᖺ࣭㞟୰㻌

ͤ 㻯㻮㻌 㻌 㸻㻌 ⮫ᗋ⤫ィᐙ⫱ᡂࢥ࣮ࢫ

➉ෆᩍᤵ㻌

ഛ⪃
ᚲಟ
ᚲಟ
ᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ
᥎ዡ
᥎ዡ
㑅ᢥᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ
ࠕ་⒪⣔ࠖ௨እࡢ
ฟ㌟⪅ࡢࡳᚲಟࠋ
ࡓࡔࡋࠊ་Ꮫᇶ♏㻵
㸦⏕⌮Ꮫ 㻵㸧
࣭་Ꮫ
ᇶ♏㻵㸦⚄⤒⏕⌮Ꮫ
㻵㻌㸧
࣭་Ꮫᇶ♏㻵㸦ゎ
๗Ꮫ㸧ࡘ࠸࡚ࡣ
࠸ࡎࢀ㸯ࡘࢆ㑅
ᢥᚲಟࠋ

ኟᏘ㞟୰ㅮ⩏
ኟᏘ㞟୰ㅮ⩏
㻌
㻌
㻌

㻹㻯㻾 㝈 ᐃ 㑅
ᢥ࣭㻯㻮 㝈ᐃᚲ
ಟ㻌
㻯㻮 㝈ᐃᚲಟ㸦
㝔࡛ࡢᐇ⩦㸧㻌
㻯㻮 㝈ᐃᚲಟ㸦
㝔࡛ࡢᐇ⩦㸧㻌



㻯㻮 㝈ᐃ㑅ᢥ
㻌




㻯㻮䡡㻹㻯㻾 㝈ᐃ
㑅ᢥ

ᲶཎКȗȭǰȩȠᲸ
íᲨჷႎᝠငኺփܖȗȭǰȩȠ

ᲢᲫᲣჷႎᝠငኺփܖȗȭǰȩȠƷಒᙲ
Ꮫࡢ◊✲ᡂᯝࢆࡶ᪂つ⏘ᴗࢆ⯆ࡋ⤒Ⴀࡍࡿࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏࡢᴗ㢼ᅵ࡛✚ࡉࢀࡓᴗᩥࠊ⤒Ⴀࡢࣀ࢘
ࣁ࢘ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࡀせồࡉࢀࡿࠋࡑࡢ୍ࡘࡀᢏ⾡⤒Ⴀ࡛࠶ࡾࠊ≉▱ⓗ㈈⏘ࢆ᭱㝈ά⏝ࡍࡿ▱ⓗ㈈⏘ᡓ␎ࢆᢸ࠺ࢹ
ࣞࢡࢱ࣮㸦▱ⓗ㈈⏘ࢹࣞࢡࢱ࣮㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ᮇᚅࡉࢀࡿேᮦࡣࠊ」ᩘࡢ␗࡞ࡿ࣋ࢡࢺࣝࢆᣢࡘᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ձ ⮬↛⛉Ꮫࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ་Ꮫ◊✲⛉࡛ඛ➃་Ꮫ㡿ᇦࡢ◊✲ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᩍဨࡸ⏘ᴗ⏺࠾ࡅࡿ᥈⣴࣭㛤Ⓨ◊✲ࡢ
⤒㦂ࡀ㇏ᐩ࡞ᩍဨࡼࡿㅮ⩏ࡼࡾࠊࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡑࢀࡢά⏝ᙜࡓࡗ࡚ࡢ♫ⓗཷᐜᛶࡢ▱㆑ࢆ⩦
ᚓࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
ղ ேᩥ࣭♫ᗣ་Ꮫ⣔ᑓᨷ⛉Ꮫࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡸࡑࡢࣅࢪࢿࢫ㛵ࡍࡿᇶ♏ࡣࠊྛᑓ㛛ศ㔝ࡼࡾ㑅
ࡤࢀࡓᩍဨࡢㅮ⩏ࡽ▱㆑ࢆᏛࡪඹࠊᐇᴗ⏺࡛ࡢ࣮࢟ࣕࣜࢆᣢࡘㅮᖌ㸦࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࢟ࣕࣆࢱࣝศ㔝㸧ࡽࠊᴗ
ィࡸ▱ⓗ㈈⏘ࡢᕷሙホ౯࣭ὶ㏻ࡢᐇົⓗ࡞ࢫ࢟ࣝ▱㆑ࢆᏛࡪࠋ
ճ ୖグࡼࡾ⩦ᚓࡋࡓ▱㆑ࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ࠊᐇົ⤒㦂ࢆ㏻ࡋࡓ▱㆑ࡢ῝ࠊ༶ᡓຊࡋ࡚ࡢᐇົ⬟ຊࡢ㣴ᡂࢆ⾜࠺ࠋ
ලయⓗࡣࠊி㒔Ꮫ་Ꮫ㡿ᇦᣐⅬᴗົࡢ㐃ᦠࡸ࢚ࢡࢫࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᐇࡶྵࡵ࡚ࠊࢸ࣮࣐ẖ㐺ษ࡞ᣦᑟᩍဨࡢ
ࡶ࡛◊✲⪅ࡶ㐃ᦠࡋࠊ◊✲ᡂᯝࡢᶒά⏝ࡢᐇົࢆᡭఏ࠺ࠋᐇ㡯┠ࡋ࡚ࡣࠊⓎ᫂ࡢᢳฟࠊ࿘㎶≉チㄪᰝࠊ
᫂⣽᭩సᡂࠊࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥసᡂࠊዎ⣙ᐇົసᴗ➼ࢆ⤒㦂ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡼࡾⓎ᫂ࡢ㛤♧ࡽ▱ⓗ㈈⏘ࡋ࡚ࡢά⏝ࡲ
࡛ࡢయࡢὶࢀࢆᢕᥱࡋࠊฟ㢪ጇᙜᛶࡢุ᩿⮳ࡿ⤒⦋ࡢ⪃ᐹࡸ⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠ࠾ࡅࡿၥ㢟ⅬゎỴἲ㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
࡞ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡲ࡛ᐇ㝿⤒㦂ࡉࡏࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡼࡾᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࡋ࡚ၥ㢟ゎỴ⬟ຊࠊᐇ㊶࣭ᐇົ⬟ຊࢆ㌟ࡅࠊ⏕⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿ▱ⓗ㈈⏘⤒Ⴀࠊᢏ
⾡⤒Ⴀ㛵ࡍࡿ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶࢆ᭷ࡍࡿேᮦ㣴ᡂࡢࡓࡵࡢᩍ⫱◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ
ᲢᲣ̲ʕᙲˑ
ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢಟせ௳ࡣࠊ㻞 ᖺ௨ୖᅾᏛࡋࠊୗグࡢ 㻟㻜 ༢ࢆಟᚓࡋࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐃࡵࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆಟࡍࡿ
ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࠖฟ㌟⪅
ࠕ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࠖ௨እฟ㌟⪅
㻹㻼㻴 ࢥ 㻡 㡿ᇦ
㸦ࢥ㡿ᇦ㸯㸫㸳ࡢࡍ
㸵
㸵
࡚ࡢ㡿ᇦࢆྵࡴ㸧
▱ⓗ㈈⏘㡿ᇦᚲಟ
㸯㸰
㸯㸰
ㄢ㢟◊✲㸦▱ⓗ㈈⏘⤒ႠᏛ㸧
㸲
㸲
㸱
㸱
་Ꮫ㡿ᇦ㑅ᢥᚲಟ
㸦Ꮫ㒊ྲྀᚓ༢ࡢㄆᐃࡶ୍㒊ྍ㸧
㸲
㸲
㑅ᢥ
㸱㸮

ィ

㸱㸮

㸦ཧ⪃㸧ㄢ㢟◊✲㸸ࢸ࣮࣐ẖ᭱ࡶ㐺ษ࡞ᣦᑟᩍဨࡢࡶ࡛ࠊⓎ᫂ࡢᢳฟࠊ≉チㄪᰝࠊ᫂⣽᭩సᡂࠊ≉チฟ㢪ࠊࣅࢪࢿ
ࢫࣉࣛࣥసᡂࠊዎ⣙ᐇົ࡞ࢆ⾜࠸ࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡲ࡛ᐇ㝿⤒㦂ࡉࡏࡿࠋ
↷ඛ㸸▱ⓗ㈈⏘⤒ႠᏛศ㔝

−̿㻌
14㻝㻠㻌
− ̿㻌
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༊ศ
㻌 㺘㺏㡿ᇦ㸯
㻌 㺘㺏㡿ᇦ 㻞
㻌 㺘㺏㡿ᇦ 㻟
㻌 㺘㺏㡿ᇦ 㻠

㻌 㺘㺏㡿ᇦ 㻡

㻹㻼㻴 ᚲಟ

⛉┠
ࢥ࣮ࢻ
㻴㻝㻝㻤㻜㻜㻜
㻴㻝㻝㻥㻜㻜㻜
㻴㻜㻜㻝㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻜㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻠㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻡㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻢㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻤㻜㻜㻜
㻴㻝㻞㻣㻜㻜㻜
㻴㻝㻜㻥㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻡㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻢㻜㻜㻜
㻴㻜㻣㻣㻜㻜㻜
㻴㻝㻡㻠㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻡㻡㻜㻜㻜㻌
㻴㻝㻡㻟㻜㻜㻜㻌

ᏛϨ㸦Ꮫධ㛛㸧
Ꮫϩ㸦◊✲ࢹࢨࣥ㸧
་⒪⤫ィᏛ
ឤᰁᏛ
⏘ᴗ࣭⎔ቃ⾨⏕Ꮫ
་⒪ไᗘ࣭ᨻ⟇
ಖ࣭་⒪ࡢ⤒῭ホ౯
ୡ⏺࠾ࡅࡿ་⒪ไᗘ࣭ᨻ⟇
♫ᗣ་Ꮫᗣᨻ⟇
་⸆ᨻ⟇࣭⾜ᨻ
⾜ື⛉Ꮫ
ᇶ♏་⒪⌮Ꮫ
་Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᇶ♏
་Ꮫᇶ♏ 㻵㸦⏕⌮Ꮫ 㻵㸧
་Ꮫᇶ♏ 㻵㸦⚄⤒⏕⌮Ꮫ 㻵㻌 㸧
་Ꮫᇶ♏ 㻵㸦ゎ๗Ꮫ㸧

㻴㻜㻜㻣㻜㻜㻜㻌

་Ꮫᇶ♏ϩ

⛉┠ྡ

ᮇ㛫
๓ᮇ ᚋᮇ
ۑ
ۑ
ۑ
㏻ᖺ࣭㞟୰
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ๓༙
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ๓༙
ࠐ๓༙

ۑ๓༙

ᢸᙜᩍဨ

༢

୰ᒣᩍᤵ
⚟ཎㅮᖌ
బ⸨ᩍᤵ
ྂᕝᩍᤵ
ཎ⏣ᩍᤵ
୰ᩍᤵ
୰ᩍᤵ
୰ᩍᤵ

ᚲಟ
ᚲಟ
ᚲಟ
㑅ᢥᚲಟ

ᕝୖᩍᤵ
Ώ㎶ᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ᒾ㝰ᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ
ᑠᮡᩍᤵ㻌
ᑠᮡᩍᤵ㻌

㻝
㻝
㻞
㻝
㻝
㻝
㻝
㻝
㸰
㻝
㻝
㻝
㻝
㻞
㻞
㻞

ୖᔱᩍᤵ࣭Ἑ⏣ㅮᖌ㻌

㻞

ᇶ♏㻵㸦⚄⤒⏕⌮Ꮫ

ᗣᨻ⟇ࡢ㐠Ⴀጤဨ

ഛ⪃

㑅ᢥᚲಟ

ࠕ་⒪⣔ࠖ௨እࡢ
ฟ㌟⪅ࡢࡳᚲಟࠋ
ࡓࡔࡋࠊ་Ꮫᇶ♏
㻵㸦⏕⌮Ꮫ㻵㸧
࣭་Ꮫ

ۑ

㻵㻌㸧
࣭་Ꮫᇶ♏㻵㸦ゎ
๗Ꮫ㸧ࡘ࠸࡚ࡣ

㻴㻜㻜㻤㻜㻜㻜㻌

⮫ᗋ་Ꮫᴫㄽ

ۑ

㻹㻜㻝㻤㻜㻜㻜
㻹㻜㻜㻝㻜㻜㻜
㻹㻜㻞㻢㻜㻜㻜
㻹㻜㻞㻠㻜㻜㻜
㻹㻜㻞㻡㻜㻜㻜
㻹㻜㻜㻠㻜㻜㻜㻌
㻹㻜㻜㻣㻜㻜㻜㻌
㻹㻜㻜㻤㻜㻜㻜㻌
㻹㻜㻜㻥㻜㻜㻜㻌
㻹㻜㻝㻝㻜㻜㻜㻌
㻹㻜㻞㻣㻜㻜㻜㻌
㻹㻜㻝㻟㻜㻜㻜㻌

ㄢ㢟◊✲㸦▱ⓗ㈈⏘⤒ႠᏛ㸧
ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉ
࣓ࢹ࢝ࣝศ㔝ᢏ⾡⤒ႠᏛᴫㄽ
≉チἲ≉ㄽ࣭₇⩦㻔๓ᮇ㻕
≉チἲ≉ㄽ࣭₇⩦㻔ᚋᮇ㻕
ዎ⣙ᐇົ₇⩦
▱ⓗ㈈⏘ἲ₇⩦
⌮Ꮫ⥲ㄽ㸦་㸧
⸆⌮Ꮫ㸦་㸧
⏕⌮Ꮫ㸦་㸧
⏕Ꮫ㸦་㸧
Ⓨ⏕Ꮫ㸦་㸧

㻺㻜㻝㻣㻜㻜㻜

㑇ఏ་Ꮫ≉ㄽ㸦㞟୰ㅮ⩏㸧

㻴㻜㻣㻥㻜㻜㻜

་⸆ရࡢ㛤Ⓨホ౯

Ώ㎶ㅮᖌ࣭༓ⴥㅮᖌ

㻞

㻞 ᖺḟ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
㻔Ꮫᮇ㻕
㻔Ꮫᮇ㻕
㻔⛅Ꮫᮇ㻕
㻔Ꮫᮇ㻕
㻔⛅Ꮫᮇ㻕

ྛᣦᑟᩍဨ
ᑎすᩍᤵ
ᒣᮏᩍᤵ㻌
⸨ㅮᖌ
⏣୰㡰ஓㅮᖌ
㜿㒊ᩍᤵ
␜㯞ㅮᖌ
ᯇ⏣㸦㐨㸧ᩍᤵ
ᯘᩍᤵ
ὸ㔝ᩍᤵ
竹内
ᒾ⏣ᩍᤵ㸦ணᐃ㸧
⠛ཎᩍᤵ

㻠
㻞
㻞
㻞
㻞
㻞
㻞
㻞
㻞
㻞
㻞
㻞

㸰ᖺḟ

ᑠᮡᩍᤵ

㻞

ᕝୖᩍᤵ

㻝

࠸ࡎࢀ㸯ࡘࢆ㑅
ᢥᚲಟࠋ

▱ⓗ㈈⏘
㡿ᇦᚲಟ

་Ꮫ㡿ᇦ

ۑ

㑅ᢥ

୍㒊⛉┠࡛㞟୰
ㅮ⩏ࡸつ๎㛤
ㅮࡢᙧᘧࢆࡿ
ࡶࡢࡶ࠶ࡾࠋ
ྛࢩࣛࣂࢫ࡞
ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ
ࠋ
་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ฟ
㌟⪅ࡣࠊ
ࠕ་⸆ရ
ࡢ㛤Ⓨホ౯ࠖ
ࡣᚲಟࠋࡢ⛉
┠ࡣᏛ㒊ྲྀᚓ༢
ࡢㄆᐃࡶྍ
⬟ࠋࡑࡢࡢฟ
㌟⪅ࡢྲྀᚓ༢
᥎ዡ⛉┠ࡣࠊୗ
⾲ཧ↷ࠋ

㻹㻜㻝㻣㻜㻜㻜㻌
▱ⓗ㈈⏘⤒ႠᏛᇶ♏
ۑ
᪩எዪᩍᤵ
㻞
㻹㻜㻞㻝㻜㻜㻜㻌
ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉ≉ㄽ
㞟୰
᪩எዪᩍᤵ
㻞
ኟᮇ㞟୰ㅮ⩏
㻹㻜㻞㻞㻜㻜㻜
ࢤࣀ࣒⛉Ꮫ་⒪
ۑ
ᯇ⏣㸦ᩥ㸧ᩍᤵ
㻞
ὀ㸯㸸㸦་㸧ࡣ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡢ⛉┠
ὀ㸰㸸㑅ᢥ⛉┠ࡣࡇࡢࡶࠊ⤒῭Ꮫ◊✲⛉ࠊἲᏛ◊✲⛉ࡢ㛵㐃⛉┠ࢆಶู༢ㄆᐃࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᣦᑟᩍဨ
☜ㄆࡍࡿࡇࠋ
ͤ๓ᖺᗘ௨๓㛤ㅮ⛉┠ࡢ⛉┠ኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ
㸦ู⾲㸧⛉┠ኚ᭦ᑐᛂ⾲ࠖࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࠋ
è Ҕܖ᪸؏ᢠ৸࣏̲ Ј៲КƷҥˮӕࢽਖ਼ڜᅹႸ
㻌 㻌 㻌 ۑ㸸ྲྀᚓࡍࡁ⛉┠ࠊڹ㸸࡛ࡁࡿࡔࡅྲྀᚓࡍࡁ⛉┠
⛉┠ྡ
⌮Ꮫ⥲ㄽ
⸆⌮Ꮫ
⏕⌮Ꮫ
⏕Ꮫ
Ⓨ⏕Ꮫ

⏕⛉Ꮫ⣔ฟ㌟⪅㸦ὀ㸧
ۑ
ۑ
ڹ
ڹ
ڹ
̿㻌 㻝㻡㻌 ̿㻌
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ࡑࡢࡢฟ㌟⪅
ڹ
ڹ
ڹ
ڹ
ڹ
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− 17 −

䛆㻹㻯㻾㝈ᐃᚲಟ䛇
⮫ᗋ◊✲ィ⏬ἲ㻵
䛊㻮䛋
ᕝୖ

䛆▱㈈ᚲಟ䛇
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
䜰䞁䝖䝺䝥䝺
䝘䞊䝅䝑䝥
ᑎす
䛊㻮䛋

䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
䛆㻹㻯㻾ᚲಟ䛇
䛆㻳㻯ᚲಟ䛇
ᩥ⊩ホ౯ἲ
䠄๓ᮇᚋ༙䠅
୰ᒣ
䛊㻭䛋

䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
䛆㻳㻯ᚲಟ䛇
ᩥ⊩᳨⣴ἲ
䠄๓ᮇ๓༙䠅
㧗ᶫ
䛊䠝䛋

䛆㻹㻯㻾㝈ᐃ㑅ᢥ䛇
䝕䞊䝍ゎᯒἲ≉ㄽ
䠄๓ᮇᚋ༙䠅
ᒣᮏ䠄ὒ䠅
䛊₇⩦䛋

䛆㻹㻼㻴㑅ᢥᚲಟ㻔་⒪⣔
௨እ㻕䛇
䛆▱㈈㑅ᢥᚲಟ䛇
་Ꮫᇶ♏䊠䠄⏕⌮Ꮫ䊠䠅
䠄๓ᮇ๓༙䠅
ᩍົጤဨ
䛊ே㛫ᗣ➨䠕䛋

䛆㻯㻮㝈ᐃ䛇
⮫ᗋ⤫ィᐙ䛾
ᐇົ䝇䜻䝹
ᅵᒃ
䛊₇⩦䛋

䛆㻹㻯㻾㝈ᐃ䚷᥎ዡ㑅ᢥ䛇
⣔⤫ⓗ䝺䝡䝳䞊
䠄㏻ᖺ䞉㛤ㅮ᪥ὀព䠅
Ώ㎶
䛊䠞䛋

䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
䛆㻹㻯㻾᥎ዡ㑅ᢥ䛇
䛆㻳㻯᥎ዡ㑅ᢥ䛇
♫Ꮫ㻌㻵
ྂᕝ
䛊ඛ➃䛋
㛤ㅮ

䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
䜶䝡䝕䞁䝇䝴䞊䝄ධ㛛
㻔㏻ᖺ䞉㛤ㅮ᪥
ὀព䠅
ྂᕝ
䛊㻮䛋

䛆▱㈈㑅ᢥ䛇
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
▱ⓗ㈈⏘⤒ႠᏛᇶ♏
᪩எዪ
䛊㻮䛋

䛆䝁䜰㑅ᢥ
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
ᚲಟ䛇
་Ꮫ䝁䝭䝳䝙 ་⒪♫
Ꮫ䞉ᇶ♏
䜿䞊䝅䝵䞁
䠄๓ᮇᚋ༙䠅
ᇶ♏
ᒾ㝰
䠄๓ᮇ๓༙䠅
䛊₇⩦䛋
ᒾ㝰
䛊₇⩦䛋

䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
䛆㻹㻯㻾᥎ዡ㑅ᢥ䛇
་⒪⤫ィᏛᐇ⩦
బ⸨䠄ಇ䠅
䛊₇⩦䛋

䛆㻳㻯ᚲಟ䛇
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
㑇ఏ་⒪䛸⌮䞉♫
ᑠᮡ
䛊₇⩦䛋
䛆䝁䜰㑅ᢥᚲಟ䛇
⏘ᴗ䞉⎔ቃ⾨⏕Ꮫ
䠄๓ᮇ๓༙䠅
ཎ⏣
䛊ඛ➃䛋

䛆㻳㻯㝈ᐃᚲಟ䛇
㑇ఏ䡲䡯䢙䡺䢓䡬䡶䢌䡩䢂䡵䡬 䛆ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ
㝈ᐃ㑅ᢥ䛇
䡸䡪䢙ᴫㄽ
䠄㛤ㅮ᪥ὀព䚸ᚋᮇ ⌧௦♫䛸⛉Ꮫᢏ⾡
㻭
䛻⥆䛟䠅
ᕝୖ
ᑠᮡ
䛊₇⩦䛋

ᮌ

䛆䝁䜰ᚲಟ䛇
Ꮫ䊡
䠄㛤ㅮ᪥ὀព䠅
⚟ཎ
䛊㻭䛋

㔠

䛆▱㈈ᚲಟ䛇
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
≉チἲ≉ㄽ䞉₇⩦䠄๓ᮇ䠅
⸨
䛊㻮䛋

䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
䛆㻹㻯㻾ᚲಟ䛇
⮫ᗋヨ㦂
⏣୰䠄ྖ䠅
䛊ඛ➃䛋

䛆㻳㻯ᚲಟ䛇
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
⮫ᗋ㑇ఏᏛ䞉
㑇ఏ䜹䜴䞁䝉
䝸䞁䜾
ᑠᮡ
䛊₇⩦䛋

䛆▱㈈ᚲಟ䛇
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
䝯䝕䜱䜹䝹ศ㔝ᢏ⾡
⤒ႠᏛᴫㄽ
ᒣᮏ䠄༤䠅
䛊㻮䛋

䛆䝁䜰㑅ᢥᚲಟ䛇
䛆㻹㻯㻾᥎ዡ㑅ᢥ䛇
䛆㻳㻯ᚲಟ䛇
ᇶ♏་⒪⌮Ꮫ
䛊๓ᮇ๓༙䛋
ᑠᮡ
䛊㻭䛋

䛆㻯㻮㝈ᐃ䛇
⤫ィⓗ᥎ 䛾ᇶ♏䞉
₇⩦
䛆㻳㻯㝈ᐃᚲ
䛆㻳㻯ᚲಟ䛇
㼇๓ᮇᚋ༙㼉
ಟ䛇
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
బ⸨䠄ಇ䠅
㑇ఏ䜹䜴䞁 ⮫ᗋ㑇ఏᏛ䞉㑇ఏ䜹䜴䞁
䛊₇⩦䛋
䝉䝸䞁䜾₇ 䝉䝸䞁䜾䛚䜘䜃㑇ఏ་⒪
⩦㻝䞉㻞
䛸⌮䞉♫䛾୍㒊䛾ㅮ
䠄㏻ᖺ䠅䠄㛤
⩏
ㅮ᪥ὀព䠅
㻔㛤ㅮ᪥ὀព䠅
䛆㻯㻮㝈ᐃ䛇
ᑠᮡ
ᑠᮡ
⤫ィⓗ᥎ 䛾ᇶ♏䞉
䛊㻭䛋
䛊₇⩦䛋
₇⩦
㼇๓ᮇ๓༙㼉
బ⸨䠄ಇ䠅
䛊₇⩦䛋

䛆ᨻ⟇䛾䛯䜑
䛆䝁䜰㑅ᢥᚲಟ䛇 䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
䛆㻳㻯ᚲಟ䛇
䛾⛉Ꮫ㝈ᐃ
ಖ䞉་⒪䛾⤒ ⾜ື⤒῭Ꮫ䛸
䛆䝁䜰㑅ᢥᚲಟ䛇
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
ᗣ་⒪ㆤ䠄๓
㑅ᢥ䛇
῭ホ౯
♫ᗣ་Ꮫ䛸ᗣᨻ⟇
ᇶ♏ே㢮㑇
䛆㻹㻼㻴㑅
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥᚲಟ 䠄㻹㻯㻾ཷㅮྍ䠅
ᮇᚋ༙䠅
ᨻ⟇䛾䛯䜑
ᗣᨻ⟇䛾㐠Ⴀጤဨ
ఏᏛ
ᢥ䛇
㻔་⒪⣔௨እ㻕䛇
୰
䛾◊✲᪉ἲ
䠄๓ᮇ๓༙䠅
䛆䝁䜰ᚲಟ䛇
㼇㻭㼉
ᑠᮡ
䝦䝹䝇䝃䜲
䛆▱㈈㑅ᢥᚲ
䛊㻯㻛㻰䛋
ㄽ
୰
Ꮫ䊠
䛊₇⩦䛋
䜶䞁䝇◊✲
ಟ䛇
ᕝୖ
㼇㻯㻛㻰㼉
㻔㛤ㅮ᪥ὀ
䛾㐍䜑᪉
་Ꮫᇶ♏䊠
ព䠅
㻔㛤ㅮ᪥ὀ 䛆㻹㻼㻴㑅
䠄ゎ๗Ꮫ䠅
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
୰ᒣ
䛆㻹㻯㻾㝈ᐃᚲಟ䛇
ព䠅
䠄๓ᮇ๓༙䠅
䛆㻹㻯㻾᥎ዡ㑅
ᢥ䛇
䛆㻹㻯㻾㝈ᐃᚲಟ䛇
䛊㻭䛋
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
䛆㻹㻼㻴㑅ᢥ䛇
་⒪ᢏ⾡䛾⤒῭
୰ᒣ
ᩍົጤဨ
ᢥ䛇
䝣䜱䞊䝹䝗
⮫ᗋ◊✲ィ⏬ἲ₇⩦
⤫ィⓗ᥎ 䛾ᇶ♏
ẘᛶᏛධ㛛
ホ౯
㼇㻭㼉
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科目ナンバリング

授業科目名 疫学 Ｉ （疫学入門） 【領域１】
英訳!
(SLGHPLRORJ\,

配当
学年 専門職

疫学 Ｉ （疫学入門） 【領域１】 

338%+/%

単位数 

医学研究科 教授
中山 健夫
医学研究科 教授
佐藤 俊哉
滋賀医科大学 教授 三浦 克之
担当者所属・ 東京都健康長寿医療センター
石崎 達郎
職名・氏名 研究部長
医学研究科 准教授 田原 康玄
環境安全保健機構 助教
岡林 里枝
環境安全保健機構 助教
松崎 慶一
授業
形態 講義

開講年度・ ・
開講期
前期不定 曜時限 金・

>教科書@
講義資料は配布

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
・本コースは医学研究科社会健康医学系専攻の必須科目の一つです。
・臨床研究を含む社会健康医学（パブリックヘルス）領域において、最も基本となる疫学の考え方、
方法論についての入門的な講義を行います。
・原則として金曜限ですが、限と限のコマ連続で講義をおこなう場合があります。
>到達目標@
・疫学の基本的考え方、用語、概念、方法論を説明できる。
・疫学の発展的な知識を学ぶための基礎を身に付ける。

>参考書等@
（参考書）
川村孝 『エビデンスをつくる』（医学書院）
中山健夫・津谷喜一郎 『臨床研究と疫学研究のための国際ルール集』（ライフサイエンス出版）
矢野栄二・橋本英樹 『ロスマンの疫学』（篠原出版新社）
厚生統計協会編集 『図説・国民衛生の動向』（厚生統計協会）
ロドルフォ・サラッチ著 『読んでわかる！疫学入門』（大修館書店）
>授業外学修（予習・復習）等@
予習は特に必要でないが、講義の復習には十分時間をあててください。
（その他（オフィスアワー等））
・症例研究や基礎的研究と異なる「人間集団を対象とする」という疫学研究の意義と可能性を理解
してもらえればと願っています。
・本コースの内容の多様性と一貫性を保つために、担当教員はシラバス作成時、学期中、終了後な
ど、適宜、意見交換を行い、講義資料を共有して連携を図っています。
・留学生対応として、講義資料の事前提供、.H\WHUPの日英併記を進めます。
・特別講義の予定は初回の講義で説明します。

>授業計画と内容@
第回月日（限） イントロダクション（中山）
第回月日（限） コホート研究・症例対照研究（中山）
第回月日（限） 歴史と事例から学ぶ疫学（佐藤）
第回月日（限） 介入研究（岡林）
第回月日（限） 追跡型研究（松崎）
第回月日（限） 疫学をめぐる最近の話題（中山）
第回月日（限） 記述疫学・高齢者の疫学研究（石崎）
第回月日（限） 視聴覚教材「大いなる航海」（中山）
月日（限） テスト
特別講義予定あり（三浦・田原）

人間健康科学系専攻学生の受講可否：可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
テスト（８０）、毎回の小レポート提出（２０）

疫学 Ｉ （疫学入門） 【領域１】  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

疫学 ＩＩ （研究デザイン） 【領域１】(2)

P-PUB01 8H119 LB90

授業科目名 疫学 ＩＩ （研究デザイン） 【領域１】 担当者所属・
職名・氏名
<英訳>
Epidemiology II

配当
学年 専門職

単位数 1

非常勤講師 福原 俊一
授業
形態 講義

開講年度・ 2020・
前期前半 曜時限 金1,2
開講期

使用
言語 日本語及び英語

[授業の概要・目的]
社会健康医学領域の研究の「基本設計図」を作成するための研究デザインに必要な理論や基本的知
識を、7つのステップに分けて学ぶ。質的な研究は含まれない。
[到達目標]
・自分の疑問を構造化抄録形式にまとめ、最終的に「研究の基本設計図」を完成できる
1)自分の疑問を、リサーチ・クエスチョンに構造化できる
2)概念および概念の変数化を理解している
3)RQを概念モデルの形にできる
4)変数測定の理論と実際を理解している
5)第3の因子について理解している
6)比較の質を落とす原因、および比較の質を高める方法を理解している

[参考書等]
（参考書）
福原 俊一「臨床研究の道標：7つのステップで学ぶ研究デザイン」（認定NPO法人 健康医療評価研
究機構）
Hulley S 「Designing Clinical Research 2nd ed.」(William & Wilkins)(和訳：「臨床研究のデザイン」
医学書院MYW）
福原俊一 「リサーチクエスチョンの作り方」（認定NPO法人 健康医療評価研究機構）
松村 真司「概念モデルをつくる」（認定NPO法人 健康医療評価研究機構）
[授業外学修（予習・復習）等]
講義および討論
講義前・後の学習

（その他（オフィスアワー等））
・人間健康科学系専攻学生の受講可否： 不可

[授業計画と内容]
第1回 4月17日 (1 限）研究デザイン7つのステップ（福原）
第2回 4月17日 (2 限）疑問の構造化とモデル化(福原）
第3回 4 月24日(1 限）疑問の構造化 グループ学習（自由参加）
第4回 4月24日 (2 限）疑問のモデル化 グループ実習（自由参加）
第5回 5月22日 (1 限）研究デザインの「型」の種類と特徴(大西）
第6回 5月22日 (2 限）存在・発生・効果の指標（福原）
第7回 6月 5日 (1 限） 比較の質を落とす原因（福間）
第8回 6月 5日 (2 限） 測定をデザインする（福原）
第9回 6月12日 (1 限）比較の質を高める方法（福間）
第10回 6月12日 (2 限）試験

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

[履修要件]
・MPHコア（必修）MCR必修科目
・「疫学Ⅰ」を履修中あるいは履修済であることが履修要件です。
[成績評価の方法・観点]
・講義平常点(出席を含む) 40%
・筆記試験 60%
[教科書]
授業中に指示する
疫学 ＩＩ （研究デザイン） 【領域１】(2)へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

配当
学年 専門職

医療統計学 （コア） 【領域２】 

338%+/-

授業科目名 医療統計学 （コア） 【領域２】
英訳!
)XQGDPHQWDOVRI%LRVWDWLVWLFV

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 火
開講期
前期

教授

授業
形態 講義

佐藤 俊哉
使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
医療統計学は社会健康医学の実務・研究に必須であることは広く認識されています。が、医療統
計の教科書には怪しげな数式ばかりでてきてとっつきにくく、一部の愛好家以外には敬遠されてい
ます。
しかし、しかしです、本当は医療統計学っておもしろいのです。
「医療統計学はおもしろい」ということをみなさんに伝えたいと、医療統計学では、数学的、技
術的な問題に立ち入ることなく、平易なことばで医療統計学の考え方を解説しています。
予習は必要ありません。ともかく授業にきて、話しを聞き、スライドをみて、一緒に考えてくだ
さい。講義終了時にスライド資料を配りますので、ノートなんかとらなくても結構です。
その代わり、必ず復習をしてください。講義中にはわかった気分になりますが、それが自分のも
のとなるためには、自分の中で何度も何度も確認する必要があります。毎回、講義の始めに前回の
おさらいをしますので、復習してわからなかったことはそこでどんどん質問してください。技術的
な内容については、午後の医療統計学実習で補います。
【パワーポイントスライドによる講義形式】
>到達目標@
・医療統計アレルギーの改善
・因果関係とコントロール（対照）について理解を深める
・疫学研究、臨床試験の代表的なデザインを学ぶ
・医療統計の基礎的な考え方を自分なりに説明できる

・受講者は単位不要でも必ずミニテストを受け、レポートを提出してください
・医療統計学を履修していないと後期「交絡調整の方法」は履修できません
>成績評価の方法・観点@
ミニテスト（）とレポート（）
・月末に一度ミニテストを実施
・複数のテーマ（月はじめに提示します）から一つを選び、指定された関連文献をレビューして
自分の意見をレポートにまとめる
>教科書@
講義終了後にスライド資料を配布します。
>参考書等@
（参考書）
佐藤俊哉 『宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ』（岩波科学ライブラリー）,6%1

佐藤俊哉 『宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ 検定の巻』（岩波科学ライブラリー）,6%1

椿広計、藤田利治、佐藤俊哉 『これからの臨床試験』（朝倉書店）,6%1
ロスマン.-『ロスマンの疫学 第版』（篠原出版新社）,6%1

（関連ＵＲＬ）
KWWSZZZNEVPHGN\RWRXDFMS 医療統計ホームページ

>授業計画と内容@
第回 月日 コントロールの重要性
第回 月日 ピロリ菌と胃がん
第回 月日 疫学研究デザイン概論
第回 月日 骨粗鬆症治療薬市販後臨床試験
第回 月日 臨床試験デザイン概論
第回 月日 曝露効果、治療効果の指標
第回 月日 統計的仮説検定の考え方
第回 月日 検定と信頼区間の関係
第回 月日 $6$声明と「3の向こう側」
第回月日 研究に必要なサンプルサイズ
第回月日 コホート研究の妥当性
月日 休講
第回月日 ケース・コントロール研究の妥当性
第回月日 新しい疫学研究デザイン
第回月日 交絡とはなにか

>授業外学修（予習・復習）等@
前回の復習を忘れずに。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
・人間健康科学系専攻の学生さんの受け入れはしていません
・医科学専攻、医学博士課程の受講希望者は事前に必ずメールで連絡してください
医療統計学 （コア） 【領域２】  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

338%+/%

授業科目名 感染症疫学 【領域３】
英訳!
,QIHFWLRXV'LVHDVH(SLGHPLRORJ\

配当
学年 専門職

単位数 

科目ナンバリング
担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

教授

開講年度・ ・
授業
開講期
通年集中 曜時限 前期後半 木２ 形態 講義

>授業の概要・目的@
※ 詳細未定（告知を確認のこと）

>到達目標@
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
>授業計画と内容@
月または月の日間（予定：集中講義形式）
※ 詳細未定（告知を確認のこと）

>履修要件@
03+コア（選択必修）

古川 壽亮

338%+/%

授業科目名 産業・環境衛生学 【領域３】
担当者所属・
医学研究科 准教授 原田
英訳!
2FFXSDWLRQDOKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDOKHDOWKVFLHQFHV 職名・氏名

使用
言語 日本語及び英語

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
開講期
前期前半 曜時限 木

授業
形態 講義

浩二

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
現代の環境問題、産業衛生について概説し、毒性学を基礎にした健康影響評価について講義する。
>到達目標@
・現代の環境問題、産業衛生について述べることができる。
・用量反応関係、閾値、種差および毒性学の基礎的事項について述べることができる。
・リスクアセスメントについて述べることができる。
・化学物質の規制の種類について述べることができる。
・代表的な化学物質の代謝過程、作用機序を推測できる。
>授業計画と内容@
コース予定・内容
第回*XLGDQFHDQGJHQHUDOSULQFLSOH(QYLURQPHQWDO+HDOWK6FLHQFHV
第回&OLPDWH
第回:DWHUSROOXWLRQ
第回$LUSROOXWLRQ
第回2FFXSDWLRQDOKHDOWK
第回*HQHDQGHQYLURQPHQW
第回([DPLQDWLRQ
第回講義内容未定
>履修要件@
03+コア選択

>成績評価の方法・観点@
※ 詳細未定（告知を確認のこと）

>成績評価の方法・観点@
平常点（出席を含む）％、試験％
>教科書@
講義中の配布資料

>教科書@
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
>参考書等@
（参考書）
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
>授業外学修（予習・復習）等@
※ 詳細未定（告知を確認のこと）

>参考書等@
（参考書）
分子予防環境医学研究会 『改訂分子予防環境医学』（本の泉社）
>授業外学修（予習・復習）等@
化学などの知識は必ずしも必要ではありませんが、適宜、復習で補うことを勧めます。

（その他（オフィスアワー等））
※ 詳細未定（告知を確認のこと）

（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 上限人まで可能
後期の「中毒学」および「ベンチトレーニングコース」 を受講するためには、この講義を受講する
ことが必須です

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。
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科目ナンバリング

授業科目名 医療制度・政策 【領域４】
英訳!
+HDOWKFDUH6\VWHPDQG3ROLF\

配当
学年 専門職

医療制度・政策 【領域４】 

338%+/-

単位数 

医学研究科
担当者所属・ 医学研究科
職名・氏名
医学研究科
医学研究科

教授
特定准教授
准教授
特定講師

開講年度・ ・
授業
前期集中 曜時限 水２（前期後半） 形態 講義
開講期

今中 雄一
佐々木 典子
國澤 進
大坪 徹也

>履修要件@
社会健康医学系専攻の院生
原則、出席％以上を前提とする

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
日本の医療に関する政策・制度に関して、国・地方自治体から医療施設に至る諸々の場における重
要課題を扱い、基本的事項を理解する。
＜内容＞
・医療・福祉に関する政策、制度、事業、その沿革
・医療の財源
・医療制度（提供・保険・支払）と医療費
・医療の質・安全・効率におけるマネジメントシステムと政策
・医療の評価
・地域医療構想・計画など諸々の医療関連計画
・医療マネジメントの骨格：組織、財務

>到達目標@
・医療の領域の政策・制度とマネジメントに関する沿革、現状、理論・概念、研究・評価手法、課
題と対策について、重要事項を理解し、他者に説明しできるようになること。
・基本的な研究や社会制度の意義を系統的、批判的に解釈できるようになること。
・社会健康医学の研究及び実務上の問題解決に、関連しうる知識等を活用できるようになること。

>授業計画と内容@
第回 月日 医療政策： 国の財政と医療
第回 月日 医療と財源： 保険制度
第回 月日 政策と経営： 医療の質と安全
第回 月日 保健政策：健康の決定要因
第回 月日 医療政策の構築プロセス地域医療構想について
第回 月日 (YLGHQFH%DVHG3ROLF\と制度全体を把握する枠組み
第回 月日 諸外国と日本の医療の経済評価・+7$の利用

>成績評価の方法・観点@
 レポート ％
 日々の講義へのコミットメント ％
>教科書@
適宜、資料を講義にて配布する

>参考書等@
（参考書）
・医療制度・医療政策・医療経済（丸善出版）
・+DQGERRNRI+HDOWK6HUYLFHV5HVHDUFK（6SULQJHU6FLHQFH%XVLQHVV0HGLD）
・病院の教科書（医学書院）
・医療安全のエビデンス‐患者を守る実践方策（医学書院）
・医療の原価計算 社会保険研究所
・「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．

>授業外学修（予習・復習）等@
予習・復習は必要

（その他（オフィスアワー等））
当分野では、医療政策、医療経営、医療の質・安全・コスト研究に深く関わりたい人を募っていま
す（医療経済学分野：KWWSPHGHFRQXPLQDFMS）

＊ 外部講師他の諸状況により日程変更あります。初回に予定を説明します。

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

医療制度・政策 【領域４】  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

社会健康医学と健康政策 【領域４】 

338%+/%

医学研究科
医学研究科
医学研究科
医学研究科
医学研究科
授業科目名 社会健康医学と健康政策 【領域４】 担当者所属・ 医学研究科
職名・氏名
英訳!
+HDOWK3ROLF\DQG$FDGHPLD
医学研究科
医学研究科
附属病院
東南アジア地域研究研究所
医学研究科
医学研究科
配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
曜時限 木
開講期
前期

教授
教授
教授
准教授
教授
准教授
准教授
特定教授
特定准教授
准教授
准教授
准教授

授業
形態 講義

今中 雄一
川上 浩司
佐藤 俊哉
和田 敬仁
中山 健夫
渡辺 範雄
岩隈 美穂
早乙女 周子
山田 崇弘
坂本 龍太
原田 浩二
山本 洋介

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
社会健康医学（3XEOLF+HDOWK）における、健康・医療に関わる制度・政策、ならびにそれらに貢献
・関連する研究、人材育成、その他の専門的活動について学ぶ。
社会健康医学系専攻を構成する各分野から、担当している研究・教育等領域の視点・見識、実績・
経験などに基づき、健康・医療に関連する制度・政策や社会の仕組みがどのようになっているか、
また、健康・医療に関連する制度・政策や社会の仕組みに、研究、人材育成、その他の専門的活動
がどのように関わり貢献しているかを、講義する。

>到達目標@
各分野による講義の全体を通して、健康や医療に係る制度・政策の全貌を多角的に把握できるよう
にする。
>授業計画と内容@
第回 月日 社会健康医学と健康政策：総論（今中）
第回 月日 環境保健の制度と政策（原田）
第回 月日 大気環境基準の作り方（佐藤）
第回 月日 社会健康医学と知的財産（早乙女）
第回 月日 健康政策の近現代史（小泉）
第回 月日 産業保健に関する政策（小泉）
第回 月日 ヘルスコミュニケーションと健康政策（岩隈）
第回 月日 学校保健や母子保健情報の利活用による地域健康政策（川上）
第回 月日 実地に基づく健康政策（坂本）
第回 月日 母子保健と制度・政策（和田山田
第回 月日 成人における疾病予防：特定健診とがん検診（中山）
第回 月日 健康政策における42/評価（山本）
第回 月日 グローバルメンタルヘルス（渡辺）
第回 月日 地域保健医療行政（今中）
第回 月日 健康医療介護政策とエビデンス（今中）

＊予定は変更となることがあります。初回に予定を説明します。
>履修要件@
社会健康医学系専攻の院生
原則、出席％以上を前提とする
>成績評価の方法・観点@
 レポート（配点比重）
 日々の講義へのコミットメント（配点比重）
>教科書@
適宜、資料を講義にて配布する

>参考書等@
（参考書）
適宜、資料を講義にて配布する
・「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．

>授業外学修（予習・復習）等@
予習・復習は必要

（その他（オフィスアワー等））
健康政策学に関わる領域の教育を、専攻全体でカバーする。
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

社会健康医学と健康政策 【領域４】  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

配当
学年 専門職

医薬政策・行政 【領域４】 

338%+/%

授業科目名 医薬政策・行政 【領域４】
英訳!
'UXJ3ROLF\DQG5HJXODWLRQ

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

教授

授業
形態 講義

開講年度・ ・
開講期
後期前半 曜時限 水

川上 浩司

川上浩司 漆原尚巳 田中司朗（監修） 『ストロムの薬剤疫学』（南山堂）

使用
言語 日本語及び英語

>授業外学修（予習・復習）等@
予習は特に不要であるが、復習については十分に行うことを期待する。

>授業の概要・目的@
本コースは医学研究科社会健康医学系専攻の03+コア科目の一つです。 医薬品、医療機器を軸に、
日本および海外の健康政策、産業政策と行政を俯瞰します。社会福祉、 財務、食品衛生、医薬経済
の観点から、国際的な医薬品認可行政、経済性との整合、ライフサイエンス研究とトランスレーシ
ョナルリサーチの実際についても学びます。
【講義担当者】川上浩司（薬剤疫学・教授）、鉄橋正志（厚生労働省）、西嶋康弘（厚生労働省 、
松林恵介（薬剤疫学・特定助教）

（その他（オフィスアワー等））
川上浩司*棟 階・内線： 代表
面談希望は必ずメールでご連絡下さい。
NDZDNDPLNRMLH#N\RWRXDFMS
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 可

>到達目標@
・医薬政策・行政、食品衛生行政、社会福祉に関連した政策の基本的考え方、方法論を理解してい
る。
・医薬経済、トランスレーショナルリサーチの政策上の取組の基本的考え方、方法論を理解してい
る。
>授業計画と内容@
第回月日 医薬政策、行政の潮流
第回月日 米国連邦政府における医薬行政
第回月日 医療機器の行政、研究開発と課題
第回月日 日本における医薬行政と最近の動向
第回月日 食品衛生行政
第回月日 医療保険制度と医薬品の評価

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

（川上）
（川上）
（川上）
（鉄橋）
（西嶋）
（松林）

>履修要件@
本コース終了の翌週から継続して講義が行われる+「医薬品の開発と評価」と連続、一括した内
容となっており、原則として通して受講できない方は受け入れ不可とします。また、同日・限の
+「医薬品・医療機器の開発計画、薬事と審査」も本講義の内容を掘り下げたもので、合わせて
受講することを推奨します。
>成績評価の方法・観点@
講義の場への参加（％）、レポート（％）
>教科書@
使用しない

>参考書等@
（参考書）
安生紗枝子ら 『新薬創製への招待：開発から市販後の監視まで』（共立出版）
医薬政策・行政 【領域４】  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

授業科目名 保健・医療の経済評価 【領域４】
英訳!
(FRQRPLF(YDOXDWLRQLQ+HDOWK&DUH

配当
学年 専門職

保健・医療の経済評価 【領域４】 

338%+/%

単位数 

医学研究科
担当者所属・ 医学研究科
職名・氏名
医学研究科
医学研究科

開講年度・ ・
前期前半 曜時限 水
開講期

教授
特定准教授
准教授
特定講師

授業
形態 講義

今中 雄一
佐々木 典子
國澤 進
大坪 徹也

>履修要件@
非0&5限定
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 否
原則、出席％以上を前提とする

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
・保健・医療における経済評価を支える理論・フレームワークについての講義を行い、保健・医療
の経済性評価のための主な研究手法を学習します。
・保健・医療の経済評価は、通常、現実的な制約の中で評価をすることになりますが、その際の研
究のあり方についても学習します。
・保健・医療に関する幅広いテーマの経済評価の検討を行います。

>成績評価の方法・観点@
講義・討論・グループワーク・発表におけるコミットメント（配分％）、課題レポート・期末な
どのレポート（配分％）により、総合的に評価する。
>教科書@
適宜、資料を講義にて配布する

>到達目標@
・保健・医療における経済評価を支える理論・フレームワークや研究方法等について、重要事項を
説明できる。
・医療の経済評価研究に関するバイアスについて理解している。
・治療技術・薬剤・医療材料・検査・健康政策プログラムなどに関する経済分析に用いられる主な
研究手法として、費用分析・費用効果分析・費用効用分析・費用便益分析の違いやそれぞれの適応、
費用算定・アウトカム測定・時間の概念・割引率・感度分析、増分費用効果比といった中心的な概
念を理解して説明でき、分析結果の適切な解釈ができる。
・上記を踏まえてこの領域の研究文献を批判的にレビューし、その意義を説明できる。研究プロト
コールの作成や研究実施時に、習得した知識・技術を活用できる。
>授業計画と内容@
第回 月日 保健・医療における経済性の評価（１）
第回 月日 保健・医療における経済性の評価（２）
第回 月日 医療経済評価研究の評価法
第回 月日 経済評価のモデリング
第回 月日 費用効果効用分析の方法論１
第回 月日 費用効果効用分析の方法論２
第回 月日 保健・医療の経済評価： 論文レビュー＆討議１
第回 月日 保健・医療の経済評価： 論文レビュー＆討議
＊ 初回に予定を説明します。

>参考書等@
（参考書）
・'UXPPRQG0)HWDO0HWKRGVIRUWKH(FRQRPLF(YDOXDWLRQRI+HDOWK&DUH3URJUDPPHVWK(G2[IRUG

・0\ULDP+XQLQN'HFLVLRQ0DNLQJLQ+HDOWKDQG0HGLFLQH,QWHJUDWLQJ(YLGHQFHDQG9DOXHV&DPEULGJH

・医療制度・医療政策・医療経済（丸善出版）
・+DQGERRNRI+HDOWK6HUYLFHV5HVHDUFK（6SULQJHU6FLHQFH%XVLQHVV0HGLD）
・「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．


>授業外学修（予習・復習）等@
予習・復習は必要

（その他（オフィスアワー等））
経済学の学習経験は問いません。
当分野では医療の経済性、質・安全・原価の実証研究政策研究、医療の政策や経営に深く関わりた
い人を募っています。（医療経済学分野：KWWSPHGHFRQXPLQDFMS）
注）医療のプロセス、アウトカム等の質指標、診療のばらつき、医療の質の評価・改善、医療機能
保健・医療の経済評価 【領域４】  へ続く↓↓↓

保健・医療の経済評価 【領域４】  へ続く↓↓↓
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保健・医療の経済評価 【領域４】 

科目ナンバリング

評価、医療の質・安全に係わる制度・政策については、水曜限「医療の質評価」 前期後半 （１単
位） 0&5推奨選択・コア選択必修 を選択してください。

授業科目名 世界における医療制度・政策 【領域４】 担当者所属・ 医学研究科 特定准教授 佐々木 典子
英訳!
+HDOWKFDUH6\VWHPVDQG3ROLFLHVDURXQGWKH:RUOG 職名・氏名
医学研究科 准教授 國澤 進

338%+/%
医学研究科 教授

今中 雄一

医学研究科 特定講師 大坪 徹也
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
授業
前期集中 曜時限 水２（前期前半） 形態 講義
開講期

使用
言語 英語

>授業の概要・目的@
7KURXJKVWXGLHVRIYDULRXVKHDOWKFDUHV\VWHPVWKHVWXGHQWVZLOOOHDUQPHFKDQLVPVKRZWKH\ZRUNDQG
VWUDWHJLFRSWLRQVKRZWRLPSURYHWKHP$KHDOWKFDUHV\VWHPLVDVRFLDOV\VWHPZLWKPXOWLSOHIXQFWLRQV
PXOWLSOHSOD\HUVDQGPXOWLSOHGULYHUVWRFKDQJH

>到達目標@
１ 7RXQGHUVWDQGIUDPHZRUNVWRJUDVSDQGDVVHVVKHDOWKFDUHV\VWHPV
２ 7RXQGHUVWDQGDQGDVVHVVYDULRXVKHDOWKFDUHV\VWHPVDURXQGWKHZRUOG
３ 7RXQGHUVWDQGVWUDWHJLFRSWLRQVKRZWRLPSURYHWKHP

>授業計画と内容@
$SU8QLYHUVDO+HDOWK&RYHUDJH +HDOWK&DUH6\VWHPLQ-DSDQ
$SU,QWHUQDWLRQDO&RPSDUDWLYH$QDO\VHVRI+HDOWK6\VWHPV
$SU &RPPXQLW\%DVHG,QWHJUDWHG&DUH6\VWHP
0D\ +HDOWK,QVXUDQFHLQ-DSDQ
0D\ 7R6WUHQJWKHQ+HDOWK6\VWHPIRU6DIHDQG4XDOLW\&DUHWRZDUG8QLYHUVDO+HDOWK&RYHUDJH
8+&
0D\ 7KHQH[WVWHSRIWKHJOREDOKHDOWKV\VWHP
-XQ +HDOWK,QIRUPDWLFVDQG +HDOWK 3ROLF\
-XQ *URXSZRUN 3UHVHQWDWLRQ
,QFOXGHVVWXGHQWV VKRUWSUHVHQWDWLRQVDERXWWKHKHDOWKFDUHV\VWHPRIWKHLURZQFRXQWU\
1RWH7KLVVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJH
>履修要件@
・QRQ-DSDQHVHVSHDNHUV
・-DSDQHVHZLWK72()/L%7VFRUH≧
・$WWHQGDQFHUDWHRUPRUH

世界における医療制度・政策 【領域４】  へ続く↓↓↓

世界における医療制度・政策 【領域４】 
>成績評価の方法・観点@
&ODVVURRPSDUWLFLSDWLRQ 
3UHVHQWDWLRQ 
5HSRUW 

338%+/%

科目ナンバリング

授業科目名 行動科学 【領域５】
英訳!
%HKDYLRUDO6FLHQFH

配当
学年 専門職

単位数 

医学研究科 准教授 渡辺 範雄
教授
古川 壽亮
医学研究科 特定講師 小川 雄右

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

授業
形態 講義

開講年度・ ・
前期前半 曜時限 火
開講期

使用
言語 日本語及び英語

>教科書@
5HDGLQJPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHHGHG

>授業の概要・目的@
, コースの概要
人間行動に関連する理論の基礎について学習する。特に実践的に有用であることが示されている理
論を中心に学習する。

>参考書等@
（参考書）
・7UDFNLQJ8QLYHUVDO+HDOWK&RYHUDJH)LUVW*OREDO0RQLWRULQJ5HSRUW :+2
・7KH:RUOG+HDOWK5HSRUW+HDOWK6\VWHPV,PSURYLQJ3HUIRUPDQFH :+2
・「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．


,, 教育・学習方法
パワーポイントスライドによる講義、グループディスカッション、筆記試験

>授業外学修（予習・復習）等@
*RRGSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZDUHQHFHVVDU\
（その他（オフィスアワー等））
2XUGHSDUWPHQWKDVEHHQDFFHSWLQJJUDGXDWHVWXGHQWVZKRDUHLQWHUHVWHGLQUHVHDUFKUHODWHGWRKHDOWKFDUH
SROLFLHVKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWDQGKHDOWKFDUHTXDOLW\VDIHW\FRVW KWWSPHGHFRQXPLQDFMSLQW
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>到達目標@
・主な行動理論について説明することができる。
・行動理論の応用・適用を考えることができる。
>授業計画と内容@
第回月日 イントロダクション、ヘルスビリーフモデル
第回月日 トランスセオレティカルモデル、計画的行動理論
第回月日 認知行動理論、認知行動療法
第回月日 社会的認知理論
第回月日 ストレスとコーピング
第回月日 メンタルヘルス（精神および行動の障害）
第回月日 まとめ 
第回月日 まとめ  、試験
予備日月日
>履修要件@
03+コア 選択必修
>成績評価の方法・観点@
平常点 出席を含む 点、試験点 単位取得のためには、合計で点以上が必要。
>教科書@
毎回、講義資料を配布する。
>参考書等@
（参考書）
必須テキスト：なし
推奨テキスト：
・*ODQ]HWDO+HDOWK%HKDYLRUDQG+HDOWK(GXFDWLRQWKHRU\UHVHDUFKDQGSUDFWLFHWKHGLWLRQ-RVVH\%DVV
行動科学 【領域５】  へ続く↓↓↓
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行動科学 【領域５】 
 行動科学の定番的教科書です。部分訳が出版されています「健康行動と健康教育−理論、研
究、実践」 曽根智史ら、医学書院、年
・松本千明 医療・保健スタッフのための健康行動理論の基礎、医歯薬出版、 簡略に要領よ
く行動科学の種々の理論がまとめられています
>授業外学修（予習・復習）等@
毎回復習をしてください。
（その他（オフィスアワー等））
その他メッセージ
人間健康科学系専攻学生の受講可否：不可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

科目ナンバリング

338%+/%

授業科目名 基礎医療倫理学 【領域５】
英訳!
%DVLF0HGLFDO(WKLFV

配当
学年 専門職

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

教授

授業
形態 講義

開講年度・ ・
開講期
前期前半 曜時限 木

小杉 眞司
使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
【基本情報】
授業日時：木曜限（前期前半）
教室：*棟セミナー室$
レベル：基礎
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・竹之内沙弥香・大守伊織（岡山大学）
【コースの概要】
社会健康医学における研究と実践の基礎となる医療倫理の考え方、研究倫理申請などについて、そ
の骨子を学ぶ
>到達目標@
・社会健康医学における研究と実践の基礎となる医療倫理上の問題に適切に対応できる。
・主な医療倫理理論について説明できる。
・自身の研究倫理申請が適切にできる。
・産婦人科医療・小児医療・終末期医療などにおける医療倫理上の問題を説明できる。
>授業計画と内容@
【第回】＜小杉＞医療倫理学総論・医療倫理における考え方
【第回】＜和田＞新生児・小児医療と倫理など 
【第回】＜山田＞産婦人科医療と倫理
【第回】＜竹之内＞終末期医療の倫理
【第回】＜大守＞生命倫理学の歴史
【第回】＜小杉＞研究倫理・倫理審査委員会
【第回】＜和田＞新生児・小児医療と倫理など 
（変更の可能性があるので開講日に確認してください）
>履修要件@
03+コア科目（選択必修）
自身の研究計画を倫理申請する予定がある場合は必ず履修すること（0&5含む）
人間健康科学系専攻学生の受講可否：要事前連絡
>成績評価の方法・観点@
平常点（出席を含む）（約）、レポート 約 などを総合的に判定する。
＜レポート提出期限＞
・中間レポート締切：月日
・最終レポート締切：月日
メールで提出。
受領確認メールはいたしません。

基礎医療倫理学 【領域５】  へ続く↓↓↓

基礎医療倫理学 【領域５】 
>教科書@
講義中の配布資料
>参考書等@
（参考書）

科目ナンバリング

338%+/%

授業科目名 医学コミュニケーション・基礎 【領域５】 担当者所属・
医学研究科 准教授 岩隈
職名・氏名
英訳!
0HGLFDO&RPPXQLFDWLRQ,QWURGXFWLRQ

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
前期前半 曜時限 火
開講期

授業
形態 講義

美穂

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
コースの概要
本コースは医学研究科社会健康医学系専攻の03+コア科目の一つです。
医学コミュニケーションの基礎講座として、さまざまなバックグランド、専門、興味を持つ学生へ
の対応を目的とした基本的事項を網羅し理解、検討を行います。

>授業外学修（予習・復習）等@
適宜指示する
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>到達目標@
学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
医学コミュニケーションの基本的枠組み、コンセプトを理解する。
社会学・コミュニケーション学を手掛かりに、臨床におけるコミュニケーションについて理解す
る。

>授業計画と内容@
  イントロダクション
 医療と社会とコミュニケーション１
 「病棟の子供たちに遊びを通した日常を届ける」（高谷恵美氏 京大病院「にこにこトマト」
代表）
 医療と社会とコミュニケーション
 コミュニケーション学の基本の「き」： 非言語ｘ言語ｘチャネル
 
医療と時間と空間： 続・非言語コミュニケーション
 
まとめ
>履修要件@
選択必修
>成績評価の方法・観点@
平常点（授業参加度も含む） ５０％
レポート ５０％
「一言宣言」 ５％ ＋ タイトル１０％ ＋ 最終版 ３５％

医学コミュニケーション・基礎 【領域５】  へ続く↓↓↓
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医学コミュニケーション・基礎 【領域５】 

科目ナンバリング
授業科目名 医学基礎 ,
英訳!
3K\VLRORJ\,

>教科書@
ハンドアウトを配布する。

配当
学年 専門職

「生理学,」

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限
開講期
前期

教授

授業
形態 講義

小杉 眞司
使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
※ 詳細未定（告知を確認のこと）

>参考書等@
（参考書）

>到達目標@
※ 詳細未定（告知を確認のこと）

>授業外学修（予習・復習）等@
コミュニケーション学の中で興味のあるリーディングを読むことを推奨する。

（その他（オフィスアワー等））
「授業参加・貢献」を重視しているため、自発的発言を求める。
医療・医学への社会科学的アプローチに興味のある学生向け。
障害があり、授業あるいは課題への取り組みに配慮（$FFRPPRGDWLRQ）が必要な場合、早めに相談
に来ること。
講師の都合により日程変更の可能性あり。
留学生がいる場合、授業使用言語を英語にする可能性あり。
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>授業計画と内容@
生理学 月曜，限
開講日!

※ 詳細未定（告知を確認のこと）

>履修要件@
特になし

>成績評価の方法・観点@
社会健康医学系専攻においては、平常点％とレポート％

>教科書@
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
>参考書等@
（参考書）
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
>授業外学修（予習・復習）等@
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
（その他（オフィスアワー等））
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

医学基礎 , 「解剖学」 

科目ナンバリング
授業科目名 医学基礎
英訳!
$QDWRP\

配当
学年 専門職

, 「解剖学」

単位数 

担当者所属・ 医学研究科
職名・氏名
医学研究科

開講年度・ ・
曜時限
開講期
前期

教授
教授

授業
形態 講義

小杉 眞司
山田 重人
使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
人体は様々な細胞から組織、器官が構成されており、それらが協調して働くことで一個体として機
能している。人体の構造と機能に関する総合的理解を目指し、特に、その構造異常や機能異常によ
って起こる「疾患」を念頭において概説する。学生諸君の知的好奇心を刺激する一方で、臨床に有
益な関連事項を織り交ぜて解説したい。
>到達目標@
・人体の構造及び機能の基本を理解する。
・異常により引き起こされる疾患の病態について解剖学的に説明できる。
>授業計画と内容@
解剖学 水曜，限
開講日!

 &KDSWHU ,QWURGXFWLRQWRWKH%RG\；&KDSWHU&KHPLVWU\RI/LIH
&KDSWHU&HOOV；&KDSWHU7LVVXHV
&KDSWHU2UJDQ6\VWHPV；&KDSWHU6NLQDQG0HPEUDQHV
&KDSWHU6NHOHWDO6\VWHP
&KDSWHU0XVFXODU6\VWHP
&KDSWHU1HUYRXV6\VWHP
&KDSWHU1HUYRXVV\VWHP FRQW G
&KDSWHU6HQVHV；&KDSWHU(QGRFULQH6\VWHP
&KDSWHU%ORRG；&KDSWHU&DUGLRYDVFXODU6\VWHP
&KDSWHU&DUGLRYDVFXODU6\VWHP FRQW G
&KDSWHU/\PSKDWLF6\VWHPDQG,PPXQLW\；&KDSWHU5HVSLUDWRU\6\VWHP
&KDSWHU'LJHVWLYH6\VWHP；&KDSWHU1XWULWLRQDQG0HWDEROLVP
&KDSWHU8ULQDU\6\VWHP；&KDSWHU5HSURGXFWLYH6\VWHP
&KDSWHU*URZWK'HYHORSPHQWDQG$JLQJ
 試験およびフィードバック

>教科書@
.73DWWRQ*$7KLERGHDX「6WUXFWXUH )XQFWLRQRIWKH%RG\WKHG3DSHUEDFN」（(/6(9,(5）
,6%1
（年月発売の新判を使用する。）

>参考書等@
（参考書）
.73DWWRQ*$7KLERGHDX「6WUXFWXUH )XQFWLRQRIWKH%RG\WKHG3DSHUEDFN」（(/6(9,(5）
,6%1
（年月発売の新判を使用する。）
【参考書】
塩田浩平「グレイ解剖学 原著第版」（エルゼビア・ジャパン）,6%1（必要に応じ
て参照のこと。重いので毎回の講義に持参しなくてもよい。解剖実習では必要か。）
藤田恒夫「入門人体解剖学 改訂第版」（南江堂）,6%1（英語がどうしても辛く
なった時に参照するのに適切。）

（関連ＵＲＬ）
KWWSVHYROYHHOVHYLHUFRPFV （教科書を購入すると、ウェブサイトへのアクセス方法が入手できま
す。）
>授業外学修（予習・復習）等@
・ 講義前には、教科書の該当範囲を通読してくることが望ましい。
・ 講義後には付録してある演習問題を解き、講義事項を確認する。

（その他（オフィスアワー等））
初回講義より教科書を使用するので購入して持参すること。
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
社会健康医学系専攻においては、平常点％とレポート％

医学基礎 , 「解剖学」  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング
科目ナンバリング

科目ナンバリング

授業科目名 医学基礎
医学基礎 I, 「神経生理学
「神経生理学,」
授業科目名
I」
英訳>! Neurophysiology
<英訳
1HXURSK\VLRORJ\,I

配当
配当
専門職
学年 専門職
学年

単位数 
単位数
2

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
2020・ 曜時限 木1
開講期
後期

教授

授業
形態 講義

小杉 眞司

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
[授業の概要・目的]
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
詳細未定（告知を確認のこと）
※

[到達目標]
>到達目標@
※
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
詳細未定（告知を確認のこと）
[授業計画と内容]
>授業計画と内容@
神経生理学1
木曜1限
神経生理学 後期
水曜，限
10/1,10/8,10/15,10/22,10/29,11/5,11/12,11/26,12/3,
開講日!
12/10,12/17,12/24.1/7,1/14

人間健康科学第９教室
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
※ 詳細未定（告知を確認のこと）

>履修要件@
[履修要件]
特になし
特になし

>成績評価の方法・観点@
[成績評価の方法・観点]
社会健康医学系専攻においては、平常点％とレポート％
社会健康医学系専攻においては、平常点30％とレポート70％

>教科書@
[教科書]
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
詳細未定（告知を確認のこと）
※
>参考書等@
[参考書等]
（参考書）
（参考書）
※
詳細未定（告知を確認のこと）
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
>授業外学修（予習・復習）等@
[授業外学修（予習・復習）等]
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
詳細未定（告知を確認のこと）
※
（その他（オフィスアワー等））
（その他（オフィスアワー等））
※ 詳細未定（告知を確認のこと）
詳細未定（告知を確認のこと）
※

338%+/%
医学研究科 教授
小杉 眞司
特定教授 上嶋 健治
佛教大学保健医療技術学部教授 河田 光博

授業科目名 医学基礎 ,,
英訳!
%DVLF0HGLFLQH,,

配当
学年 専門職

単位数 

担当者所属・
附属病院
職名・氏名

授業
形態 講義

開講年度・ ・
曜時限 木
開講期
後期

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
担当教員
上嶋 健治（京都大学医学部附属病院相談支援センター長 特定教授）循環
河田 光博（佛教大学 保健医療技術学部 教授）神経内分泌学、脳科学、解剖学
コースの概要
生活習慣病などの疾病を学ぶために必要な医学的基礎知識として、循環系の器官・器官系の生理機
能と調節機構に加えて、医学基礎,（前期）で扱わなかった運動器系（骨と筋）、神経系、感覚器
系（皮膚を含む）の基本的な構造と機能、およびその病態形成のメカニズムなどについて講義を行
う。
学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
・循環系について理解する
・運動器系の構成と機能および頻度の高い疾患について理解する
・神経系と感覚器系および頻度の高い疾患について理解する
教育・学習方法
講義形式（一部、解剖センターでの見学）
>到達目標@
医療系学部等での該当する教育を受けていない学生向けに開講している科目である。社会健康医学
系専攻における多様な研究活動を行っていくための基盤的な学びを得る
>授業計画と内容@
第回月日 循環器総論 ポンプとしての構造と機能を知る
第回月日 循環器各論１ 構造的異常を知る：弁膜症・先天性心疾患と血管疾患の理解のため
に
第回月日 循環器各論２ 構造的異常を知る：虚血性心疾患・救急医療の理解のために
第回月日 循環器各論３ 機能的異常を知る：高血圧・不整脈の理解のために
第回月日 運動器系：骨格系１（骨・軟骨組織の構造と軸骨格）について
第回月日 運動器系：骨格系２（上肢・下肢の骨、関節）について（解剖センターでの見学あ
り）
第回月日 運動器系：筋系１（筋組織の構造と運動）について
第回月日 運動器系：筋系２（上肢・下肢・体幹）について
第回月日 神経系：神経細胞の構造と機能について
第回月日 神経系：中枢神経系の構造と機能について（解剖センターでの見学あり）
第回月日 神経系：末梢神経系および自律神経系について
第回月日 神経系：代表的な脳・脊髄疾患の病態について
第回月日 感覚器系：視覚系の構造と機能について
第回月日 感覚器系：聴覚系・嗅覚系・味覚系について
医学基礎 ,,  へ続く↓↓↓

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

医学基礎 ,, 
第回月日 感覚器系：体性感覚と皮膚について
＊回〜回 上嶋 健治、回〜回 河田 光博
>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
平常点％とレポート％
>教科書@
・カラーで学ぶ解剖生理学（第２版）（コメディカルサポート研究会）メディカル・サイエンス・
インターナショナル（(/6(9,(5）
>参考書等@
（参考書）
・佐藤昭夫、佐伯由香編 人体の構造と機能 医歯薬出版
・テイポドー、パットン コメディカルサポート研究会訳 カラーで学ぶ解剖生理学 医学書院
・$シェフラー、6シュミット 三木明徳、井上貴央訳 からだの構造と機能 西村書店
・クロスマン、ネアリー 野村嶬、水野昇訳 神経解剖カラーテキスト第版 医学書院
・生理学テキスト 大地陸男 著 文光堂
・標準生理学 福田康一郎 監修 医学書院
・(ULF.DQGHO-DPHV6FKZDUW]他3ULQFLSOHVRI1HXUDO6FLHQFH0F*UDZ+LOO3URIHVVLRQDO版
（日本語版）金澤一郎 宮下保司 監修  カンデル神経科学、メディカルサイエンスインターナショ
ナル、
・泰羅雅登、中村克樹 監修 翻訳 カールソン神経科学テキスト脳と行動、 丸善出版、
・人体の正常構造と機能（改訂第版）全巻縮刷版、日本医事新報社、
・プロメテウス解剖学コアアトラス 第２版、医学書院、
・絵でみる脳と神経：しくみと障害のメカニズム 第４版、

>授業外学修（予習・復習）等@
適宜予習復習を求める。
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否：可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

科目ナンバリング

338%+/%

授業科目名 臨床医学概論
英訳!
,QWURGXFWLRQWR&OLQLFDO0HGLFLQH

配当
学年 専門職

単位数 

担当者所属・
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 水
開講期
後期

医学研究科 教授
小杉 眞司
非常勤講師 渡邉 泱
非常勤講師 千葉 勉
授業
形態 講義

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
担当教員
渡邉 泱（渡辺記念長命研究所所長、京都府立医科大学名誉教授、明治国際医療大学名誉教授）
千葉 勉（関西電力病院 院長、京都大学名誉教授）
コースの概要
医学は今日まで多くの疾病の原因を解明し、その予防法と治療法を発見し人間社会に貢献してきた。
しかし、現代社会は人口問題、環境問題、高齢者問題などが相まって、人間の疾病と関連する多く
の課題に直面している。本講義では、保健、医療、福祉に携わる保健医療従事者（医師、看護師、
その他のコメディカルスタッフ）が連携していく上で不可欠な医学に関する基礎知識と今日的課題
について講義する。
教育・学習方法
・講義
・グループワーク
>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。
・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。
>授業計画と内容@
第回月日 ひと・社会・病気
第回月日 膀胱結石治療の歴史
第回月日 医学・教育・医療
第回月日 がん予防の新展開
第回月日 毒物学・麻薬学入門日本人の精神構造と医療（受講生の希望によりどちらか選択）
第回月日 腎・泌尿器疾患通論
第回月日 がんの臨床
第回月日 遺伝子異常と疾患
第回月日 感染症
第回月日 免疫と疾患
第回月日 消化器疾患（１）
第回月日 消化器疾患（２）
第回月日 栄養と疾患
第回月日 体液の調節機構
第回月日 グループ発表とまとめ
＊回〜回・回 渡邉 泱、回〜回 千葉 勉
臨床医学概論  へ続く↓↓↓
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臨床医学概論 

338%+3-

科目ナンバリング

医学研究科 教授

>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
平常点（出席を含む） ％、レポート
>教科書@
講義時に配布される資料あるいは紹介される文献。
推薦テキスト（購入は必須ではない）
・河田光博、武田英二編 臨床医学入門人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 第版 栄養科学シ
リーズ1(;7  講談社サイエンティフィク
・渡辺 泱、勝見泰和、山村義治編 チーム医療従事者のための臨床医学全科 金芳堂

>参考書等@
（参考書）
（参考書）
・+DUULVRQ V,QWHUQDO0HGLFLQHWKHGLWLRQ0F*UDZ+LOO(GXFDWLRQ
・*ROGPDQ&HFLO0HGLFLQHWKHGLWLRQ(OVHYLHU
・ガイトン 生理学、エルセヴィアジャパン
・ハーパー 生化学、丸善
・渡辺泱 検診で見つかるがんの割は良性がんである―過剰診断時代の予防がん学―、晶文社、

>授業外学修（予習・復習）等@
適宜予習復習を求める。
（その他（オフィスアワー等））
必修である非医療系学部出身者はもちろん、医師はじめ医療系学部出身者の受講も歓迎します。
人間健康科学系専攻学生：可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

佐藤 俊哉
正明
大宮 將義

授業科目名 医療統計学実習
担当者所属・
医学研究科 准教授 土居
英訳!
,QWURGXFWLRQWR6WDWLVWLFDO&RPSXWLQJDQG'DWD0DQDJHPHQW 職名・氏名

医学研究科 助教

配当
学年 専門職

単位数 

授業
形態 実習

開講年度・ ・
曜時限 火
開講期
前期

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
医療統計学実習では、医療統計学講義で学んだ医療統計の考え方を実際に目で見て、体験するこ
とを目的とします。医療統計学の理解を深めるためにはお勧めの実習です。統計ソフト-03による
簡単な集計、解析、プログラミングを実習します。実習のレポートはワープロソフト:RUGで作成し
てもらいます。図表などは表計算ソフト([FHOを使って作成します。プレゼンテーションはプレゼン
テーションソフト3RZHU3RLQWを用いて行います。これらのソフトの使い方も学びます。
統計ソフト-03は京都大学でライセンス契約しています。医学研究科の学生さんは医学研究科ホ
ームページの、
KWWSZZZPHGN\RWRXDFMSVRIWZDUH-03
から、実習で使用するノートパソコンに-03をダウンロード・インストールしてください。みなさ
んの個人のパソコンにもインストールできますので、ノートパソコンなどにインストールして実習
に持ってきてください。
>到達目標@
・データチェック、データマネジメントの重要性を理解する
・ワープロ、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを使って、すばらしい図表を作成し、すば
らしい発表をし、すばらしいレポートを作成する
・統計ソフトを使って集計と簡単な統計計算を行うことで、医療統計の基礎的な考え方の理解を深
める
>授業計画と内容@
第回 月日 イントロダクション、表計算ソフトを使う
第回 月日 統計ソフト-03を使う
第回 月日 グループ実習 テーマ選択・データ収集
第回 月日 グループ実習 データ収集
第回 月日 グループ実習 集計、解析
第回 月日 グループ実習 プレゼンテーション
第回 月日 ランダムにわけてみよう
第回 月日 リスク比、リスク差、オッズ比の不思議
第回 月日 割合の差の検定と帰無仮説のほんとうの意味
第回月日 「信頼区間はの確率で真の値を含む」わけではない
第回月日 ×表を解析する
月日 休講
第回月日 サンプルサイズを計算していかに多くの対象者が必要かをしる
第回月日 ランダムサンプリングしてみる
第回月日 発表会（セミナー室$、開始）
第回月日 発表会（セミナー室$、開始）

医療統計学実習  へ続く↓↓↓

医療統計学実習 
>履修要件@
・演習室のスペースが名までですので、社会健康医学系専攻の履修者を優先します
・毎年スペース以上の履修希望者がいて、希望通りに受け入れられない状況ですが、例年、途中か
ら「参加できなくなった」という学生さんがいます。参加できなくなる可能性のある場合は受講を
遠慮してください
・人間健康科学系専攻の学生さんの受け入れはしていません
・医科学修士、医学博士課程の受講希望者は事前に連絡してください
・レポートを書いたことのない人は、レポートの書き方に関する書籍などを読んでおいてください
注 この実習は月に発表があります
>成績評価の方法・観点@
レポートとプレゼンテーション
・毎回レポートを提出してもらいます
・班ごとのプレゼンテーション
・個人ごとのプレゼンテーション（月）
>教科書@
必須ソフト：-03
毎回「実習の手引き」を配布します
>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
毎回レポート提出があります
（その他（オフィスアワー等））
・医療統計学実習を履修していないと後期「解析計画実習」は履修できません
・途中からの参加は認めません、必ず初回から出席してください
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

338%+/-

科目ナンバリング

授業科目名 観察研究の統計的方法
担当者所属・
医学研究科 教授
英訳!
6WDWLVWLFDO0HWKRGVLQ2EVHUYDWLRQDO6WXGLHV 職名・氏名

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
前期集中 曜時限 金・
開講期

授業
形態 講義

佐藤 俊哉
使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
臨床研究や疫学研究では様々な観察研究が行われています。臨床試験に代表される実験研究を実
施できない状況は数多くあり、観察研究は臨床研究・疫学研究において重要な役割を演じています。
しかし、観察研究は実験研究とことなって、さまざまなバイアスが入りやすく、観察研究に特有の
留意すべき事項も多くあります。
本コースでは観察研究のデザイン、統計解析の方法を解説し、観察研究を計画、実施、解析なら
びに報告するための医療統計学の知識を習得することを目標とします。
【月日、日、日、日（金）の集中講義】
>到達目標@
・バイアスを避けるための研究デザイン上の工夫を理解する
・バイアスを調整するための統計的方法を理解する
・観察研究における因果推論の考え方を理解する
・様々な研究デザインによる対象者のサンプリング方法と解析方法を理解する
>授業計画と内容@
集中講義月日、日、日、日（金）限〜限（日のみ限・限）
第回
第回
第回
第回

月日
月日
月日
月日

限
限
限
限

×表の数理と解析
観察研究におけるバイアス
層別解析
演習

第回
第回
第回
第回

月日
月日
月日
月日

限
限
限
限

マッチング
一般化線形モデル
生存時間解析
演習

第回 月日
第回月日
第回月日
第回月日

限
限
限
限

新しい疫学研究デザイン
新しい疫学研究デザイン
ベイズ流の解析
演習

第回月日 限 傾向スコアによる解析
第回月日 限 操作変数法
>履修要件@
・統計学の基本的な知識（確率分布、尤度、漸近分散、など）を前提とした難しいコースなので、
前期「統計的推測の基礎」を履修済みであること
・受講希望者は登録前に必ず相談してください
観察研究の統計的方法  へ続く↓↓↓
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観察研究の統計的方法 

科目ナンバリング

・人間健康科学系専攻の学生さんの受け入れはしていません

授業科目名 文献検索法
英訳!
/LWHUDWXUH6HDUFK

配当
学年 専門職

>成績評価の方法・観点@
数理・解析に関する演習のレポート

338%+/%

単位数 

担当者所属・ 医学研究科
職名・氏名
医学研究科

開講年度・ ・
開講期
前期前半 曜時限 月

准教授 高橋 由光
教授
中山 健夫

授業
形態 講義

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
・臨床研究を含む社会健康医学（パブリックヘルス）領域において、基本的なスキルの１つである
文献検索の方法論について講義を行います。
・疫学・(%0（根拠に基づく医療）の知識をもとに、各種の健康・医療情報を検索する方法を学習
します。
・3XE0HG、コクラン・ライブラリー、医学中央雑誌など代表的な医学文献データベース、有用な
:HEサイト、本学で利用可能な情報リソースの基礎的事項を紹介し、その活用法の習得を目指しま
す。
・(%0や疫学の基礎知識を学びながら、社会健康医学の学習・研究を進める基礎として、系統的な
情報検索法の習得を目指します。
・教育・学習方法：パワーポイントスライドによる講義と実習

>教科書@
毎回講義資料を配布します。
>参考書等@
（参考書）
佐藤俊哉 『宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ 検定の巻』（岩波書店）,6%1
丹後俊郎、松井茂之編 『新版 医学統計学ハンドブック』（朝倉書店）,6%1
5RWKPDQ.-*UHHQODQG6/DVK7/『0RGHUQ(SLGHPLRORJ\UGHG』（/LSSLQFRWW:LOOLDPV :LONLQV）
,6%1

>到達目標@
各種データベースを活用して、社会健康医学に関する情報を検索するスキルを習得する。

>授業外学修（予習・復習）等@
演習の課題を解くこと

>授業計画と内容@
第回 月日 オリエンテーション（中山・高橋）
第回 月日 医中誌:HE入門（医学中央雑誌）
第回 月日 3XE0HG入門 （医学図書館）
第回 月日 クリニカル・クエスチョン、診療ガイドライン、システマティック・レビュー（
中山）
第回 月日 3XE0HG応用（高橋）
第回 月日 コクラン・ライブラリー （ワイリー）
第回 月日 文献管理入門（0HQGHOH\）（エルゼビア・ジャパン）
第回 月日 文献評価の基本＆各種声明（中山）

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
毎回の小レポート（）および課題レポート提出（）

文献検索法  へ続く↓↓↓

文献検索法 

科目ナンバリング

>教科書@
使用しない

（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否：受講可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

医学研究科 教授
医学研究科 准教授
名古屋第二赤十字病院 副院長
担当者所属・
三重県立一志病院 院長
職名・氏名
奈良県立医科大学 講師

授業科目名 文献評価法
英訳!
&ULWLFDO$SSUDLVDO

東京都健康長寿医療センター
研究部長
国立研究開発法人国立成育医療研究センター研究所
研究員

>参考書等@
（参考書）
中山健夫，津谷喜一郎編著 『臨床研究と疫学研究のための国際ルール集』（ライフサイエンス出版）

>授業外学修（予習・復習）等@
・(&6,'（学生アカウント）が必要です。
KWWSZZZLLPFN\RWRXDFMSMDVHUYLFHVFHUWHFVBLG

338%+/%

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
授業
前期集中 曜時限 前期後半：月４ 形態 講義
開講期

中山
高橋
野口
四方
田中
石崎
佐々木

健夫
由光
善令
哲
優
達郎
八十子

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
・臨床研究を含む社会健康医学（パブリックヘルス）領域において、基本的なスキルの１つである
文献の評価方法について講義を行います。
・疫学・(%0（根拠に基づく医療）の知識をもとに、各種の健康・医療情報を検索し、適切に評価
した上で利用する方法を学習します。
教育・学習方法
・パワーポイントスライドによる講義と実習
・一部グループワークあり
>到達目標@
得られた文献・情報を批判的に吟味し、主体的に活用する能力を習得する。
>授業計画と内容@
第回 月日オリエンテーション（中山・高橋）
第回 月日&$63による臨床試験論文の評価（中山）
第回 月日ケースを用いたバイアスの評価（）（石崎）
第回 月日 ケースを用いたバイアスの評価（）（石崎）
第回 月日 コクラン共同計画によるコクラン・レビューを通して（田中・中山・佐々木）
第回 月日&$63によるメタアナリシス論文の評価（中山）
第回 月日$*5((法による診療ガイドラインの評価 （中山）
第回 月日（・限）メタアナリシスセミナー（野口・四方・田中・中山）
>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
毎回の小レポート（）および課題レポート提出（）

文献評価法  へ続く↓↓↓
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文献評価法 
>教科書@
講義資料は配布

配当
学年 専門職
>参考書等@
（参考書）
中山健夫，津谷喜一郎編著 『臨床研究と疫学研究のための国際ルール集』（ライフサイエンス出版）

>授業外学修（予習・復習）等@
予習より復習に時間を取ること
（その他（オフィスアワー等））
(%0や疫学の基礎知識を学びながら、社会健康医学の学習・研究を進める基礎として、系統的な文
献評価法の習得を目指します。
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

338%+/%

科目ナンバリング

授業科目名 ヘルスサイエンス研究の進め方
英訳!
0HWKRGVRI+HDOWK6FLHQFHV5HVHDUFK

単位数 

担当者所属・
職名・氏名

医学研究科 教授
中山 健夫
非常勤講師 宮崎 貴久子
スタットコム株式会社 植谷 可恵

開講年度・ ・
授業
開講期
前期集中 曜時限 金・ 開講日注意 形態 講義

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
・医療・ヘルスサイエンス研究を進めるにあたって必要な、明確で正確なコミュニケーションの基
本的知識を学びます。
・研究者として「知らなかった」ではすまされない研究と出版の倫理について学びます。
・研究成果公表にあたって分かりやすい、科学的・論理的な文章、図表、スライドやポスターの作
成法を学びます。

>到達目標@
・ヘルスサイエンス研究をする意味への理解を深める。
・研究者として遵守すべき研究と出版の倫理について理解する。
・研究を進めるにあたって必要な学会発表、論文出版の進め方、助成金申請の準備について基本的
な手順を理解する。
・研究成果を公表するにあたって必要な科学的な文章作成方法と、一般的な文章表現方法の違いを
理解する。
>授業計画と内容@
第回 月日限
第回 月日限
第回 月日限
第回 月日限
第回 月日限
第回 月日限
第回 月日限
第回 月日限

ヘルスサイエンス研究の歴史と意義、公正な科学研究（中山・宮崎）
研究と出版の倫理,（総論）（宮崎）
研究と出版の倫理,,（,&0-(）（宮崎）
論理的な文章作成法：効果的・効率的な書き方、論文と抄録の書き方（宮崎）
論理的な文章作成法：パラグラフ構造（植谷）
京都大学における医学研究の歴史（中山）
表とグラフでのデータ表示法（宮崎）
ポスターとスライド発表、助成申請と研究計画書（宮崎）

>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
授業への積極的な参加・発言（）
レポート（）

ヘルスサイエンス研究の進め方  へ続く↓↓↓

ヘルスサイエンス研究の進め方 

科目ナンバリング

>教科書@
講義資料は配布

授業科目名 医療の質評価
英訳!
(YDOXDWLRQRI4XDOLW\LQ+HDOWK&DUH

>参考書等@
（参考書）
7KRPDV/DQJ『トム・ラングの医学論文「執筆・出版・発表」実践ガイド』（シナジー）
7KRPDV/DQJ『わかりやすい医学統計の報告：医学論文作成のためのガイドライン』（中山書店）
中山健夫 ほか 『臨床研究と疫学研究のための国際ルール集』（ライフサイエンス社）
購入は必須ではありません。
>授業外学修（予習・復習）等@
・各回授業につき時間程度。
・第一回の授業前に、,&0-(5HFRPPHQGDWLRQVを読んでください。
（KWWSZZZMFPMHRUJUHFRPPHQGDWLRQV
（その他（オフィスアワー等））
・授業中は自分の表現で意見表明できるように常に考えていてください。
・開講日と時限に注意してください。
人間健康科学系専攻学生の受講可否：可ですが、授業中のディスカッションに参加することを認識
しておいてください。

配当
学年 専門職

338%+/%

単位数 

医学研究科 教授
特定准教授
准教授
医学研究科 特定講師

担当者所属・ 医学研究科
職名・氏名
医学研究科

開講年度・ ・
授業
前期集中 曜時限 水 （前期後半） 形態 講義
開講期

今中 雄一
佐々木 典子
國澤 進
大坪 徹也

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
医療の質、医療安全、公正と効率に関して、医療スタッフ・医療施設・地方自治体・国に至る諸々
の現場レベルにおける重要課題を扱い、基本的事項を理解する。
＜内容＞
・医療の質、公正と効率
・4XDVL([SHULPHQWDO'HVLJQの基本について説明できる
・医療の質・安全・効率におけるマネジメントシステムと政策
・医療の評価・病院機能評価
・医療情報と医療の質評価
・医療の質指標（4,）とその活用
>到達目標@
・医療の質を評価する際に必要な理論・概念、研究・評価手法、課題と対策について、重要事項を
理解し、他者に説明しできるようになること。
・基本的な研究や社会制度の意義を系統的、批判的に解釈できるようになること。
・社会健康医学の研究及び実務上の問題解決に、関連しうる知識等を活用できるようになること。

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>授業計画と内容@
第回 月日 医療の質、効率、そして公正
第回 月日 医療の質・安全と組織文化
第回 月日 医療の質の評価法、アウトカム研究・リスク調整
第回 月日 医療の質の指標化（4,、&,）
第回 月日 情報システムと医療評価
第回 月日 医療の質評価： 論文レビュー＆討議１
第回 月日 医療の質評価： 論文レビュー＆討議２
＊ 外部講師他の諸状況により日程変更あります。初回に予定を説明します。
>履修要件@
社会健康医学系専攻院生
他専攻院生（人間健康科学系専攻等含む）の受講可否： ３名程度まで可（ただし、社会健康医学
系専攻院生を前提とした講義となります。）
原則、％以上の出席を前提とする
医療の質評価  へ続く↓↓↓
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医療の質評価 

科目ナンバリング
授業科目名 毒性学入門
英訳!
,QWURGXFWLRQWR7R[LFRORJ\

>成績評価の方法・観点@
 レポート
 日々の講義へのコミットメント
>教科書@
適宜、資料を講義にて配布する。

>参考書等@
（参考書）
・医療安全のエビデンス‐患者を守る実践方策 医学書院
・病院の教科書（医学書院）
・+DQGERRNRI+HDOWK6HUYLFHV5HVHDUFK（6SULQJHU6FLHQFH%XVLQHVV0HGLD）
・「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．

>授業外学修（予習・復習）等@
予習・復習は必要

（その他（オフィスアワー等））
・当分野では、医療政策、医療経営、医療の質・安全・コスト研究に深く関わりたい人を募ってい
ます。（医療経済学分野：KWWSPHGHFRQXPLQDFMS）
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

配当
学年 専門職

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 水
開講期
前期

准教授 原田 浩二

授業
形態 講義

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
, コースの概要
化学物質の健康影響を考えると、「正」の面である薬と「負」の面である毒がある。本コースでは、
環境汚染物質や身近にある金属、有機物質の毒性を有名な事件や古典を題材として考察し、初級中
毒学を学ぶ。予習の必要はありませんが、高校化学の知識は必要です。題材から事件を推理するの
ではなく、現代化学文明の獲得した利便性の、ヒト健康に及ぼす負の作用を考えます。ケーススタ
ディをもとに、薬物、毒物の影響を教授しますが、自らも考え、積極的に意見発表を行ってくださ
い。
>到達目標@
,, 学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
・化学物質の毒性を知ることができる
・毒物に関して、症状から文献検索ができる。
・症状と経過から毒物を予想できる。中毒学の基礎を知ることができる
>授業計画と内容@
コース予定・内容
第回 オリエンテーション（環境保健と中毒学）2ULHQWDWLRQ
第回 アルコールの毒性と遺伝 $OFRKROWR[LFLW\DQGJHQHWLFV
第回 インスリン殺人事件 ,QVXOLQ
第回 ネオニコチノイド農薬1HRQLFRWLQRLGSHVWLFLGH
第回〜回 水銀中毒0HUFXU\SRLVRQLQJV
第回〜回 砒素中毒$UVHQLFSRLVRQLQJV
第回 麻薬の毒性 2SLRLGDQGFDQQDELQRLG
第回 インドの小児の夏の死亡の原因を推理する&DXVHRI&KLUHGUHQ V'HDWKLQ,QGLDGXULQJVXPPHU
第回 トリカブトなどの自然毒 $FRQLWLQH
第回 生薬から生まれた現代医薬 0HGLFLQHVIURPQDWXUDOSURGXFWV
第回〜回 グループワーク *URXSZRUN
第回 レポート講評
>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
平常点（出席と質問等の積極性を含む）％、レポート％

毒性学入門  へ続く↓↓↓

毒性学入門 
>教科書@
講義中の配布資料
>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
・グループワークについては授業時間外で準備すること
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 上限人まで可能
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

科目ナンバリング

338%+/%

授業科目名 医療社会学・基礎
英訳!
0HGLFDO6RFLRORJ\

配当
学年 専門職

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

准教授 岩隈 美穂

開講年度・ ・
授業
前期集中 曜時限 前期後半 火 形態 講義
開講期

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
コースの概要
医療社会学とは「健康・病気と保健・医療に関わる世界の問題を、行動や生活、家族や集団、地域
や社会、文化などに関する社会学の理論と方法を用いて解明する学問分野」崎喜比古（編）、、
「健康と医療の社会学」まえがき より）
このクラスの射程として、社会学はもちろんだが人類学、コミュニケーション学、歴史、哲学、倫
理学なども含む予定で、「人文学・社会科学」から医学を考える。
>到達目標@
学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
医療社会学とは何か、を説明できる。
医療社会学の概念、理論、方法論を理解する。
自分の興味のある研究テーマにひきつけて医療社会学を考えることができる。
「人文学・社会科学」からの医療・医学への視点や語彙を提供し、履修者たちの描 く「理想の
医療」への改革へのヒントにすることができる。

>授業計画と内容@
  イントロダクション
 医療社会学の基礎
 ,3(,3:について （酒井郁子氏 千葉大学）
 病と疾病ほか
 病人役割・スティグマ・その他
  エンハンスメント
  まとめ
>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
出席
２５％
授業参加度
２５％
レポート
５０％
タイトル １５％ ＋ 最終版 ３５％

医療社会学・基礎  へ続く↓↓↓
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医療社会学・基礎 

科目ナンバリング

*0('6/(

授業科目名 統計遺伝学,
英訳!
6WDWLVWLFDO*HQHWLFV,

>教科書@
ハンドアウトを配布する

配当
学年 博士

>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
各自の興味関心に関連した医療社会学のリーディングを読むことを薦める
（その他（オフィスアワー等））
「授業参加・貢献」を重視しているため、自発的発言を求める。
医療・医学への社会科学的アプローチに興味のある学生向け。
障害があり、授業あるいは課題への取り組みに配慮（$FFRPPRGDWLRQ）が必要な場合、早めに相談
に来ること。
講師の都合によって、内容や日程が変わることもある。
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 名まで可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

教授

山田 亮

開講年度・ ・
授業
使用
開講期
前期集中 曜時限 集中講義 形態 講義・演習 言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
'D\VDQGKRXUV VWZHHNRI$XJVXW0RQ7XH:HGDQG)UL1R7KU
$XJXVWUG
$XJXVWUG
$XJXVWUG
$XJXVWUG
$XJXVWWK
$XJXVWWK
$XJXVWWK
$XJXVWWK
$XJXVWWK
$XJXVWWK
$XJXVWWK
$XJXVWWK
$XJXVWWK
$XJXVWWK
$XJXVWWK
$XJXVWWK6SDUH
統計遺伝学の学修にあたり３つの要素に分けて取り組む。基礎数学、統計解析の基礎、統計解析の
応用の３つである。
基礎数学は線形代数学、微分積分学、グラフ理論、情報幾何学の４つを扱う。基礎ではデータ型・
検定・推定の考え方を扱う。応用では、メンデル型遺伝、癌症候群、複合遺伝性疾患、発現解析を
取り上げる。
これらを以下のような６つのモジュールとして提供する。
基礎数学$ 線形代数とグラフ理論 、基礎数学% 微分積分学と情報幾何
統計解析基礎$ データ型と検定 、統計解析% 推定
統計解析応用$ メンデル型遺伝、癌症候群 、統計解析応用% 複合遺伝性疾患と発現解析
統計遺伝学,、,,はそれぞれ前期、後期に開講するが、年度ごとにその提供内容は変わる。
年度からの提供予定は以下のとおりとする。
 前期 基礎数学$、後期 統計解析基礎$
 前期 基礎数学%、後期 統計解析応用%
 前期 基礎数学$、後期 統計解析基礎%
 前期 基礎数学%、後期 統計解析応用$
また、統計遺伝学,,,の講義では、プログラミング言語5を使い、計算、データ解析、データ視覚化、
データシミュレーションの技術も学ぶ。
年度前期は基礎数学%である。
7KLVFRXUVHLVFRQVLVWHGRIWKUHHFRPSRQHQWVWRPDVWHUWKHEDVLFVRIVWDWLVWLFDOJHQHWLFV  EDVLFPDWKHPDWLFV
 EDVLFVRIVWDWLVWLFVDQG  DSSOLFDWLRQRIVWDWLVWLFVWRJHQHWLFVWXGLHV
7KHFRXUVHGLYLGHVWKHVHWKUHHFRPSRQHQWVLQWRVL[PRGXOHVDQGSURYLGHVRQHRIWKHPIRUHDFKVHPHVWHU
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統計遺伝学, 

統計遺伝学, 

%DVLFPDWKHPDWLFV$/LQHDUDOJHEUDDQGJUDSKWKHRU\
%DVLFPDWKHPDWLFV%&DOFXOXVDQGLQIRUPDWLRQJHRPHWU\
%DVLFVRIVWDWLVWLFV$'DWDW\SHVDQGVWDWLVWLFDOWHVWV
%DVLFVRIVWDWLVWLFV%,QIHUHQFH
$SSOLFDWLRQRIVWDWLVWLFV$6WDWLVWLFDODVSHFWVRI0HQGHOLDQWUDLWVDQG&DQFHUV\QGURPHV
$SSOLFDWLRQRIVWDWLVWLFV%6WDWLVWLFDDVSHFWVRIFRPSOH[JHQHWLFWUDLWVDQGJHQHH[SUHVVLRQELRPDUNHUV
6FKHGXOHSODQLVDVEHORZ
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV$QGVHPHVWHU%DVLFVRIVWDWLVWLFV$
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV%QGVHPHVWHU$SSOLFDWLRQ%
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV$QGVHPHVWHU%DVLFVRIVWDWLVWLFV%
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV%QGVHPHVWHU$SSOLFDWLRQ$
,QWKHFRXUVHWKHODQJXDJH5LVXVHGIRUGDWDDQDO\VLVVLPXODWLRQDQGYLVXDOL]DWLRQ
7KLVVHPHVWHU%$6,&0$7+(0$7,&6%

グラフ理論では、グラフの定義、グラフオブジェクトの5での取り扱い、木、最小全域木、ランダ
ムグラフ、ネットワークを順に取り上げる。
数学基礎%
前半に微分積分学を、後半に情報幾何を扱う。
微分積分学では、確率密度分布の期待値、尤度関数と最尤推定のための微分、確率密度関数・累
積分布関数・ハザード関数のための微分積分、偏微分と+:(、最小二乗法、テイラー展開を順に取
り上げる。
情報幾何では、その基礎、フィッシャー情報量、双対平坦、指数型分布族、./ダイバージェン
スを取り上げる。
統計解析基礎$
データ型、カテゴリと正単体、２ｘ２表のカイ二乗検定と正確確率検定、+:(検定とその正確確
率検定、２ｘ３表検定と遺伝モデル、一様分布とマルチプルテスティングとボンフェロニ補正を順
に扱う
統計解析基礎%
点推定と区間推定、ベイズ推定、二項分布とベータ分布、ハプロタイプ頻度推定と(0アルゴリ
ズム、連鎖不平衡ブロックを順に扱う。
統計解析応用$
前半にメンデル遺伝を、後半に癌症候群を扱う。
メンデル遺伝では、家系図、メンデル遺伝のジェノタイプとフェノタイプ、1*6と疾患責任変異
を扱う。
癌症候群では、その基礎、リスク評価、決断支援ツール、ベイズ推定、ベイジアンネットワーク
を扱う。
統計解析応用%
前半に複合遺伝性疾患を、後半にトランスクリプトーム・発現プロファイルによる癌のサブタイ
ピングを扱う。
複合遺伝性疾患では、遺伝モデル、集団・コホート、２ｘ３表の関連検定、多座位モデルを扱う。

>到達目標@
基礎数学$：行列演算による、二乗法・3&$がわかる。グラフ理論の基礎を習得する。
基礎数学%：確率密度関数の微分積分の式が理解できる。尤度関数と最尤推定のための微分演算が
理解できる。近似のための微積分が理解できる。情報幾何の基礎を理解する。
統計解析基礎$：統計遺伝学分野におけるデータ型、検定、漸近近似検定、正確確率検定、分割表
検定を理解する。
統計解析基礎%：点推定・区間推定、ベイズ推定、最尤推定、尤度関数を理解する。
統計解析応用$：メンデル遺伝形質のリスク評価、癌症候群のリスク評価を理解する。
統計解析応用%：複合遺伝性疾患の遺伝モデルとそのリスク評価、遺伝子発現プロファイルとバイ
オマーカーについて理解する。
いずれのモジュールにおいても、コンピュータ言語5を用いて基礎的な計算・プログラミングの技
術を習得する。
%DVLFPDWKHPDWLFV$7RXQGHUVWDQGPDWUL[FDOFXODWLRQOHDVWVTXDUHV3&$DQG
WKHEDVLFVRIJUDSKWKHRU\
%DVLFPDWKHPDWLFV%7RXQGHUVWDQGFDOFXOXVIRUSUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQVOLNHOLKRRGIXQFWLRQVDQG
PD[LPXPOLNHOLKRRGHVWLPDWLRQDSSUR[LPDWLRQDQGWKHEDVLFVRILQIRUPDWLRQJHRPHWU\
%DVLFVRIVWDWLVWLFV$：7RXQGHUVWDQGGDWDW\SHVVWDWLVWLFDOWHVWVDV\PSWRWLFWHVWVH[DFWWHVWVDQG
FRQWLQJHQF\WDEOHWHVWV
%DVLFVRIVWDWLVWLFV%：7RXQGHUVWDQGSRLQWDQGLQWHUYDOHVWLPDWHV%D\HVLDQHVWLPDWHVPD[LPXPOLNHOLKRRG
HVWLPDWHVDQGOLNHOLKRRGIXQFWLRQV
$SSOLFDWLRQ$7RXQGHUVWDQGVWDWLVWLFDODVSHFWVIRUULVNHYDOXDWLRQRI0HQGHOLDQWUDLWVDQGFDQFHUV\QGURPHV
$SSOLFDWLRQ%7RXQGHUVWDQGVWDWLVWLFDODVSHFFWVIRUULNVHYDOXDWLRQRIFRPSOH[JHQHWLFWUDLWVDQG
H[SUHVVLRQDOSURILOHV
,QHYHU\PRGXOHWKHEDVLFVRI5ODQJXDJHVKRXOGEHPDVWHUHG
>授業計画と内容@
数学基礎$
前半に線形代数を、後半にグラフ理論を扱う。
線形代数では、行列計算、分散共分散行列、最小二乗法、連立方程式、3&$、最適解を順に取り上
げる。

トランスクリプトーム・発現プロファイルでは、その基礎、'LIIHUHQWLDOH[SUHVVLRQDQDO\VLV、クラ
スタリングとヒートマップ、教師ありクラスタリング、バリデーション法を扱う。
%DVLFPDWKHPDWLFV$
7KHILUVWKDOI/LQHDUDOJHEUDLQFOXGLQJPDWUL[FDOFXODWLRQYDULDQFHFRYDULDQFHPDWUL[OHDVWVTXDUHPHWKRG
V\VWHPRIHTXDWLRQ3&$RSWLPL]DWLRQ
7KHVHFRQGKDOI*UDSKWKHRU\LQFOXGLQJEDVLFVRIEDVLFVRIJUDSKWKHRU\WUHHPLQLPXPVSDQQLQJWUHH
UDQGRPJUDSKDQGQHWZRUNDQGJUDSKREMHFWVLQ5ODQJXDJH
%DVLFPDWKHPDWLFV%
7KHILUVWKDOI&DOFXOXVLQFOXGLQJH[SHFWRISUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQVOLNHOLKRRGIXQFWLRQDQGPD[LPXP
OLNHOLKRRGHVWLPDWHDQGFDOFXOXVIRUWKHPFDOFXOXVIRUSUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQFXPXODWLYHGHQVLW\
IXQFWLRQDQGKD]DUGIXQFWLRQVSDUWLDOGHULYDWLYHDQG+:(FDOFXOXVIRUOHDVWVTXDUHPHWKRGVDQG7D\ORU
H[SDQVLRQ
7KHVHFRQGKDOI,QIRUPDWLRQJHRPHWU\LQFOXGLQJLWVEDVLFV)LVKHULQIRUPDWLRQGXDOIODWQHVVH[SRQHQWLDO
IDPLOLHVDQG./GLYHUJHQFH
%DVLFVRIVWDWLVWLFV$
'DWDW\SHVLQFOXGLQJFDWHJRULFDOW\SHVDQGVLPSOH[[WDEOHWHVWVDQGFKLVTXDUHWHVWDQGH[DFWWHVW
+:(WHVWDQGLWVH[DFWWHVW[WDEOHWHVWDQGJHQHWLFPRGHOVXQLIRUPGLVWULEXWLRQDQGPXOWLSOHWHVWLQJDQG
%RQIHUURQL VFRUUHFWLRQ
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統計遺伝学, 

統計遺伝学, 

%DVLFVRIVWDWLVWLFV%
3RLQWDQGLQWHUYDOHVWLPDWHV%D\HVLDQDSSRDFKDQGELQRPLDODQGEHWDGLVWULEXWLRQVKDSORW\SHIUHTXHQF\
HVWLPDWLRQDQG(0DOJRULWKPDQG/'EORFN
$SSOLFDWLRQ$
7KHILUVWKDOI0HQGHOLDQWUDLWVLQFOXGLQJSHGLJUHHJHQRW\SHVDQGSKHQRW\SHVRI0HQGHOLDQWUDLWV1*6DQG
GLVHDVHUHVSRQVLEOHYDULDQWV
7KHVHFRQGKDOI&DQFHUV\QGURPHLQFOXGLQJLWVEDVLFVDQGULVNHYDOXDWLRQGHFLVLRQVXSSRUWWRRO%D\VHLDQ
HVWLPDWLRQDQG%D\HVLDQQHWZRUN
$SSOLFDWLRQ%
7KHILUVWKDOI&RPSOH[JHQHWLFWUDLWVLQFOXGLQJJHQHWLFPRGHOVSRSXODWLRQDQGFRKRUW[WDEOHDVVRFLDWLRQ
WHVWVDQGPXOWLSOHORFXVPRGHO
7KHVHFRQGKDOI7UDQVFULSWRPHDQDO\VLVDQGH[SUHVVLRQSURILOHVLQFOXGLQJWKHLUEDVLFVGLIIHUHQWLDO
H[SUHVVLRQDQDO\VLVFOXVWHULQJDQGKHDWPDSVXSHUYLVHGOHDUQLQJDQGYDOLGDWLRQ

>授業外学修（予習・復習）等@
8VH5LQ\RXUQRQFODVVGDLO\VWXGLHVWRLPSURYH\RXU5VNLOOV
毎週、宿題が出る。
+RPHZRUNHYHU\ZHHN

（その他（オフィスアワー等））
特になし
1$
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
生物学・遺伝学の基礎を習得していることが望ましいが、意欲があれば必須ではない。
無線/$1接続の可能なノートパソコンを持参すること。計算機・プログラミングの知識は要求しな
いが、初学者は復習が必須となる。前期・後期併せての受講が望ましいが、必須ではない。
,WLVGHVLUDEOHWRKDYHEDFNJRXQGRIPROHFXODUELRORJ\DQGJHQHWLFVEXWQRWUHTXLUHGLIUHDG\IRUVHOIOHDUQLQJ
WKHP
%ULQJDODSWRS3&ZLWKZLIL
%DVLFFRPSXWHUVNLOOVDQGSURJUDPPLQJLQ5DUHQHFHVVDU\,IQRVHOIOHDUQWKHPDORQJWKHFRXUVH
>成績評価の方法・観点@
授業中の質疑応答の発言を評価する。
宿題の提出内容を評価する。
最終日に試験を実施する。
$FWLYLWLHVLQWKHFODVVKRXUVKRPHZRUNVDQGH[DPDWWKHHQGRIWKHFRXUVHDUHFRXQW
>教科書@
統計解析基礎$%では、『遺伝統計学の基礎』,6%1とその英訳プリントを用い
る。
)RUEDVLFVRIVWDWLVWLFV$DQG%遺伝統計学の基礎,6%1LQ-DSDQHVHDQGLWV(QJOLVK
YHUVLRQKDQGRRXWZLOOEHXVHG
>参考書等@
（参考書）
基礎数学$、%では、配布資料 KWWSVWDWJHQHWN\RWRXQLYZLNLGRWFRP を用いる。
統計解析応用$、%では配布資料 KWWSVWDWJHQHWN\RWRXQLYZLNLGRWFRP を用いる。
)RUEDVLFPDWKHDWLFLVJHWKDQGRXWV#KWWSVWDWJHQHWN\RWRXQLYZLNLGRWFRP
)RUDSSOLFDWLRQ$DQG%JHWKDQGRXWV#KWWSVWDWJHQHWN\RWRXQLYZLNLGRWFRP
統計遺伝学,  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

臨床試験 

338%+/%

授業科目名 臨床試験
英訳!
&OLQLFDO7ULDO

医学研究科 特定教授
医学研究科 教授
担当者所属・
医学研究科 准教授
職名・氏名
京都府立医科大学 教授
名古屋医療センター臨床疫学研究室
室長

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
曜時限 水
開講期
前期

授業
形態 講義

田中 司朗
古川 壽亮
西山 知佳
手良向 聡
齋藤 明子

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
臨床試験の方法論について、海外の標準的教科書「クリニカルトライアル よりよい臨床試験を志
す人たちへ」の章、章、章、章、章、章に沿って講義する。循環器、がん、
7UDQVODWLRQDO5HVHDUFK領域の医師主導型臨床試験に実績のある講師人により、臨床試験の実際につ
いて講義する。また、仮想的な臨床試験のプロトコール作成を小グループで行う。0&5必修、&%
必修、03+選択。
>到達目標@
・臨床試験の方法論を理解する。
・臨床試験プロトコールの記載内容を理解し、プロトコール作成の考え方について、実習を通じて
身につける。
>授業計画と内容@
・教室は、先端科学研究棟階大セミナー室にて行う
・事前学習講義形式、実習形式
・事前学習はオンライン学習環境.R$/$を利用（KWWSVNRDODKLJKHGXN\RWRXDFMS）
・実習はプロトコール作成など
第回月日 イントロダクション（田中）
第回月日 組織作りと計画（田中）
第回月日 エンドポイント・ランダム化とブラインドの方法（田中）
第回月日 循環器領域の教育介入試験の実際（西山）
第回月日 検定の多重性・中間解析・試験経過の把握（田中）
第回月日 プロトコールの逸脱・非劣性試験（田中）
第回月日 プロトコールの統計学的考慮点（手良向）
第回月日 がん臨床試験実施上の問題とその対策・実習班分け（齋藤）
第回月日 実習（プロトコールコンセプト作成、田中、今井、相田）
第回月日 実習（プロトコールコンセプト作成、田中、今井、相田）
第回月日 実習（プロトコールコンセプト検討会、古川、田中、今井、相田）
第回月日 精神科領域の実践的メガトライアルから学ぶ（古川）
第回月日 実習（プロトコール作成、田中、今井、相田）
第回月日 実習（プロトコール作成、田中、今井、相田）
第回月日 実習（プロトコール検討会、古川、田中、今井、相田）

>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
平常点（％）、レポート（％）
>教科書@
6-ポコック 『クリニカルトライアル よりよい臨床試験を志す人たちへ』（篠原出版）
教科書の入手については第回でアナウンスする。
>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
教科書「クリニカルトライアル よりよい臨床試験を志す人たちへ」を適宜読むこと。
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。
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授業科目名 統計家の行動基準
英訳!
6WDWLVWLFLDQV6WDQGDUGRI&RQGXFWV

配当
学年 専門職

統計家の行動基準 

338%+/-

単位数 

医学研究科
担当者所属・ 附属病院
職名・氏名
医学研究科
医学研究科

教授
特任准教授
准教授
助教

開講年度・ ・
授業
前期集中 曜時限 金限※開講日注意 形態 講義
開講期

佐藤
佐藤
土居
大宮

俊哉
恵子
正明
將義

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
世紀の英国の首相ディスレイリは「嘘には、 嘘 、 大きな嘘 、 統計 がある」として
いますが、統計はさまざまな領域で政策や意思決定するための基礎情報として用いられ、人間の福
利や環境を保持・向上させるために必要なものです。統計が嘘よばわりされないためには、統計に
関わる業務や研究を行う専門家である統計家は、相応の知識や技能はもちろんのこと、プロフェッ
ショナリズムを有していなくてはなりません。
と言われると、なにやら堅苦しい感じがして、とくに最近は研究不正のおかげで、規範を守れだ
の研究倫理セミナーを受けろなど、外からの縛りがきつくなるばかりですが、本講義は、「自分を
縛るのは自分しかいない」を基本コンセプトに、統計家はどうあるべきかを自ら考えて心に持つこ
とを目的とします。
人間を対象にした臨床試験をデザインする際には、科学性だけではなく心が必要であること、健
康を願って作ったはずの薬が悲劇を招き、それに統計家が荷担する可能性があることなどの事例を
学びます。そして、統計家はどうふるまうべきか、自分はどうありたいのかについて、討議やグル
ープワークを通じて考えます。
【月日、日、日（金）の集中講義】
>到達目標@
・臨床研究における科学性と倫理性の相克を理解する
・薬の評価において過去に統計家がしてきたことを理解する
・臨床研究における統計家の役割を説明できる
・統計家としての行動基準を考えて身の内に持つ

>履修要件@
統計家でない学生さんも歓迎です。
>成績評価の方法・観点@
レポート
>教科書@
毎回講義資料を配布します
>参考書等@
（参考書）
)ULHGPDQ/0)XUEHUJ&''H0HWV'/5HERXVVLQ'0*UDQJHU&%『)XQGDPHQWDOVRI&OLQLFDO7ULDOVWK
HG』（6SULQJHU）
國頭英男 佐藤恵子 吉村健一 『誰も教えてくれなかった癌臨床試験の正しい作法』（中外医薬社
）
>授業外学修（予習・復習）等@
日本計量生物学会「統計家の行動基準」、,&+(「臨床試験における統計的原則」を読んでおくこ
と。
KWWSZZZELRPHWULFVJUMSQHZVDOOVWDQGDUGBSGI
KWWSVZZZSPGDJRMSLQWDFWLYLWLHVLQWKDUPRQ\LFKKWPO
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>授業計画と内容@
集中講義 月日（金、限）、日（金、限）、日（金、限）
第回 月日限 正当な臨床試験を計画する
第回 月日限 正当な臨床試験を計画する
第回 月日限 薬と安全性（東京理科大学 佐藤嗣道先生）
第回 月日限 サリドマイド薬害における統計家の関わり
第回 月日限 ,&+統計ガイドラインの心
第回 月日限 統計家のプロフェッショナリズム涵養の
第回 月日限 グループワーク

統計家の行動基準  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

配当
学年 専門職

健康デザイン論 

338%+/-

授業科目名 健康デザイン論
英訳!
'HVLJQLQJ+HDOWKFRPPXQLFDWLRQ

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

教授

開講年度・ ・
授業
通年集中 曜時限 集中講義 形態 講義
開講期

中山 健夫
使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
・「ヘルスケアにおけるコミュニケーション・デザインアプローチ」のコンセプトと基本的枠組み
を理解する。
・当該アプローチを手がかりに、メッセージの受け手を「期待する成果」に誘うための「理解」
「行動」を促進するコミュニケーション・デザインの考え方について学ぶ。
・「講義＋ワークショップ」形式を基本とする。
教育・学習方法
講義・演習 ※アクションラーニング形式（双方向型）な授業を想定。
>到達目標@
・健康アウトカムの最大化を果たすための「ヘルスコミュニケーション」の在り方について
「インサイト」「理解／行動促進」「共創・協働」等の概念とアプローチ方法の理解を図る。
>授業計画と内容@
上期
第回月日限
第回月日限
第回月日限
第回月日限

>教科書@
講義の際に指定予定
>参考書等@
（参考書）
講義の際に指定予定
>授業外学修（予習・復習）等@
講義内容の復習と課題への取り組み
（その他（オフィスアワー等））
プロジェクト研究員（ヘルスコミュニケーションに関する研究【電通】）の協力を得る予定
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

イントロダクション 〜健康デザイン概論
コミュニケーション・デザイン〜コミュンケーションをデザインするということ
生活者インサイト 〜ターゲットインサイトの考え方・向き合い方
プランニング 〜健康に誘うための仕掛けを企てるということ

下期
第回月日限 前期の復習
第回月日限 ワークショップ
第回月日限 ワークショップ
第回月日限 ①プレゼンテーション ②講義まとめ
（※日程は予定のため、変更の可能性あり）
>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
課題レポート（％）、発表（％）

健康デザイン論  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

授業科目名 統計的推測の基礎
英訳!
)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO,QIHUHQFH

配当
学年 専門職

統計的推測の基礎 

338%+/-

単位数 

医学研究科 教授
統計数理研究所
担当者所属・
医学研究科 准教授
職名・氏名
医学研究科 特定助教
国立循環器病研究センター

開講年度・ ・
曜時限 木
開講期
前期

佐藤
逸見
土居
今井
大前

俊哉
昌之
正明
徹
勝弘

>履修要件@
・微積分と線形代数の基本的な知識があること
・人間健康科学系専攻の学生さんの受け入れはしていません
>成績評価の方法・観点@
レポート

授業
使用
形態 講義・演習 言語 日本語

>授業の概要・目的@
この授業では、統計関連科目を学ぶ上でその基礎となる事項について学習する。具体的には、前
半で統計的推測法の土台となる確率論の基礎事項について取り扱い、後半では統計的推定・仮説検
定・信頼区間などの統計的推測の基礎概念について取り扱う。
前半の確率論では、数学的に厳密な測度論に基づくものではなく、微積分や線形代数（大学学部
教養レベルの数学）を用いる範囲で、統計的推測法の理解に必要な確率に関する基本事項の習得を
目指す。後半の統計的推測では、基礎概念に対する原理的な考え方と理論的な側面に重点を置く。
この授業は、他の統計関連科目の授業ではなかなか立ち止まってじっくりと考える余裕のない基礎
的な部分に焦点を当て、準備と足固めをするのが目的である。
受講生のバックグラウンドは様々であると想定されるため、可能な限りその事情を考慮しながら
授業を進める。

>教科書@
講義資料を配布します
>参考書等@
（参考書）
講義中に紹介します
>授業外学修（予習・復習）等@
・受講生のこの授業の内容の習得状況は様々だと思いますが、この授業を利用しながら、自分が良
く理解できていない部分について重点的に学習していただきたい
・この講義に限らず、数理的な講義の内容を理解し習得するためには、講義に出席するだけでは不
十分で、自ら講義後に手を動かして計算や論理を丁寧に確かめる必要があります。特にこの講義で
扱う内容は、数理的な要素が絡む他の統計関連の講義の理解のために非常に重要であるため、復習
には必ずじっくり取り組んでください
・臨床統計家育成コースには、この授業の他に演習が用意されています。基礎に不安のある方や、
自分で演習等が困難な方は特に、演習も利用してください

【パワーポイントスライドと板書による講義形式】
>到達目標@
・確率と統計に関する基礎概念の意味や考え方をしっかり理解し、自分の言葉で説明することがで
きる
・統計量や確率分布などに関する計算を、必要に応じて自分で考えながら実行できる
・他の統計関連科目を学ぶ際に、各種の統計手法をブラックボックスとはせずに、自ら考えながら
学んで、その仕組みを理解することができる

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>授業計画と内容@
第回 月日 講義の概要と確率・確率変数の概念（逸見）
第回 月日 離散型確率変数とその分布に関する基本事項（逸見）
第回 月日 連続型確率変数とその分布に関する基本事項（逸見）
第回 月日 複数の確率変数の取り扱い,（逸見）
第回 月日 複数の確率変数の取り扱い,,（逸見）
第回 月日 正規標本に関連する確率分布（逸見）
第回 月日 統計的推定の基本事項（大前）
第回 月日 統計的仮説検定の基本事項,（今井）
第回 月日 統計的仮説検定の基本事項,,（今井）
第回月日 線形回帰分析の基礎,（逸見）
第回月日 線形回帰分析の基礎,,（逸見）
第回月日 漸近的方法の基本事項,（極限定理、最尤法とその性質）（逸見）
第回月日 漸近的方法の基本事項,,（最尤法に基づく検定）（逸見）
第回月日 漸近的方法の基本事項,,,（デルタ法、最尤法以外の推定法など）（逸見）

統計的推測の基礎  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

医学研究科 教授
担当者所属・ 大阪大学大学院医学系研究科
職名・氏名
医学研究科 准教授
医学研究科 特定助教

授業科目名 生存時間解析
英訳!
6XUYLYDO$QDO\VLV

配当
学年 専門職

生存時間解析 

338%+/-

単位数 

開講年度・ ・
後期集中 曜時限 金
開講期

授業
形態 講義

佐藤
服部
土居
今井

俊哉
聡
正明
徹

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
生存時間解析は関心のある事象が生じるまでの期間（生存時間）の統計的分析をする方法であり、
抗悪性腫瘍薬の臨床試験など、様々な医学研究において重要な役割を果たしています。研究の実施
上の制約から生存時間がすべての被験者で観察されないことが通常で、そのような打ち切りデータ
に基づいて推測を行うための独特の方法論が発達しています。本講義では、生存時間解析の基本的
な考え方を学習し、統計解析用プログラム言語である6$6による実習を通じて理解の定着を図りま
す。

>参考書等@
（参考書）
大橋靖雄、浜田知久馬 『生存時間解析−6$6による生物統計』（東京大学出版会）,6%1

&ROOHWW'（宮岡悦良 監訳） 『医薬統計のための生存時間データ解析 原著第版』（共立出版）
,6%1
.OHLQ-0RHVFKEHUJHU0/（打波守訳） 『生存時間解析』（丸善出版）,6%1
7KHUQHDX70*UDPEVFK30『0RGHOLQJ6XUYLYDO'DWD([WHQGLQJWKH&R[0RGHO』（6SULQJHU）,6%1

大橋靖雄 浜田知久馬 魚住龍史 『生存時間解析 応用編6$6による生物統計』（東京大学出版会）
,6%1

【月日、日、月日、日（金）の集中講義】
>到達目標@
・打ち切りを伴う生存時間解析における尤度とパラメトリックモデルに対する最尤推定法を理解す
る
・.DSODQ0HLHU法、ORJUDQN検定の考え方を理解する
・ハザードの概念を理解し、&R[比例ハザードモデルを理解する
・生存時間解析の方法を6$6により適用できる

>授業外学修（予習・復習）等@
前回の復習
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>授業計画と内容@
第回 月日限 生存時間データの事例と特徴
第回 月日限 ノンパラメトリック推定
第回 月日限 /RJUDQN検定
第回 月日限 前半の講義の復習と6$6による演習
第回 月日限 &R[比例ハザードモデル
第回 月日限 生存時間解析における残差解析
第回 月日限 ランダム化試験におけるサンプルサイズ設計
>履修要件@
・前期「統計的推測の基礎」を履修済みであること
・微積分の基本的な計算に慣れていること
>成績評価の方法・観点@
毎回レポートを提出してもらいます
>教科書@
毎回講義資料を配布します
生存時間解析  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

授業科目名 統計モデルとその応用
英訳!
6WDWLVWLFDO0RGHOLQJDQG$SSOLFDWLRQV

配当
学年 専門職

統計モデルとその応用 

338%+/-

単位数 

医学研究科 教授
担当者所属・ 岩手医科大学
職名・氏名
医学研究科 准教授
医学研究科 助教
授業
形態 講義

開講年度・ ・
後期集中 曜時限 金
開講期

佐藤
髙橋
土居
大宮

俊哉
史朗
正明
將義

>成績評価の方法・観点@
毎回レポートを提出してもらいます
>教科書@
毎回講義資料を配布します

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
「交絡」を調整する方法の一つに回帰モデルがある。代表的な回帰モデルは、つの連続的な結果
変数に対するものである。しかし医学研究では、リスクの有無に興味がある場合や興味のある結果
がくり返し測定される場合もあり、結果の特徴に応じたより複雑なモデルが必要となる場合がある。
本コースでは、実例を交えながら、様々な結果変数に対する回帰モデルとその解析方法を説明する。
【月日、日、日、月日（金）の集中講義】

>参考書等@
（参考書）
'REVRQ$-『一般化線形モデル入門 原著第版』（共立出版）,6%1
0F&XOORFK&6HDUOH6DQG1HXKDXV-『*HQHUDOL]HG/LQHDUDQG0L[HG0RGHOV』（:LOH\）,6%1

船渡川伊久子 船渡川隆 『経時データ解析』（朝倉書店）,6%1
>授業外学修（予習・復習）等@
前回の復習をすること

>到達目標@
・回帰モデルの役割を理解する
・様々なデータの特徴に応じた回帰モデルと解析方法を理解する
・統計解析ソフトを用いて解析を実施し、結果を解釈できる

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>授業計画と内容@
第回 月日限 経時測定データの事例と特徴
第回 月日限 相関する連続データに対する一般線形モデル（）
平均構造と共分散構造のモデリング
第回 月日限 相関する連続データに対する一般線形モデル（）
変量効果モデル
第回 月日限 欠測値がある経時測定データの解析
第回 月日限 相関するカテゴリカルデータに対する一般化線形モデル（）
周辺モデルと*((
第回 月日限 相関するカテゴリカルデータに対する一般化線形モデル（）
変量効果モデル
第回 月日限 経時測定データ解析の復習と6$6による演習
>履修要件@
・前期「統計的推測の基礎」を履修済みであること
・線形代数の基本的な知識

統計モデルとその応用  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

行政医学・産業医学 

338%+/-

医学研究科 教授
授業科目名 行政医学・産業医学
担当者所属・ 環境安全保健機構 教授
英訳!
0HGLFDO'RFWRUVLQ*RYHUQPHQWDQG2FFXSDWLRQDO6HWWLQJV 職名・氏名
非常勤講師
医学研究科 教授
配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
授業
前期集中 曜時限 集中講義 形態 講義
開講期

今中
川村
小泉
中山

雄一
孝
昭夫
健夫

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
労働医学の実践、行政医学の実践について、集中的に学ぶ。
１）実践現場での問題解決および社会的な問題解決への展開を志向する。
２）行政の場における医師（行政医師）の専門的実務について概要を学ぶ。
３）労働の場における医師（産業医）の専門的実務について概要を学ぶ。
外部講師：渡邊能行（京都府健康福祉部前保健医療対策監、京都先端科学大学）、猪飼宏（京都府
中丹西保健所）、森口次郎（京都工場保健会）、波床将材（京都市こころの健康増進センター）
>到達目標@
・課題と対策について深い理解と知識を有し、他者に説明できるようになること。
・何が問題なのか洞察できるようになること。
・課題の解決に向けて必要に応じ専門家の支援を得ることができるようになること。
>授業計画と内容@
月日 水 、月日 木 各日〜限を予定
以下の内容の講義・グループワークを行う予定。
【行政医学】
行政医学の実践
行政医学実践：概論
成人・高齢者保健、母子保健、 学校保健、歯科保健
地域包括ケアシステムの推進、地域医療構想・計画の実装
精神保健、疾病・障害者対策、難病対策
健康づくり、生活習慣病対策、要援護高齢者・障害者対策
感染症対策、食中毒、災害時の対策、健康危機管理など
行政医学：演習、グループワーク
実践現場に係る参加・学習

＊外部講師他の諸状況により変更の可能性あり。初回に予定表を配布する。
>履修要件@
社会健康医学系専攻院生
他専攻院生（人間健康科学系専攻等含む）の受講可否：若干名
原則、出席％以上を前提とする
>成績評価の方法・観点@
講義・グループワークにおけるコミットメント（配分）、レポート（配分）により、総合
的に評価する。
>教科書@
適宜、資料を講義にて配布する。
>参考書等@
（参考書）
適宜、講義中に紹介する。
・「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．

>授業外学修（予習・復習）等@
初回に説明する
（その他（オフィスアワー等））
社会医学系専門医制度研修プログラムの副分野「行政・地域」、「産業・環境」の研修（各々時
間相当）にもみなすことができる。
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

【産業医学】
産業医学の実践
産業医学実践：概論
職場の環境衛生、生活や地域の環境衛生
化学物質の管理、有害要因の曝露予防・健康障害対策
労働時間管理、特に医師の労働時間
健診を通じた健康管理
職場のメンタルヘルス
労働医学：演習、グループワーク
実践現場に係る参加・学習
行政医学・産業医学  へ続く↓↓↓

− 36 −

授業科目名 多重性の考え方
英訳!
0XOWLSOLFLW\LQFOLQLFDOWULDOV

配当
学年 専門職

多重性の考え方 

338%+/%

科目ナンバリング

単位数 

医学研究科
担当者所属・ 医学研究科
職名・氏名
医学研究科
医学研究科

准教授
教授
助教
特定助教

授業
形態 講義

開講年度・ ・
前期前半 曜時限 金
開講期

土居
佐藤
大宮
今井

正明
俊哉
將義
徹

>教科書@
講義資料を配布します

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
試験薬群を複数用量群設定し、プラセボ群と比較する検証的な臨床試験のように、つの試験内で
検証を目的とする検定が複数回必要となることはよくあります。このような場合、第一種の過誤確
率 7\SH,HUURUUDWH，αエラー に対する多重性を適切に考慮した解析を行うことが極めて重要です。
本講義では、臨床試験の計画、解析、結果の解釈のそれぞれの場面で、検定の多重性を適切に考慮
できるようになることを目指します。一部6$6による実習も行います。
なお、第回は北海道大学の横田勲先生に、第回は東京大学の上村鋼平先生にご講義いただきます。

>授業外学修（予習・復習）等@
「統計的推測の基礎」や（&%コースの学生は）「臨床統計家の実務スキル」の内容を十分に復習
してください。
毎回の講義の復習が必要です。

【パワーポイントスライドによる講義形式】
>到達目標@
・検定の多重性の調整が必要な場合と不要な場合の区別がつけられるようになる
・基礎的な統計手法の内容を理解し、適切な方法を選択できるようになる
・6$6のプロシジャを用いて、基礎的な統計手法を用いた実データの解析ができるようになる
・0RQWH&DUORVLPXODWLRQを用いて、各手法の性能評価ができるようになる
>授業計画と内容@
第回 月日限
第回 月日限
第回 月日限
第回 月日限
第回 月日限
第回 月日限
第回 月日限

>参考書等@
（参考書）
永田靖  『統計的多重比較法の基礎』（サイエンティスト社）,6%1
坂巻 顕太郎 寒水 孝司 濱﨑 俊光 『多重比較法』（朝倉書店）,6%1
'PLWULHQNR$0ROHQEHUJKV*&KXDQJ6WHLQ& 2IIHQ::  『$QDO\VLVRIFOLQLFDOWULDOV
XVLQJ6$6$SUDFWLFDOJXLGH』（6$6,QVWLWXWH）（訳本は（森川馨，田崎武信 監訳   治験の統計
解析理論と6$6による実践講談社 ）
'PLWULHQNR$7DPKDQH$& %UHW]) (GV   『0XOWLSOHWHVWLQJSUREOHPVLQSKDUPDFHXWLFDO
VWDWLVWLFV』（&5&SUHVV）

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

検定の多重性の基礎（土居）
基本的な統計手法の概説（土居）
閉検定手順（土居）
6$6による実習（土居、大宮、今井）
中間解析（横田）
部分集団解析および用量反応関係の検討における多重性（土居）
多重性調整の実務での適用（上村）

>履修要件@
・「統計的推測の基礎」を履修済みであること。
・6$6 のデータハンドリングおよび乱数発生に慣れていること。
>成績評価の方法・観点@
平常点およびレポート

多重性の考え方  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

配当
学年 専門職

遺伝医療と倫理・社会 

338%1/-

授業科目名 遺伝医療と倫理・社会
英訳!
*HQHWLF0HGLFLQH(WKLFVDQG6RFLHW\

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

教授

開講年度・ ・
授業
曜時限 水曜 時限 形態 講義
開講期
前期

小杉 眞司

する。不妊・不育症治療としての生殖補助医療の倫理的問題点について詳細に検討する
【第回】月日＜小杉８＞キャリア診断・保因者診断について：常染色体・;連鎖性劣性遺伝性
疾患・均衡型染色体相互転座などにおける保因者診断の意味と問題点について考える
【第回】月日＜和田２＞生命倫理観の多様性：患者やクライエントの持つさまざまな生命倫
理観を理解し対応する方法を考える
【第回】月日限＜澤井＞少子化対策 すこやか親子 等の政策について：少子化の進行は社
会の活性を低下させるため、従来から様々な対策がなされてきた。成果を上げたものもあるがそう
でないものもある。何が問題であるのかを検討する。
【第回】月日＜和田３＞「障がい」と生命倫理：「障がい」から生命倫理を考える
【第回】月日＜山田３＞ゲノム医療における二次的所見の取り扱い：網羅的ゲノム解析が実臨
床に導入されて来たことにより得られた本来の目的とは別の二次的所見に対応する際の倫理的な問
題を考える。
【第回】月日＜山田＞本試験筆記試験
【第回】月日＜川崎＞再試験筆記試験

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
【基本情報】
授業日時：水曜限を原則とする（例外予定にご注意ください）
教室：*棟階演習室
レベル：基礎
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・澤井英明（兵庫医科大学）
【コースの概要】
遺伝医療・先端医療においては、倫理的な配慮は不可欠である。遺伝医療を中心とした医療倫理の
基本について学ぶ。特に種々のガイドラインの理解は極めて重要である。また、社会的な基盤を含
む日本の遺伝医療の現状について理解する。

>履修要件@
遺伝カウンセラーコース１回生必修科目
人間健康科学系専攻学生の受講可否：要事前連絡

>到達目標@
遺伝医療・医学に関する倫理指針、遺伝学的検査、小児・産婦人科遺伝医療における倫理問題の基
本、社会基盤について理解する。
>授業計画と内容@
【第回】月日＜小杉１＞遺伝医療総論：遺伝カウンセラーコースの必修科目の最初のものとし
て、必ずしも「倫理」にかかわらず、全般的なイントロダクションを行う。また、遺伝医療におけ
る倫理問題の特性、遺伝情報の共有、意図しない遺伝情報の開示などについて考える
【第回】月日＜小杉２＞ヒトゲノム・遺伝子解析研究の倫理指針と他のガイドライン：研究と
して行われるヒト遺伝子解析における倫理的問題点、研究と臨床の境界と区別について考える
【第回】月日 臨床第一講堂 ＜小杉３＞遺伝医療に関するガイドラインについて：関連する種
々のガイドラインに関する復習
【第回】月日＜小杉４＞企業で行われる遺伝子解析について：遺伝学的検査を臨床検査会社等
の外部委託する場合の問題点、非医療機関で行われる遺伝子検査の問題点について考える。
【第回】月日＜小杉５＞遺伝学的検査に関するガイドライン・遺伝子検査の意義：臨床的に行
われる遺伝学的検査の実施に際して考慮されなければならない倫理的問題について、遺伝子診断の
意味とその問題点について、発端者・血族における違いを明確にしながら考える。
【第回】月日＜小杉６＞発症前遺伝子診断・について：発症前遺伝子診断・易罹患性診断の意
味とその問題点について、神経変性疾患、家族性腫瘍など疾患における違いを明確にしながら考え
る
【第回】月日限＜山田１＞人工妊娠中絶：本邦における人工妊娠中絶について，その倫理問
題について考える
【第回月日】＜小杉７＞多因子疾患易罹患性診断・遺伝学的検査の$&&(・ゲノムコホート研究
について：遺伝学的検査については$QDO\WLFDO9DOLGLW\&OLQLFDO9DOLGLW\&OLQLFDO8WLOLW\(WKLFDO/HJDO
6RFLDO,PSOLFDWLRQVが重要。特に、多因子疾患においては今後の研究によるその確立が必要である。
そのためにはゲノムコホートによる長期的な取り組みが必要である。
【第回】月日限＜和田１＞小児遺伝性疾患の診断・告知と代諾：小児期発症の遺伝性疾患に対
する倫理的問題を考える
【第回】月日＜山田２＞出生前診断・生殖補助医療：出生前診断の倫理的問題について理解

>成績評価の方法・観点@
試験、レポート、授業への積極的な参加、発表、出席等を総合的に評価する
>教科書@
随時配布する
>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
適宜指示する
（その他（オフィスアワー等））
講義日程、講師、内容については、多少の変更がある可能性があります。
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

遺伝医療と倫理・社会  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

配当
学年 専門職

基礎人類遺伝学 

338%+/-

授業科目名 基礎人類遺伝学
英訳!
,QWURGXFWLRQWR+XPDQ*HQHWLFV

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 水
開講期
前期

教授

授業
形態 講義

小杉 眞司

【第回】月日＜山田４＞分子遺伝学の基礎：3&5，サンガーシークエンス，次世代シークエ
ンス，マイクロアレイ
【第回】月日＜小杉＞遺伝学的検査  ：変異のスクリーニング方法、変異と多型、変異の種
類
【第回】月日＜山田５＞腫瘍遺伝学の基礎：体細胞バリアントと生殖細胞系列バリアント，
がん遺伝子とがん抑制遺伝子，遺伝性がん症候群
【第回】月日＜和田５＞非メンデル遺伝  ：エピジェネティクス，ゲノム刷り込み現象，片親
性ダイソミー
【第回】月日＜和田＞本試験：筆記試験
【第回】月日＜山田＞再試験：筆記試験

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
【基本情報】
授業日時：水曜限を原則とする（例外予定にご注意ください）
教室：*棟階演習室
レベル：基礎
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘

>履修要件@
遺伝カウンセラーコース１回生必修科目
選択科目として履修する場合は、「遺伝医療と倫理・社会」ととも履修することをお勧めします
人間健康科学系専攻学生の受講可否：要事前連絡

【コースの概要】
遺伝カウンセラーとしてあるいは遺伝医学・遺伝医療を志す者として最も基本的な事項について理
解するための講義である。今後、遺伝情報を治療に役立てていくテーラーメイド医療のためにも重
要である。細胞遺伝学、分子遺伝学、メンデル遺伝学、非メンデル遺伝、集団遺伝学などについて
系統的な講義を行う。

>成績評価の方法・観点@
試験、レポート、発表、出席等を総合的に評価する

>到達目標@
ヒト遺伝学の基本的事項について完全に理解し、専門家でない人にもわかりやすく説明できる。

>教科書@
トンプソン＆トンプソン 『遺伝医学 第版）』（メディカルサイエンスインターナショナル）
,6%1（年月発行）
福嶋義光編 『遺伝カウンセリングマニュアル 改定第版）』（南江堂）,6%1

>授業計画と内容@
【第回】月日＜和田１＞メンデル遺伝総論・家系図の描き方：メンデル遺伝と非メンデル遺伝
総論・常染色体と性染色体・対立遺伝子の概念・遺伝性疾患の概念の理解・家系図の描き方
【第回】月日限＜小杉＞常染色体優性遺伝：常染色体優性遺伝 疾患の概念・特徴・浸透度・
表現度・遺伝性と新生突然変異・DQWLFLSDWLRQ（次世代の表現促進現象）
【第回】月日限＜小杉＞常染色体劣性遺伝：常染色体劣性遺伝 疾患の概念・特徴・保因者の
概念
【第回】月日限＜小杉＞;連鎖性遺伝：Ｘ連鎖性遺伝の概念・Ｘ染色体とＹ染色体の特異性・
性の決定機構・Ｘ連鎖性遺伝を示す具体的疾患
【第回】月日＜山田１＞細胞遺伝学  ：染色体と細胞分裂・分染法による染色体分析・染色体
の核型記載方法・染色体異常概論
【第回】月日限＜山田２＞細胞遺伝学  ：染色体数的異常の概念と発生機構・染色体構造異
常の概念と発生機構・保因者の概念と次世代への影響
【第回】月日限＜和田２＞遺伝的リスクの推定再発確率の推定、ベイズの定理。近親婚に関
する問題、先天代謝異常についても触れる。
【第回】月日 臨床第一講堂 ＜小杉＞薬理遺伝学：既にはじまりつつあるテーラーメイド医療
で最も重要な領域であるSKDUPDFRJHQHWLFV
SKDUPDFRJHQRPLFVの基本を正確に理解する
【第回】月日＜和田３＞多因子遺伝、集団遺伝：多因子遺伝の概念，量的形質と易罹病性、遺
伝と環境因子，ハーディー ワインバーグの法則
【第回】月日＜山田３＞ヒトゲノムの基礎：ヒトゲノムの情報について学ぶ．遺伝子の構造，
機能，遺伝学的多様性について知る．
【第回】月日＜小杉＞遺伝学的検査  遺伝子変異の検索方法：シークエンス法、サザンブロ
ット法
【第回】月日＜和田４＞非メンデル遺伝  ：ミトコンドリア遺伝，免疫遺伝学，形質遺伝学

>参考書等@
（参考書）
新川詔夫 『遺伝医学への招待 改定６版）』（南江堂）,6%1
『症例でわかる新しい臨床遺伝学』,6%1

（関連ＵＲＬ）
KWWSZZZJHQHFOLQLFVRUJ *HQH5HYLHZV
>授業外学修（予習・復習）等@
適宜指示する
（その他（オフィスアワー等））
講義日程、講師、内容については、多少の変更がある可能性があります
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

基礎人類遺伝学  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

配当
学年 専門職

臨床遺伝学・遺伝カウンセリング 

338%1/-

授業科目名 臨床遺伝学・遺伝カウンセリング
英訳!
&OLQLFDO*HQHWLFVDQG*HQHWLF&RXQVHOLQJ

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 水
開講期
前期

教授

授業
形態 講義

小杉 眞司
使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
【基本情報】授業日時：水曜限、限を原則とする（例外予定にご注意ください）
教室：*棟階演習室、レベル：基礎
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・澤井英明（兵庫医科大学）・高橋政代・川崎秀徳・岡野
高之
【コースの概要】遺伝カウンセリングの基本的な考え方、モデル、現状などの総論的な講義を行う。
また、代表的な疾患について、チーム医療としての遺伝医療に参加することのできるレベルの知識
と考え方を身につけ、遺伝医療の現場で行われている問題を解決するため、臨床遺伝学の講義を行
うとともに家族関係やチーム医療としての遺伝カウンセリングにもフォーカスをおく。各論として、
単一遺伝性疾患、染色体異常、多発奇形、習慣性流産、家族性腫瘍、神経変性疾患、多因子疾患な
どについて講義する。
>到達目標@
主要な遺伝性疾患の病態、原因、遺伝形式、遺伝的問題について説明できる。また、それらの疾患
に関わる遺伝カウンセリングの基本的な考え方、主な留意点について説明できる。
>授業計画と内容@
【第回】月日限＜小杉 臨床第一講堂 ＞家族性腫瘍  総論：家族性腫瘍の概念・体細胞系列
変異と生殖細胞系列変異、癌抑制遺伝子と癌遺伝子、発症前診断
【第回】月日限＜小杉＞家族性腫瘍  ： 家族性大腸がん家族性腫瘍の代表疾患としての家族
性大腸ポリポーシスと遺伝性非腺腫性大腸癌、それらの遺伝カウンセリングについて学ぶ
【第回】月日限＜和田＞先天異常症候群：主要な先天奇形症候群の診断・療育や遺伝カウン
セリングを学ぶ
【第回】月日限＜和田＞常染色体異常  ：概念・病態・診断 数的異常と構造異常、遺伝カ
ウンセリング、トリソミーの診断治療と療育を学ぶ
【第回】月日限＜山田＞不妊症・生殖補助医療：歴史的背景・現状・具体的技術・法的規制
・倫理問題とガイドライン常染色体異常症、遺伝カウンセリング
【第回】月日限＜山田＞出生前診断：現状・具体的技術・法的規制・倫理問題について学ぶ
とともに、遺伝カウンセリングの実際について学ぶ
【第回】月日限＜山田＞不育症 習慣流産）：不妊症と習慣流産 概念・病態・原因・治療・
乏精子症による造精機能障害と転座型保因者における染色体異常妊娠等の遺伝学的要因の関与と遺
伝カウンセリング
【第回】月日限＜和田＞常染色体異常  ：微細欠失症候群やクロマチン病の診断・治療と療
育を学ぶ
【第回】月日限＜和田＞性染色体異常病態・診断 具体的疾患：ターナー女性とクラインフ
ェルター男性・病態・診断・治療と療育・生殖医療、遺伝カウンセリング
【第回】月日限＜小杉＞家族性腫瘍  ：多発性内分泌腫瘍症他家族性腫瘍の具体的疾患とし
て、多発性内分泌腺腫１型および２型を中心にとりあげ、概念・病態・遺伝形式・診断・治療、及
び遺伝カウンセリングについて概説する
【第回】月日限＜山田＞胎児診断と周産期管理胎児情報をもとに実施される実施される産科
周産期管理について学ぶ

【第回】月日限＜和田＞遺伝性神経疾患  ：トリプレットリピート病、ファブリー病の遺伝
カウンセリング
【第回】月日限＜山田＞遺伝診療と医療システム：臨床遺伝の医療システムについて学ぶ
【第回】月日限＜山田＞3&情報検索：ネットセキュリティの基本
【第回】月日限＜山田＞3&情報検索２：検索エンジン，遺伝情報データベース
【第回】月日限＜川崎＞難病：難病と医療費助成・福祉制度
【第回】月日限＜小杉＞家族性腫瘍  ：家族性乳がん・卵巣がん
【第回】月日限＜和田＞遺伝性神経疾患  ：知的障害、自閉症、神経皮膚症候群などの遺伝
カウンセリング．
【第回】月日限＜山田＞Ｐ&情報検索３：遺伝診療に必要な医療データベース，患者会情報
【第回】月日限＜和田＞筋ジストロフィー：ドゥシャンヌ型筋ジストロフィー、筋緊張性ジ
ストロフィー、福山型筋ジストロフィー、ポンペ病の遺伝カウンセリング
【第回】月日限＜岡野＞遺伝性難聴：遺伝性難聴 概念・病態・遺伝形式・診断（症候性難
聴と非症候性難聴）遺伝的異質性・治療と療育、遺伝カウンセリング
【第回】月日限＜和田＞遺伝性循環器疾患：/RQJ47症候群、マルファン症候群などの遺伝性
循環器疾患の遺伝カウンセリング
【第回】月日限＜高橋政代＞遺伝性網膜疾患と再生医療：網膜色素変性・加齢黄班変性 概
念・病態・遺伝形式・診断・遺伝的異質性・治療・再生医療
【第回】月日限＜川崎＞本試験：筆記試験
【第回】月日限＜川崎＞再試験：筆記試験
>履修要件@
遺伝カウンセラーコース１回生必修科目
選択科目として履修する場合は、「基礎人類遺伝学」とともに履修することをお勧めします
人間健康科学系専攻学生の受講可否：要事前連絡（基礎人類遺伝学とあわせて履修する必要あり）
>成績評価の方法・観点@
試験、レポート、発表、出席等を総合的に評価する
>教科書@
「基礎人類遺伝学」参照
>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
適宜指示する
（その他（オフィスアワー等））
講義日程、講師、内容については、多少の変更がある可能性があります。

臨床遺伝学・遺伝カウンセリング  へ続く↓↓↓

臨床遺伝学・遺伝カウンセリング  へ続く↓↓↓
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臨床遺伝学・遺伝カウンセリング 

科目ナンバリング

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

授業科目名 遺伝医学特論（集中講義）
英訳!
6SHFLDO6HPLQDUIRU*HQHWLF0HGLFLQH

配当
学年 専門職

338%1/-

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

教授

開講年度・ ・
授業
開講期
前期集中 曜時限 集中講義 形態 講義

小杉 眞司
使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
【基本情報】
授業日時：前期集中（開講日時にご注意ください）
教室：臨床第一講堂
レベル：応用
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・鳥嶋雅子・川崎秀徳
【コースの概要】
遺伝カウンセラーとして年次に学んだ基礎的事項を確認し、医師と同レベルの高度な理解を得る
ための講義である

>到達目標@
ヒト遺伝学の基本的事項について完全に理解し、医師とも正確な議論ができる。
>授業計画と内容@
【第回】月日月限＜小杉＞「臨床遺伝学と遺伝カウンセリング・メンデル遺伝の基礎」
【第回】月日月限＜小杉＞「遺伝学的検査について」
【第回】月日火限＜山田＞「細胞遺伝学と染色体異常の遺伝カウンセリング」細胞遺伝学の
基礎を知り，染色体異常症についての遺伝カウンセリングを学ぶ
【第回】月日火限＜山田＞「出生前医療と遺伝カウンセリング」出生前遺伝学的検査の実際
と遺伝カウンセリングを学ぶ
【第回】月日木限＜和田＞「家系図の書き方・遺伝的リスクの推定」家系図の標準的記載法
と遺伝的リスクの推定法を学ぶ
【第回】月日木限＜和田＞「先天奇形症候群の遺伝カウンセリング」主要な先天奇形症候群
の概念、診断や病態、遺伝カウンセリングを学ぶ
【第回】月日月限＜小杉＞「当事者と共に歩む遺伝医療」
【第回】月日月限＜小杉＞「遺伝カウンセリングの実際」
【第回】月日火限＜和田＞「遺伝性神経疾患の遺伝カウンセリング」主要な遺伝性神経疾患
の概念、診断や病態、遺伝カウンセリングを学ぶ
【第回】月日火限＜山田＞「生殖補助医療と遺伝カウンセリング」不育症・不妊症を含む疾
患を対象とした生殖補助医療と遺伝カウンセリングを学ぶ
【第回】月日水限＜小杉＞「遺伝医療に関するガイドラインについて」
【第回】月日水限＜小杉＞「薬理遺伝学」
【第回】月日水限＜小杉＞「家族性腫瘍の遺伝カウンセリング」
【第回】月日金限＜鳥嶋＞「遺伝カウンセリングの場面での医療コミュニケーションと自己
評価法  」「共感的理解」、「対人援助職に最低限必要な態度」、「コミュニケーションを阻害す
る態度や言葉」など医療コミュニケーションの基本を学ぶ
【第回】月日金限＜鳥嶋＞「遺伝カウンセリングの場面での医療コミュニケーションと自己
評価法  」遺伝カウンセリング場面での具体的なコミュニケーション方法と自己評価法について学
遺伝医学特論（集中講義）  へ続く↓↓↓

遺伝医学特論（集中講義） 
ぶ
【第回】月日金限＜和田・川崎＞「本試験」筆記試験
>履修要件@
医科学専攻（修士課程）のみ履修可。

科目ナンバリング

338%+/%

授業科目名 社会疫学 ,,
英訳!
6RFLRHSLGHPLRORJ\,,

配当
学年 専門職

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 月
開講期
後期

授業
形態 講義

>授業の概要・目的@
※ 開講保留科目（告知を確認のこと）

分子生物学・分子遺伝学の基本的理解を前提とする。
>成績評価の方法・観点@
試験、レポート、出席等を総合的に評価
【合格基準】
１回の記述式試験において、１００点満点中、６０点以上となること
６０点以上：合格
５９点以下：不合格
５回以上授業を欠席した場合には、合格を認めない。
>教科書@
その他
＊必須テキスト（必ず準備すること）：
○トンプソン＆トンプソン遺伝医学第２版 メディカルサイエンスインターナショナル ,6%1

○遺伝カウンセリングマニュアル 南江堂 改定第版 ,6%1
＊推奨テキスト・資料：
○遺伝医学への招待（南江堂）改定第版,6%1
○症例でわかる新しい臨床遺伝学（ＭＥＤＳＩ） ,6%1
○*HQH5HYLHZVKWWSZZZJHQHFOLQLFVRUJ

>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
適宜指示する
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>到達目標@
※ 開講保留科目（告知を確認のこと）
>授業計画と内容@
第回〜第回日程未定

>履修要件@
03+選択
0&5推奨選択
*&推奨選択

>成績評価の方法・観点@
※ 開講保留科目（告知を確認のこと）

>教科書@
※ 開講保留科目（告知を確認のこと）
>参考書等@
（参考書）
※ 開講保留科目（告知を確認のこと）
>授業外学修（予習・復習）等@
※ 開講保留科目（告知を確認のこと）
（その他（オフィスアワー等））
※ 開講保留科目（告知を確認のこと）
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。
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教授

古川 壽亮
使用
言語 日本語及び英語

科目ナンバリング

配当
学年 専門職

人間生態学 

338%+/%

授業科目名 人間生態学
英訳!
)LHOG0HGLFLQH

単位数 

担当者所属・
東南アジア地域研究研究所 准教授 坂本
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 月
開講期
後期

授業
形態 講義

龍太

使用
言語 日本語及び英語

>教科書@
授業中に指示する

>授業の概要・目的@
フィールド医学は、疾病、老化のありさまを、自然環境、文化背景との関連でもう一度、捉えなお
そうとする研究領域である。本授業では、フィールド医学の系譜をたどるとともに我が国及びヒマ
ラヤ地域などで行ってきた研究活動を紹介する。病院から地域に出て生活の場を重んじるフィール
ド医学のよりよい実践を目指し、世界の中で我々が抱えている課題を共有し、今後のあり方をとも
に議論していきたい。

>参考書等@
（参考書）
坂本龍太 『ブータンの小さな診療所』（ナカニシヤ出版）,6%1
奥宮清人 『生老病死のエコロジー』（昭和堂）,6%1

>到達目標@
先人たちや同時代を生きる人々のパイオニアスピリッツや哲学を学び、自身で課題を発見し、自主
的に物事に取り組む能力を育む。

>授業外学修（予習・復習）等@
授業中に感じた疑問や課題を大切にして、それに関することについて調べたり、自分自身の頭でよ
く考える。

>授業計画と内容@
第回 自己紹介及び講座紹介
第回 フィールド医学
第回 自由とパイオニアスピリッツ
第回 目の前の一人の患者からはじまる研究
第回 傍らに棲むレジオネラ
第回 高所環境における老い
第回 内なる地球環境問題
第回 ドムカル谷における高齢者の健康としあわせ
第回 地域研究における友好の意義
第回 ブータンにおける地域在住高齢者ケア計画
第回 診療所から学ぶ人々の暮らし
第回 医療の限界と役割
第回 死生観と医療の意義
第回 ヒマラヤの長寿者からの伝言
第回 総合討論
試験
実施しない

（その他（オフィスアワー等））
坂本龍太
京都大学東南アジア研究所

京都市左京区吉田下阿達町４６
7(/
)$;
(PDLOVDNDPRWR#FVHDVN\RWRXDFMS
面会希望者は、メールでアポイントをとってください。
人間健康科学系専攻学生の受講可否：可能（５名程度）
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

教室：稲盛財団記念館 階 東南亭 に変更
月日に限り、稲盛財団記念館階
>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
出席と討論、ならびにレポートによって行う。

人間生態学  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

授業科目名 交絡調整の方法
英訳!
,QWHUPHGLDWH%LRVWDWLVWLFV

配当
学年 専門職

交絡調整の方法 

338%+/-

単位数 

医学研究科 准教授
担当者所属・ 医学研究科 教授
職名・氏名
医学研究科 助教
元厚生労働省

開講年度・ ・
曜時限 火
開講期
後期

授業
形態 講義

土居 正明
佐藤 俊哉
大宮 將義
森 和彦

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
前期コア科目である「医療統計学」で学んだ医療統計学の考え方を実践するための具体的な統計
的方法について講義します。
本講義では、疫学研究などの観察研究において因果関係を調べる際に妨げとなる「交絡」を調整
する方法として、層別解析、回帰モデルなどの解析方法を説明するとともに、解析計画を立てる上
で必須である「研究計画書」での医療統計的なポイント、データ解析を実施する上で必要となる「
解析計画書」作成のポイントをとり上げます。「医療統計学」よりも専門的な内容が増えますが、
具体例を示しながら基本的な考え方を中心に講義します。
履修条件に注意してください。
【パワーポイントスライドによる講義形式】
>到達目標@
・交絡について理解し、正しく説明できる
・交絡調整における層別解析と回帰モデルの意義を理解し、説明できる
・層別解析と回帰モデルの利点・欠点を説明できる
・研究計画書、解析計画書の重要性を理解し、説明できる

>履修要件@
・前期コア科目「医療統計学」を履修済みであること
・人間健康科学系専攻の学生さんの受け入れはしていません
>成績評価の方法・観点@
回のミニテストおよび平常点
>教科書@
前期 医療統計学 配布資料
講義スライド資料を配布します
>参考書等@
（参考書）
5RWKPDQ.-*UHHQODQG6/DVK7/『0RGHUQ(SLGHPLRORJ\UGHG』（/LSSLQFRWW:LOOLDPV :LONLQV）
,6%1
>授業外学修（予習・復習）等@
前期コア科目「医療統計学」資料を復習してください。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>授業計画と内容@
第回月 日 交絡の復習と標準化
第回月日 共通効果の推定
第回月日 平均値の比較
第回月日 回帰モデル入門、第回ミニテスト
第回月日 一般化線形モデル
第回月日 生存時間解析
第回月日 生存時間解析
第回月 日 データの欠測・HVWLPDQG、第回ミニテスト
第回月 日 研究計画書の作成
第回月日 医薬品の審査と市販後安全対策（森先生）
（第回のみから）
第回月日 解析計画書の作成
第回月 日 変数選択、第回ミニテスト
第回月日 上級者の交絡調整の方法
第回月日 解析計画ディスカッション

交絡調整の方法  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

授業科目名 解析計画実習
英訳!
+HDOWK'DWD3URFHVVLQJ/DERUDWRU\

配当
学年 専門職

解析計画実習 

338%+3-

単位数 

医学研究科 准教授
医学研究科 教授
担当者所属・ 医学研究科 助教
職名・氏名 元厚生労働省
医薬品医療機器総合機構
神戸大学

開講年度・ ・
曜時限 火
開講期
後期

授業
形態 実習

土居 正明
佐藤 俊哉
大宮 將義
森 和彦
安藤 友紀
大森 崇

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
疫学研究・臨床研究を実施する上で必要となる研究計画書や解析計画書を作成するための技法を、
実習を通じて身につけます。
各種研究ガイドラインや倫理指針の内容をグループで検討・発表します。 「交絡調整の方法」
で講義した内容に関して、統計ソフト-03を用いて実データの解析を行います。
新医薬品承認審査の資料を用いて、新医薬品の審査を体験し、グループで検討した内容を発表し
てもらいます。
課題研究などで実施する際の解析計画書を作成し、その内容を発表してもらいます。

第回 月日 解析計画書作成
第・回 月日 解析計画書発表会
>履修要件@
・前期選択科目「医療統計学実習」を履修済みであること
・人間健康科学系専攻の学生さんの受け入れはしていません
>成績評価の方法・観点@
・班および個人のレポート
・班および個人による発表
>教科書@
前期 医療統計学講義・実習資料
毎回実習の手引きを配布します
>参考書等@
（参考書）

履修条件に注意してください。
【少人数の班に分かれた実習】

>到達目標@
・各種研究ガイドライン、倫理指針の内容を理解できる
・統計解析ソフト-03を用いて層別解析、回帰モデルが実行でき、適切な結果を報告し、結果を解
釈できる
・新医薬品承認申請の資料を読み、新医薬品の審査を体験する
・課題研究の解析計画書を作成できる
>授業計画と内容@
第回月 日 ガイドライン・倫理指針実習
第回月日 ガイドライン・倫理指針実習
第回月日 ガイドライン・倫理指針実習 発表会
第回月日 層別解析
第回月日 平均値の比較
第回月日 回帰分析
第回月日 一般化線形モデル
第回月 日 新医薬品の審査実習
第回月 日 新医薬品の審査実習
第回月日 新医薬品の審査実習 発表会
（第回のみ〜）
第回月日 生存時間解析
第回 月 日 解析計画書作成

>授業外学修（予習・復習）等@
前期選択科目「医療統計学実習」を復習してください
（その他（オフィスアワー等））
統計ソフト-03がインストールされたノートパソコンを持参してください。-03は医学研究科の大
学院生であれば利用できます（個人のパソコンにインストールできます）。
-03の利用については、
KWWSZZZPHGN\RWRXDFMSVRIWZDUH-03
を参照してください。
※途中からの参加は認めません、必ず初回から出席してください
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

解析計画実習  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

配当
学年 専門職

地域保健医療福祉論 

338%+/%

授業科目名 地域保健医療福祉論
英訳!
+HDOWK0HGLFDODQG:HOIDUH6\VWHP

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
後期前半 曜時限 木
開講期

准教授 里村 一成

授業
形態 講義

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
日本における公衆衛生行政の過去、現在、未来についての知識を得る。
特に現在公衆衛生上問題となっている事柄を、歴史的経緯をふまえてとらえ、今後の展開について
検討する。
保健医療福祉に関したプレゼンテーションを行い、各自の意見を提示し、それについての討論を行
う。

>授業外学修（予習・復習）等@
新聞、79、インターネット等の保健医療福祉行政に関する報道等を興味を持って視聴し、授業内
容の理解に役立てること。
（その他（オフィスアワー等））
受講人数によって内容を変更することがある
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>到達目標@
日本の公衆衛生行政の現状と問題点の把握ができる。
>授業計画と内容@
第 １・２回 日本の公衆衛生の実情概論
第 ３・４回 日本の公衆衛生の実情と問題点（１）
第 ５・６回 日本の公衆衛生の実情と問題点（２）
第 ７・８回 日本の公衆衛生の問題点の検討（１）
第 ９・回 日本の公衆衛生の問題点の検討（２）
第・回 日本の公衆衛生の問題点の検討（３）
第・回 日本の公衆衛生の問題点の検討（４）
第回 フィードバック
日程は変更の可能性があるので開講日に確認のこと
>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
出席状況、プレゼンテーション、授業内での発言（）
レポート 
>教科書@
必要に応じて授業時にプリントを配布する。
>参考書等@
（参考書）
『国民衛生の動向』（厚生統計協会）
『国民の福祉の動向』（厚生統計協会）
『保険と年金の動向』（厚生統計協会）
『衛生行政大要』（日本公衆衛生協会）
地域保健医療福祉論  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

338%+/%

授業科目名 国際保健学
英訳!
,QWHUQDWLRQDO+HDOWK

配当
学年 専門職

単位数 

科目ナンバリング
担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

准教授 里村 一成

授業科目名 毒性学
英訳!
7R[LFRORJ\

開講年度・ ・
授業
使用
後期集中 曜時限 木３・４ 形態 講義・演習 言語 日本語及び英語
開講期

>授業の概要・目的@
国際保健関連に従事している者、またはその経験者との討論。
国際保健における日本の役割を知る。
日本との比較による海外の保健医療について検討する。
>到達目標@
国際社会と日本社会の違いを知るとともに日本が可能な国際保健への貢献について考えられる。
今後の日本の保健医療のあり方について、参考となる海外の情報に謙虚に耳を傾けられる。
>授業計画と内容@
第 １・２ 回 国際保健概論
第 ３・４ 回 国際保健各論（１）
第 ５・６ 回 国際保健各論（２）
第 ７・８ 回 国際保健各論（３）
第 ９・回 国際保健各論（４）
第・回 国際保健各論（５）
第・回 国際保健各論（６）
第回 フィードバック
日程は変更の可能性があるので開講日に確認のこと。
>履修要件@
地域保健医療福祉論との同時履修が望ましい
>成績評価の方法・観点@
平常点 出席状況、授業内での発言等）（）
レポート 
>教科書@
必要に応じて授業時にプリントを配布する。
>参考書等@
（参考書）
『国民衛生の動向』（厚生統計協会）

配当
学年 専門職

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

准教授 原田 浩二

授業
形態 講義

開講年度・ ・
曜時限 木
開講期
後期

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
, コースの概要
前期の毒性学入門の講義で得られた知識を背景に、毒性学研究に必要な理論、方法を学習し、さら
に化学物質の体内動態と実際の化学分析に焦点を当てた、より進んだ毒性学を講義します。
前期の毒性学入門を履修していることが望まれます。
>到達目標@
,, 学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
・毒性学を理解する
・体内動態と基本的なモデルを理解する
・化学物質の分析手法を説明できる
・主要な中毒、健康影響の防止策を述べることができる
>授業計画と内容@
第回2ULHQWDWLRQ
第回7R[LFRORJ\
第回7R[LFRORJ\
第回7R[LFRORJ\
第回7R[LFRORJ\
第回7R[LFRORJ\
第回 *HQHUDO3URYLVLRQV DQG 2UJDQL]DWLRQDQG3HUVRQQHO
)DFLOLWLHV DQG (TXLSPHQW
第回 7HVWLQJ)DFLOLWLHV2SHUDWLRQ DQG 7HVWDQG&RQWURO$UWLFOHV
3URWRFROIRUDQG&RQGXFWRID1RQFOLQLFDO/DERUDWRU\6WXG\
第回7R[LFRNLQHWLFV
第回7R[LFRNLQHWLFV
第回5HVHDUFKHWKLFVLQWR[LFRORJ\
第回&KHPLFDODQDO\VLV
第回&KHPLFDODQDO\VLV
第回&KHPLFDODQDO\VLV
第回3UHVHQWDWLRQ
>履修要件@
&UHGLWVRI 2FFXSDWLRQDOKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDOKHDOWKVFLHQFHV DUHUHTXLUHG

>授業外学修（予習・復習）等@
新聞、79、インターネット等の保健医療行政に関する報道等を興味を持って視聴し、授業内容の
理解に役立てること。
（その他（オフィスアワー等））
受講人数によって内容を変更することがある

毒性学  へ続く↓↓↓

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

毒性学 
>成績評価の方法・観点@
・$WWHQGDQFHDQGDFWLYHSDUWLFLSDWLRQ
・3UHVHQWDWLRQ
>教科書@
+DQGRXWV
>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
&RGHRI)HGHUDO5HJXODWLRQV,&+*XLGHOLQH
/X V%$6,&72;,&2/2*<WKHGLWLRQ)UDQN&/XDQG6DP.DFHZ7D\ORUDQG)UDQFLV
>授業外学修（予習・復習）等@
5HYLVLRQLVUHFRPPHQGHGWRIROORZELRORJLFDOPHFKDQLVPVLQWDUJHWWR[LFLWLHV
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 上限３人まで可能
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

科目ナンバリング

338%+/%

授業科目名 ベンチトレーニングコース
英訳!
2QWKH%HQFK7UDLQLQJ&RXUVH

配当
学年 専門職

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 金
開講期
後期

准教授 原田 浩二

授業
形態 講義

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
, コースの概要
行政機関・化学工業における毒性学専門職として必要な調査、実験の実践を行ないます。*DV
&KURPDWRJUDSK\0DVV6SHFWURPHWU\を使用した環境汚染物質研究のSURWRFROZULWLQJSUHVHQWDWLRQ
SURWRFROPHHWLQJVDPSOHFROOHFWLQJVDPSOHPHDVXUHPHQWDXGLWSDSHUZULWLQJUHYLHZを実習します。

>到達目標@
,, 学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
・*DV&KURPDWRJUDSK\0DVV6SHFWURPHWU\を使用することができる
・文献等を調べて研究テーマの背景を説明できる
・*/3に基づいてプロトコールを書くことができる
・明らかにすべき事柄に対する研究手段を選択することができる
・プロトコールをSUHVHQWDWLRQすることができる
・実験結果をまとめることができる
・研究結果をSUHVHQWDWLRQすることができる
・研究成果を論文にまとめることができる
>授業計画と内容@
第回2ULHQWDWLRQ
第回*DV&KURPDWRJUDSK\
第回*DV&KURPDWRJUDSK\
第回0DVV6SHFWURPHWU\
第回0DVV6SHFWURPHWU\
第回'LVFXVVLRQRIWKHPH
第回3UHVHQWDWLRQRIEDFNJURXQG
第回3URWRFRO:ULWLQJ
第回3URWRFRO3UHVHQWDWLRQ
第回6DPSOHFROOHFWLQJ
第回6DPSOHPHDVXUHPHQW 
第回6DPSOHPHDVXUHPHQW 
第回6XPPDUL]HWKHGDWD
第回3UHVHQWDWLRQWKHGDWD
第回:ULWLQJ3DSHU
>履修要件@
03+選択
産業・環境衛生学を履修済みであること
ベンチトレーニングコース  へ続く↓↓↓
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ベンチトレーニングコース 

>成績評価の方法・観点@
$WWHQGDQFHDQGDFWLYHSDUWLFLSDWLRQ3UHVHQWDWLRQ
>教科書@
+DQGRXWV
&RGHRI)HGHUDO5HJXODWLRQV,&+*XLGHOLQH
4XDQWLWDWLYH&KHPLFDO$QDO\VLVWKHGLWLRQ'DQLHO&+DUULV:+)UHHPDQDQG&RPSDQ\

>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
*URXSGLVFXVVLRQZLOOEHSHUIRUPHGE\VWXGHQWVLQ2XWRI&ODVV
（その他（オフィスアワー等））
その他メッセージ
&UHGLWVRI 2FFXSDWLRQDOKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDOKHDOWKVFLHQFHV DUHUHTXLUHG
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 上限３人まで可能
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

科目ナンバリング

338%+/%

授業科目名 医薬品・医療機器の開発計画、薬事と審査 担当者所属・
医学研究科 教授
英訳!
'HYHORSPHQWVWUDWHJ\SODQDQGUHJXODWRU\DIIDLUVRIGUXJVDQGPHGLFDOGHYLFHV 職名・氏名

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
曜時限 水
開講期
後期

授業
形態 講義

川上 浩司
使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
【講義担当者】川上浩司（薬剤疫学・教授）、田中司朗（臨床統計学・特定教授）、 小村純子（摂
南大学・教授）、藤原康弘（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（30'$）・理事長 ）、笠井
宏委 京都大学医学部附属病院臨床研究総合センター 、山本晴子（国立循環器病研究センター・
部長）、内田毅彦 日本医療機器開発機構・代表取締役 、堀井郁夫（英国ケンブリッジ大学・客
員教授）、脇谷滋之（武庫川女子大学・教授）、瓜生原葉子（同志社大学・准教授）、&KULVWLDQ
(O]H（&DWHQLRQ社・シニアパートナー）、大西佳恵（&UHDWLY&HXWLFDO社・日本代表）、木村真也（
-0'&社・会長）、
漆原尚巳（慶應義塾大学・教授）
コースの概要
本コースは医学研究科社会健康医学系専攻の選択科目の一つです。
医薬品開発の全体戦略、新薬創出や毒性への対処、標準治療確立のための臨床試験のプロトコール
作成、臨床試験の計画と実施中のプロジェクトマネジメントの基礎と実際、352研究の実際、薬価
の交渉、市販後臨床試験の考え方について学びます。また、医薬品や医療機器の開発と行政当局に
おける開発の考え方と審査の考え方と薬事対応方法について、行政当局の元審査官の講師陣により
理化学試験と製造、非臨床試験、臨床審査、および承認の考え方につき網羅的に講義と実習を通し
て学びます。
学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
・医薬品、バイオ医薬品（生物製剤）、医療機器の開発の戦略、臨床試験の立案、実施時のプロジ
ェクトマネジメント、安全性・有効性の評価について、開発者の薬事業務と行政当局（審査側）の
業務と考え方を理解する。
・ヘルステクノロジーアセスメントの観点から、費用対効果、薬価についての実施を学ぶ。
教育・学習方法
・講義、審査・開発実習、討議
>到達目標@
学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
・医薬品、バイオ医薬品（生物製剤）、医療機器の開発の戦略、臨床試験の立案、実施時のプロジ
ェクトマネジメント、安全性・有効性の評価について、開発者の薬事業務と行政当局（審査側）の
業務と考え方を理解する。
・ヘルステクノロジーアセスメントの観点から、費用対効果、薬価についての実施を学ぶ。

>授業計画と内容@
第回月日 アカデミアにおける医薬品開発とトランスレーショナルリサーチ （田中）
第回月日 臨床試験 開発と審査：非臨床試験
（小村）
第回月日 臨床試験 開発と審査：&0&
（川上）
第回月日 臨床試験 開発と審査：臨床評価
（藤原）
医薬品・医療機器の開発計画、薬事と審査  へ続く↓↓↓

医薬品・医療機器の開発計画、薬事と審査 
第回月日 臨床試験のプロジェクトマネジメントの基礎と実習 （笠井）
第回月日 臨床試験 開発と審査：医療機器 
（山本）
第回月日7KH&KDQJLQJ'\QDPLFVRI%LRSKDUPDFHXWLFDO,QQRYDWLRQ （(O]H）
第回月日 医薬品開発におけるデータ評価と個別化医療
（堀井）
第回月日 臨床試験 開発と審査：再生医療
（脇谷）
第回月日 医薬品開発とライフサイクルマネジメント
（瓜生原）
第回月日 未定
第回月日 医薬経済評価：費用対効果研究実習
（大西）
第回月日 臨床試験 開発と審査：医療機器 
（内田）
第回月日 臨床試験 開発と審査：製造販売承認後
（漆原）
第回月日 医療系データベースを用いた医療・健康評価の実績 （木村）
>履修要件@
臨床試験の実施や審査、医薬品や医療機器の事業戦略、開発やアウトカム研究トップの方々を講師
にお迎えしています。後期限に開講される+「医薬政策・行政」+「医薬品の開発と評価」
を受講していることを必須とします。本科目のみの受講は認めません。
>成績評価の方法・観点@
実習への参加（％）、レポート（％）
>教科書@
使用しない

>参考書等@
（参考書）
安生紗枝子ら 『新薬創製への招待：開発から市販後の監視まで』（共立出版）
川上浩司 漆原尚巳 田中司朗（監修） 『ストロムの薬剤疫学』（南山堂）
>授業外学修（予習・復習）等@
適宜予習復習を求める。
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

科目ナンバリング

338%+/%

授業科目名 医薬品の開発と評価
担当者所属・
医学研究科 教授
英訳!
'UXJ'HYHORSPHQW(YDOXDWLRQDQG5HJXODWRU\6FLHQFHV 職名・氏名

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
授業
後期集中 曜時限 後期後半 水２ 形態 講義
開講期

川上 浩司
使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
前週までの「医薬政策・行政」に引き続いて、医薬品、バイオ医薬品、医療機器の研究開発の過程
について、前臨床研究、試験物の理化学試験と製造、動物を用いた非臨床試験、そして人を対象と
した臨床試験、行政当局による承認、薬価の決定 費用対効果 、市販後評価というすべてのステッ
プにおける安全性と有効性、経済性の評価について学びます。また、トランスレーショナルリサー
チの実際、製薬産業の国際動向についても学びます。
【講義担当者】川上浩司（薬剤疫学・教授）、白沢博満（06'株式会社・副社長）、
堀井郁夫（英国ケンブリッジ大学・客員教授）、佐藤泉美 薬剤疫学・特定講師 、
&KULVWLDQ(O]H（&DWHQLRQ社・シニアパートナー）、大西佳恵（&UHDWLY&HXWLFDO社・日本代表）、中山
諒（財務省主計局）、漆原尚巳（慶應義塾大学・教授）、関知嗣（薬剤疫学・助教）
>到達目標@
・医薬品、医療機器、生物製剤の開発と評価の基本的考え方、方法論を理解している。
・費用対効果、薬価とは何かについての基本的考え方、方法論を理解している。
・薬剤疫学と市販後の基本的考え方、方法論を理解している。

>授業計画と内容@
第回月日 +HDOWKFDUH6\VWHPV&KDOOHQJHVDQG5HIRUP (O]H）
第回月日 医薬品の創製、毒性と安全性
（堀井）
第回月日 グローバル製薬企業の動向と開発薬事
（白沢）
第回月日 医療リアルワールドデータと医薬品評価
（川上）
第回月日 薬剤疫学概論
（佐藤）
第回月日 医薬経済概論：費用対効果と薬価の考え方
（大西）
第回月日 日本の財政状況と医療・福祉
（中山）
第回月日 市販後調査、市販後臨床試験
（漆原）
第回月日 ,&7やデータ基盤を活用した医薬品開発や評価 （関）
>履修要件@
本コースの前週まで講義が行われる+「医薬政策・行政」と連続、一括した内容となっており、
原則として通して受講できない方は受け入れ不可とします。また、同日・限の+「医薬品・医
療機器の開発計画、薬事と審査」も本講義の内容を掘り下げたもので、合わせて受講することを推
奨します。

医薬品の開発と評価  へ続く↓↓↓
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未更新
医薬品の開発と評価 
>成績評価の方法・観点@
講義の場への参加（％）、レポート（％）
>教科書@
使用しない

>参考書等@
（参考書）
安生紗枝子ら 『新薬創製への招待：開発から市販後の監視まで』（共立出版）
川上浩司 漆原尚巳 田中司朗（監修） 『ストロムの薬剤疫学』（南山堂）
>授業外学修（予習・復習）等@
予習は特に不要であるが、復習については十分に行うことを期待する。

（その他（オフィスアワー等））
川上浩司*棟 階・内線： 代表
面談希望は必ずメールでご連絡下さい。
NDZDNDPLNRMLH#N\RWRXDFMS
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

科目ナンバリング

338%0/%
P-PUB01 8M022 LB90

授業科目名 ゲノム科学と医療
<英訳!
>
*HQRPH6FLHQFHDQG0HGLFLQH
Genome Science and Medicine

配当
学年 専門職

単位数 2

医学研究科 教授
准教授
学際融合教育研究推進センター 特定教授

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
2020・ 曜時限 木3
木
開講期
後期

授業
形態 講義

松田
田原
長﨑

文彦
康玄
正朗

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
[授業の概要・目的]
ゲノム科学技術が発展し、'1$シークエンス実験を比較的安価に実現できる時代となった。本講義
ゲノム科学技術が発展し、DNAシークエンス実験を比較的安価に実現できる時代となった。本講義
の目的は、ゲノム科学の発展が世紀の医療にいかなるインパクトを与えるのかを理解することに
の目的は、ゲノム科学の発展が21世紀の医療にいかなるインパクトを与えるのかを理解することに
ある。本講義では、ゲノム科学に携わっている研究者の最新の研究成果とその臨床医学における実
践的な応用ならびに応用の可能性についての授業を、各分野の専門家による講義として行う。
[到達目標]
>到達目標@
・ゲノム医学の概念を理解する。
・実際に行われている、あるいは近い将来に行われるようになる可能性のある臨床医学へのゲノム
科学の応用について、実情並びに展望を学ぶ。
[授業計画と内容]
>授業計画と内容@
疾患の遺伝学 多因子疾患鎌谷洋一郎 教授（東京大学） １０月３日
疾患の遺伝学 量的形質と構造多型 長崎正朗 特定教授 １０月１０日
疾患の遺伝学 RNA
スプライシングと疾患 萩原
教授
疾患の遺伝学
 51$スプライシングと疾患
萩原正敏
正敏
教授 １１月２１日
ゲノム医学 ゲノム創薬岡田随象 教授（大阪大学） １１月２８日
慢性疾患のマルチオミックス・アプローチ Dominique GaugierI 客員教授（INSERM）
疾患の遺伝学 慢性疾患のマルチオミックス・アプローチ'RPLQLTXH*DXJLHU,客員教授（,16(50）
疾患の遺伝学
１２月５日 単一遺伝子疾患松本直通 教授（横浜市立大学）
ゲノム医学 薬理遺伝学
莚田泰誠 グループリーダー（理化学研究所）
疾患の遺伝学
単一遺伝子疾患松本直通
教授（横浜市立大学） １月１６日
ゲノムコホート研究
教授
ゲノム医学 薬理遺伝学
莚田泰誠松田文彦
グループリーダー（理化学研究所）
１月２３日
科学研究の成果をいかに伝えるか
(1)-(2) 村中璃子
集中講義 （※１）2日間を予定
ゲノム医学
ゲノムコホート研究 松田文彦
教授 １月３０日
試験（レポート）
科学研究の成果をいかに伝えるか１−２
村中璃子 集中講義 （※１） 年月日（月）から
ゲノム医学 希少疾患 山野嘉久 教授
日（金）のうち日間（，限）を予定
試験（レポート）
※１ 日程については変更になる場合があります。
ゲノム医学
希少疾患 山野嘉久 教授 ２月１３日
※２ 授業は、集中講義を除き英語となります。
【注意】外部講師の都合等により、講義日程に変更が生じる場合があります。
※１
日程については変更になる場合があります。
※２ 授業は、集中講義を除き英語となります。
[履修要件]
【注意】外部講師の都合等により、講義日程に変更が生じる場合があります。
統計遺伝学基礎I・IIの履修を強く推奨する
>履修要件@
[成績評価の方法・観点]
統計遺伝学基礎,・,,の履修を強く推奨する
・講義における授業参加の状況
>成績評価の方法・観点@
・最終レポート
・講義における授業参加の状況
・最終レポート

>教科書@
授業中に指示する
参考資料は講義の中で適時配布
ゲノム科学と医療(2)へ続く↓↓↓
ゲノム科学と医療  へ続く↓↓↓

ゲノム科学と医療

ゲノム科学と医療(2)
[教科書]
授業中に指示する
参考資料は講義の中で適時配布
>参考書等@

（参考書）
授業中に紹介する
[参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
配付資料を活用した復習を主体に行うこと。
[授業外学修（予習・復習）等]
（その他（オフィスアワー等））
配付資料を活用した復習を主体に行うこと。
講義の途中における質問はもちろんのこと、課外時間での担当教員への訪問等も大いに歓迎する。
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。
（その他（オフィスアワー等））
※本年度は、南部総合研究号館階共同セミナー室で開講予定。（変更がある場合には.8/$6,6
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
で連絡を行う）
※本年度は、南部総合研究1号館1階共同セミナー室3で開講予定。（変更がある場合にはKULASIS
で連絡を行う）
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

科目ナンバリング

338%1/-

授業科目名 医療倫理学各論
英訳!
3UDFWLFXPIRU&OLQLFDO*HQHWLFV

配当
学年 専門職

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

教授

開講年度・ ・
授業
曜時限 金５・６：開講日注意 形態 講義
開講期
後期

小杉 眞司
使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
【基本情報】
授業日時：金曜限（原則隔週）
教室：*棟階演習室
レベル：応用
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・竹之内沙弥香・山崎康仕（神戸大学）・浅井篤（東北大
学）
【コースの概要】
医療技術の進展にともなって生じる臨床上の問題、臨床研究実施上の問題の検討を行う。「自ら問
題を考え、解決の方策を探り、臨床で実践する能力」を身につけ、実践行動型の医療者となること
を目標とする
>到達目標@
 医療倫理学の基礎を理解する
・医療倫理学の背景、医師患者関係の変容、患者の権利や医師の義務を理解する
 倫理的問題の対処方法を習得する
・問題の存在を認識し、考える枠組みを使って実際の問題を検討する
・議論を通じて解決の道筋をたてる
・臨床での実践方法を考える
>授業計画と内容@
【第回】月日＜小杉＞「倫理委員会・移植医療と倫理」倫理審査委員会の歴史、現状、法的
根拠、組織、脳死からの臓器移植、生体肝移植、心臓死および生体からの膵島移植などの問題点を
実例に基づいて考える
【第回】月日＜山田＞「産婦人科医療と倫理」産婦人科では，胚や胎児を対象とするために
生じる倫理問題が存在する。これらの幅広い倫理的課題について考える。
【第回】月日＜浅井＞「医療資源配分の問題」
【第回】月日＜山崎＞「法と倫理」道徳・倫理・法の関係、自然法論と法実証主義などにつ
いて総合的に考える
【第回】月日＜和田＞「小児科医療と倫理」小児医療における代諾、重症障害新生児の治
療、治療拒否と虐待などの問題点について考える
【第回】月日＜竹之内＞「終末期医療」治療の中止、延命治療、安楽死、尊厳死、高齢者
医療、'15オーダー、事前指示、医学的無益性などについて考える
【第回】月日＜山田＞「二次的（偶発的）所見の問題」網羅的なゲノム情報が用いられる
時代となり常に直面する二次的（偶発的）所見の取り扱いについて学ぶ
【第回】月日＜小杉＞「自主研究発表」履修院生による自己テーマについての研究発表
>履修要件@
遺伝カウンセラーコース回生必修科目
63+選択科目
医療倫理学各論  へ続く↓↓↓
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医療倫理学各論 

科目ナンバリング

*0('6/(

授業科目名 統計遺伝学,,
英訳!
6WDWLVWLFDO*HQHWLFV,,

先修科目として「基礎医療倫理学」の履修を原則とする
人間健康科学系専攻学生の受講可否：要事前連絡
>成績評価の方法・観点@
研究発表、議論への参加の積極性、レポート、出席等を総合的に判定します。
自主研究発表 最後に実施 ： 医療倫理に関するどのようなテーマでも良いので、自ら問題点を探し、
それについて調べたり、検討した結果を発表し、全体でディスカッションします。割り当て時間（
発表＋ディスカッション）は、発表者の数に依存しますが、分程度です。（原則としてパワ
ーポイントを用いて発表し、ハンドアウト配布もお願いします）。他の専攻や研究科からの受講、
聴講の場合も必須です。
>教科書@
配布するハンドアウトなど
>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
適宜指示する
（その他（オフィスアワー等））
その他メッセージ
事例検討は、ビデオ、漫画を用いることがあります
講義日程、講師、内容については、多少の変更がある可能性があります
かならず、正式な受講届を提出すること。
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

配当
学年 博士

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

教授

山田 亮

開講年度・ ・
授業
使用
開講期
後期集中 曜時限 集中講義 形態 講義・演習 言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
'D\VDQGKRXUV VWZHHNRI)HE0RQ7XH:HGDQG7KU
)HEUXDU\VW
)HEUXDU\VW
)HEUXDU\VW
)HEUXDU\VW
)HEUXDU\QG
)HEUXDU\QG
)HEUXDU\QG
)HEUXDU\QG
)HEUXDU\UG
)HEUXDU\UG
)HEUXDU\UG
)HEUXDU\UG
)HEUXDU\WK
)HEUXDU\WK
)HEUXDU\WK
)HEUXDU\WK6SDUH

統計遺伝学の学修にあたり３つの要素に分けて取り組む。基礎数学、統計解析の基礎、統計解析の
応用の３つである。
基礎数学は線形代数学、微分積分学、グラフ理論、情報幾何学の４つを扱う。基礎ではデータ型・
検定・推定の考え方を扱う。応用では、メンデル型遺伝、癌症候群、複合遺伝性疾患、発現解析を
取り上げる。
これらを以下のような６つのモジュールとして提供する。
基礎数学$ 線形代数とグラフ理論 、基礎数学% 微分積分学と情報幾何
統計解析基礎$ データ型と検定 、統計解析% 推定
統計解析応用$ メンデル型遺伝、癌症候群 、統計解析応用% 複合遺伝性疾患と発現解析
統計遺伝学,、,,はそれぞれ前期、後期に開講するが、年度ごとにその提供内容は変わる。
年度からの提供予定は以下のとおりとする。
 前期 基礎数学$、後期 統計解析基礎$
 前期 基礎数学%、後期 統計解析応用%
 前期 基礎数学$、後期 統計解析基礎%
 前期 基礎数学%、後期 統計解析応用$
また、統計遺伝学,,,の講義では、プログラミング言語5を使い、計算、データ解析、データ視覚化、
データシミュレーションの技術も学ぶ。
年度後期は統計解析応用%である。
7KLVFRXUVHLVFRQVLVWHGRIWKUHHFRPSRQHQWVWRPDVWHUWKHEDVLFVRIVWDWLVWLFDOJHQHWLFV  EDVLFPDWKHPDWLFV
統計遺伝学,,  へ続く↓↓↓

統計遺伝学,, 

統計遺伝学,, 

 EDVLFVRIVWDWLVWLFVDQG  DSSOLFDWLRQRIVWDWLVWLFVWRJHQHWLFVWXGLHV
7KHFRXUVHGLYLGHVWKHVHWKUHHFRPSRQHQWVLQWRVL[PRGXOHVDQGSURYLGHVRQHRIWKHPIRUHDFKVHPHVWHU
%DVLFPDWKHPDWLFV$/LQHDUDOJHEUDDQGJUDSKWKHRU\
%DVLFPDWKHPDWLFV%&DOFXOXVDQGLQIRUPDWLRQJHRPHWU\
%DVLFVRIVWDWLVWLFV$'DWDW\SHVDQGVWDWLVWLFDOWHVWV
%DVLFVRIVWDWLVWLFV%,QIHUHQFH
$SSOLFDWLRQRIVWDWLVWLFV$6WDWLVWLFDODVSHFWVRI0HQGHOLDQWUDLWVDQG&DQFHUV\QGURPHV
$SSOLFDWLRQRIVWDWLVWLFV%6WDWLVWLFDDVSHFWVRIFRPSOH[JHQHWLFWUDLWVDQGJHQHH[SUHVVLRQELRPDUNHUV
6FKHGXOHSODQLVDVEHORZ
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV$QGVHPHVWHU%DVLFVRIVWDWLVWLFV$
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV%QGVHPHVWHU$SSOLFDWLRQ%
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV$QGVHPHVWHU%DVLFVRIVWDWLVWLFV%
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV%QGVHPHVWHU$SSOLFDWLRQ$
,QWKHFRXUVHWKHODQJXDJH5LVXVHGIRUGDWDDQDO\VLVVLPXODWLRQDQGYLVXDOL]DWLRQ
7KLVVHPHVWHU$SSOLFDWLRQ%

線形代数では、行列計算、分散共分散行列、最小二乗法、連立方程式、3&$、最適解を順に取り上
げる。
グラフ理論では、グラフの定義、グラフオブジェクトの5での取り扱い、木、最小全域木、ランダ
ムグラフ、ネットワークを順に取り上げる。
数学基礎%
前半に微分積分学を、後半に情報幾何を扱う。
微分積分学では、確率密度分布の期待値、尤度関数と最尤推定のための微分、確率密度関数・累
積分布関数・ハザード関数のための微分積分、偏微分と+:(、最小二乗法、テイラー展開を順に取
り上げる。
情報幾何では、その基礎、フィッシャー情報量、双対平坦、指数型分布族、./ダイバージェン
スを取り上げる。
統計解析基礎$
データ型、カテゴリと正単体、２ｘ２表のカイ二乗検定と正確確率検定、+:(検定とその正確確
率検定、２ｘ３表検定と遺伝モデル、一様分布とマルチプルテスティングとボンフェロニ補正を順
に扱う
統計解析基礎%
点推定と区間推定、ベイズ推定、二項分布とベータ分布、ハプロタイプ頻度推定と(0アルゴリ
ズム、連鎖不平衡ブロックを順に扱う。
統計解析応用$
前半にメンデル遺伝を、後半に癌症候群を扱う。
メンデル遺伝では、家系図、メンデル遺伝のジェノタイプとフェノタイプ、1*6と疾患責任変異
を扱う。
癌症候群では、その基礎、リスク評価、決断支援ツール、ベイズ推定、ベイジアンネットワーク
を扱う。
統計解析応用%
前半に複合遺伝性疾患を、後半にトランスクリプトーム・発現プロファイルによる癌のサブタイ
ピングを扱う。
複合遺伝性疾患では、遺伝モデル、集団・コホート、２ｘ３表の関連検定、多座位モデルを扱う。

>到達目標@
基礎数学$：行列演算による、二乗法・3&$がわかる。グラフ理論の基礎を習得する。
基礎数学%：確率密度関数の微分積分の式が理解できる。尤度関数と最尤推定のための微分演算が
理解できる。近似のための微積分が理解できる。情報幾何の基礎を理解する。
統計解析基礎$：統計遺伝学分野におけるデータ型、検定、漸近近似検定、正確確率検定、分割表
検定を理解する。
統計解析基礎%：点推定・区間推定、ベイズ推定、最尤推定、尤度関数を理解する。
統計解析応用$：メンデル遺伝形質のリスク評価、癌症候群のリスク評価を理解する。
統計解析応用%：複合遺伝性疾患の遺伝モデルとそのリスク評価、遺伝子発現プロファイルとバイ
オマーカーについて理解する。
いずれのモジュールにおいても、コンピュータ言語5を用いて基礎的な計算・プログラミングの技
術を習得する。
%DVLFPDWKHPDWLFV$7RXQGHUVWDQGPDWUL[FDOFXODWLRQOHDVWVTXDUHV3&$DQG
WKHEDVLFVRIJUDSKWKHRU\
%DVLFPDWKHPDWLFV%7RXQGHUVWDQGFDOFXOXVIRUSUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQVOLNHOLKRRGIXQFWLRQVDQG
PD[LPXPOLNHOLKRRGHVWLPDWLRQDSSUR[LPDWLRQDQGWKHEDVLFVRILQIRUPDWLRQJHRPHWU\
%DVLFVRIVWDWLVWLFV$：7RXQGHUVWDQGGDWDW\SHVVWDWLVWLFDOWHVWVDV\PSWRWLFWHVWVH[DFWWHVWVDQG
FRQWLQJHQF\WDEOHWHVWV
%DVLFVRIVWDWLVWLFV%：7RXQGHUVWDQGSRLQWDQGLQWHUYDOHVWLPDWHV%D\HVLDQHVWLPDWHVPD[LPXPOLNHOLKRRG
HVWLPDWHVDQGOLNHOLKRRGIXQFWLRQV
$SSOLFDWLRQ$7RXQGHUVWDQGVWDWLVWLFDODVSHFWVIRUULVNHYDOXDWLRQRI0HQGHOLDQWUDLWVDQGFDQFHUV\QGURPHV
$SSOLFDWLRQ%7RXQGHUVWDQGVWDWLVWLFDODVSHFFWVIRUULNVHYDOXDWLRQRIFRPSOH[JHQHWLFWUDLWVDQG
H[SUHVVLRQDOSURILOHV
,QHYHU\PRGXOHWKHEDVLFVRI5ODQJXDJHVKRXOGEHPDVWHUHG
>授業計画と内容@
数学基礎$
前半に線形代数を、後半にグラフ理論を扱う。

トランスクリプトーム・発現プロファイルでは、その基礎、'LIIHUHQWLDOH[SUHVVLRQDQDO\VLV、クラ
スタリングとヒートマップ、教師ありクラスタリング、バリデーション法を扱う。
%DVLFPDWKHPDWLFV$
7KHILUVWKDOI/LQHDUDOJHEUDLQFOXGLQJPDWUL[FDOFXODWLRQYDULDQFHFRYDULDQFHPDWUL[OHDVWVTXDUHPHWKRG
V\VWHPRIHTXDWLRQ3&$RSWLPL]DWLRQ
7KHVHFRQGKDOI*UDSKWKHRU\LQFOXGLQJEDVLFVRIEDVLFVRIJUDSKWKHRU\WUHHPLQLPXPVSDQQLQJWUHH
UDQGRPJUDSKDQGQHWZRUNDQGJUDSKREMHFWVLQ5ODQJXDJH
%DVLFPDWKHPDWLFV%
7KHILUVWKDOI&DOFXOXVLQFOXGLQJH[SHFWRISUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQVOLNHOLKRRGIXQFWLRQDQGPD[LPXP
OLNHOLKRRGHVWLPDWHDQGFDOFXOXVIRUWKHPFDOFXOXVIRUSUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQFXPXODWLYHGHQVLW\
IXQFWLRQDQGKD]DUGIXQFWLRQVSDUWLDOGHULYDWLYHDQG+:(FDOFXOXVIRUOHDVWVTXDUHPHWKRGVDQG7D\ORU
H[SDQVLRQ
7KHVHFRQGKDOI,QIRUPDWLRQJHRPHWU\LQFOXGLQJLWVEDVLFV)LVKHULQIRUPDWLRQGXDOIODWQHVVH[SRQHQWLDO
IDPLOLHVDQG./GLYHUJHQFH
%DVLFVRIVWDWLVWLFV$
'DWDW\SHVLQFOXGLQJFDWHJRULFDOW\SHVDQGVLPSOH[[WDEOHWHVWVDQGFKLVTXDUHWHVWDQGH[DFWWHVW
+:(WHVWDQGLWVH[DFWWHVW[WDEOHWHVWDQGJHQHWLFPRGHOVXQLIRUPGLVWULEXWLRQDQGPXOWLSOHWHVWLQJDQG

統計遺伝学,,  へ続く↓↓↓

統計遺伝学,,  へ続く↓↓↓

− 45 −

統計遺伝学,, 

統計遺伝学,, 

%RQIHUURQL VFRUUHFWLRQ
%DVLFVRIVWDWLVWLFV%
3RLQWDQGLQWHUYDOHVWLPDWHV%D\HVLDQDSSRDFKDQGELQRPLDODQGEHWDGLVWULEXWLRQVKDSORW\SHIUHTXHQF\
HVWLPDWLRQDQG(0DOJRULWKPDQG/'EORFN
$SSOLFDWLRQ$
7KHILUVWKDOI0HQGHOLDQWUDLWVLQFOXGLQJSHGLJUHHJHQRW\SHVDQGSKHQRW\SHVRI0HQGHOLDQWUDLWV1*6DQG
GLVHDVHUHVSRQVLEOHYDULDQWV
7KHVHFRQGKDOI&DQFHUV\QGURPHLQFOXGLQJLWVEDVLFVDQGULVNHYDOXDWLRQGHFLVLRQVXSSRUWWRRO%D\VHLDQ
HVWLPDWLRQDQG%D\HVLDQQHWZRUN
$SSOLFDWLRQ%
7KHILUVWKDOI&RPSOH[JHQHWLFWUDLWVLQFOXGLQJJHQHWLFPRGHOVSRSXODWLRQDQGFRKRUW[WDEOHDVVRFLDWLRQ
WHVWVDQGPXOWLSOHORFXVPRGHO
7KHVHFRQGKDOI7UDQVFULSWRPHDQDO\VLVDQGH[SUHVVLRQSURILOHVLQFOXGLQJWKHLUEDVLFVGLIIHUHQWLDO
H[SUHVVLRQDQDO\VLVFOXVWHULQJDQGKHDWPDSVXSHUYLVHGOHDUQLQJDQGYDOLGDWLRQ

>授業外学修（予習・復習）等@
フリーソフトウェア5に習熟するには講義時間のみでは十分でないことが多い。日常のデータ処
理などに積極的に活用するなど、使用機会を各自確保することが望まれる。
宿題が出る。
8QVNLOOHG5XVHUVVKRXOGOHDUQLWWKHPVHOYHVE\XVLQJLWIRUWKHLUGDLO\UHVHDUFKDFWLYLWLHV
+RPHZRUNHYHU\ZHHN

（その他（オフィスアワー等））
特になし
1$
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
生物学・遺伝学の基礎を習得していることが望ましいが、意欲があれば必須ではない。
無線/$1接続の可能なノートパソコンを持参すること。計算機・プログラミングの知識は要求しな
いが、初学者は復習が必須となる。前期・後期併せての受講が望ましいが、必須ではない。
,WLVGHVLUDEOHWRKDYHEDFNJURXQGRIPROHFXODUELRORJ\DQGJHQHWLFVEXWQRWUHTXLUHGLIUHDG\IRUVHOI
OHDUQLQJ
WKHP
%ULQJDODSWRS3&ZLWKZLIL
%DVLFFRPSXWHUVNLOOVDQGSURJUDPPLQJLQ5DUHQHFHVVDU\,IQRVHOIOHDUQWKHPDORQJWKHFRXUVH
>成績評価の方法・観点@
授業中の質疑応答の発言を評価する。
宿題の提出内容を評価する。
最終日に試験を実施する。
$FWLYLWLHVLQWKHFODVVKRXUVKRPHZRUNVDQGH[DPDWWKHHQGRIWKHFRXUVHDUHFRXQW
>教科書@
統計解析基礎$%では、『遺伝統計学の基礎』,6%1とその英訳プリントを用い
る。
)RUEDVLFVRIVWDWLVWLFV$DQG%遺伝統計学の基礎,6%1LQ-DSDQHVHDQGLWV(QJOLVK
YHUVLRQKDQGRRXWZLOOEHXVHG
>参考書等@
（参考書）
基礎数学$、%では、配布資料 KWWSVWDWJHQHWN\RWRXQLYZLNLGRWFRP を用いる。
統計解析応用$、%では配布資料 KWWSVWDWJHQHWN\RWRXQLYZLNLGRWFRP を用いる。
)RUEDVLFPDWKHDWLFLVJHWKDQGRXWV#KWWSVWDWJHQHWN\RWRXQLYZLNLGRWFRP
)RUDSSOLFDWLRQ$DQG%JHWKDQGRXWV#KWWSVWDWJHQHWN\RWRXQLYZLNLGRWFRP
統計遺伝学,,  へ続く↓↓↓
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授業科目名 健康情報学 ,
英訳!
+HDOWKLQIRUPDWLFV,

配当
学年 専門職

健康情報学 , 

338%+/%

単位数 

医学研究科 教授
医学研究科 准教授
非常勤講師
大東文化大学 教授
東京有明医療大学
特任教授
担当者所属・
職名・氏名 日本0%7,協会 代表

中山
高橋
宮崎
杉森
津谷
園田
国立がん研究センターがん対策情報センター 若尾
センター長
附属病院
准教授 加藤
株式会社情報システムエンジニアリング 黒田
代表取締役社長
静岡県立総合病院 室長 中谷

開講年度・ ・
曜時限 金
開講期
後期

授業
形態 講義

健夫
由光
貴久子
裕樹
喜一郎
由紀
文彦
源太
聡
英仁

第回 月日 個人の情報処理・認知特性からコミュニケーションへ：0%7, エムビーティー
アイ0\HUV%ULJJV7\SH,QGLFDWRU  セミオープンワークショップ
時分〜時分（園田）
第回 月日 個人の情報処理・認知特性からコミュニケーションへ：0%7, エムビーティー
アイ0\HUV%ULJJV7\SH,QGLFDWRU  セミオープンワークショップ 時〜時、時〜時（園田）
第回 月日 総合討論・個別発表 「健康情報学,を履修して」（中山）
※「健康情報学,,」の講義と重ならないように開講します。
>履修要件@
疫学または根拠に基づく医療（HYLGHQFHEDVHPHGLFLQH(%0）の基礎知識を持つことが望ましいが、
必須ではない。

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
健康・医療情報、データや知識の収集、蓄積、伝達、検索、評価法、情報リテラシー、ヘルス・コ
ミュニケーション（リスクコミュニケーション含む）、個人情報保護などの情報倫理の課題につい
て講義する。疫学や(%0を基本として、医学文献からマスメディア、インターネットによる健康情
報まで、さまざまな情報の特徴を知り、それらを主体的、効果的に活用する方法を考える。さらに
欧米の医療関係者に関心の高い性格テスト・0%7, 0\HUV%ULJJV7\SH,QGLFDWRU のワークショップを
通して、個人の情報処理・認知の特性とコミュニケーションに関して体験的理解を深める。

>成績評価の方法・観点@
毎回の小レポート提出％、発表％

教育・学習方法
講義形式と実習

>参考書等@
（参考書）
中山健夫著 『健康・医療の情報を読み解く：健康情報学への招待』（丸善書店）
中山健夫監修 『ヘルスコミュニケーション実践ガイド』（日本評論社）
中山健夫・杉森裕樹監訳 『)'$ リスク＆ベネフィットコミュニケ―ション』（丸善書店）

>教科書@
講義資料は配布、ＭＢＴＩワークショップのテキストは各自購入（円程度）

>到達目標@
・疫学・(%0の知識を応用して、各種の健康・医療情報を適切に活用できる。
・マスメディア情報、インターネット情報を収集し、適正な吟味を行った上で意思決定、問題解決、
そしてコミュニケーションの素材とすることができる。
・0%7,の視点から、個人の情報処理・認知、コミュニケーションの特性を理解する。
>授業計画と内容@
（※変更の可能性があるので開講日に確認して下さい）
第回 月日 疫学と(%0からの健康情報リテラシー入門（１）（中山）
第回 月日 疫学と(%0からの健康情報リテラシー入門（２）（中山・中谷）
第回 月日 患者視点の情報：4XDOLW\RIOLIHと3DWLHQWUHSRUWHGRXWFRPH（宮崎）
第回 月日 インターネットとHヘルス（高橋）
第回 月日 質の高い医療情報の集約・共有・普及：根拠に基づく診療ガイドラインを考え
る（中山）
第回 月日 ナラティブ情報の意義と可能性（中山）
第回 月日 「がん」をめぐる患者・国民・医療者向け情報の整備（若尾）
第回 月日 健康情報を巡る話題テクニカル・コミュニケーションの視点から（中山・黒田）
第回
第回
第回
第回

月日
月日
月日
月日

>授業外学修（予習・復習）等@
予習よりも復習に十分時間を取ること
（その他（オフィスアワー等））
情報とは「意思決定において不確実性を減じるもの」と定義されます。社会における健康・医療に
関する情報の適切なあり方、そして個人の特性理解の視点から、情報のコミュニケーションについ
て考えてみたいと思います。
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

ベネフィットとリスクのコミュニケーション（中山）
ヘルス・リテラシーとリスク・コミュニケーション（杉森）
代替医療とプラセボ：健康情報とコミュニケーションの視点から（津谷）
医療におけるデータの二次利用の課題（加藤）
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科目ナンバリング
医学研究科 准教授 高橋 由光
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医学研究科 特定講師 岡田 浩
職名・氏名
医学研究科 助教
西川 佳孝

授業科目名 健康情報学 ,,
英訳!
+HDOWKLQIRUPDWLFV,,

配当
学年 専門職

単位数 

授業
形態 講義

開講年度・ ・
曜時限
開講期
後期






使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
・健康情報と,&7：インターネットの基礎知識、Hヘルス、ヘルスケアにおける,&7（,QIRUPDWLRQ
DQGFRPPXQLFDWLRQWHFKQRORJ\）について講義を行います。公的統計データ、各種二次データ、レセ
プト情報・特定健診等情報データベース（1'%）などを例に、医療ビッグデータの現状および利活
用について講義を行います。国民生活基礎調査匿名データを使った実習を行います。
・地域薬局における健康情報：社会の高齢化と医療の高度化に伴い、先進諸国の薬局では従来の薬
剤供給にとどまらず、公衆衛生に果たす役割が拡大しています。この薬局の役割の変化と臨床研究
の結果についてカナダでの事例を中心に講義を行います。また、日本の薬局での介入研究で使われ
た行動経済学のナッジや健康行動科学に基づく患者アプローチ法などについても紹介します。
・災害と健康情報：災害による健康影響について学習し、災害時に必要な健康情報について議論し
ます。防災のための健康情報とその特徴について学習します。事例研究や症例報告の手法について
紹介します。

限 ヘルスケアと,&7の事例紹介
限 インターネット調査フォーム作成
限 ライフコース疫学・社会疫学、まとめ
限 予備

>履修要件@
健康情報学,を可能な限り履修するようにしてください。
履修確定後、授業関連の連絡は3DQG$や.8/$6,6を利用します。
京大のメールアドレスを確認するようにしておいてください。
>成績評価の方法・観点@
平常点（出席を含む）（）およびレポートまたは発表（）
>教科書@
使用しない

>到達目標@
・インターネットの基礎知識、Hヘルス、インターネット調査の特徴（利点および欠点）を習得。
公的統計データ、医療ビッグデータ、個人番号制度、ライフコース疫学についての基礎知識を習得
・世界の保健行政の中での地域薬局の役割の変化に関する知識の習得。薬局におけるプライマリケ
アへの関与についてのエビデンス、患者の自己決定を尊重しながら、生活習慣改善を促す手法（行
動経済学、ナッジ）に関する知識の習得。
・災害と健康についての基礎知識の習得。事例研究方法の基礎知識の習得。

>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する

>授業計画と内容@
 限 予備
 限 世界の地域薬局業務の変化（世界の地域薬局業務の変化
 限 地域医療における薬局：日本の現状（日本における薬局での地域医療への取り組みと
エビデンス）
 限 薬局での患者支援の実際（短時間での動機づけ：行動経済学ナッジの活用）
 限 地域医療における薬局：海外の薬局での取り組み（海外薬局での地域医療への取り組
み）
 限 災害と健康情報：災害による健康影響・災害時の健康情報
 限 災害と健康情報：防災のための健康情報とその特徴
 限 災害と健康情報：事例研究の方法
 限 予備
 限 予備
 限 予備
 限 インターネットの基礎知識
 限 ヘルスケアと,&7に関する各種ガイドライン
 限 予備
 限 医療ビッグデータ、二次データの利活用

（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否：可
ただし、履修希望者が多い場合は人数制限の可能性あり。履修前に必ずメールをしてください。
WDNDKDVKL\RVKLPLWVXP#N\RWRXDFMS

>授業外学修（予習・復習）等@
予習用の教材・資料を、適宜提供します。

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

健康情報学 ,,  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

配当
学年 専門職

医学コミュニケーション演習 

338%+6%

授業科目名 医学コミュニケーション演習
英訳!
$SSOLHG0HGLFDO&RPPXQLFDWLRQ

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

准教授 岩隈 美穂

授業
形態 演習

開講年度・ ・
曜時限 火
開講期
後期

>履修要件@
特になし

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
コースの概要
質的研究方法をいくつか取り上げます。質的研究にも多くの手法があり、自分が知りたいリサーチ
クエスチョンに合わせて、適切な方法を選ぶ必要があります。実際に研究が始まる前にいくつかの
道具（ツール）を試しておいたほうがいいので、自分のリサーチクエスチョンを意識し方法論を模
索し始める時期に受講することをお薦めします。また自学自習が比較的難しい質的研究は、一緒に
受講している「伴走者（＝クラスメート）」がいると、課題・疑問を共有しながら学びやすいです。
そのため授業形式としてはグループワークなどを通して「分析を実際に経験」することを重視して
います。また前期で取り上げたテーマを深く掘り下げたり、「障害学」についても触れたりしてい
ます。

>到達目標@
学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できる
いくつかの質的研究方法を理解する
自分のリサーチクエスチョンにあった研究方法を選択できる
障害学について理解できる

>授業計画と内容@

イントロダクション

6WHSVIRUFRGLQJDQGWKHRUL]DWLRQ 6&$7 演習 １
6&$7演習 
6&$7演習 
6&$7発表
インタビュー分析演習 １
インタビュー分析演習 
インタビュー分析演習 
計量テキスト分析 演習  （舟木友美氏 摂南大学）
計量テキスト分析 演習  （舟木友美氏 摂南大学）
計量テキスト分析 演習  （舟木友美氏 摂南大学）
学生発表 １
学生発表 
インタビュー分析 発表

計量テキスト分析 発表

>成績評価の方法・観点@
．平常点（授業参加、授業態度を含む）％
．レポート ％
タイトル（％）＋ 最終レポート（％）
．研究計画発表 ％
>教科書@
プリントを配布する
>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
レポートは研究計画書の作成です

（その他（オフィスアワー等））
医学「コミュニケーション」のクラスなので、課題テーマを決める際、「関係性、心理、つながり、
コミュニティ、コミュニケーション、社会」などのキーワードが入ることが望ましい。
医療・医学への社会科学的アプローチに興味のある学生向け。
障害があり、授業あるいは課題への取り組みに配慮（$FFRPPRGDWLRQ）が必要な場合、早めに相談
に来ること。
講師の都合や受講人数で、日程や内容が変更になることがある。
実習を重視しているため、受講人数は名程度が望ましい。
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 名まで可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

医学コミュニケーション演習  へ続く↓↓↓

− 47 −

科目ナンバリング

エビデンスユーザ入門 

338%+/%

授業科目名 エビデンスユーザ入門
担当者所属・
医学研究科 教授
英訳!
,QWURGXFWLRQWR(%0+RZWRXVHHYLGHQFHLQ\RXUGDLO\OLIH 職名・氏名

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
授業
開講期
通年不定 曜時限 月・ 開講日注意 形態 講義

古川 壽亮
使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
(YLGHQFH%DVHG0HGLFLQH (%0根拠に基づく医療 の言葉は、今やすっかり人口に膾炙し、アンケー
ト調査をやる人はアンケートで出てきた数字をエビデンスと呼び、画像研究をやる人はその数値を
エビデンスと呼び、分子生物学をやる人はその結果をエビデンスと呼ぶ時代となりました。
個々の患者の医療判断において、また集団の医療施策判断において、その根拠となるべきエビデン
スとは、どういう性質のものを言うのか、どうすればそれを探すことが出来るのか、ない場合には
どうするのか、など、エビデンスユーザーとして必要な教養を身につけていただくコースにしたい
と考えています。
そして、エビデンスユーザーの腕を磨かれたら、その次には、エビデンスメーカーとして何をすべ
きかも自ずと明らかになって行くことを期待しています。
なお、.863+にはさまざまなバックグランドと興味関心の方が集っておられます。(%0の方法論
は、すべての対人実践に共通であると信じています。代替医療、教育、経済施策、環境施策などな
ど、各人の興味関心のテーマについて.863+卒業生が今後(%0を実践する一助にして頂ければ開
講者として本望です。
>到達目標@
診断、治療（介入）、予後、系統的レビューの各テーマについて、標準的な批判的吟味のチェッ
クポイントを習得する
各領域において自分の臨床疑問について、疑問の定式化、情報検索、情報の批判的吟味、批判的
吟味の結果の実地応用の４ステップを実施したレポートを提出する
>授業計画と内容@
講義は以下の手順で進行します。
診断、治療（介入）、予後、系統的レビューについて、教科書を指定しますので、批判的吟味の
チェックポイントを、受講者が分担して解説・プレゼンテーションします
スモールグループに分けて、各グループで上記の各テーマについて(%0実践の例を発表して頂き
ます
上記のプロセスを学習した後、各個人は今度は自分の臨床疑問について実践の例をレポートして
いただきます
自学自習に相当の時間を要すると思われますので、受講者はその覚悟で科目を選択されていること
を期待します。そして、授業は原則隔週で行います（月曜日限・限、*棟階セミナー室%、開講
日注意：月日および月日のみ限から始めます）。
回
月日
月日限
月日限
月日限

テーマ
担当者
(%0のスピリット 古川
治療（介入）の批判的吟味のチェックポイント 学生グループ①
その実践例（１） グループ発表②③

月日限
その実践例（２） ④①
月日限
診断の批判的吟味のチェックポイント 学生グループ②
月日限
その実践例（１） グループ発表③④
 月
 日限
その実践例（２） ①② 【この日だけ演習室です】
 月
 日限
予後の批判的吟味のチェックポイント 学生グループ③
月日限 その実践例（１） グループ発表④①
 月日限
その実践例（２） ②③
 月日限
系統的レビューの批判的吟味のチェックポイント 学生グループ④
月日限
ネットワークメタアナリシスの批判的吟味のチェックポイント 古川
月日限 その実践例（１） グループ発表①②
月日限
その実践例（２） グループ発表③④
 月
 日限
予備日
月日限
予備日
開講場所、または開講時間に注意
>履修要件@
03+選択「文献検索法」「文献評価法」の履修をお勧めします。
>成績評価の方法・観点@
授業への参加度 
診断、治療（介入）、予後、系統的レビューについて、自分の興味関心の臨床疑問について提出し
た計本のレポート 
>教科書@
*RUGRQ*X\DWW他 『8VHUV *XLGHVWRWKH0HGLFDO/LWHUDWXUH(VVHQWLDOVRI(YLGHQFH%DVHG&OLQLFDO3UDFWLFH
UG(GLWLRQ』（0F*UDZ+LOO3URIHVVLRQDO）（ここに含まれる章を教科書として指定しますが、これ
らは下記0DQXDOに全て含まれていますので、下記0DQXDOを購入された方はそちらを利用下さい）

>参考書等@
（参考書）
*RUGRQ*X\DWW他 『8VHUV *XLGHVWRWKH0HGLFDO/LWHUDWXUH$0DQXDOIRU(YLGHQFH%DVHG&OLQLFDO3UDFWLFH
UG(GLWLRQ』（0F*UDZ+LOO3URIHVVLRQDO）
相原守夫訳 『医学文献ユーザーズガイド：根拠に基づく診療のマニュアル』（中外医学社）（上記
0DQXDOの日本語訳です）
古川壽亮 『エビデンス精神医療』（医学書院）

（関連ＵＲＬ）
KWWSHEPKPHGN\RWRXDFMSWRROER[KWPO 健康増進・行動学分野ホームページの(%07RROER[もご利
用ください

エビデンスユーザ入門  へ続く↓↓↓

エビデンスユーザ入門 
>授業外学修（予習・復習）等@
自学自習に相当の時間を要すると思われますので、受講者はその覚悟で科目を選択されていること
を期待します。

エビデンスユーザ入門  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング
授業科目名 質的研究入門
英訳!
,QWURGXFWLRQWR4XDOLWDWLYH5HVHDUFK

配当
学年 専門職

単位数 

担当者所属・ 医学研究科
職名・氏名
医学研究科

教授
中山 健夫
特定助教 河野 文子

開講年度・ ・
授業
開講期
前期集中 曜時限 水曜１限 形態 講義

使用
言語 日本語及び英語

（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否：可

>授業の概要・目的@
質的研究法の基礎について概説し、様々な分析手法について講義する。

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>到達目標@
質的研究の方法論の基礎的事項について述べることができる。
質的研究の主要な方法論を理解し、質的研究を批判的に解釈できるようになること。
質的研究の専門家の指導を受けながら、質的研究を実施する事ができる様になること。
>授業計画と内容@
第回 月日 質的研究とは何か"
質的研究の哲学（認識論＆存在論）
第回 月日 質的研究の方法論（テーマ分析、エスノグラフィー、現象学、グラウンデッドセオ
リー）と理論の役割
第回 月日 質的研究の計画とデザイン（質的研究におけるリサーチクエスチョンの立て方）
研究計画書の書き方
第回 月日 インタビュー、フォーカスグループ、新たな分析手法
第回 月日 データの分析方法（コーディング、&$4'$6ソフトウェアの使用）
第回 月日 質的研究における厳密性と倫理
質的研究の評価・妥当性
第回 月日 混合研究の基礎
第回 月日 質的研究の統合
新たな質的研究の方法（フォトボイス、参加型アクションリサーチ、等）
質的研究の結果の論文執筆とコミュニケーション方法
>履修要件@
社会健康医学系専攻の院生
医科学専攻、医学博士課程の受講希望者は事前に必ずメールで連絡してください
受講者は単位不要でも必ず講義への出席およびレポートを提出してください
>成績評価の方法・観点@
 レポート（配点比重）
 日々の講義へのコミットメント（配点比重）

質的研究入門  へ続く↓↓↓
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質的研究入門 
>教科書@
適宜、資料を講義にて配布する
>参考書等@
（参考書）
/LDPSXWWRQJ34XDOLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGV)LIWKHGLWLRQ0HOERXUQH2[IRUGXQLYHUVLW\SUHVV
/LDPSXWWRQJ35HVHDUFKPHWKRGVLQKHDOWKIRXQGDWLRQVIRUHYLGHQFHEDVHGSUDFWLFHUGHGLWLRQ
>授業外学修（予習・復習）等@
予習は特に必要でないが、講義の復習には十分時間をあててください。
（その他（オフィスアワー等））
第回（月日） の講義は*棟３階演習室となります。ご注意ください。
人間健康科学系専攻学生の受講可否：上限人まで可能
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

科目ナンバリング
授業科目名 環境・感染症論
英訳!
(QYLURQPHQWDQG,QIHFWLRQ

配当
学年 専門職

単位数 

担当者所属・
東南アジア地域研究研究所 教授
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 金
開講期
後期

授業
形態 講義

山崎 渉
使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
教員による講義および受講生による発表とそれに基づくグループディスカッションを通して、感染
症の発生・伝播に影響を与える要因を理解する。特に環境中の様々な要因、あるいはそれらの相互
作用およびその他の要因との関連性の理解を図る。感染症が引き起こす社会変容・歴史的な影響に
ついても理解を深める。
>到達目標@
感染症を生態学的視点から捉えるために、病原体の生息する自然環境、ヒトの作り出す人為的環境、
感染を受けるヒトの抵抗性などの様々な要因を総合的に解析し、理解する能力を修得する。
>授業計画と内容@
第回〜第回は講義、第回〜第回はセミナー形式のレポート報告会、第回は総合演習になる
見込みである。
第回 感染症学習に必要な背景要因（講義）
第回 水と健康（講義）
第回 地球環境問題（講義）
第回 食品衛生（講義）
第回 人獣共通感染症（講義）
第回 動物感染症・動物福祉（講義）
第回 先進国で問題になっている感染症（講義）
第回 新興国における開発と感染症の関係（講義）
第回 感染症の分子疫学解析（講義）
第回 特定の感染症の発生・伝播に影響する要因の解析,（ゼミ）
第回 特定の感染症の発生・伝播に影響する要因の解析,,（ゼミ）
第回 特定の感染症の発生・伝播に影響する要因の解析,,,（ゼミ）
第回 特定の感染症の発生・伝播に影響する要因の解析,9（ゼミ）
第回 特定の感染症の発生・伝播に影響する要因の解析9（ゼミ）
第回 総合演習（フィードバック）
>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
【評価方法】
成績評価は出席姿勢（配分）、受講生によるレポート発表 成績評価配分）とそれに基づく
グループディスカッション 成績評価配分）における理解度、積極性、洞察力、意思表現の能力
をもとに判定する。
環境・感染症論  へ続く↓↓↓

環境・感染症論 

科目ナンバリング

レポート発表のない受講生は未受験扱いとし、成績は無しとする。

授業科目名 行動経済学と健康医療介護
担当者所属・
医学研究科 教授
英訳!
%HKDYLRUDO(FRQRPLFVLQ+HDOWKDQG&DUH 職名・氏名

【評価基準】
点満点中、点以上となること（点以上：合格点以下：不合格）。
>教科書@
教科書は使用しない。講義の内容の理解を補助する資料として、講義の骨子をまとめたプリントお
よび学術論文の写し等を必要に応じて配布する。
>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する

（関連ＵＲＬ）
KWWSVN\RWRFVHDVN\RWRXDFMSRUJDQL]DWLRQVWDII\DPD]DNLZDWDUX 京都大学 東南アジア地域研究研
究所
KWWSVSKPHGN\RWRXDFMSILHOGFODVV 京都大学 大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 環境
生態学
>授業外学修（予習・復習）等@
配布資料、紹介図書等を活用した予習・復習を推奨する。

（その他（オフィスアワー等））
連絡先

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
開講期
前期集中 曜時限 水・

授業
形態 講義

今中 雄一
使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
健康・医療・介護の領域における、行動経済学の応用について、理論と実践事例を学ぶ。
>到達目標@
健康・医療・介護の諸課題の解決に向けて、行動経済学の応用を検討できるようになる。
>授業計画と内容@
・理論を学ぶ
・国内外の実践事例を学ぶ
・研究事例を学ぶ
・応用の計画を自ら考える
第回月日 行動経済学の健康医療介護：概論１（今中）
第回月日 行動経済学の健康医療介護：概論２（今中）
第回月日 行動経済学の理論と健康関連領域への応用（後藤励先生／慶応大学）
第回※月日 金 行動経済学の実社会への応用（佐々木周作先生／東北大学）
第回月日 行動経済学のフィールド実験：ナッジとインセンティブの効果（石原卓典先生／京
大経済学研究科）
第回月日 行動経済学の健康医療介護：事例編１（医療経済学分野教員陣）
第回月日 行動経済学の健康医療介護：事例編２、まとめ （同上）
（月日は予備日）
※ 第回は金曜限 セミナー室>%@で行う

〒 京都市左京区吉田下阿達町
京都大学東南アジア地域研究研究所 本館階,号室
山崎 渉
7HO オフィス  ラボ  
)D[  
(PDLO\DPD]DNL#FVHDVN\RWRXDFMS
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
原則、出席％以上を前提とする
>成績評価の方法・観点@
講義へのコミットメント（）
レポート（）
>教科書@
授業中に指示する

>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
行動経済学と健康医療介護  へ続く↓↓↓
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行動経済学と健康医療介護 

科目ナンバリング

338%+/-

授業科目名 臨床試験の統計的方法
英訳!
6WDWLVWLFDO0HWKRGVLQ&OLQLFDO7ULDOV

>授業外学修（予習・復習）等@
初回に説明する
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

配当
学年 専門職

単位数 

医学研究科 特定教授 田中 司朗
教授
佐藤 俊哉
医学研究科 特定助教 今井 徹

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
開講期
後期集中 曜時限 水

授業
形態 講義

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
第,,相・第,,,相臨床試験デザインの理解とサンプルサイズ計算の習得を目標に、講義・実習を行う。
第回の前に講義動画・課題などを配信するので、それを用いて予習・復習をすること。前期科目
「臨床試験」、「統計的推測の基礎」、「統計モデルとその応用」程度の臨床試験・統計学の知識
を前提とする。&%必修、03+選択。
>到達目標@
・第,,相・第,,,相臨床試験におけるサンプルサイズの計算を習得する。
・試験デザインにおける頻度論・ベイズ流統計学の考え方の違いを理解する。
>授業計画と内容@
・教室は、*棟セミナー室%で行う
・事前学習講義形式、実習形式
・事前学習はオンライン学習環境.R$/$を利用（KWWSVNRDODKLJKHGXN\RWRXDFMS）
・第〜回の実習ではサンプルサイズの計算を行うが、ソフトウェアの知識は前提としない。第
〜回では臨床試験の論文を読み、結果を解釈する。
・実習のチューターは、臨床統計スタッフが行う。
第回月日
第回月日
第回月日
第回月日
第回月日
第回月日
第回月日

サンプルサイズ設計 連続データ（田中、今井、相田）
サンプルサイズ設計 値データ（田中、今井、相田）
サンプルサイズ設計 生存時間データ（田中、今井、相田）
サンプルサイズ設計 第,,相臨床試験・ベイズ流統計学（田中、今井、相田）
臨床試験の結果の解釈（発表）
臨床試験の結果の解釈（発表）
予備日

>履修要件@
前期科目「臨床試験」、「統計的推測の基礎」、「統計モデルとその応用」を履修済みであること
>成績評価の方法・観点@
平常点（％）、レポート（％）

臨床試験の統計的方法  へ続く↓↓↓

臨床試験の統計的方法 
>教科書@
0DFKLQ'&DPSEHOO0-7DQ6%7DQ6+ 『6DPSOH6L]HVIRU&OLQLFDO/DERUDWRU\DQG(SLGHPLRORJ\
6WXGLHVWK(GLWLRQ』（-RKQ:LOH\ 6RQV）
教科書の入手については第回でアナウンスする。
>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
第回の前に配信する講義動画・課題などを用いて、予習・復習を行う。詳細はメール等でアナウ
ンスする。
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 不可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

科目ナンバリング

338%+)%

授業科目名 フィールドワーク
英訳!
)LHOGZRUN

配当
学年 専門職

単位数 

担当者所属・ 医学研究科
職名・氏名
医学研究科

准教授 田原 康玄
教授
松田 文彦

開講年度・ ・
授業
通年集中 曜時限 金曜限・フィールド 形態 実習
開講期

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
社会医学的な課題の解明に必要な精度の高い１次データをいかに収集するか、対象者や関係団体
・自治体等との連携体制の構築も含めてその方法を体系的に修得することは、疫学を学ぶ上で基本
となる学識になる。そこで本授業では、医学研究科が取り組むコホート研究（ながはまコホート）
に実際に参加し、フィールドワークや地域保健の現状と課題とを実践的に学ぶ。
ながはまコホートは、最先端の医学研究と地域住民の健康づくりを目標に、京都大学医学研究科
と滋賀県長浜市とが連携して実施する「０次予防健康づくり推進事業」の一環として行うものであ
り、市民１万余名を対象としている。当該コホートでは５年を１事業期と定め、年からのベー
スライン調査で１万人をリクルートし、続く年からのフォローアップ調査で、同じ１万人の再
調査を行った。本事業では、年からスタートした第３期事業（２回目のフォローアップ調査）
に参加する。
具体的には、この授業は特定健診を兼ねた現地調査（０次健診）への参加と、その前後の研修で
構成される。前者については、実際に０次健診に参加し、生活習慣や病歴等に関する質問調査や各
種生理学的検査を通して、フィールドでのデータ収集の実際を学ぶ。併せて、地域保健の現状や問
題点について、最前線で取り組んでいる自治体の担当保健師から実情を学ぶ。０次健診を始め、事
業の全ては市民団体の多大なる支援を受けて実施しており、健康づくりに関する一連の市民活動に
ついても学ぶことで、市民の視点に立った地域保健についても学習する。年度の０次健診は、
９〜２月にかけて日程度予定されており、履修者には５〜６日間程度の参加が要件となる。
ながはまコホートは、医学研究科が総力を挙げて取り組むコホート研究であり、本専攻において
も、社会健康医学の基盤であるフィールド研究を実際に学ぶ場として、大学院生に履修を強く推奨
している。
>到達目標@
・地域における疫学研究の実際を学ぶ。
・地方自治体が行っている地域保健について学ぶ。
・地域の関係者（研究協力者、自治体、市民団体）とのコミュニケーションを通して、信頼できる
情報を得るための方法、個人情報保護、長期にわたる信頼関係の在り方を学ぶ。
>授業計画と内容@
第回月第１週 オリエンテーション
第回 別途指定 フィールドワーク作業の説明
第回 各自指定 フィールドワーク（０次健診への参加）
第回 別途指定 総括・ディスカッション

フィールドワーク  へ続く↓↓↓
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フィールドワーク 

科目ナンバリング

>履修要件@
一般市民を対象とした調査研究に参加するため、日本語でのコミュニケーションが可能であること

配当
学年 専門職

>成績評価の方法・観点@
講義、実習への積極的な参加（）およびレポート（）

>参考書等@
（参考書）
なし
>授業外学修（予習・復習）等@
フィールド（滋賀県長浜市）で実際の健診活動に携わることを中心とする。 予習は特に必要ないが、
実習に基づくレポートを復習と位置付ける。

人間健康科学系専攻学生の受講可否：可 若干名（希望者は事前に連絡してください）
総合生存学館の学生の受講可否：可 若干名（希望者は事前に連絡してください）
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

教授

開講年度・ ・
授業
開講期
通年集中 曜時限 集中講義 形態 実習

小杉 眞司
使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
, コースの概要
・就業体験を通じて、学んだ専門知識等を活かし、応用力を高める。
・キャリアデザインの具体化につなげる機会とする。
・所属分野の指導教員と、場合によっては、加えて他分野の主担当教員とも、十分に相談の上、履
修届を出してください。
（計画未確定のままに急いで、学年初め・学期初めに履修届を出す必要はありません。）

>教科書@
使用しない
なし

（その他（オフィスアワー等））
・第回、第回は必ず出席してください。 欠席の場合は要事前連絡）
・次健診への参加日は、各自のスケジュールを調整のうえ個別に指定します。

338%+3%

授業科目名 社会健康医学課外実習
英訳!
)LHOG7UDLQLQJIRU3XEOLF+HDOWK3UDFWLFH

,, 学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
・社会の現場で必要な技能の向上を図る。
・大学院で得た知識・技能を、いかにして実務に役立たせるかを確認する。
・志望する就業の現場での雰囲気や必要な技能を知る。
・実務を通じて、社会貢献をする。
,,, 教育・学習方法
・就業体験を通じて、学んだ専門知識等を活かし、応用力を高める。
>到達目標@
学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
・社会の現場で必要な技能の向上を図る。
・大学院で得た知識・技能を、いかにして実務に役立たせるかを確認する。
・志望する就業の現場での雰囲気や必要な技能を知る。
・実務を通じて、社会貢献をする。

>授業計画と内容@
所属分野の指導教員等と、十分に相談の上、インターンシップの計画を立ててください。

>履修要件@
.8/$6,6での履修登録はできません。履修する場合は、窓口に申し出てください。

社会健康医学課外実習  へ続く↓↓↓

社会健康医学課外実習 

科目ナンバリング

338%+/%
医学研究科 教授

>成績評価の方法・観点@
・終了後速やかに報告書・レポート（報告書の様式は教務掛を通じて入手すること）を作成し、か
つ、インターン先の責任者と指導教員の確認を得ること。
・合否のみ、判定する。
>教科書@
・諸々の学習資源は、就業体験を通じて得られる。
>参考書等@
（参考書）
・諸々の学習資源は、就業体験を通じて得られる。
>授業外学修（予習・復習）等@
適宜予習復習を求める
（その他（オフィスアワー等））
その他メッセージ
・他の履修科目の日程と重複しないように計画してください。重複した場合、インターンシップを
優先するわけではありません。必要な際は、該当する科目責任者に相談してください。
・履修登録（単位取得）せずに、インターンシップを行ってもかまいません。
・実質的な業務が計時間以上で単位。 計時間以上で単位とします。
・上記の時間の目安と、就業体験の内容と質を、主担当教員（指導教員等）が評価し、合否と単位
数（単位か単位）を判定します。
・報告書の様式（教務掛で受取ること）を主担当教員（指導教員等）に提出し、履修届けを同時に
行ってください。
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

今中 雄一

授業科目名 医療経営特別カリキュラム Ⅰ
担当者所属・ 医学研究科 特定准教授 佐々木 典子
英訳!
+HDOWKFDUHPDQDJHPHQW6SHFLDO&XUULFXOXP, 職名・氏名
医学研究科 准教授 國澤 進

医学研究科 特定講師 大坪 徹也
配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
授業
前期集中 曜時限 集中講義 形態 実習
開講期

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
急速に変遷する医療制度の中で経営環境は困難化し、経営の力の差がますます大きくものを言う今
日、医療の質・安全性を高めながら堅実に経営を向上させることのできる専門性高く実力のある医
療経営者が強く求められている。
当コースは、『医療経営ヤングリーダー・プログラム』（１学年約２名まで）に限定した科目であ
り、その院生には必修である。当コースは、社会健康医学系専攻修士課程専門職大学院の一環とし
て提供され、同様の要件を満たさねばならない。面接、審査の上、若手医師ならびに経営の素養の
ある若手を対象に開講する。
座学にとどまらず、例えば、プロジェクト形式で、経営実例に直結する調査、分析、活動などを進
める。自らの情報収集、分析、環境適応、創造の能力をたかめるべく訓練を行う。

>到達目標@
現実の医療経営に大いに貢献できる人材の基盤作りを行い、医療機関の将来の経営幹部、そして我
が国の医療経営界において将来に主導的役割を担いうる人材の養成をめざす。

>授業計画と内容@
当コースは高度専門職である経営幹部候補生およびこの領域の将来のリーダーを育成するためのプ
ログラムである。
財務、会計、経営分析、市場分析、組織論・組織行動、組織文化の把握、質保証・業務改善、情報
システム、法と倫理、関連ビジネス、政策・制度などについて学び、経営実力者の人格と出会い、
現場に身を置いて、インターンシップ、実習、演習、調査等を行う。既存の教材や教育方法を学び
ながら、新たな教材や教育方法の創造に参加する。
例えば、プロジェクト形式で以下のようなことも行う。
○病院経営の実態に関する調査の実施と分析、改善策の立案
○経営の取材、関係情報収集の実務
○経営事例研究
○診療圏・潜在市場に関するデータ収集と分析
○診療情報、診療報酬、医療費・原価に関する分析
○経営関連指標の多施設間比較
○病院経営の支援ニーズの把握と実現
○プロジェクトのマネジメント、など。

医療経営特別カリキュラム Ⅰ  へ続く↓↓↓
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医療経営特別カリキュラム Ⅰ 

科目ナンバリング

これらを通じて、現実の医療経営に大いに貢献できる人材の基盤作りを行い、医療機関の将来の経
営幹部、そして我が国の医療経営界において、将来に主導的役割を担いうる人材の養成をめざす。

授業科目名 医療経営特別カリキュラム Ⅱ
担当者所属・ 医学研究科 特定准教授 佐々木 典子
英訳!
+HDOWKFDUHPDQDJHPHQW6SHFLDO&XUULFXOXP,, 職名・氏名
医学研究科 准教授 國澤 進

338%+/%
医学研究科 教授

今中 雄一

医学研究科 特定講師 大坪 徹也
プロジェクト遂行型学習、問題解決型実習、小グループ演習

配当
学年 専門職

教室：医療経済学教室ほか
>履修要件@
医療経営ヤングリーダー・プログラム限定必修
>成績評価の方法・観点@
１）プロジェクト成果、研究成果
２）コースワークへのコミットメント
>教科書@
資料は適宜配布する。
>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
授業中に指示する場合があるが、自発的かつ積極的な取り組みを期待する。
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 否
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

単位数 

開講年度・ ・
授業
後期集中 曜時限 集中講義 形態 実習
開講期

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
急速に変遷する医療制度の中で経営環境は困難化し、経営の力の差がますます大きくものを言う今
日、医療の質・安全性を高めながら堅実に経営を向上させることのできる専門性高く実力のある医
療経営者が強く求められている。
当コースは、『医療経営ヤングリーダー・プログラム』（１学年約２名まで）に限定した科目であ
り、その院生には必修である。当コースは、社会健康医学系専攻修士課程専門職大学院の一環とし
て提供され、同様の要件を満たさねばならない。面接、審査の上、若手医師ならびに経営の素養の
ある若手を対象に開講する。
座学にとどまらず、例えば、プロジェクト形式で、経営実例に直結する調査、分析、活動などを進
める。自らの情報収集、分析、環境適応、創造の能力をたかめるべく訓練を行う。

>到達目標@
現実の医療経営に大いに貢献できる人材の基盤作りを行い、医療機関の将来の経営幹部、そして我
が国の医療経営界において将来に主導的役割を担いうる人材の養成をめざす。

>授業計画と内容@
当コースは高度専門職である経営幹部候補生およびこの領域の将来のリーダーを育成するためのプ
ログラムである。
財務、会計、経営分析、市場分析、組織論・組織行動、組織文化の把握、質保証・業務改善、情報
システム、法と倫理、関連ビジネス、政策・制度などについて学び、経営実力者の人格と出会い、
現場に身を置いて、インターンシップ、実習、演習、調査等を行う。既存の教材や教育方法を学び
ながら、新たな教材や教育方法の創造に参加する。
例えば、プロジェクト形式で以下のようなことも行う。
○病院経営の実態に関する調査の実施と分析、改善策の立案
○経営の取材、関係情報収集の実務
○経営事例研究
○診療圏・潜在市場に関するデータ収集と分析
○診療情報、診療報酬、医療費・原価に関する分析
○経営関連指標の多施設間比較
○病院経営の支援ニーズの把握と実現
○プロジェクトのマネジメント、など。
これらを通じて、現実の医療経営に大いに貢献できる人材の基盤作りを行い、医療機関の将来の経
医療経営特別カリキュラム Ⅱ  へ続く↓↓↓

医療経営特別カリキュラム Ⅱ 
営幹部、そして我が国の医療経営界において、将来に主導的役割を担いうる人材の養成をめざす。

科目ナンバリング

338%+/%

授業科目名 医療経営ケーススタディ
英訳!
&DVH6WXGLHVLQ+HDOWKFDUH0DQDJHPHQW

プロジェクト遂行型学習、問題解決型実習、小グループ演習
配当
学年 専門職

教室：医療経済学教室ほか
>履修要件@
医療経営ヤングリーダー・プログラム限定必修
>成績評価の方法・観点@
１）プロジェクト成果、研究成果
２）コースワークへのコミットメント
>教科書@
資料は適宜配布する。

単位数 

医学研究科 教授
特定准教授
准教授
医学研究科 特定講師

担当者所属・ 医学研究科
職名・氏名
医学研究科

開講年度・ ・
授業
通年集中 曜時限 集中講義 形態 演習
開講期

今中 雄一
佐々木 典子
國澤 進
大坪 徹也

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
急速に変遷する医療制度の中で経営環境は困難化し、経営の力の差がますます大きくものを言う今
日、医療の質・安全性を高めながら堅実に経営を向上させることのできる専門性高く実力のある医
療経営者が強く求められている。
当コースは、社会健康医学系専攻修士課程専門職大学院の一環として提供される中において『医療
経営ヤングリーダー・プログラム』に限定した科目であり、そのプログラム上、必修である。面接、
審査の上、経営の素養のある人材を対象に開講する。
ケーススタディに加えて、プロジェクト形式で、経営実例に直結する調査、分析、活動などを進め
る。これらを通じて、自らの情報収集、分析、妥当な計画立案、環境適応、創造の能力、行動力を
高めるべく訓練を行う。

>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
授業中に指示する場合があるが、自発的かつ積極的な取り組みを期待する。
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 否
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>到達目標@
現実の医療経営に大いに貢献できる人材の基盤作りを行い、医療機関の将来の経営幹部、そして我
が国の医療経営界において将来に主導的役割を担いうる人材の養成をめざす。
>授業計画と内容@
『医療経営ヤングリーダー・コース』は高度専門職である医療経営幹部候補生およびこの領域の将
来のリーダーを育成するためのプログラムであり、財務、会計、経営分析、市場分析、組織論・組
織行動、組織文化の把握、質保証・業務改善、情報システム、法と倫理、関連ビジネス、政策・制
度などについて学び、新たな教材や教育方法の創造にも参加し、経営実力者の人格と出会い、現場
に身を置いて演習、調査、ケーススタディ等を行う。
当ケーススタディ・コースでは、以下の課題（例）を扱う。
○ 診療圏分析と病院機能の設計
○ 新病院組織の立ち上げ
○ 病院の建替えと健全財務
○ 資金調達
○ 人事制度改革
○ 経営戦略立案
○ 原価計算の導入と活用
○ ＢＳＣの導入
○ 電子カルテ導入と業務プロセスの見直し・改善
○ 組織変革のリーダーシップ
○ 地域レベル医療経営の見直しと改革
医療経営ケーススタディ  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

授業科目名 臨床研究計画法 Ｉ
英訳!
6HPLQDULQ6WXG\'HVLJQ,

配当
学年 専門職

臨床研究計画法 Ｉ 

338%./%

単位数 

医学研究科
医学研究科
医学研究科
環境安全保健機構
環境安全保健機構
環境安全保健機構
医学研究科
担当者所属・
医学研究科
職名・氏名
医学研究科
医学研究科
医学研究科
医学研究科
環境安全保健機構
医学研究科
環境安全保健機構

教授
教授
准教授
教授
助教
助教
教授
教授
特定講師
准教授
特定准教授
准教授
助教
准教授
准教授

授業
形態 講義

開講年度・ ・
曜時限 月
開講期
前期

川上 浩司
中山 健夫
高橋 由光
石見 拓
岡林 里枝
松崎 慶一
今中 雄一
古川 壽亮
小川 雄右
渡辺 範雄
佐々木 典子
竹内 正人
小林 大介
山本 洋介
阪上 優

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
（本講義の通称：プロマネ,）
１．講義
・0&5修了者が行ってきた臨床研究を素材として、
①プロトコール作成と研究の運営において必要な手法を学ぶ。
②臨床研究プロトコールを作成および実施・運営する上で必要な実践的知識・技能を学ぶ。
③臨床研究を実際に運営する際に必要な研究マネジメント方略に関する知識・技能を習得する。
２．プロトコール発表検討会
・0&5担当教員と0&5専科生および受講生全員が、毎回参加することを原則とする。
・個々の院生が、自身のリサーチ・クエスチョン（54）にもとづいた研究計画を発表し、院生や
教員による形成的な検討、評価、フィードバックを通じて質の高い研究プロトコールを作成にむけ
て学習する。
・院生は54の背景や意義の説明を中心に発表する。スライドは英語で作成し、発表は日本語を可
とする。ディスカッションは日本語とする。
>到達目標@
・研究の目的に適合した臨床研究プロトコールを指導者からの助言を得て作成できる。
・研究の目的に適合した研究のマネジメントの具体的方略を指導者からの助言を得て考案できる。
・研究の方法や場に応じた研究運営上の留意点を指導者からの助言を得て認識できる。
>授業計画と内容@
第回月日オリエンテーション（川上教授・全担当教員）
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会

第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会 予備日
>履修要件@
0&5限定必修科目
>成績評価の方法・観点@
・講義への積極的な参加 （％）
・プロトコル発表 （％）
>教科書@
使用しない
オリエンテーション時、および演習時に必要文献を適宜指示する。
>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
教育・学習方法
・課題作業（プロトコール作成を含む）
・学生によるプロトコール発表・出席者全員による検討。
（その他（オフィスアワー等））
専科生が研究課題発表会においてプロトコールの発表を行う場合には、研究課題レポートに加えて
フルプロトコールの提出が必要である。フルプロトコールは、倫理委員会に提出できるレベルのも
のとし、より詳細な記載（実施手順等）、調査票や説明書・同意書等の添付を要する。提出期限は
月上旬を予定。電子ファイルにより0&5事務局に送付する（詳細は追って指示する）。なお、課
題研究発表会において解析結果まで発表する場合には、フルプロトコールの提出は不要。
人間健康科学系専攻学生の受講可否：

不可

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

臨床研究計画法 Ｉ  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

授業科目名 臨床研究計画法演習 Ｉ
英訳!
6SHFLDO6HPLQDULQ6WXG\'HVLJQ,

配当
学年 専門職

臨床研究計画法演習 Ｉ 

338%.6%

単位数 

医学研究科 准教授 山本 洋介
担当者所属・
医学研究科 特定講師 小川 雄右
職名・氏名
医学研究科 特定助教 関 知嗣
授業
形態 演習

開講年度・ ・
曜時限 木
開講期
前期

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
（本講義の通称：プレプロマネ,）
◆ プロトコール発表検討会
・0&5専科生および受講生全員が、毎回参加することを原則とする。
・個々の院生が、自身のリサーチ・クエスチョン（54）にもとづいた研究計画を発表し、院生相
互の意見交換を通じて質の高い研究プロトコールを作成にむけて学習する。
・院生は54の背景や意義の説明を中心に発表する。
>到達目標@
・研究の目的に適合した臨床研究プロトコールを指導者からの助言を得て作成できる。
・研究の目的に適合した研究のマネジメントの具体的方略を指導者からの助言を得て考案できる。
・研究の方法や場に応じた研究運営上の留意点を指導者からの助言を得て認識できる。

>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
教育・学習方法
・課題作業（プロトコール作成を含む）
・学生によるプロトコール発表・出席者全員による検討。
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否：

不可

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>授業計画と内容@
第回月日オリエンテーション
第回月日予備日
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日プロトコール発表検討会
第回月日予備日
>履修要件@
0&5限定必修科目
>成績評価の方法・観点@
・講義への積極的な参加 （％）
>教科書@
使用しない
オリエンテーション時、および演習時に必要文献を適宜指示する。
臨床研究計画法演習 Ｉ  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

医療技術の経済評価（0&5限定） 

338%./%

医学研究科
授業科目名 医療技術の経済評価（0&5限定）
担当者所属・ 医学研究科
英訳!
(FRQRPLF(YDOXDWLRQRI0HGLFDO7HFKQRORJLHV 職名・氏名
医学研究科
医学研究科
配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
曜時限 水
開講期
前期

教授
特定准教授
准教授
特定講師

授業
形態 講義

今中 雄一
佐々木 典子
國澤 進
大坪 徹也

>成績評価の方法・観点@
講義・討論・グループワーク・発表におけるコミットメント（配分％）、課題レポート・期末な
どのレポート（配分％）により、総合的に評価する。

使用
言語 日本語及び英語

>教科書@
適宜、資料を講義にて配布する

>授業の概要・目的@
・医療技術における経済評価を支える理論・フレームワークについての講義を行い、医療技術・医
薬品等の経済性評価のための主な研究手法を学習します。
・医療技術の経済評価は、通常、現実的な制約の中で評価をすることになりますが、その際の研究
のあり方についても学習します。
・医療技術・医薬品等、臨床的な事例・テーマを中心に検討を行います。

>参考書等@
（参考書）
・'UXPPRQG0)HWDO0HWKRGVIRUWKH(FRQRPLF(YDOXDWLRQRI+HDOWK&DUH3URJUDPPHVWK(G2[IRUG

・0\ULDP+XQLQN'HFLVLRQ0DNLQJLQ+HDOWKDQG0HGLFLQH,QWHJUDWLQJ(YLGHQFHDQG9DOXHV&DPEULGJH

・医療制度・医療政策・医療経済（丸善出版）
・+DQGERRNRI+HDOWK6HUYLFHV5HVHDUFK（6SULQJHU6FLHQFH%XVLQHVV0HGLD）
・「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．


>到達目標@
・医療技術における経済評価を支える理論・フレームワークや研究方法等について、重要事項を説
明できる。
・医療技術の経済評価研究に関するバイアスについて理解している。
・治療技術・薬剤・医療材料などに関する経済分析に用いられる主な研究手法として、費用分析・
費用効果分析・費用効用分析・費用便益分析の違いやそれぞれの適応、費用算定・アウトカム測定
・時間の概念・割引率・感度分析、増分費用効果比といった中心的な概念を理解して説明でき、分
析結果の適切な解釈ができる。
・上記を踏まえてこの領域の研究文献を批判的にレビューし、その意義を説明できる。研究プロト
コールの作成や研究実施時に、習得した知識・技術を活用できる。

>授業外学修（予習・復習）等@
予習・復習は必要

>授業計画と内容@
第回 月日 医療技術の経済性評価（１）
第回 月日 医療技術の経済性評価（２）
第回 月日 医療経済評価研究の評価法
第回 月日 経済評価のモデリング
第回 月日 費用効果効用分析の方法論１
第回 月日 費用効果効用分析の方法論２
第回 月日 医療技術の経済評価： 論文レビュー＆討議１
第回 月日 医療技術の経済評価： 論文レビュー＆討議２
＊ 初回に予定を説明します。

（その他（オフィスアワー等））
・経済学の学習経験は問いません。
・当分野では医療の経済性、質・安全・原価の実証研究政策研究、医療の政策や経営に深く関わり
たい人を募っています。（医療経済学分野：KWWSPHGHFRQXPLQDFMS）
注 医療のプロセス、アウトカム等の質指標、診療のばらつき、医療の質の評価・改善、医療機能
評価、医療の質・安全に係わる制度・政策については、水曜限「医療の質評価」 前期後半 （１単
位） 0&5推奨選択・コア選択必修 を選択してください。
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
0&5限定必修
原則、出席％以上を前提とする

医療技術の経済評価（0&5限定）  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

授業科目名 臨床研究計画法 ＩＩ
英訳!
6HPLQDULQ6WXG\'HVLJQ,,

配当
学年 専門職

臨床研究計画法 ＩＩ 

338%./%

単位数 

医学研究科
医学研究科
医学研究科
環境安全保健機構
環境安全保健機構
環境安全保健機構
医学研究科
担当者所属・
医学研究科
職名・氏名
医学研究科
医学研究科
医学研究科
医学研究科
環境安全保健機構
医学研究科
環境安全保健機構

開講年度・ ・
曜時限 月
開講期
後期

教授
教授
准教授
教授
助教
助教
教授
教授
特定講師
准教授
特定准教授
准教授
助教
准教授
准教授

授業
形態 講義

川上 浩司
中山 健夫
高橋 由光
石見 拓
岡林 里枝
松崎 慶一
今中 雄一
古川 壽亮
小川 雄右
渡辺 範雄
佐々木 典子
竹内 正人
小林 大介
山本 洋介
阪上 優

第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
>履修要件@
0&5限定必修科目
>成績評価の方法・観点@
・講義への積極的な参加 （％）
・プロトコル発表 （％）

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
（本講義の通称：プロマネ,,）
１．講義
・0&5修了者が行ってきた臨床研究を素材として、
①プロトコール作成と研究の運営において必要な手法を学ぶ。
②臨床研究プロトコールを作成および実施・運営する上で必要な実践的知識・技能を学ぶ。
③臨床研究を実際に運営する際に必要な研究マネジメント方略に関する知識・技能を習得する。
２．プロトコール発表検討会
・0&5担当教員と0&5専科生および受講生全員が、毎回参加することを原則とする。
・個々の院生が、自身のリサーチ・クエスチョン（54）にもとづいた研究計画を発表し、院生や
教員による形成的な検討、評価、フィードバックを通じて質の高い研究プロトコールを作成にむけ
て学習する。
・院生は英語でスライドを作成し、英語で発表する。ディスカッションは英語および日本語で行う。

>到達目標@
・研究の目的に適合した臨床研究プロトコールを作成できる。
・研究の目的に適合した研究のマネジメントの具体的方略を考案できる。
・研究の方法や場に応じた研究運営上の留意点を認識できる。

>教科書@
使用しない
臨床研究計画法,のオリエンテーション時、および、演習時に必要文献を適宜指示する。
>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
教育・学習方法
・課題作業（プロトコール作成を含む）
・学生によるプロトコール発表・出席者全員による検討。
（その他（オフィスアワー等））
専科生が研究課題発表会においてプロトコールの発表を行う場合には、研究課題レポートに加えて
フルプロトコールの提出が必要である。フルプロトコールは、倫理委員会に提出できるレベルのも
のとし、より詳細な記載（実施手順等）、調査票や説明書・同意書等の添付を要する。提出期限は
月上旬を予定。電子ファイルにより0&5事務局に送付する（詳細は追って指示する）。なお、課
題研究発表会において解析結果まで発表する場合には、フルプロトコールの提出は不要。
人間健康科学系専攻学生の受講可否：

>授業計画と内容@
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会

不可

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

臨床研究計画法 ＩＩ  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

授業科目名 臨床研究計画法演習 ＩＩ
英訳!
6SHFLDO6HPLQDULQ6WXG\'HVLJQ,,

配当
学年 専門職

臨床研究計画法演習 ＩＩ 

338%.6%

単位数 

医学研究科 准教授 山本 洋介
担当者所属・
医学研究科 特定講師 小川 雄右
職名・氏名
医学研究科 特定助教 関 知嗣

開講年度・ ・
曜時限 月
開講期
後期

授業
形態 演習

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
（本講義の通称：プレプロマネ,,）
◆ プロトコール発表検討会
・0&5専科生および受講生全員が、毎回参加することを原則とする。
・個々の院生が、自身のリサーチ・クエスチョン（54）にもとづいた研究計画を発表し、院生相
互の意見交換を通じて質の高い研究プロトコールを作成にむけて学習する。
・院生は、研究実施に際しての問題点を明らかにする。結果が出ている場合は結果の解釈を明らか
にする。
>到達目標@
・研究の目的に適合した臨床研究プロトコールを作成できる。
・研究の目的に適合した研究のマネジメントの具体的方略を考案できる。
・研究の方法や場に応じた研究運営上の留意点を認識できる。

>教科書@
使用しない
臨床研究計画法演習,のオリエンテーション時、および、演習時に必要文献を適宜指示する。
>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
教育・学習方法
・課題作業（プロトコール作成を含む）
・学生によるプロトコール発表・出席者全員による検討。

（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否：

不可

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。
>授業計画と内容@
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 プロトコール発表検討会
第回月日 予備日
第回月日 予備日
>履修要件@
0&5限定選択科目
>成績評価の方法・観点@
・講義への積極的な参加 （％）

臨床研究計画法演習 ＩＩ  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

ＥＢＭ・診療ガイドライン特論（0&5限定） 

338%./%

医学研究科 教授
中山 健夫
授業科目名 ＥＢＭ・診療ガイドライン特論（0&5限定） 担当者所属・
非常勤講師 宮崎 貴久子
英訳!
6SHFLDO/HFWXUHVRQ(%0DQGFOLQLFDOSUDFWLFHJXLGHOLQHV 職名・氏名
大津地方裁判所 民事部総括判事 西岡 繁靖
配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
曜時限 金
開講期
後期

授業
形態 特論

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
・臨床医療の基盤となりつつある(%0（根拠に基づく診療）と、(%0を用いた診療ガイドライン
の歴史、国内外の動向と展望を学びます。
・実習を通して、近年大きく進歩しつつある診療ガイドラインの評価・作成の方法の実際を経験し
ます。
・患者・家族とのコミュニケーション、法的な意味合い、医療資源の配置など社会的な視点から診
療ガイドラインの可能性と課題を考えます。
教育・学習方法
・パワーポイントスライドによる講義と実習
・一部グループワークあり

>成績評価の方法・観点@
毎回の小レポート提出％
>教科書@
講義資料は配布
>参考書等@
（参考書）
中山健夫，津谷喜一郎編著 『臨床研究と疫学研究のための国際ルール集』（ライフサイエンス出版）
『0LQGV診療ガイドライン作成の手引き年版』（医学書院）
>授業外学修（予習・復習）等@
予習より復習に十分時間を取ること。

>到達目標@
・(%0と診療ガイドラインの関係を説明できる。
・(%0を用いた診療ガイドラインの作成・評価の概要を理解し、実施できる。
・社会的な視点から診療ガイドラインの可能性と課題を説明できる。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には診療ガイドラインを適切に利用するだけでなく、近い将来、各領域の診療ガイドライン
を作る立場になって頂くことを期待しています。
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 否

>授業計画と内容@
※変更の可能性があるので開講日に確認して下さい）
第回月日(%0と診療ガイドライン（中山）
第回月日診療ガイドラインの評価（中山）
第回月日診療ガイドラインの作成（中山）
第回月日診療ガイドラインの法的位置づけ（西岡）
第回月日 診療ガイドラインから4XDOLW\,QGLFDWRU 4, へ（中山）
第回月日5&7によるエビデンス創出から診療ガイドラインへの提案：緩和医療における取組
（宮崎）
第回月日 診療ガイドラインと患者の視点：VKDUHGGHFLVLRQPDNLQJへ（中山）
第回月日 総合討論（中山）

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

※「健康情報学,,」の講義と重ならないように開講します。
>履修要件@
0&5コースの履修生と受講生に限定（0&5限定）

ＥＢＭ・診療ガイドライン特論（0&5限定）  へ続く↓↓↓
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338%./-

科目ナンバリング

科目ナンバリング

授業科目名 臨床研究データ管理学（0&5・統計家限定） 担当者所属・
医学研究科 准教授 竹内
職名・氏名
英訳!
'DWDPDQDJHPHQWIRU&OLQLFDO5HVHDUFK

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
後期前半 曜時限 木
開講期

授業
形態 講義

授業科目名 臨床研究特論 （0&5限定）
英訳!
&OLQLFDOUHVHDUFKDGYDQFHG

正人

配当
学年 専門職

使用
言語 日本語及び英語

単位数 

担当者所属・
環境安全保健機構 教授
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 月
開講期
後期

授業
形態

石見 拓
使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
臨床研究に必要なデータ管理に関して、実例を用いて講義および演習を行う。0&5および臨床統計
家育成コース限定。。

>授業の概要・目的@
・臨床研究計画法,・,,で履修した研究方法について掘り下げる。
・学生から質問を提示し、教員と参加学生で検討する。
・教員から研究方法上の問題点を提示し、学生が検討する。

>到達目標@
臨床研究で必要なデータ管理の方法を取得し、自らの研究に活かすことができる。

>到達目標@
・各種研究方法について、その具体化、実践と結果の活用などについて具体的な研究事例に照らし
て深く理解する。
・仮説形成、研究計画立案のプロセスを理解し、自身の研究計画に反映できるようになる。
・研究費の獲得方法の具体例を知り、自身の研究推進に生かす。
・論文作成・査読への対応の具体例を知り、自身の研究に反映する。
・研究チームの構築、研究成果のフィードバック、社会還元の実際を知り、自身の研究活動に反映
することができるようになる。

>授業計画と内容@
第一回：データ管理概論（竹内）
第二回：データ項目の決定（竹内）
第三回：データ管理と統計（竹内）
第四回：症例報告書のデザイン（竹内）
第五回：データクリーニング（竹内）
第六回：症例報告書のデザイン実習（竹内）
第七回：症例報告書のデザイン実習（竹内）
>履修要件@
特になし

>授業計画と内容@
・仮説形成、研究計画立案のプロセス
・研究費の獲得方法の具体例
・査読への対応方法
・研究チームの作り方、フィードバックの仕方
・研究成果の社会還元

>成績評価の方法・観点@
平常点（％）、レポート（％）

>履修要件@
0&5限定（選択）

>教科書@
使用しない

>成績評価の方法・観点@
意見発表の積極性、説明の明快さ
>教科書@
使用しない

>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する

>参考書等@
（参考書）
川村 孝 『臨床研究の教科書』（医学書院）
川村 孝 『エビデンスをつくる：陥りやすい臨床研究のピットフォール』（医学書院）

>授業外学修（予習・復習）等@
課題研究でデータを扱う際に復習すること。。
（その他（オフィスアワー等））
実習で(;&(/をインストールしたノートパソコンを使用する場合があるため、持参すること。また、
本年度は臨床統計家育生コース初年度でもあり、上記授業予定は受講生の理解度・興味により若干
の変更を伴う場合もある。
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 不可

>授業外学修（予習・復習）等@
自らの研究に反映し、同僚の研究を支援する
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

配当
学年 専門職

系統的レビュー（0&5限定） 

338%./%

科目ナンバリング

授業科目名 系統的レビュー（0&5限定）
英訳!
6\VWHPDWLF5HYLHZV

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

准教授 渡辺 範雄

開講年度・ ・
授業
通年不定 曜時限 月・ 開講日注意 形態 講義
開講期

月日 発表  
予備日月日

使用
言語 日本語及び英語

>履修要件@
本科目は６月からのため、４〜６月の医療統計学や疫学の履修を推奨。
0&5限定推奨

>授業の概要・目的@
, コースの概要
夏期・冬期休暇をまたぐ全コマの講義と演習により、各参加者が興味を持つテーマについて系統
的レビューのプロトコル 研究計画書 を英文で完成する。原則、コマは隔週のコマずつで進行し、
講義と講義のあいだに自らプロトコルを洗練させるための自習時間がかなり必要になるので注意さ
れたい。
＊0&5限定推奨なので、実際にこのカリキュラムで系統的レビューのプロトコルを完成させたい人
がぜひ選択していただきたい。
＊教員が添削するのにかなりのエフォートを要するため、一定の人数以上の応募があった場合、英
語で受講希望理由・計画中の検討テーマに関するエッセイを提出してもらいます。そこで一定人数
を選考し、もれた人は聴講のみ 宿題添削、発表、評価なし 可とします。
,, 教育・学習方法
講義は以下の手順で進行します。
１．受講者は下記+DQGERRNを分担して通読し、分担箇所のサマリーを講義でプレゼンする
２．自分のプロトコルについて、プレゼンの該当部分に応じてを各講義後に宿題として追記する。
３．これに対しピアおよび渡辺からコメントをもらい、次回の宿題時に改訂する。
４．つまり、各講義後の宿題時には、追記と改訂の両作業を行う。これにより、プロトコルを洗練
させていく。
自習にかなりの時間がかかると思われるので、授業は原則隔週で行う（開講日注意）。
>到達目標@
○各参加者が興味を持つ臨床疑問を洗練した上で、それについてコクランレビューレベルの英文プ
ロトコルを完成させる
○コクランの該当グループにタイトル登録したうえで、プロトコル・レビューを出版し、コクラン
ライブラリーに収載されることを目指す、または登録をせずに雑誌投稿を目指す希望者には、最終
的に系統的レビューを完成させるまで本講義終了後も指導します
>授業計画と内容@
月日 イントロダクション
月日)RUPXODWLQJWKHFOLQLFDOTXHVWLRQ2EMHFWLYHVDQG&ULWHULDIRUFRQVLGHULQJVWXGLHV
月日6HDUFKPHWKRGV
（夏休みにコクランレビューグループへの連絡・タイトル登録開始を目標とする）
月日6HOHFWLRQRIVWXGLHV H[WUDFWLQJGDWD
月日$VVHVVPHQWRIULVNRIELDV
月日$QDO\VLV  
月日$QDO\VLV  
月日 まとめ
月日 発表  

>成績評価の方法・観点@
完成論文の,QWURGXFWLRQ 0HWKRGVに相当する系統的レビューの研究計画書を提出。その評価が全て
です。
>教科書@
+LJJLQV-377KRPDV-他 『&RFKUDQH+DQGERRNIRU6\VWHPDWLF5HYLHZVRI,QWHUYHQWLRQV』（:LOH\）（
年月新版発行。この+DQGERRNに則って指導する。）
必須ソフトウェア：
5HYLHZ0DQDJHU 5HY0DQ >&RPSXWHUSURJUDP@（必須。このソフトウェアを使ってプロトコルを書き、
最終的にメタアナリシスする。フリーウェア）
>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
コクランレビューとしてコクランに登録するのは年々難しくなっています。一回は試みましょう。
だめな場合、原著医学雑誌への投稿もオプションとして考えます。
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否：不可
※オフィスアワー実施の有無は、.8/$6,6で確認してください 。
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

系統的レビュー（0&5限定）  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

配当
学年 専門職

データ解析法特論（0&5限定） 

338%./-

授業科目名 データ解析法特論（0&5限定）
英訳!
6SHFLDO6HPLQDURI'DWD$QDO\VLV

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
開講期
前期後半 曜時限 月

准教授 山本 洋介

授業
形態 特論

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
・この講義では、統計解析ソフトウェアVWDWDを用いて臨床研究のデータ解析を行う。
・実習の教材として用いる臨床研究データは、臨床研究の実例のデータを可能な限り用いる。
・学習の習熟度の確認のために、学習課題を課している。
・開講期間中は講習会コードを提供し、無償でVWDWDの試用が可能である（ただし開講期間終了後も
継続して使用を希望する場合には各自購入する必要あり）
>到達目標@
・統計解析ソフトを用いて基礎的な臨床研究データの解析ができる。
・解析ソフトの出力結果を正確に解釈することができる。

>参考書等@
（参考書）
東 尚弘、中村文明、林野泰明、杉岡 隆、山本洋介 『臨床研究のためのVWDWDマニュアル』（健康
医療評価研究機構（L+RSH））
>授業外学修（予習・復習）等@
・予習：不要
・復習：次回講義までに当該回の復習を行うこと。課題がある場合には次回講義までにレポートを
提出すること。
（その他（オフィスアワー等））
面談希望はまずメールでご連絡下さい。
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>授業計画と内容@
第回月日統計ソフトの基本的な使い方
第回月日連続変数の検定と推定
第回月日カテゴリ変数の検定と推定
第回月日相関と回帰
第回月日重回帰分析
第回月日ロジスティック回帰分析
第回月日生存時間解析
第回月日サンプルサイズの推定・その他の解析
>履修要件@
VWDWDを用いて解析する予定のある人の履修をおすすめします。
>成績評価の方法・観点@
・講義への積極的な参加（）
・課題に対するレポート（）
>教科書@
使用しない
基本的な学習資源はプリントにて配布。

データ解析法特論（0&5限定）  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

配当
学年 専門職

基礎人類遺伝学演習（*&限定） 

338%16-

授業科目名 基礎人類遺伝学演習（*&限定）
英訳!
)XQGDPHQWDO+XPDQ*HQHWLFVH[HUFLVH

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 木６
開講期
後期

教授

授業
形態 演習

小杉 眞司

釈を学ぶ
【第回】月日＜和田５＞「バリアントの評価」遺伝性疾患が疑われる症例の診断方法とその結
果を検討する。
【第回】月日＜小杉３＞「個人面談」
【第回】月日＜川崎２＞「診療録・医療文書の書き方」医学情報を書く際のコツを学ぶ。
＊開始時間遅延の可能性あり

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
【基本情報】
授業日時：後期木曜限（例外予定にご注意ください）
教室：*棟階演習室
レベル：応用
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・澤井英明（兵庫医科大学）・川崎秀徳

>履修要件@
遺伝カウンセラーコース回生限定必修科目（事前確定科目）
>成績評価の方法・観点@
積極的な演習への参加，レポート，発表，出席等を総合的に評価する

【コースの概要】
遺伝カウンセラーとしての基礎知識となる遺伝子・染色体の分析について，演習を通じで体験する
ことにより，具体的に理解することを目的とする．家系図作成，遺伝形式の推定，遺伝的リスクの
推定などについて，演習を行うほか，臨床の現場で行われる画像診断，医学的フォローの実践につ
いても学ぶ。

>教科書@
ハンドアウトを配布

>到達目標@
・家系図作成，遺伝形式推定，再発確率計算を正確に行うことができる
・遺伝学的検査の方法について具体的に理解し，正確に説明することができる

>参考書等@
（参考書）

>授業計画と内容@
【第回】月日水曜限＜澤井＞「骨系統疾患とレントゲンエコー検査」胎児の先天異常で頻度
の高い骨系統疾患について概説し、その診断のために必要なレントゲン読影の知識を習得する。
【第回】月日＊＜小杉１＞「研究紹介」
【第回】月日＜山田１＞「胎児超音波検査」妊娠初期〜中期にかけての超音波検査，特に染色
体異常と関係するソフトマーカーについて理解する。妊娠後期に施行される超音波検査とその意義
について理解する
【第回】月日＜和田１＞「家系図作成演習」標準的家系図記載法を学び、遺伝形式および遺
伝的リスクの推定する演習．
【第回】月日＜川崎１＞「診療録からの情報収集・医療情報の収集」診療録からの情報収集
のコツを学ぶ。一般的な医療情報の収集に関して整理する。
【第回】月日＜和田２＞「分子遺伝学的解析を学ぶ」英語文献の症例報告から、分子遺伝学的
解析の方法とその解釈を学ぶ
【第回】月日＜山田２＞「放射線・環境因子・感染症の胎児への影響」先天異常の原因にお
いて５％程度を占める環境因子について理解する。
【第８回】月日＜和田３＞「染色体検査結果の解釈  」染色体検査の適応，検査法ならびに核
型解析．染色体検査結果の解釈を学ぶ．
【第回】月日＜山田３＞「流産絨毛検査」妊娠初期の流産では半数以上で染色体異常が生じて
いる。流産患者における検査の意義について理解する
【第回】月日＜和田４＞「染色体検査結果の解釈  」染色体検査以外の細胞遺伝学的検査法
（特に&*+アレイ）を学ぶ
【第回】月日＜山田４＞「羊水染色体検査」羊水染色体検査の実施方法を理解し，その検査
に当たっての適切な説明について検討する。
【第回】月日＜山田５＞「バリアントの評価」検出されたバリアントの評価を行い，その解

>授業外学修（予習・復習）等@
適宜指示する
（その他（オフィスアワー等））
講義日程、講師、内容については、多少の変更がある可能性があります
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

基礎人類遺伝学演習（*&限定）  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

配当
学年 専門職

臨床遺伝学演習（*&限定） 

338%16-

授業科目名 臨床遺伝学演習（*&限定）
英訳!
&OLQLFDO*HQHWLFV([HUFLVH

単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

教授

開講年度・ ・
授業
曜時限 水５・６：開講日注意 形態 演習
開講期
後期

小杉 眞司

・でクライアント役、*&メンター、での情報交換
・授業終了後、メンターと院生0全員、担当教員でのフィードバック

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
【基本情報】別称：「遺伝カウンセリングロールプレイ演習」
授業日時：後期水曜限（隔週を原則とする。例外予定にご注意ください）
教室：*棟階演習室、レベル：応用
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・澤井英明（兵庫医科大学）・川崎秀徳・村上裕美、鳥嶋
雅子（遺伝子診療部認定遺伝カウンセラー）・秋山奈々・本田明夏・稲葉慧・松川愛未・吉田晶子
・岡田千穂・佐藤智佳
6&：模擬患者ボランティア（63+院生など）
【コースの概要】 ・演習開始１月前には、オリエンテーションを行い、クライントの人数・性別を
決めるが、その後の変更はしない。
・最初のクールはクライアントは可能であれば人とする（設定が複雑にならないようにするため）
（ただし、ダウン症などは夫婦が原則であり人クライアント設定は不適切）
・クライアント役を63+院生に呼びかけてリクルートする（性別は役と一致させる）。一部を*&院
生が担当するかは未定
・遺伝カウンセリング担当者が類似疾患にかぶらないようにする（家族性腫瘍、神経筋疾患、周産
期関連）・メンター役のクライアント調整役のほう（遺伝カウンセリング担当者担当メンターより
も）が寄与度が高いので、優先して決める（一人に偏らないように）
・基本シナリオは担当教員が最低週間前に関係者全員に通知する（ロールプレイのねらいを必ず
明示すること）。２場面を設定する。実際の遺伝カウンセリングは、臨床遺伝専門医と認定遺伝カ
ウンセラーで役割分担しながら、チーム医療として行うが、ロールプレイの特性として一人で実施
する必要があるため、遺伝学的検査の結果開示など、臨床遺伝専門医が実際には主に行っているこ
とについても、「遺伝カウンセリング担当者」としてロールプレイでは行う。これは遺伝カウンセ
ラーとして貴重な経験になるだけでなく、臨床遺伝専門医の立場を理解するのにも役立つ。また、
頻度の高い疾患については認定遺伝カウンセラーとして十分な知識を有しておくことは、クライア
ントから再度質問された場合などにも対応できる力となる。
・１週間前まで（期限厳守）にクライアント調整役の院生は、*&メンター及び担当教員と相談の
上で基本シナリオから詳細設定をし、クライアント役とメール等で打合せしておく。
・検討過程で基本シナリオに変更がある場合は、関係者全員に事前に必ずしらせる。
・詳細シナリオは家系図を入れて４ページ以内とする。
・遺伝カウンセリング担当者・担当メンター・担当教員での事前打合せも実施する
・当日、にクライアント役、担当教員、クライアント調整役院生が副室で内容確認を行
う。
・当日、に遺伝カウンセリング担当者の院生が教員や上級生、*&メンターと疾患説明の
確認、遺伝カウンセリング場所の整備などを行う。
・従前行っていた皆の前での疾患説明は行わないが、遺伝カウンセリングで使用する資料は
配布資料とすること。クライアント調整役が基本シナリオ設定等の説明を手短に行う。
・の予定でロールプレイを２場面行う。（例：場面１ 分 ＋フィードバック 分 ＋休
憩 分 ＋場面２ 分 ＋フィードバック 分 分）
・フィードバックは、遺伝カウンセリング担当者、クライアント役、0オブザーバ、その他のオ
ブザーバ、教員の順に行う。できるだけ全員に意見を求める 場面１と２いずれかで全員に発言し
てもらう 。重複コメントはあえて避ける必要ない。その際の進め方は、統一せず、指導教員の方
針に従う。フィードバック方法の多様性も重要である）

>到達目標@
遺伝カウンセラーとしての実践的な技術を身に付け、現場での実践的な対応能力を獲得する。臨床
遺伝学の知識と遺伝カウンセリングの基本的技術を習得する。
>授業計画と内容@
【第回】月日限＜全員＞「ロールプレイの行い方とオリエンテーション、遺伝カウンセリン
グ実習」ロールプレイの目的、方法と意義について。遺伝カウンセリング実習についてのオリエン
テーション
【第回】月日＜小杉＞「/\QFK症候群」家系内に４０〜５０歳代で大腸癌で死亡した複数の
人があり、遺伝性の可能性を心配。遺伝学的検査の説明と実施、遺伝子変異があった場合の対応。
【第回】月日＜和田＞「'XFKHQQH型筋ジストロフィー」小児の'0'の診断法の理解と、;連
鎖性疾患における母親あるいは女性同胞の保因者診断の進め方を学ぶ
【第回】月日＜山田＞「ターナー症候群」思春期をすぎても無月経で来院して、性染色体検
査でターナー症候群と診断されたケースに診断の告知、疾患の説明、今後必要な治療について対応
する。
【第回】月日＜和田＞「強直性筋ジストロフィー」 トリプレットリピート病である'0にお
ける先天型と古典型の理解と発症前診断の進め方を学ぶ。
【第回】月日＜山田＞「遺伝性乳がん・卵巣がん」乳がん患者が多数いる家系での遺伝性
乳がんのリスクの評価および遺伝学的検査の適応。
【第回】月日＜和田＞「トランスサイレチン型家族性アミロイドニューロパチー」治療法
のある)$3のおける遺伝子診断の意義と発症前診断の進め方を学ぶ。
【第回】月日＜澤井＞「習慣流産」妊娠初期に３回続けて流産したケースについて、流産
の原因や次回妊娠での対応、必要であれば遺伝学的検査その他の検査についても対応する。着床前
診断についても聞かれたので対応が必要となった。
【第回】月日＜山田＞「ダウン症候群」ダウン症候群の出生前診断にかかわる遺伝カウン
セリングについて、ダウン症の症状と将来の療育、発症の仕組みと次回妊娠での再発率等も含めて
対応する。
・参加者：担当者、関係全教員、遺伝カウンセラー役院生（0）、クライアント調整役（0）、
オブザーバ（0、0、博士院生）、*&メンター
・記録：クライアント調整役（終了後参加教官へレポートを提出） 、オブザーバー担当（ビデオ撮
影およびファイルをサーバに保存：復習用）
>履修要件@
遺伝カウンセラーコース１回生限定必修科目（事前確定科目）
>成績評価の方法・観点@
演習における積極性、実践的能力、出席、レポート等を総合的に評価する

臨床遺伝学演習（*&限定）  へ続く↓↓↓

臨床遺伝学演習（*&限定）  へ続く↓↓↓
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臨床遺伝学演習（*&限定） 

科目ナンバリング

338%1/-

授業科目名 遺伝カウンセラーコミュニケーション概論（*&限定） 担当者所属・
医学研究科 教授
職名・氏名
英訳!
&RPPXQDWLRQIRU*HQHWLF&RXQVHORUV

>教科書@
使用しない

配当
学年 専門職

>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
適宜指示する
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

単位数 

小杉 眞司

開講年度・ ・
授業
使用
開講期
通年不定 曜時限 木１：開講日注意 形態 講義・演習 言語 日本語

>授業の概要・目的@
【基本情報】授業日時：前期木曜限を毎週実施、後期木曜限を隔週実施を原則とする（例外予定
にご注意ください）
教室：*棟階演習室
レベル：基礎
担当者：小杉眞司・村上裕美・鳥嶋雅子・秋山奈々・本田明夏・稲葉慧・松川愛未・吉田晶子・勝
元さえこ・岡田千穂・佐藤智佳
【コースの概要】本講義では、コミュニケーションという観点から、遺伝カウンセリングの重要な
テーマについて、院生自身が主体となってディスカッションを行い、互いの学びを共有していく。
遺伝カウンセラーとして、クライエント・家族の支援のためのコミュニケ−ションは勿論のこと、
チーム医療のメンバーとして、異なった専門性を持つチームメンバーとのコミュニケーションのあ
り方についても学ぶ。また、本講義は、『遺伝カウンセリングロールプレイ演習』 『遺伝カウンセ
リング実習（病院での臨床実習）』で必要な基礎知識・理論を学ぶという役割も担っており、これ
らの講義・演習・実習を通して遺伝カウンセリング、そして遺伝カウンセラーについて学びを深め
ることを総合的な目標として掲げている。演習については、授業の進行状況に応じて、ロールプレ
イ、試行カウンセリング、ビデオ学習など様々な方法を用いる予定である。
【教育・学習方法】・ テキストを予習し、レポート提出
・ 講義内でのディスカッションおよび演習
・ 時間外に以下の学習も併せて行う。
ビデオ学習―「グロリアと人のセラピスト」医学部「遺伝医学」授業試行カウンセリング実施お
よび記録方法学習遺伝カウンセリングと日本人のコミュニケーション発表会遺伝カウンセリング
ロールプレイ振り返り病院実習振り返り
みなさまの積極的な参加を希望します。授業内容に関する質問も随時歓迎です。メールで問い合わ
せてください。
>到達目標@
１．遺伝カウンセラーとして、クライエント・家族をどのように支援していくのか最低限必要と考
えられる知識及び態度を身につける。
２．医療チームのメンバーとしてどのような動きをすることが望ましいか最低限必要な知識及び態
度を身につける。
>授業計画と内容@
＜前期＞
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
遺伝カウンセラーコミュニケーション概論（*&限定）  へ続く↓↓↓
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遺伝カウンセラーコミュニケーション概論（*&限定） 

【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
「イントロ・基本的な考え方」遺伝カウンセラーのコミュニケーション： はじめに（自己紹介・授
業・宿題について）S 基本的な考え方 S
「内側（内的照合枠）からの理解」遺伝カウンセリングの基本的態度と内側（内的照合枠）からの
理解自分のコミュニケーションの特徴を知る
「共感的理解」共感的理解を理解する
「ラポール形成」遺伝カウンセリングの流れ及び信頼関係（ラポール）の形成
「フォローアップ」遺伝カウンセリングの終了とフォローアップ 電話受付の留意点
「情報提供」遺伝カウンセリングにおける情報提供
「意思決定」遺伝カウンセリングにおける意思決定
「ノンバーバルコミュニケーション」ノンバーバルコミュニケーションの重要性 日本人のコミュ
ニケーション
「倫理」遺伝カウンセリングにおける倫理
「*HQRPLF&RXQVHOLQJ」*HQRPLF&RXQVHORUの役割・*HQRPLF&RXQVHOLQJにおけるコミュニケーション
「臨床遺伝専門医とのコミュニケーション」臨床遺伝専門医とともに実施する遺伝カウンセリング
「出生前検査・遺伝カウンセリング室立ち上げ」出生前検査に伴う遺伝カウンセリング、遺伝カウ
ンセリング室を作ろう！
「障害」障害と社会の理解
「医療ソーシャルワーカーから学ぶ」医療ソーシャルワーカーの事例から学ぶ〜クライエント支援
のためのコミュニケーション〜

>履修要件@
遺伝カウンセラーコース１回生限定必修科目（事前確定科目）

＜後期＞
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
「日本人のコミュニケーション」日本人のコミュニケーションと遺伝カウンセリング
「家族面接」家族面接における遺伝カウンセラーの役割
「ライフステージ・メンタルヘルス・防衛機制の基本的考え」ライフステージとメンタルヘルス
遺伝カウンセリングと防衛機制
「親から子に「遺伝」について伝える」親から子に「遺伝」について伝える
「発症前診断」進行性で治療法のない遺伝性疾患に関する発症前検査を希望して来談した人との遺
伝カウンセリング
「視覚障害・当事者団体と関係機関との連携」視覚障害（網膜色素変性症）の遺伝カウンセリング
／当事者団体と関係機関との連携
「喪失体験」喪失体験の理解
「病とともに生きる・まとめ」遺伝性の病とともに生きる 評価とまとめ

>成績評価の方法・観点@
前期・後期あわせて終了時に評価する。学習目標の到達度％レポート％プレゼンテーション
％
>教科書@
・遺伝カウンセリングのためのコミュニケーション論京都大学大学院医学研究科遺伝カウンセラ
ーコース講義（メディカルドゥ） 
・自分を見つめるカウンセリング・マインド ヘルスケア・ワークの基本と展開（医歯薬出版）
,6%1
・カウンセリングを学ぶ（東京大学出版会） 理論・体験・実習 第版,6%1
・ヘルス・コミュニケーション 九州大学出版社 改訂版,6%1

>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
適宜予習復習を求める
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。
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授業科目名 遺伝カウンセリング演習１（*&限定） 担当者所属・
医学研究科 教授
職名・氏名
英訳!
*HQHWLF&RXQVHOOLQJ([HUFLVH

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
授業
開講期
通年不定 曜時限 ・４週：金・限 形態 演習

小杉 眞司
使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
【基本情報】授業日時：金曜（原則第２、第４）５・６限、教室：*棟セミナー室$ レベル：遺伝
カウンセリング演習１（基礎）・遺伝カウンセリング演習２（応用）
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・川崎秀徳・玉置知子・村上裕美・鳥嶋雅子・田村和朗・
巽純子・西郷和真・レクチャー担当者
【コースの概要】 実際の遺伝カウンセリング症例を提示し、遺伝的問題、医学的問題、療養問題、
社会的問題、法的問題、倫理的問題、心理的問題等について、他のカンファレンス参加者とともに
徹底的な討論を行う。１年次後期からは、実際の遺伝カウンセリング実習で体験した症例について
自ら提示を行い、カンファレンスを中心的に運営する。これは、京都大学と近畿大学の遺伝カウン
セラーコースのカリキュラムの中で最も重要なものであり、両大学の院生が積極的に参加するもの
である。実習期の院生（回生月―月ごろ、回生月ごろ―年度末、移行期は各コースの実情
による）は、原則として毎回症例提示を行うこと。ごろ：合同カンファレンス症例提示
・検討会（回例―例となるように調整し、進行は司会がタイムキーピングを行う）。ごろ
より分程度：京大・近大遺伝カウンセラーコースの修了者による遺伝カウンセラーとしての活動
などに関するプレゼン、あるいは合同カンファレンス出席者・招聘演者等によるレクチャー
【教育・学習方法】症例提示・討論、カンファレンス記録の作成（症例ごとに順番で担当）
>到達目標@
症例の適切なプレゼンテーション、種々の問題点の整理と今後の対応方針の決定、討論への参加と
論理的な主張、適切なカンファレンス記録の作成ができる。
>授業計画と内容@
＜司会＞カンファレンスレクチャー担当者
【第１回】月日＜小杉＞小杉眞司「合同カンファレンスのイントロダクション」
【第２回】月日＜和田＞才津浩智「次世代シークエンスデータ解析」○
【第３回】月日＜和田＞和田「エピジェネシスの破綻により発症する先天性疾患と治療法の開
発」
【第４回】月日＜西郷＞濱野裕太「和歌山医大遺伝診療部における認定遺伝カウンセラーの役
割」
【第５回】月日＜村上＞張香理「ゲノム医療（難病領域）における認定遺伝カウンセラーの役
割」〇
【第６回】月日＜山田＞田原康玄「地域住民コホートにおけるゲノム・疫学研究の潮流と展望」
【第７回】月日＜山田＞久具宏司「」〇
【第８回】月日＜田村＞松本光史 兵庫県立がんセンター部長 「遺伝性腫瘍LQ がん薬物療
法専門家と臨床遺伝専門家が協働して生む力」
【第９回】月日＜鳥嶋＞中川奈保子「京大病院における,58'未診断疾患解析研究の取り組み」
【第１０回】月日＜川崎＞岡本新悟「男子性腺機能低下症の診断と治療―カルマン症候群とク
ラインフェルター症候群を中心にー」〇
【第１１回】月日＜和田＞斎藤伸治「小児神経疾患の遺伝学とエピジェネティクス」〇

【第１２回】月日＜巽＞丹羽由衣「神戸大学医学部附属病院における&*&としての活動」
【第１３回】月日＜本田＞本田明夏「」
【第１４回】月日＜小杉＞新年懇談会〇
【第１５回】月日＜田村＞福嶋伸之 近大理工学部 「細胞内情報伝達とその破綻」
＜合同カンファレンスの具体的進行方針＞１）目的：実習報告会ではない。同席者の感想等は除外
症例検討を主題とし、適切な遺伝カウンセリングがなされたか、誤った点や不足する点はなかった
か等、専門家の意見、討議を聞きそれに参加する。多くの人の意見を聞けるよう、今後の遺伝カウ
ンセリングに実質的に生かせるように討議の時間を確保する。
２）
プレゼンテーション準備：開始前にあらかじめプレゼンテーションを行う全てのパワーポイントフ
ァイルを開けておき、速やかに次のプレゼンへ移れるようにする。
３）プレ
ゼンテーション：客観的な事実を端的にまとめる。まず、背景と主訴を参加者に理解してもらう。
遺伝カウンセリングの経過、問題点も簡潔に示す。発表時間分以内、議論分程度。４）スライ
ド：議論が整理しやすいように箇条書きが望ましい。次の枚数を原則とする。前半：タイトル（日
付・発表者・担当医名を含む） 枚 、疾患理解のための説明（枚）、受診の背景・主訴、家系図
を含めて（枚）。後半：遺伝カウンセリング経過（枚）、課題・問題点（枚） ５）進行：
冗長なプレゼンに対しては簡潔に行うよう指導し、建設的ディスカッションを行う。
６）アセスメントについて：質問や自分の意見、感想は全体の議論の話題になったら自分の意見と
して発言する。どうしても最初から出す必要がある場合は指導教官・同席医師と相談の上で行う。
７）終了後：ディスカッションの内容を含んだスライドを枚追加する。担当医確認の後、「遺伝
カウンセリング記録」および「カンファレンス記録」の箇所に保存する。（カンファ後週間以内
個人情報に接することがあるため、初回参加時には「誓約書」を提出する。遺伝カウンセリング
内容についての会話は、他者のいるところではしないこと、内容を記したノートは、他者の目にふ
れないようにすること、ノートの貸し借りは禁止。
>履修要件@
遺伝カウンセラーコース限定必修科目（事前確定科目）１回生は「遺伝カウンセリング演習１」、
２回生は「遺伝カウンセリング演習２」
>成績評価の方法・観点@
プレゼンテーション、討論への積極的な参加、カンファレンス記録の作成などを総合的に評価する。
>教科書@
使用しない
ハンドアウトの配布は、原則としてありません
>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
適宜指示する。

遺伝カウンセリング演習１（*&限定）  へ続く↓↓↓
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※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。
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授業科目名 遺伝カウンセリング演習２（*&限定） 担当者所属・
医学研究科 教授
職名・氏名
英訳!
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配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
授業
通年不定 曜時限 ・週：金・限 形態 演習
開講期

小杉 眞司
使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
【基本情報】授業日時：金曜（原則第２、第４）５・６限、教室：*棟セミナー室$ レベル：遺伝
カウンセリング演習１（基礎）・遺伝カウンセリング演習２（応用）
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・川崎秀徳・玉置知子・村上裕美・鳥嶋雅子・田村和朗・
巽純子・西郷和真・レクチャー担当者
【コースの概要】 実際の遺伝カウンセリング症例を提示し、遺伝的問題、医学的問題、療養問題、
社会的問題、法的問題、倫理的問題、心理的問題等について、他のカンファレンス参加者とともに
徹底的な討論を行う。１年次後期からは、実際の遺伝カウンセリング実習で体験した症例について
自ら提示を行い、カンファレンスを中心的に運営する。これは、京都大学と近畿大学の遺伝カウン
セラーコースのカリキュラムの中で最も重要なものであり、両大学の院生が積極的に参加するもの
である。実習期の院生（回生月―月ごろ、回生月ごろ―年度末、移行期は各コースの実情
による）は、原則として毎回症例提示を行うこと。ごろ：合同カンファレンス症例提示
・検討会（回例―例となるように調整し、進行は司会がタイムキーピングを行う）。ごろ
より分程度：京大・近大遺伝カウンセラーコースの修了者による遺伝カウンセラーとしての活動
などに関するプレゼン、あるいは合同カンファレンス出席者・招聘演者等によるレクチャー
【教育・学習方法】症例提示・討論、カンファレンス記録の作成（症例ごとに順番で担当）
>到達目標@
症例の適切なプレゼンテーション、種々の問題点の整理と今後の対応方針の決定、討論への参加と
論理的な主張、適切なカンファレンス記録の作成ができる。
>授業計画と内容@
＜司会＞カンファレンスレクチャー担当者
【第１回】月日＜小杉＞小杉眞司「合同カンファレンスのイントロダクション」
【第２回】月日＜和田＞才津浩智「次世代シークエンスデータ解析」○
【第３回】月日＜和田＞和田「」
【第４回】月日＜西郷＞濱野裕太「和歌山医大遺伝診療部における認定遺伝カウンセラーの役
割」
【第５回】月日＜村上＞張香理「ゲノム医療（難病領域）における認定遺伝カウンセラーの役
割」〇
【第６回】月日＜山田＞田原康玄「地域住民コホートにおけるゲノム・疫学研究の潮流と展望」
【第７回】月日＜山田＞久具宏司「」〇
【第８回】月日＜田村＞松本光史 兵庫県立がんセンター部長 「遺伝性腫瘍LQ がん薬物療
法専門家と臨床遺伝専門家が協働して生む力」
【第９回】月日＜鳥嶋＞中川奈保子「」
【第１０回】月日＜川崎＞岡本新悟「男子性腺機能低下症の診断と治療―カルマン症候群とク
ラインフェルター症候群を中心にー」〇
【第１１回】月日＜和田＞斎藤伸治「」〇
【第１２回】月日＜巽＞丹羽由衣「神戸大学医学部附属病院における&*&としての活動」
遺伝カウンセリング演習２（*&限定）  へ続く↓↓↓
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【第１３回】月日＜本田＞本田明夏「」
【第１４回】月日＜小杉＞新年懇談会〇
【第１５回】月日＜田村＞福嶋伸之 近大理工学部 「細胞内情報伝達とその破綻」
＜合同カンファレンスの具体的進行方針＞１）目的：実習報告会ではない。同席者の感想等は除外
症例検討を主題とし、適切な遺伝カウンセリングがなされたか、誤った点や不足する点はなかった
か等、専門家の意見、討議を聞きそれに参加する。多くの人の意見を聞けるよう、今後の遺伝カウ
ンセリングに実質的に生かせるように討議の時間を確保する。
２）
プレゼンテーション準備：開始前にあらかじめプレゼンテーションを行う全てのパワーポイントフ
ァイルを開けておき、速やかに次のプレゼンへ移れるようにする。
３）プレ
ゼンテーション：客観的な事実を端的にまとめる。まず、背景と主訴を参加者に理解してもらう。
遺伝カウンセリングの経過、問題点も簡潔に示す。発表時間分以内、議論分程度。４）スライ
ド：議論が整理しやすいように箇条書きが望ましい。次の枚数を原則とする。前半：タイトル（日
付・発表者・担当医名を含む） 枚 、疾患理解のための説明（枚）、受診の背景・主訴、家系図
を含めて（枚）。後半：遺伝カウンセリング経過（枚）、課題・問題点（枚） ５）進行：
冗長なプレゼンに対しては簡潔に行うよう指導し、建設的ディスカッションを行う。
６）アセスメントについて：質問や自分の意見、感想は全体の議論の話題になったら自分の意見と
して発言する。どうしても最初から出す必要がある場合は指導教官・同席医師と相談の上で行う。
７）終了後：ディスカッションの内容を含んだスライドを枚追加する。担当医確認の後、「遺伝
カウンセリング記録」および「カンファレンス記録」の箇所に保存する。（カンファ後週間以内
個人情報に接することがあるため、初回参加時には「誓約書」を提出する。遺伝カウンセリング
内容についての会話は、他者のいるところではしないこと、内容を記したノートは、他者の目にふ
れないようにすること、ノートの貸し借りは禁止。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
遺伝カウンセラーコース限定必修科目（事前確定科目）１回生は「遺伝カウンセリング演習１」、
２回生は「遺伝カウンセリング演習２」
>成績評価の方法・観点@
プレゼンテーション、討論への積極的な参加、カンファレンス記録の作成などを総合的に評価する。
>教科書@
使用しない
ハンドアウトの配布は、原則としてありません
>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
適宜指示する。

遺伝カウンセリング演習２（*&限定）  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

遺伝カウンセリング実習１（*&限定） 

338%13-

授業科目名 遺伝カウンセリング実習１（*&限定） 担当者所属・
医学研究科 教授
職名・氏名
英訳!
*HQHWLF&RXQVHOOLQJ3UDFWLFH

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
通年不定 曜時限 その他
開講期

授業
形態 実習

小杉 眞司

【学会・研修会への参加】
より幅広い知識・経験を積むため、下記の学会・研修会等への参加は原則として年間必修とする
（経費はできるだけサポートする）。学会発表、セミナーでの積極的な活動が奨励される。下記以
外の学会・セミナーについても遺伝カウンセリングに関係の深いものについては参加を推奨する、
また、これらの機会を利用し積極的な人脈作りを行うべきである。また、患者会・サポートグルー
プなどへ積極的に参加することが勧められる。適宜情報を提供する。

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
【, コースの概要】
遺伝カウンセリングの現場に同席し、その現状を体験するとともに、予診の聴取（プレカウンセリ
ング）、家系図の作成、電話フォローアップなどを実際のクライアントに対しておこなう。
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・川崎秀徳・玉置知子・三宅秀彦・山田重人・澤井英明・
四本由郁・村上裕美・鳥嶋雅子・本田明夏
【,, 教育・学習方法】
実習（準備・プレカウンセリング・同席実習・症例記録作成・カンファレンスでの症例報告・討議
・電話フォローアップ）。関連学会・セミナーに出席、積極的に参加し、レポートをまとめる。
月―月は、「遺伝カウンセラー業務実習」として遺伝カウンセリング電話予約対応などの認定遺
伝カウンセラー業務の実際についても実習する。

>履修要件@
遺伝カウンセラーコース限定必修（事前確定科目）１回生は「遺伝カウンセリング実習１」、２回
生は「遺伝カウンセリング実習２」
>成績評価の方法・観点@
実習への積極的な参加などを総合的に評価する。
>教科書@
実際のクライアントに接した経験ほど重要な資源はない。

>到達目標@
クライアントへの適切な接し方を体得する。予診の聴取、家系図の作成が適切に可能となる。症例
の問題点について、担当医らと討議できる。症例をまとめ、医学的・心理社会的・倫理的問題につ
いて文献を検索し、最新情報を入手できる。カンファレンスで、症例を提示し、討論を行うことが
できる。関連する部局と適切な情報交換、連携が可能であり、チーム医療を実践できる。

>参考書等@
（参考書）

>授業計画と内容@
【遺伝カウンセリング実習】
１年次の後半ころから遺伝カウンセリング実習を開始する。学生個人個人の知識・到達度や実習の
DYDLODELOLW\から判断して、実習の開始時期や頻度を決定する。年間で症例程度を経験する。ごく
初期は同席のみであるが、できるだけ実際の遺伝カウンセリングに少しでも参加することが望まれ
る。そこで、予診や家系図作成などの初期インテーク（プレカウンセリング）を行う。個々のケー
スについて症例記録・ログブックを作成し、担当教員に確認の上、できるだけ早く（遅くとも１週
間以内に）確定し、所定の場所に保存する。類型化シートも作成する。また、経験した症例をカン
ファレンスで発表し、討論する。ケースあたり、（準備や検索を含めると）６時間程度が必要と
なる。家族性腫瘍、神経変性疾患、出生前診断・染色体異常、遺伝性難聴、眼科疾患、先天奇形、
先天性代謝異常、その他、できるだけバラエティに富んだ疾患の症例の経験をするようにつとめる。
・京都大学医学部附属病院遺伝子診療部（耳鼻科遺伝難聴外来含む）：月―金（コース全員で交代）
・兵庫医科大学臨床遺伝部：火曜（名）・高槻病院小児科・産婦人科（不定期）
遺伝カウンセリング後の電話フォローアップについては原則として遺伝カウンセラーコース院生
が対応し、実質的な2-7 RQWKHMREWUDLQLQJ 、インターンシップを行う。
＜症例記録の書き方の注意：抜粋＞
１．ファイル名：カルテ番号＋短い疾患名＋受診日とする（例）)$3
再診のときは、前回のものに追記したものに再診日と回数を記載。 例 )$3
２．本文のタイトルの前にカルテ番号を入れる。
３．クライアント氏名は記載しないが、診療施設の名称などは全て実名記載する。
４．時間（終了時間、所要時間）も入れる。
５．家系図はパワーポイントで、別ファイルに。ファイル名は、上記のワードファイルと同じ。

>授業外学修（予習・復習）等@
【年度の必須参加予定】（変更ある場合はその都度連絡します）
 金 （土 日本遺伝性腫瘍学会＊シティプラザ大阪
 金  日 日本遺伝カウンセリング学会＊沖縄コンベンションセンター
 金  日 遺伝カウンセリング研修会 回生のみ 金沢大学
 金  土 日本遺伝子診療学会＊トークネットホール仙台
 金  日 遺伝医学セミナー三井ガーデンホテル千葉
 木  日 日本人類遺伝学会・全国遺伝子医療部門連絡会議＊ 名古屋国際会議場
１（土） 日 遺伝カウンセリングアドバンストセミナー 回生のみ 郡山（星総合病院）
（年度入学者が回生になった際の参加学会・研修会は上記と同一ではありません。）
経費補助を受けて学会・セミナー等へ参加した場合は、レポートを提出すること。レポートはＡ４
用紙で参加日数枚数分を目安とし、速やかに提出すること 最大ヶ月以内 。また、これらのレポー
トについては、報告書として冊子化されることがあることを了解すること。回生は＊のいずれか
の学会で一度は研究発表をおこなうことが望ましい。
（その他（オフィスアワー等））
クライアントのいかなる情報についても守秘を徹底すること。遺伝カウンセリング内容についての
会話は、部外者のいるところではしないこと、内容を記したノート類は、部外者の目にふれないよ
うにすること。ノートの貸し借りは禁止。守秘できない場合は、退学処分とする。
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

遺伝カウンセリング実習１（*&限定）  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

遺伝カウンセリング実習２（*&限定） 

338%13-

授業科目名 遺伝カウンセリング実習２（*&限定） 担当者所属・
医学研究科 教授
職名・氏名
英訳!
*HQHWLF&RXQVHOOLQJ3UDFWLFH

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
開講期
通年不定 曜時限 その他

授業
形態 実習

小杉 眞司

【学会・研修会への参加】
より幅広い知識・経験を積むため、下記の学会・研修会等への参加は原則として年間必修とする
（経費はできるだけサポートする）。学会発表、セミナーでの積極的な活動が奨励される。下記以
外の学会・セミナーについても遺伝カウンセリングに関係の深いものについては参加を推奨する、
また、これらの機会を利用し積極的な人脈作りを行うべきである。また、患者会・サポートグルー
プなどへ積極的に参加することが勧められる。適宜情報を提供する。

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
【, コースの概要】
遺伝カウンセリングの現場に同席し、その現状を体験するとともに、予診の聴取（プレカウンセリ
ング）、家系図の作成、電話フォローアップなどを実際のクライアントに対しておこなう。
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・川崎秀徳・玉置知子・三宅秀彦・山田重人・澤井英明・
四本由郁・村上裕美・鳥嶋雅子・本田明夏
【,, 教育・学習方法】
実習（準備・プレカウンセリング・同席実習・症例記録作成・カンファレンスでの症例報告・討議
・電話フォローアップ）。関連学会・セミナーに出席、積極的に参加し、レポートをまとめる。
月―月は、「遺伝カウンセラー業務実習」として遺伝カウンセリング電話予約対応などの認定遺
伝カウンセラー業務の実際についても実習する。

>履修要件@
遺伝カウンセラーコース限定必修（事前確定科目）１回生は「遺伝カウンセリング実習１」、２回
生は「遺伝カウンセリング実習２」
>成績評価の方法・観点@
実習への積極的な参加などを総合的に評価する。
>教科書@
実際のクライアントに接した経験ほど重要な資源はない。

>到達目標@
クライアントへの適切な接し方を体得する。予診の聴取、家系図の作成が適切に可能となる。症例
の問題点について、担当医らと討議できる。症例をまとめ、医学的・心理社会的・倫理的問題につ
いて文献を検索し、最新情報を入手できる。カンファレンスで、症例を提示し、討論を行うことが
できる。関連する部局と適切な情報交換、連携が可能であり、チーム医療を実践できる。

>参考書等@
（参考書）

>授業計画と内容@
【遺伝カウンセリング実習】
１年次の後半ころから遺伝カウンセリング実習を開始する。学生個人個人の知識・到達度や実習の
DYDLODELOLW\から判断して、実習の開始時期や頻度を決定する。年間で症例程度を経験する。ごく
初期は同席のみであるが、できるだけ実際の遺伝カウンセリングに少しでも参加することが望まれ
る。そこで、予診や家系図作成などの初期インテーク（プレカウンセリング）を行う。個々のケー
スについて症例記録・ログブックを作成し、担当教員に確認の上、できるだけ早く（遅くとも１週
間以内に）確定し、所定の場所に保存する。類型化シートも作成する。また、経験した症例をカン
ファレンスで発表し、討論する。ケースあたり、（準備や検索を含めると）６時間程度が必要と
なる。家族性腫瘍、神経変性疾患、出生前診断・染色体異常、遺伝性難聴、眼科疾患、先天奇形、
先天性代謝異常、その他、できるだけバラエティに富んだ疾患の症例の経験をするようにつとめる。
・京都大学医学部附属病院遺伝子診療部（耳鼻科遺伝難聴外来含む）：月―金（コース全員で交代）
・兵庫医科大学臨床遺伝部：火曜（名）・高槻病院小児科・産婦人科（不定期）
遺伝カウンセリング後の電話フォローアップについては原則として遺伝カウンセラーコース院生
が対応し、実質的な2-7 RQWKHMREWUDLQLQJ 、インターンシップを行う。
＜症例記録の書き方の注意：抜粋＞
１．ファイル名：カルテ番号＋短い疾患名＋受診日とする（例）)$3
再診のときは、前回のものに追記したものに再診日と回数を記載。 例 )$3
２．本文のタイトルの前にカルテ番号を入れる。
３．クライアント氏名は記載しないが、診療施設の名称などは全て実名記載する。
４．時間（終了時間、所要時間）も入れる。
５．家系図はパワーポイントで、別ファイルに。ファイル名は、上記のワードファイルと同じ。

>授業外学修（予習・復習）等@
【年度の必須参加予定】（変更ある場合はその都度連絡します）
 金 （土 日本遺伝性腫瘍学会＊シティプラザ大阪
 金  日 日本遺伝カウンセリング学会＊沖縄コンベンションセンター
 金  日 遺伝カウンセリング研修会 回生のみ 金沢大学
 金  土 日本遺伝子診療学会＊トークネットホール仙台
 金  日 遺伝医学セミナー三井ガーデンホテル千葉
 木  日 日本人類遺伝学会・全国遺伝子医療部門連絡会議＊ 名古屋国際会議場
１（土） 日 遺伝カウンセリングアドバンストセミナー 回生のみ 郡山（星総合病院）
（年度入学者が回生になった際の参加学会・研修会は上記と同一ではありません。）
経費補助を受けて学会・セミナー等へ参加した場合は、レポートを提出すること。レポートはＡ４
用紙で参加日数枚数分を目安とし、速やかに提出すること 最大ヶ月以内 。また、これらのレポー
トについては、報告書として冊子化されることがあることを了解すること。回生は＊のいずれか
の学会で一度は研究発表をおこなうことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
クライアントのいかなる情報についても守秘を徹底すること。遺伝カウンセリング内容についての
会話は、部外者のいるところではしないこと、内容を記したノート類は、部外者の目にふれないよ
うにすること。ノートの貸し借りは禁止。守秘できない場合は、退学処分とする。

遺伝カウンセリング実習２（*&限定）  へ続く↓↓↓

遺伝カウンセリング実習２（*&限定）  へ続く↓↓↓

遺伝カウンセリング実習２（*&限定） 
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。
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科目ナンバリング

授業科目名 臨床研究実地研修 , （&%限定）
英訳!
&OLQLFDO5HVHDUFK7UDLQLQJ,

配当
学年 専門職

臨床研究実地研修 ,

338%+/%

単位数 

医学研究科 特定教授
附属病院
教授
附属病院
講師
担当者所属・
附属病院
助教
職名・氏名
附属病院
特定助教
国立循環器病研究センター
国立循環器病研究センター

開講年度・ ・
授業
開講期
通年集中 曜時限 集中講義 形態 実習

田中
森田
魚住
阿部
中倉
大前
朝倉

司朗
智視
龍史
寛康
章祥
勝弘
こう子

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
本研修の目的は，病院での実地研修を通して，臨床統計家育成コースの座学で習得した統計的考え
方が現場でどのように応用されているかを実際に学ぶことです．そして，実際の体験・経験から，
臨床試験における試験統計家の責務と役割を理解し，臨床試験の計画・実施・報告で試験統計家と
して必要とされる基本的能力 態度，技能，知識 を習得することを目指します．
研修は，京都大学医学部附属病院と国立循環器病研究センターの箇所で行われます．受講者はあ
らかじめどちらの施設で研修されるかを選択ください．京都大学医学部附属病院での研修は，革新
的な新医療技術（医薬品など）開発のための臨床試験の計画と実施に関する内容で主に構成されま
す．国立循環器病研究センターでの研修は，循環器疾患の医薬品や医療機器の臨床試験の計画と実
施を中心とした内容で構成されます．研修内容の詳細はホームページに掲載します．
>到達目標@
臨床試験の計画と実施の過程，臨床試験の運営・実施体制，研究者・研究支援者，試験統計家な
どの責任範囲と役割などを理解する．
臨床試験実施計画書に記載すべき統計的事項を理解し，臨床試験実施計画書の作成に貢献できる
ための基本的知識と技術を習得する．
統計解析を適切に計画し，それらを実行し，結果を纏めることができるための基本的知識と技術
を習得する．
臨床試験における研究倫理，利益相反，臨床試験における個人情報保護の基本的事項を理解し，
信頼性の高い臨床試験の計画と実施に貢献できる ．
さまざまな説明の方法や手段を駆使し，臨床試験における統計的考え方を人にわかりやすく伝え
ることができるような態度と方法を身につける．
>授業計画と内容@
京都大学医学部附属病院
月から月までの日（限〜限，〜）で集中講義実習で実施します
日目
限 研修事前準備
限 臨床統計家としての心構え
限 医学研究における倫理
限 臨床検査データと検査部見学
限 臨床統計家としての心構え
限 報告書作成・個別面談

（&%限定） 

日目
限 研修事前準備
限 モニタリング業務について
限 シーズ開発について
限 先端医療研究の現場（&L5$見学）
限 統計コンサルティング業務
限 報告書作成
日目
限 研修事前準備
限 医療イノベーションと知的財産
限 臨床統計家としての心構え
限L36細胞を用いた革新的医療技術の開発
限 放射線診断と現場見学
限 報告書作成
日目
限 研修事前準備
限7UDQVODWLRQDO5HVHDUFKの歴史と将来性
限 規制当局対応業務について
限 プロジェクトマネジメント業務について
限 統計コンサルティングの実践
限 報告書作成
日目
限 研修事前準備
限 データマネジメント業務について
限 臨床試験コーディネータ（&5&）の役割について
限 治験薬の管理体制の現場
限 総括（質疑応答）
限 報告書作成・個別面談
国立循環器病研究センター
合計日間で実施します．月〜月で実施します １回分 〜〜〜
〜
日目
第回 研修概要説明・病院見学：研修の目的と内容
第回 循環器疾患基礎①：不整脈の基礎
第回 循環器疾患基礎②：心不全の基礎
第回 医療機器研究開発 動物実験施設見学
日目
第回 臨床試験立案①：臨床試験立案における基本的事項
第回 臨床試験立案②：臨床試験立案における業務手順
第回 ランダム化割付①：臨床試験におけるランダム化割付の役割

臨床研究実地研修 , （&%限定）  へ続く↓↓↓

臨床研究実地研修 ,

（&%限定） 

臨床研究実地研修 , （&%限定）  へ続く↓↓↓

臨床研究実地研修 ,

第回 ランダム化割付②：一般的なランダム化割付方法
日目
第回 グループワーク：ランダム化割付システム演習①
第回 グループワーク：ランダム化割付システム演習②
第回 標本サイズ設計①：臨床試験における標本サイズ設計方法
第回 標本サイズ設計①：臨床試験における標本サイズ設計手順

（&%限定） 

>授業外学修（予習・復習）等@
実習中に指示する．
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 不可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

日目
第回 グループワーク：標本サイズ設計演習①
第回 グループワーク：標本サイズ設計演習②
第回 統計解析計画書①：統計解析計画書に記載すべき基本的事項
第回 統計解析計画書②：臨床試験の統計解析にかかわる標準業務手順
日目
第回&5&患者同伴
第回&5&患者同伴
第回 グループワーク⑤：ランダム化割付システム演習③
第回 グループワーク⑥：ランダム化割付システム演習④
日目
第回 グループワーク⑦：標本サイズ設計演習③
第回 グループワーク⑧：標本サイズ設計演習④
第回 総合発表①：ランダム化割付システム演習成果報告
第回 総合発表②：標本サイズ設計演習成果報告
>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
実習にて作成する報告書または発表の内容に基づいて評価する．平常点（出席状況など）も考慮す
る．
>教科書@
使用しない

>参考書等@
（参考書）

臨床研究実地研修 , （&%限定）  へ続く↓↓↓
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臨床研究実地研修,, （&%限定） 

338%+3%

授業科目名 臨床研究実地研修,, （&%限定）
英訳!
&OLQLFDO5HVHDUFK7UDLQLQJ,,

配当
学年 回生以上 単位数 

医学研究科 特定教授
附属病院
教授
附属病院
講師
担当者所属・
附属病院
助教
職名・氏名
附属病院
特定助教
国立循環器病研究センター
国立循環器病研究センター

開講年度・ ・
授業
開講期
通年集中 曜時限 集中講義 形態 実習

田中
森田
魚住
阿部
中倉
大前
朝倉

司朗
智視
龍史
寛康
章祥
勝弘
こう子

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
本研修の目的は，病院での実地研修を通して，臨床統計家育成コースの座学で習得した統計的考え
方が現場でどのように応用されているかを実際に学ぶことです．そして，実際の体験・経験から，
臨床試験における試験統計家の責務と役割を理解し，臨床試験の計画・実施・報告で試験統計家と
して必要とされる基本的能力 態度，技能，知識 を習得することを目指します．なお臨床研究実地
研修,,は，,に続いて，より高度な内容を扱います．
研修は，京都大学医学部附属病院と国立循環器病研究センターの箇所で行われます．受講者はあ
らかじめどちらの施設で研修されるかを選択ください．京都大学医学部附属病院での研修は，革新
的な新医療技術（医薬品など）開発のための臨床試験の計画と実施に関する内容で主に構成されま
す．国立循環器病研究センターでの研修は，循環器疾患の医薬品や医療機器の臨床試験の計画と実
施を中心とした内容で構成されます．研修内容の詳細はホームページに掲載します．
>到達目標@
臨床試験の計画と実施の過程，臨床試験の運営・実施体制，研究者・研究支援者，試験統計家な
どの責任範囲と役割などを理解する．
臨床試験実施計画書に記載すべき統計的事項を理解し，臨床試験実施計画書の作成に貢献できる
ための基本的知識と技術を習得する．
統計解析を適切に計画し，それらを実行し，結果を纏めることができるための基本的知識と技術
を習得する．
臨床試験における研究倫理，利益相反，臨床試験における個人情報保護の基本的事項を理解し，
信頼性の高い臨床試験の計画と実施に貢献できる．
さまざまな説明の方法や手段を駆使し，臨床試験における統計的考え方を人にわかりやすく伝え
ることができるような態度と方法を身につける．
>授業計画と内容@
京都大学医学部附属病院
月から月 予定 までの日 限〜限〜 で集中講義実習で実施します．

日目
限 研修事前準備
限 データベース実習結果の発表・ディスカッション
〜限 統計解析計画実習
日目
限 研修事前準備
限 統計解析計画発表・ディスカッション
限6$6プログラム実習
限 統計解析結果の品質保証
〜限 統計解析実習
日目
限 研修事前準備
限 総括報告書について
限 臨床試験の論文報告実習
〜限 統計解析報告実習
日目
〜限 統計解析報告発表・ディスカッション
限 総括（質疑応答）
限 報告書作成
国立循環器病研究センター
合計日間で実施します．月〜月で実施します 回分 〜〜〜
〜 ．
日目
第回 研修概要説明・新病院見学：研修の目的と内容
第回 循環器疾患基礎①：脳血管疾患の基礎
第回 循環器疾患基礎②：脳神経疾患の基礎
第回 倫理・患者同意
日目
第回 統計解析①：統計解析における基本的事項
第回 統計解析②：統計解析における業務手順
第回 統計解析報告書・総括報告書・論文公表
第回 統計解析相談・臨床研究相談
日目
第回 臨床試験のデータマネージメント データマネジメントの基礎
第回 臨床試験のデータマネージメント データマネジメント業務手順
第回 グループワーク①：データマネジメント演習①
第回 グループワーク②：データマネジメント演習②

日目
限 研修事前準備
限事前課題発表・ディスカッション
限標準業務手順書について
限臨床家による実際の臨床試験紹介
〜限プロトコル作成とデータベース構築実習

日目
第回 グループワーク③：データマネジメント演習③
臨床研究実地研修,, （&%限定）  へ続く↓↓↓

臨床研究実地研修,, （&%限定） 
第回 グループワーク④：データマネジメント演習④
第回 グループワーク⑤：統計解析演習①
第回 グループワーク⑥：統計解析演習②
日目
第回 臨床試験のモニタリング
第回 臨床試験のモニタリング見学
第回 グループワーク⑦：統計解析演習③
第回 グループワーク⑧：統計解析演習④
日目
第回 グループワーク⑨：統計解析演習⑤
第回 グループワーク⑩：統計解析演習⑥
第回 総合発表①：データマネジメント演習成果報告
第回 総合発表②：統計解析演習成果報告
>履修要件@
臨床研究実地研修,を修了していること
>成績評価の方法・観点@
実習にて作成する報告書または発表の内容に基づいて評価する．平常点（出席状況など）も考慮す
る．
>教科書@
使用しない

>参考書等@
（参考書）
実習中に指示する．
>授業外学修（予習・復習）等@
実習中に指示する．
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 不可

臨床研究実地研修,, （&%限定）  へ続く↓↓↓
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338%+/-
医学研究科 准教授 土居
佐藤
大宮
医学研究科 特定助教 今井

授業科目名 臨床統計家の実務スキル（&%限定）
担当者所属・ 医学研究科 教授
英訳!
3UDFWLFDO6NLOOVIRU&OLQLFDO%LRVWDWLVWLFLDQV 職名・氏名
医学研究科 助教

配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
曜時限 月
開講期
前期

授業
形態 実習

正明
俊哉
將義
徹

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
臨床統計家の実務において最低限必要となる統計プログラミングの知識を学び、プログラミング、
簡単な集計及び解析の実習を行います。また、後期開講の統計科目で行うプログラミングの準備も
兼ねています。統計ソフトウェアは主に6$6を使用し、5も一部で使用します。
【パワーポイントスライドによる講義と実習】
>到達目標@
統計ソフトウェアのプログラミングを学ぶことで、以下ができるようになる
・解析に適したデータセットの作成
・単純集計、簡単な図表の作成
・基本的な統計解析
・経時測定データ解析の基礎
・生存時間解析の基礎

>授業計画と内容@
第回 月日限 6$6入門（土居）
第回 月日限 基本統計量の算出および簡単な作図（土居）
第回 月日限 相関と回帰（土居）
第回 月日限 6$6によるデータハンドリング（土居）
第回 月日限 6$6によるデータハンドリング（土居）
第回 月日限 6$6実習（大宮、土居、今井）
第回 月日限 W検定と:LOFR[RQの順位和検定（土居）
第回 月日限 割合の算出およびロジスティック回帰（土居）
第回 月日限 一般線形モデル（土居）
第回 月日限 経時データの解析（土居）
第回 月日限 経時データの解析（土居）
第回 月日限 生存時間解析（土居）
第回 月日限 生存時間解析（土居）
第回 月日限 5基礎（土居、大宮、今井）

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

臨床統計家の実務スキル（&%限定）  へ続く↓↓↓
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臨床統計家の実務スキル（&%限定） 
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>履修要件@
・臨床統計家育成コースの学生さんに限定します
・統計ソフトウェア6$6、5をインストールしたノートパソコンを持参してください

授業科目名 統計的推測の基礎・演習（&%限定）
担当者所属・
医学研究科 准教授 土居
英訳!
3UDFWLFXPLQ)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO,QIHUHQFH 職名・氏名

>成績評価の方法・観点@
平常点およびレポート
>教科書@
教科書は使用しませんが、指定参考書の購入を強く推奨します。
>参考書等@
（参考書）
高浪洋平 舟尾暢男  『統計解析ソフト 「6$6」』（カットシステム）,6%1
（【指定参考書】購入を強く推奨します）
舟尾暢男  『7KH57LSV第版 データ解析環境5の基本技・グラフィックス活用集』（株式会
社 オーム社）,6%1
船渡川伊久子 船渡川隆  『経時データ解析』（朝倉書店）,6%1（※「統計モ
デルとその応用」の参考資料にもなります。）
大橋靖雄 浜田知久馬 魚住龍史  『生存時間解析>応用編@6$6による生物統計』（東京大学出
版会）,6%1（※「生存時間解析」の参考資料にもなります。）
>授業外学修（予習・復習）等@
プログラムの習得にはかなりの時間がかかります。後期の講義で役立つ内容ですので、特に復習
に時間をかけ、たくさんのプログラムを書いてください。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

338%+6%
医学研究科 教授
統計数理研究所

佐藤 俊哉
逸見 昌之
正明
医学研究科 特定助教 今井 徹
医学研究科 助教
大宮 將義

配当
学年 回生以上 単位数 

開講年度・ ・
曜時限 木・
開講期
前期

授業
形態 演習

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
この授業では、「統計的推測の基礎」の講義内容を中心に、統計関連科目を学ぶ上で、その基礎
となる事項に関連した演習問題に取り組む。「統計的推測の基礎」の講義進捗に合わせて、前半で
は統計的推測全般に係る基礎事項の演習問題に取り組み、後半では統計的推測（推定・仮説検定・
信頼区間）の具体的な演習問題に取り組む。
この授業の全体を通じての目的は、「統計的推測の基礎」で扱う各テーマの具体的問題を通じて
の理解および定着と、それらを通じて得られる統計的推測の基本的な考え方を身に付けることであ
る。前半の演習では、統計関連科目を学ぶ上で必要な計算能力を身につけ、後半の演習では、臨床
統計学が応用される現実的問題に近い問題設定に取り組むことで、統計的推測がどのように用いら
れるかを知り、その有用性を理解する。
受講生のバックグラウンドは様々であると想定されるため、多くの教員を配置し、各受講生の進捗
に合わせて演習を進める。
【演習形式】（月日まで限、日からは限に開講）
>到達目標@
・統計的推測法および関連する統計手法に必要な技術を理解し、応用することができる
・基本的な統計量の意味や性質を理解し、それらを自らの手で計算することができる
・統計的推測の基本事項が、実際の臨床研究等のどのような場面で必要になるかを理解し、応用上
重要な基本的問題を解くことができる
>授業計画と内容@
第回 月日 基礎数学の確認と確率の計算
第回 月日 離散型確率変数の基本的な性質
第回 月日 連続型確率変数の基本的な性質
第回 月日 複数の確率変数,
第回 月日 複数の確率変数,,
第回 月日 正規標本に関連する確率分布
第回 月日 統計的推定の基本事項
第回 月日 統計的仮説検定の基本事項,
第回 月日 統計的仮説検定の基本事項,,
第回月日 線型回帰分析の基礎,
第回月日 線型回帰分析の基礎,,
第回月日 漸近的方法の基本事項,（極限定理、最尤法とその性質）
第回月日 漸近的方法の基本事項,,（最尤法に基づく検定）
第回月日 漸近的方法の基本事項,,,（デルタ法、最尤法以外の推定法など）

統計的推測の基礎・演習（&%限定）  へ続く↓↓↓

統計的推測の基礎・演習（&%限定） 
>履修要件@
臨床統計家育成コース限定科目です
>成績評価の方法・観点@
毎回、演習問題の解答を提出してもらい、その内容に応じて成績評価を行います
>教科書@
個々の進捗に合わせて、演習中に紹介します
>参考書等@
（参考書）
個々の進捗に合わせて、演習中に紹介します

科目ナンバリング

338%+/%

授業科目名 メタアナリシス
英訳!
0HWDDQDO\VLV

配当
学年 回生以上 単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

特定教授 田中 司朗

開講年度・ ・
授業
開講期
通年集中 曜時限 集中講義 形態 演習

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
系統的レビューのための統計手法であるメタアナリシスについて、教科書「新版メタ・アナリシス
入門」に沿って講義・実習を行う。&%選択、03+選択。
>到達目標@
・67$7$を用いてメタアナリシスを行う技術を身につける。

>授業外学修（予習・復習）等@
・同日に開催される「統計的推測の基礎」と合わせて履修することで、予習は必要ありません。た
だし、微積分や線形代数等の基本的な計算技術に不安があるときは、教員と相談しながら、各自勉
強を進めてください
・解けなかった問題に関しては、演習中もしくは演習後に教員に質問し、解決した上で必ず反復演
習を行ってください。一度解けた問題でも、期間をおいて再度取り組んでください

>授業計画と内容@
・講義形式と実習形式、実習は統計ソフトウェア67$7$を用いたデータ解析を行うため、各自で
3&を用意すること。67$7$のインストールについては、第回で説明する。実習のアシスタントは、
臨床統計スタッフが行う。
第回 月日限 メタアナリシスの代表的な方法（〜章）（丸尾）
第回 月日限 メタアナリシスの代表的な方法（〜章）（田中）
第回 月日限 メタアナリシスの代表的な方法（〜章）（田中）
第回 月日限 メタアナリシスの代表的な方法（〜章）（田中）
第回 月日限 多変量・ネットワークメタアナリシス（章、〜章）（田中）
第回 月日限 多変量・ネットワークメタアナリシス（章、〜章）（田中）

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
平常点（％）、レポート（％）
>教科書@
丹後俊郎 『新版メタ・アナリシス入門─エビデンスの統合をめざす統計手法─』（朝倉書店）
,6%1;

>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
67$7$の基本的な使用法を理解しておくとスムーズに実習に取り組める。
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 不可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。
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科目ナンバリング

授業科目名 アントレプレナーシップ
英訳!
(QWUHSUHQHXUVKLS

配当
学年 専門職

アントレプレナーシップ 

338%0/-

単位数 

医学研究科 特任教授 寺西 豊
医学研究科 特定教授 鈴木 忍
担当者所属・
医学研究科 特定講師 山口 太郎
職名・氏名
非常勤講師 吉川 友貞
非常勤講師 四本 賢一

開講年度・ ・
前期不定 曜時限 月６
開講期

授業
形態 講義

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
コースの概要
・前半では、汎用性が高い経営管理手法の習得に力点を置く。講義とケーススタディ演習を組み合
わせ、アントレプレナーに必要な思考様式と基本的な経営管理手法の習得に費やす。
・後半では、講義とワークショップ（ビジネスプランもしくはビジネスコンセプトの作成が中心）
を組み合わせた構成とする。講義では、バイオ・医療産業セクターの産業構造の特徴や最新トピッ
クについても触れたい。
・年度ごとに重点テーマを変えているが、本年度はデザイン思考とビジネスモデル及びベンチャー
の事業開発の手法の２点である。前者については、デザイン思考に基づくビジネスモデル作成のス
キルを習得する。後者については、ベンチャー固有の資金調達手法（含：9&からの調達、公的金
融機関、リース、産業ファイナンス等）と事業計画作成スキルを、講義と演習を通じて身につけて
もらいたい。
教育・学習方法
・本講座は、講義、ケーススタディ演習、ワークショップから構成される。ケーススタディ演習と
ワークショップに関しては、小グループによるプレゼンテーションがある。
>到達目標@
・コースで習得した思考様式・経営管理手法・業界関連知識を活用することにより、医療系起業家
としてのスキルを習得する。
・これにより、事業シーズ探索から事業開発計画の立案まで出来る能力を獲得する。
・この様な人材を当講座から輩出し、起業家と研究者との両面の資質を備えた人材を育成し、事業
化成功の確率向上に寄与することが、本講座の最終目的である。
>授業計画と内容@
第回月日ガイダンス／アントレプレナーシップ、デザイン思考
第回月日ビジネスモデルの類型と収益構造、顧客戦略
第回月日最適なビジネスモデルの選択と戦略（エスノグラフィー）
第回月日ショートケース演習（損益計算書の活用）
第回月日財務諸表の読み方（外部講師）
第回月日会社設立に関する法務・会計・税務（外部講師）
第回月日個人のビジネスアイデア発表
第回月日資金調達（外部講師）
第回月日サイエンスカフェ方式のアイデアの展開（チームアップ）
第回月日中間発表
第回月日バイオベンチャーの歩み（外部講師）

第回月日新規事業展開（外部講師）
第回月日産学連携活動の現状と大学発ベンチャー
第回月日ビジネスモデルコンペ発表
第回月日ビジネスモデルコンぺ発表
＊回、回は日程の都合により、同日（月日）に行う予定です。
＊外部講師の都合等で日程変更の可能性あり。
>履修要件@
知財必修・03+選択
>成績評価の方法・観点@
以下の３点を総合的に勘案して評価する。
①平常点（出席を含む）、発言頻度（ケーススタディ演習によるプレゼンテーション、ディスカッ
ションへの積極的参加等）
②チームワーク
③ビジネスモデル発表（RUレポート提出）
>教科書@
必須テキスト：なし。講師が作成した337資料で代用。その他、適時講義中に参考資料を提示
推奨テキスト：
「バイオデザイン」ステファノス・ゼニオス、ジョシュ・マコーワー、その他（薬事日報社）
「コーポレートファイナンス第版上・下」リチャード・ブリーリー、スチュワート・マイヤーズ
（日経%3社）
「ビジネスモデル・ジェネレーション：ビジネスモデル設計書」アレックス・オスターワルダー（
翔泳社）
「リーン・スタートアップ」エリック・リース（日経%3社）
>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
ビジネスモデル作成にあたり、担当チームでの検討作業が必須となる。
（その他（オフィスアワー等））
・タイトな講義内容ですが、合理的なカリキュラムを練っております。単なる知識の習得と言うよ
りも、ビジネス社会で通じる実践的な思考を習得出来るよう工夫しています。
・年度受講者が講義内で作成したビジネスモデルを基本としたものが、日刊工業新聞主催のビジ
ネスコンペで入賞。また、年度受講者のビジネスモデルは、大阪商工会議所・大阪132センター
等が主催する「&%フォーラムおおさか」での事業紹介として取り上げられ、大阪132センタ
ーの事業化支援対象事業となりました。

アントレプレナーシップ  へ続く↓↓↓

アントレプレナーシップ 
・このコースを受講した方は、0夏期集中講義「アントレプレナーシップ特論」（ビジネスゲ
ームによるキャッシュフロー管理、管理会計学の基礎入門コース）を受講できます。

アントレプレナーシップ  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

配当
学年 専門職

人間健康科学系専攻学生の受講可否：可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

338%0/-

授業科目名 メディカル分野技術経営学概論
担当者所属・
非常勤講師 山本
英訳!
,QWURGXFWLRQWR7HFKQRORJ\0DQDJHPHQWLQ0HGLFDO6FLHQFH 職名・氏名
医学研究科 特定講師 池田

単位数 

開講年度・ ・
前期不定 曜時限 木６
開講期

授業
形態 講義

博一
隆文

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
近年、様々な新しい技術の出現と医療領域への応用のが進み、医療関連産業には、医薬品産業、医
療機器産業といった従来のカテゴリーを超えた新しいビジネスモデルの登場など、大きな変化が生
じている。本授業では、医薬品（新薬）及び医療機器の研究・開発、標準化、特許、ライセンス、
産学連携、バイオベンチャーなどの基礎を学ぶとともに、これら新しい流れについてその概略を学
ぶ。学内の講師とともに、医療産業や大学、行政で活躍されている方を複数外部講師として招へい
し、現実の活動に触れることにより、医療産業の開発プロセスを支える最新技術、戦略、組織につ
いて講義を行う。
医薬品及び医療機器、再生医療産業には、ライフサイエンスの最先端の研究成果のみならず、行政
の観点、倫理の観点から見た課題解決や、ベンチャーや産学連携組織の構築など、様々な分野の研
究の成果が集積している。また、新しいビジネスモデルの登場とともに、従来の枠を超えたオープ
ンイノベーションの枠組みが重要となってきている。医療産業に興味のある多様な専門性を持った
受講生が、産業の全体像を理解し、自らの専門性が本産業において果たす役割と重要性を理解でき
ることを目的とする。
>到達目標@
上記を通して、医療関連産業の最近の動向を学ぶとともに、同産業に必要とされる技術・ビジネス、
また大学の研究成果の移転、大学発ベンチャー創出などの基礎知識を持ち、医薬関連ビジネスにか
かわる基礎的な能力を得る。研究者を目指すのであれば、自身の研究の産業化、技術移転に必要と
なる要素を学び、企業との共同研究の企画などの参考となる事象を理解できる。
>授業計画と内容@
第回 月日 本講座の概要
第回 月日 医薬品開発の基礎,
第回 月日 医薬品開発の基礎,,
第回 月日 医療産業における国際標準化の重要性
第回 月日 医療機器の薬事規制について
第回 月日 医療と$,
第回 月日 バイオベンチャーの役割
第回 月日 医薬品産業におけるモダリティーの多様性について
第回 月日 デジタルヘルスと医薬品産業
第回 月日 抗体医薬
第回 月日 個別化医療と製薬企業
第回 月日 米国のベンチャーキャピタルの動向
第回月日 創薬におけるオープンイノベーション（１）
第回月日 創薬におけるオープンイノベーション（２）
第回月日 医療産業の研究開発における課題と将来

＊外部講師の都合により日程変更等の可能性があります。
メディカル分野技術経営学概論  へ続く↓↓↓
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メディカル分野技術経営学概論 

科目ナンバリング

338%06-

授業科目名 特許法特論・演習（前期）
担当者所属・
英訳!
6SHFLDO/HFWXUHDQG3UDFWLFXPIRUWKH3DWHQW/DZ, 職名・氏名

>履修要件@
知財必修・03+選択
医療関連産業に興味をお持ちの方はどなたでも受講可能です。

配当
学年 専門職

>成績評価の方法・観点@
平常点（出席を含む）、発表とレポートにより総合的に評価する。
>教科書@
使用しない

>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
適宜予習復習を求める
（その他（オフィスアワー等））
前半（回から回）は/,06（知財経営 国際標準化）、回から回は創薬医学との共通講義となり
ます。
人間健康科学系専攻学生の受講可否：可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

単位数 

開講年度・ ・
開講期
前期不定 曜時限 水６

非常勤講師 藤井 淳
授業
形態 特論

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
, コースの概要
製造メーカーのほか、大学を含む研究機関において有効な知財戦略を構築する上で、研究者の知
財に関する意識・知識の習得が必要不可欠となっている。つまり、知財戦略を進めるに際しては、
知財担当者任せでは不十分であり、発明内容に精通した発明者（研究者）によるサポートも必要不
可欠である。
特に、ライフサイエンス分野（医薬、化学等を含む）では、実験データの存在意義が極めて大き
く、その取り扱いのいかんによって知財戦略の明暗を分けることも多い。
そこで、当講座では、特許法の基本的事項に加え、研究者が必要最小限知っておくべき特許実務
の解説を行う。
,, 学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
・一般的な特許実務に加え、化学・バイオ系分野に特有の特許実務を理解し、研究機関・企業にお
ける事業活動等を有効にプロテクトするために必要な特許の基礎知識を身に付ける。
・弁理士、特許庁審査官・審判官等の知財専門家と円滑な意思疎通を図るための必要最低限の知識
を習得する。
,,, 教育・学習方法
・パワーポイント資料、:(%資料を中心にした講義
・各自の事前学習を含む事例資料を使用した事例紹介
>到達目標@
一般的な特許実務に加え、化学・バイオ系分野に特有の特許実務を理解し、研究機関・企業におけ
る事業活動等を有効にプロテクトするために必要な特許の基礎知識を身に付ける。
さらに、弁理士、特許庁審査官・審判官等の知財専門家と円滑な意思疎通を図るための必要最低限
の知識を習得する。
>授業計画と内容@
月日 第回
特許法概要：特許制度の原理、特許戦略のあり方
月日 第回
発明のカテゴリーと特許権の効力、化学・バイオ特許で多用される特殊なクレーム表現形式（用
途発明、プロダクトバイプロセス、ファンクションクレーム）の特許性及び権利範囲の考え方
月日 第回
特許特許法上の発明とは：化学・バイオにおける発明と発見との区別、作用機序の発見と特許性、
日米欧における治療方法の取扱い、再生医療関連の発明の取扱い、臨床研究における成果物の取扱
い
月日 第回
記載要件  ：明細書の記載、実施可能要件、実施例の記載（実験データの取扱い：実験データの
量と質の問題、測定条件の特定、医薬発明と薬理データ、官能評価のあり方、市販材料の特定、実
特許法特論・演習（前期）  へ続く↓↓↓

特許法特論・演習（前期） 

特許法特論・演習（前期） 

験データのねつ造）、微生物の寄託制度
月日 第回
記載要件（２）：特許請求の範囲の記載要件（明確性）、化学・バイオ関連技術におけるクレー
ムドラフティングにおける留意点
月日 第回
発明の新規性：上位概念・下位概念の関係、製法と物の発明との関係、数値限定発明の取扱い、
日米欧における新規性喪失の例外の取扱い、新規性喪失の例外と3&7出願・米国出願との関係
月日 第回
発明の進歩性（）：実務における発明の進歩性の考え方、進歩性判断における動機づけ、阻害
要因、後知恵とは、進歩性判断における周知技術・技術常識の取扱い
月日 第回
発明の進歩性（）：発明の効果の非予測性とは、化学・バイオ関連発明における取得容易性（
又はREYLRXVWRWU\）の考え方、選択発明の考え方と実例
月日 第回
先願：特許法条と条の、上位概念・下位概念の関係、条と自社先願対策
月日 第回
実務上重要な手続き（）：手続補正と新規事項追加の考え方、新規事項と拒絶理由・無効理由、
化学・バイオ関連に特有の問題（数値限定、実験データの追加・削除など）
月日 第回
実務上重要な手続き（）：特殊出願（分割出願、国内優先出願）の基本と実務上の利用方法、
早期審査制度の活用、医薬・農薬における特許権の延長登録制度
月日 第回
外国特許戦略：外国出願戦略の考え方、パリ優先権主張と外国出願、ＰＣＴ出願の実務、外国出
願のための費用と効果等
月日 第回
特許権の効力、特許権の活用、ライセンス戦略：実施権の基礎、ライセンスの実務、契約書の基
本条項、ライセンスと07$
月日 第回
特許侵害訴訟：特許侵害訴訟の実務と現状  ：特許侵害訴訟の概要
月日 第回
特許侵害訴訟：特許侵害訴訟の実務と現状  ：特許侵害訴訟における原告又は被告としての実務
対応の概要

参考書は、特に指定はありません。例えば、下記のような資料を参考にして下さい。
〔参考書等〕
D 企業実務家のための実践特許法（外川英明 著，中央経済社）
E）特許法（茶園成樹 著，有斐閣）
F）特許庁説明会テキスト 特許庁ＨＰ＞お知らせ＞イベント情報＞特許庁主催説明会・シンポジ
ウム＞説明会テキスト

>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
上記の配布予定の特許庁テキストの「第１節 特許制度の概要」等の該当箇所を一読しておいてく
ださい。

（その他（オフィスアワー等））
・本講座と併せて知的財産経営学基礎を受講することを推奨します。
人間健康科学系専攻学生の受講可否：可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
知財必修・03+選択
>成績評価の方法・観点@
平常点（出席を含む）、および効果確認試験
>教科書@
テキストとして講義ごとにプリントを配布します。
下記の特許庁テキスト（平成年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト）を配布します
ので、そのテキストも併用します。

特許法特論・演習（前期）  へ続く↓↓↓
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特許法特論・演習（後期） 

338%06-

科目ナンバリング

授業科目名 特許法特論・演習（後期）
担当者所属・
英訳!
6SHFLDOOHFWXUHDQGSUDFWLFXPIRUWKH3DWHQW/DZ,, 職名・氏名

配当
学年 専門職

単位数 

非常勤講師 田中 順也
授業
形態 特論

開講年度・ ・
開講期
後期不定 曜時限 水６

第回月日 事例研究  ：バイオ・化学関連の審決取消訴訟の事例を題材として、個人学習・
プレゼンテーションを踏まえて議論する。
第回 月日 ライフサイエンス分野における特許戦略上の実務ポイント 
第回 月日 事例研究  ：バイオ・化学関連の審決取消訴訟の事例を題材として、個人学習
・プレゼンテーションを踏まえて議論する。

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
授業の概要
・化学・バイオ系（ライフサイエンス）の分野を中心として、研究成果である発明の抽出から特許
出願、さらには特許権取得に至るまでの特許実務について演習を交えて学習する。特に、特許調査
及び特許性の判断、実験データ等に基づく明細書（発明説明書）の作成、事例研究について具体例
を題材として特許戦略の実務について理解する。

>履修要件@
知財必修・03+選択
事前に履修することが推奨される科目：「特許法特論・演習（前期）」
>成績評価の方法・観点@
レポート（課題に対するプレゼンテーション）、ケース研究への参加を総合的に評価する。

教育・学習方法
・パワーポイント資料を中心にした講義ならびに実例を使った演習
・各自の事前学習を含む事例資料を使用したケース研究講義

>教科書@
必須テキスト：なし。最低限必要な資料は講義にて配布する。
推奨テキスト：・特許の知識（竹田和彦著 ダイヤモンド社）
・産業財産権標準テキスト特許編（発明協会）
・知的財産権法文集（発明協会）

>到達目標@
学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
個人学習・研究を含む演習を通じて、特許戦略の実務について理解を深め、その実務に最低限必要
な基礎知識・能力を身に付ける。

>参考書等@
（参考書）

>授業計画と内容@
第回月日 特許明細書の読み方と書き方  ：実際の特許明細書を参照して特許明細書の読み
方と書き方を解説
第回月日 特許明細書の読み方と書き方  ：実際の特許明細書を参照して特許明細書の読み
方と書き方を解説
第回月日 特許明細書（発明説明書）の作成（）：模擬的な実験データ及び発明完成までの
シナリオに基づく発明の本質部分の抽出と整理
第回月日 特許明細書（発明説明書）の作成（）：模擬的な実験データ及び発明完成までの
シナリオに基づく発明の本質部分の抽出と整理
第回月日 特許明細書（発明説明書）の作成（）：模擬的な実験データ及び発明完成までの
シナリオに基づく発明の本質部分の抽出と整理
第回月日 特許明細書（発明説明書）の作成（）：模擬的な実験データ及び発明完成までの
シナリオに基づく発明の本質部分の抽出と整理
第回月日 ライフサイエンス分野における特許のポイント 
第回月日 特許明細書の分析  ：特許明細書を分析し、プレゼンテーション・議論する。
第回月日 特許調査及び特許性の判断  ：１つの特許公開公報を選び、特許調査及び特許性
の判断を行い、プレゼンテーション・議論する。
第回月日 特許調査及び特許性の判断 ２ ：１つの特許公開公報を選び、特許調査及び特許
性の判断を行い、プレゼンテーション・議論する。
第回月日 ライフサイエンス分野における特許のポイント ２
第回月日 事例研究  ：バイオ・化学関連の審決取消訴訟の事例を題材として、個人学習・
プレゼンテーションを踏まえて議論する。

>授業外学修（予習・復習）等@
特許公報、裁判例等を題材としてた課題について、授業で発表してもらうため、授業前に事例研究
を十分に行うことが必要となる。
（その他（オフィスアワー等））
・特許実務について演習を交えて学習します。不安な方は初回に相談して下さい。
・特許に関する基礎的知識がない方は、事前に特許法特論・演習（前期）を履修して下さい。
人間健康科学系専攻学生の受講可否：可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

特許法特論・演習（後期）  へ続く↓↓↓

授業科目名 契約実務演習
英訳!
%XVLQHVV&RQWUDFW3UDFWLFH

配当
学年 専門職

契約実務演習 

338%06-

科目ナンバリング

単位数 

医学研究科 特任教授 阿部 誠二
担当者所属・
非常勤講師 宗定 勇
職名・氏名
医学研究科 特定教授 早乙女 周子
授業
形態 演習

開講年度・ ・
後期不定 曜時限 火６
開講期

>履修要件@
知財必修・03+選択
事前或いは同時に履修することが推奨される科目：知的財産経営学基礎、特許法特論・演習

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
コースの概要
知的財産の保護、運用、移転といった実務の各場面において、より効果的なマネージメント、紛争
発生の回避、あるいは紛争解決のためには、契約法の基本的理解に基づいた契約能力が要求される。
本講義では、契約法の基礎、リーガルリサーチの方法、独占禁止法の概要および共同研究契約、特
許実施許諾契約などにおける留意点や契約交渉の基礎的技術等を創薬分野の事例に基づいて学ぶ。
教育・学習方法
講義および演習参加
>到達目標@
・契約法の基礎を理解する
・契約のポイントを交渉から契約締結までの流れとともに理解する
・簡単な契約書を作成することができる

>成績評価の方法・観点@
平常点（出席を含む）、課題の提出、演習への参加、発表
>教科書@
必須テキスト：なし。資料等は教員より提供する
推奨テキスト：「知っておきたい特許契約の基礎知識」独立行政法人工業所有権情
報・研修館KWWSZZZLQSLWJRMS

>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
適宜指示する
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否：可（事前に連絡してください）

>授業計画と内容@
第回（阿部）１０月 ６日契約法概説
第回（宗定）１０月１３日知的資本経営と契約
第回（阿部）１０月２０日独占禁止法
第回（阿部）１０月２７日契約と特許
第回（阿部）１１月１０日秘密保持契約
第回（阿部）１１月１７日07$（0DWHULDO7UDQVIHU$JUHHPHQW）
第回（早乙女）１１月２４日リーガル・サーチ
第回（早乙女）１２月 １日交渉術
第回（阿部）１２月 ８日共同研究開発契約（１）
第回（阿部）１２月１５日共同研究開発契約（２）
第回（阿部）１２月２２日共同研究開発契約（３）
第回（阿部） １月 ５日特許実施許諾契約（１）
第回（阿部） １月１２日特許実施許諾契約（２）
第回（阿部） １月１９日契約交渉演習（１）
第回（阿部） １月２６日契約交渉演習（２）

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

※外部講師の都合等で日程変更の可能性あり。

契約実務演習  へ続く↓↓↓

− 72 −

科目ナンバリング

配当
学年 専門職

知的財産法演習 

338%06-

授業科目名 知的財産法演習
担当者所属・
英訳!
3UDFWLFXPIRU,QWHOOHFWXDO3URSHUWLHV3URWHFWLRQ/DZ 職名・氏名

単位数 

開講年度・ ・
開講期
後期不定 曜時限 月６

非常勤講師 當麻 博文
非常勤講師 宗定 勇
授業
形態 講義

>履修要件@
知財必修・03+選択
特許法上の実務に関する基礎知識（特許要件、審査基準等）を有していることが望ましい。
事前あるいは同時に履修することが推奨される科目：「特許法特論・演習（前期、後期）」

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
, コースの概要
・化学・バイオ系（ライフサイエンス）分野における知的財産が我が国において、どのように保護、
活用されているのかを裁判例等を踏まえつつ概観し、その現状、論点等について学習する。
・過去の判決例からそのエッセンスや傾向を分析し、知的財産を適切に保護および活用するために
必要な基本的な方法論を学ぶ。
・ライフサイエンス分野における知的財産を取り巻く現状についても、併せて学習する。
>到達目標@
,, 学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
・過去の重要判決例の主要論点を分析し、論理的にその意義を理解すると共に、具体的な事例演習
を通して知的財産を適切に保護する実務能力を身に付ける。
・判決例からそのエッセンスや近時の傾向を学ぶことにより、ライフサイエンス分野特有の知的財
産の保護および活用方法についての実践力を身に付ける。
・ライフサイエンス分野に関する知的財産を取り巻く現状について理解を深める。
,,, 教育・学習方法
・パワーポイント資料を中心にした講義、および事例資料を使用した討議や演習を通じて理解を深
める。
>授業計画と内容@
第回月日ガイダンス、総論
第回月日発明者認定の重要性について
第回月日宗定先生：知的資本経営を目指して
第回月日熊谷先生：審判の役割について
第回月日審決・判決の読み方、審判制度
第回月日審決取消訴訟（新規性、進歩性）
第回月日審決取消訴訟（進歩性）
第回 月日審決取消訴訟（記載要件、補正、訂正）
第回月日事例研究（進歩性）（発表、討論）
第回月日審決取消訴訟（存続期間延長登録出願）
第回月日特許権侵害訴訟（１）：特許権の効力、特許発明の技術的範囲
第回月日特許権侵害訴訟（２）：均等論、抗弁等
第回月日特許権侵害訴訟（３）：間接侵害等
第回月日事例研究（侵害訴訟）（発表、討論）
第回月日熊谷先生：特許制度全般について
試験なし

>成績評価の方法・観点@
平常点（出席を含む）、および課題レポートの提出により、総合的に評価する。
>教科書@
必須テキスト：なし。必要な資料等は講義にて配布する。
推奨テキスト：別冊ジュリスト 特許判例百選 第５版〔1R〕（年月発行）

>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
講義で紹介する予定の判決例を予習し、争点を把握しておく。
（その他（オフィスアワー等））
・化学、バイオ等についての高度な専門知識は要しない（技術内容については必要に応じて適宜説
明する。）。
・講義予定は、暫定的なものであり、変更があり得るため、注意のこと。
・月日、月日及び月日は、限及び限の連続講義となる予定です。
人間健康科学系専攻学生の受講可否： 可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

※外部講師の都合等で日程変更等の可能性あり。
知的財産法演習  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

知的財産経営学 基礎 

338%0/-

医学研究科 特定教授 早乙女 周子
授業科目名 知的財産経営学 基礎
担当者所属・
非常勤講師 藤井 淳
英訳!
,QWHOOHFWXDO3URSHUW\0DQDJHPHQWLQ0HGLFDO6FLHQFH 職名・氏名
非常勤講師 田中 順也
配当
学年 専門職

単位数 

開講年度・ ・
前期不定 曜時限 火６
開講期

授業
形態 講義

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
・ライフサイエンス分野の産学連携活動のニーズや事例、留意点を学習する。
・研究成果を知的財産として保護するために、必要な特許制度の基礎的な知識を学習する。
・実験ノートの書き方やマテリアルの入手・提供、共同研究について知的財産の観点からの留意点
を学習する。
・発明概要説明書作成の実習を通じて、研究成果を広く保護するためにはどのように発明を記載す
るべきかを学習する。
・講義形式を主とし、実習や小グループによる演習も通じて理解を深める。
>到達目標@
・各自の研究生活において、他人の権利の侵害行為の回避、自身の研究成果の権利確保と活用に関
して、自己の判断で問題点を整理し、専門家の助言を適時に得ながら円滑に進めていくことのでき
る能力が取得できる。
・自らの発明を着実に知的財産として確保できるようになる。
・特許の企業へのライセンスや共同研究契約締結を容易に進められるようになる。
・研究マテリアルの入手や提供がスムーズに行えるようになる。
>授業計画と内容@
第回月日イントロダクション（早乙女）
講義の内容、ねらいの確認
第回月日知的財産とは（藤井） 知的財産権・特許制度の概要、特許戦略の基本、職務発明の基
礎知識
第回月日特許の実務ポイント（藤井） 発明と発見、作用機序の取扱い、医療関連発明、実験デ
ータの取扱い
第回月日特許明細書の基礎（田中） 特許明細書の構成、内容
第回月日先行技術調査の手法（早乙女） 特許出願の検索方法
第回月日外国特許戦略（藤井） 外国出願の方法・コスト、出願国の決め方
第回月日先行技術調査課題の解説、他者の権利侵害回避、試験研究の例外について（早乙女）
第回月日07$について（早乙女） 研究マテリアルの価値、入手、提供、管理システム
第回月日共同研究（早乙女）共同研究契約のポイント、各種研究関連契約の基礎
第回月日実験ノート（早乙女）実験ノートの扱い、研究発表と特許出願、
第回月日 大学の知の権利化ケース研究【】（早乙女）医学発明の例を用いて、小グループ
で発明概要書を作成
第回月日 ライフサイエンス特許に関するトピックス,（早乙女）
第回月日 ライフサイエンス特許に関するトピックス,,（早乙女）
第回月日大学の知の権利化ケース研究【】（田中） グループ発表、解説
第回月日技術移転（早乙女）技術移転、特許のライセンス、7/2の機能、利益相反

>履修要件@
知財選択・03+選択
>成績評価の方法・観点@
平常点（出席を含む：配分 ）、発表とレポート（配分）により、総合的に評価する。
>教科書@
特に無し。必要な資料は講義にて配布する。

>参考書等@
（参考書）
隅蔵 康一 『これからの生命化学研究者のためのバイオ特許入門講座』（羊土社）,6%1
廣瀬 隆行 『企業人・大学人のための知的財産権入門 ー特許権を中心にー』（東京化学同人）
,6%1
>授業外学修（予習・復習）等@
推奨テキストにより、適宜予習復習すること。
（その他（オフィスアワー等））
・知的財産について興味がある学生ならどなたでも受講できます。
・積極的な質問、討議を歓迎します。
人間健康科学系専攻学生の受講可否：可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

知的財産経営学 基礎  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

授業科目名 アントレプレナーシップ特論
英訳!
6SHFLDO/HFWXUHIRU(QWUHSUHQHXUVKLS

配当
学年 専門職

アントレプレナーシップ特論 

338%0/-

単位数 

医学研究科
担当者所属・ 医学研究科
職名・氏名
医学研究科
経営管理大学院

特定教授
特任教授
特定講師
特定助教

開講年度・ ・
授業
前期集中 曜時限 集中講義 形態 特論
開講期

早乙女 周子
寺西 豊
山口 太郎
市原 勇一

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
・製造業のビジネスゲームを通じて、管理会計の基礎について学習する。
・ビジネスゲームでは製造設備（工場）、原材料の購入、従業員の雇用、商品の生産、販売までを
行う。各行動の費用、売上を記帳し、ヶ月が経過したところで貸借対照表（%6）及び損益計算
書（3/）を作成し経常利益を算出する。
・経営の疑似体験を通じて、経営戦略の検討、ビジネスモデルの構築及び会計の基礎知識を習得す
る。
・経済の専門知識がなくても作成できる財務諸表作成シートを使用することにより、学生のバック
グラウンドによらず、会計の基礎知識を習得することができる。さらに、ゲームを通じた演習によ
り、実践的な会計の知識を習得することができる。
>到達目標@
経営の疑似体験を通じて、ビジネスに必要な会計の知識を実践的に習得する。
そのことにより、実際にアントレプレナーとして起業する際に、事業を成功に導くことができるよ
うなビジネスモデルの構築、予算管理を行うことができる。
>授業計画と内容@
第回月日導入講義
第回月日ビジネスゲームルールの説明
第回月日ビジネスゲームデモ
第a回月日ビジネスゲーム,a,,,
第回月日管理会計
第回 月日 投資と企業経営
第a回月日ビジネスゲーム,9a9,,
第回月日ビジネスゲーム発表資料作成
第回月日ベンチャー経営の実際
第回月日ビジネスゲーム経営結果の発表と振り返り

>成績評価の方法・観点@
平常点（出席を含む：配分 ）、発表とレポート（配分）により、総合的に評価する。
>教科書@
必須テキスト：無し。必要な資料は講義にて配布する。
>参考書等@
（参考書）

>授業外学修（予習・復習）等@
アントレプレナーシップの講義内容、特にビジネスモデル、会計に関する内容について理解してお
くこと。
講義開始前にビジネスゲームのルールの'9'を視聴し、ルールブックも配布するので、ビジネスゲ
ームのルールをよく理解しておくこと。
（その他（オフィスアワー等））
人間健康科学系専攻学生の受講可否：可
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
知財選択・03+選択
ビジネスゲームは名チームで行うため、全講義出席可能であることを必須条件とします。
本講義は演習科目ですので、講義で必要な管理会計の知識はアントレプレナーシップを受講して、
予め習得しておいてください。

アントレプレナーシップ特論  へ続く↓↓↓
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FY2020 Syllabi for Master Course

Kyoto University School of Public Health
NB. The English translation is a courtesy translation and please always refer to the
Japanese version, which remains the official version.
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Mission and educational program of the
Kyoto University School of Public Health
(http://sph.med.kyoto-u.ac.jp/)

1. Mission of the school
The mission of the Kyoto University School of Public Health (KUSPH) is to improve people’s health and
welfare through the following activities and through their interactions between medical science and
healthcare, as well as society and the environment.
{ Teaching
Providing education of broad disciplines to help students to be specialists and/or leaders in healthcare,
policy making, research, and education of public health.
{ Research
Creating new knowledge and skills through deep understanding of the economic, environmental,
behavioral, and social factors affecting people’s health.
{ Translating Research into Practice and Policy
Disseminating research outputs to practical programs and policies related to the health and medical care
in society.
{ Professional Practice
Contributing to improving health at multiple levels (individual, organizational, regional, national, and
global) through specialized knowledge and skills.
Health-related problems cover broad issues. In order to face the challenges in health and to meet students’
diverse interests, the school offers a wide range of classes promoting education and research taught by faculty
with diverse background including biostatistics, epidemiology, genome epidemiology, environmental science,
healthcare economics and quality management, health promotion and behavioral science, AIDS and
infectious diseases, and health policy and international health.

2. Educational Programs
The school consists of a two-year Professional Degree Course (=Master Course) for practitioners and a threeyear Doctoral Course for researchers and educators. Students should take the classes of the Core Area 1 (2
classes) and 2 (1 class), and at least one class from the Core Area 3-5 depending on the credit requirement of
core educational program for each Course (Master course 10 credits and doctor course 7 credits).
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Categories
Core Area 1
Core Area 2

Core Area 3

Code

Title

Organizer

H118000

Epidemiology I

Prof. Nakayama

1

Required

H119000

Epidemiology II

Lec. Fukuhara

1

Required

H001000 Biostatistics

Prof. Sato

2

Required

H070000 Infectious Disease Epidemiology

Prof. Furukawa

1

H124000 Occupational health and environmental health Assoc. Prof. Harada

Credits Remarks

1

sciences
H125000 Healthcare System and Policy

Prof. Imanaka

1

H128000 Healthcare Systems and Policies Prof. Imanaka

1

around the World
Core Area 4

H126000 Economic Evaluation in Health Care

Prof. Imanaka

1

H127000 Health Policy and Academia

HPA steering

2

committee

Core Area 5

H109000 Drug Policy and Regulation

Prof. Kawakami

1

H075000 Behavioral Science

Assoc. Prof. Watanabe

1

H076000 Basic Medical Ethics

Prof. Kosugi

1

H077000 Medical Communication (Basic)

Assoc. Prof. Iwakuma

1

2nd semester

x Please refer to URL: http://sph.med.kyoto-u.ac.jp/syllabus.html for additional classes available from other schools within
Kyoto University. These courses cannot be counted towards credits necessary for completion of the Master’s program.

2-1. Standard educational program for the MPH (Professional Degree) Course
For the “Masters of Public Health (MPH [Professional Degree])” be awarded, students are required to enroll
for at least two years in the MPH Course, earning 30 of the below listed credits, and complete the determined
educational curriculum for this course. However, the maximum number of classes can be registered in one
year or in one semester in principle is 42 credits.
For students
with
medical background*

For students
without
medical background

Core Areas (All 5 areas should be included)a

10

10

Mandatory (Basic Medicine Ib, II, Introduction to Clinical Medicine)c

㸫

6

Task research**

4

4

Elective

16

10

Total

30

30

Category of classes

a

Earning more than 10 credit hours from Core Area classes will be counted toward 'elective' category credits.
Basic Medicine I will not be offered after FY2020, so the credit of Basic Medicine I (Anatomy), Basic Medicine I
(Physiology I), or Basic Medicine I (Neurophysiology I) will be counted alternatively.
c The credit earned by students with medial background will not be counted towards the requirement of 30 credits for the
completion of an MPH degree.
b
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*

Students with medical background including graduates of medicine, nursing, dentistry, pharmacy (6-year course) and
other medical departments. Students who are graduates of the departments other than the above and wish to be recognized
as those with medical background must obtain a permission authorized by the school.

**

Task research: Students will choose the most appropriate department for their research topic, receive mentoring for
developing a research question and research protocol, data collection and analysis, and interpretation of the results. At
the end of the program, students are required to present their research projects completed. Students are allowed to deliver
such presentation only if they are expected to complete their graduate course in the same academic year as the one in
which the said presentations are planned to be conducted.

*** Accreditation of completed credits: Up to 10 credits can be accredited if you have completed courses in other graduate
schools which correspond with Core Areas 1 through 5. If you want accreditation, you need to submit the necessary
papers upon entrance into MPH.

Special courses and programs
The following special courses and programs are available in the MPH course. Due to the differences in
admission examination system, course changes are not allowed.
Special courses
x Master of Public Health 1-Year Course
x Master of Clinical Research Course
x Genetic Counselor Course
x Clinical Biostatistics Course
Special programs
x Management of Technology and Intellectual Property Program
x Young Leader Program for Healthcare Management
x Genome Informatician Program

2-2. MPH-DrPH Course
This is a special program which starts from 2010 that allows students to proceed to the DrPH Course after
graduating from MPH Course in one year. Applicants should meet one of the following criteria; 1. have a
master degree other than MPH from this school, 2. Medical or dental doctor with clinical practice experience
of 2 years or more.
Applicants who wish to proceed to the Doctor Course immediately after the Master Course, meet the
above criteria, AND exhibit excellent performance in the entrance exam and course work, are reviewed by
the Education Affair Committee for qualification and accepted for this Course if they fulfill the credit
requirement for Master Course AND pass the entrance exam to the Doctor Course.
Students who wish to be reviewed for qualification should get (or expected to get) 8 or more credits of
the Core Area classes AND submit an application form, form stating the reasons for application, and
recommendation letter from the potential mentor. Applicants having a master degree other than MPH from
this school should show a copy of the master degree diploma and the applicants who are medical or dental
doctors should show the documents certifying the clinical practice experience of 2 years or more. Application
should be submitted to the Registration Office by Friday, August 7th (Applicants should contact the Office of
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Student Affairs before submitting the application.)
If the applicant does not proceed to the Doctor Course after passing the exam, MPH degree will not be
provided.
Note: Research protocol is not mandatory but could be attached to the recommendation letter.

2-3. Educational program for Doctoral Course
For a “Doctorate in Public Health (DrPH or PhD)” be awarded, students are required to enroll for the course
for three years or more, receive mentoring for research, meet the following credit requirement, submit a
doctoral paper, and pass the review and examination.
However, the maximum number of classes can be registered in one year or in one semester in principle is 42
credits.
For students
who are not the graduates of KUSPH
Categories

Seminar for doctor course students

Master course
program

Core (5 areas)

Mandatory (3 classes**)
Total

For KUSPH
graduates

For students
with
medical background*

For students
without
medical background

6

6

6

7
The classes of Core
Area 1 (2 classes) and
2, and at least one class
from the Core Area 3-5

7
The classes of Core
Area 1 (2 classes) and
2, and at least one class
from the Core Area 3-5

㸫

㸫

6

㸫

13

19

6

*

Students with medical background include graduates of medicine, nursing, dentistry, pharmacy (6-year course) and other
medical departments. Students who are graduates of the departments other than above and wish to be recognized as those
with medical background are required to apply after admission.

**

3 classes include Basic Medicine I, Basic Medicine II and Introduction to Clinical Medicine. Basic Medicine I will not
be offered after FY2020, so the credit of Basic Medicine I (Anatomy), Basic Medicine I (Physiology I), or Basic Medicine
I (Neurophysiology I) will be counted alternatively.

Accreditation of completed credits: Up to 7 credits can be accredited if you have completed courses in other graduate
schools which correspond with Core Areas 1 through 5. If you want accreditation, you need to submit the necessary
papers upon entrance into DrPH.
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Elective

Mandatory

Core Area 5
(at least one
class)

Core Area 4
(at least one
class)

Literature Research

Critical Appraisal

Methods of Health Science Research

H115

Statistical Methods for Observational Studies

H084

H094

Introduction to Statistical Computing and Data Managements

H011

H093

Socio-epidemiology I

H009

Task Research

Introduction to Clinical Medicine

Medical Communication: Introduction

H077

H008

Basic Medical Ethics

H076

Basic Medicine II

Behavioral Science

H075

H007

Healthcare Systems and Policies around the World

H128

Basic Medicine I (Neurophysiology I)

Economic Evaluation in Health Care

H126

Basic Medicine I (Physiology I)

Drug Policy and Regulation

H109

H155

Health Policy and Academia

H127

H154

Healthcare System and Policy

H125

Basic Medicine I (Anatomy)

Occupational health and environmental health sciences

H124

H153

Infectious Disease Epidemiology

H070

Epidemiology II

Fundamentals of Biostatistics

H119

(mandatory)

Epidemiology I

Title

H001

H118

Core Area 1

Core Area 2
(mandatory)
Core Area 3
(at least one
class)

Code

Category
of classes

Curriculum for Master degree program in the fiscal year of FY2020

Ɣ*

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

2nd

Ɣ*

Ɣ

Ɣ

Ɣ*

Ɣ

Ɣ

2nd year

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ*

1st

Semester

Prof. Nakayama

Prof. Nakayama

Assoc. Prof. Takahashi

Prof. Sato

Prof. Sato

Prof. Furukawa

Mentors in each Department

Lec. Watanabe, Lec. Chiba

1

1

1

2

2

2

4

2

2

Lec.

Prof. Ueshima
Kawata

and

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

Credits

Prof. Kosugi

Prof. Kosugi

Prof. Kosugi

Assoc. Prof. Iwakuma

Prof. Kosugi

Assoc. Prof. Watanabe

Prof. Imanaka

Prof. Imanaka

Prof. Kawakami

Prof. Imanaka

Prof. Imanaka

Assoc. Prof. Harada

Prof. Furukawa

Prof. Sato

Lec. Fukuhara

Prof. Nakayama

Organizer

See annex table

Mandatory for students without
medical background. Elective for
those with medical background.

Choose one of them: mandatory
for students without medical
background. Elective for those
with medical background.

Non-Japanese or TOEFL iBT Ӌ
100

Required

Required

Required

Remarks

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

English
syllabus

B

B

B

A

I

A

-

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

I

B

B

B

B

B

B

B

Level
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Elective

Category
of classes

Ɣ
Ɣ

Clinical Trial Methodology

Statisticians Standard of Conducts
Designing Health communication

H112

H134

Socio-epidemiology II

Field Medicine

Intermediate Biostatistics

Health Data Processing Laboratory

H020

H021

H022

M024

H019

Special Lecture and Practicum for the Patent Law I

M021

Special Seminar for Genetic Medicine

Special Lecture for Entrepreneurship

M017

N017

Ɣ

Intellectual Property Management in Medical Science

M026

Clinical Genetics and Genetic Counseling

Ɣ

Introduction to Technology Management in Medical Science

M001

N021

Ɣ

Entrepreneurship

H145

Genetic Medicine, Ethics and Society

Ɣ1

Multiplicity in clinical trials

H142

Introduction to Human Genetics

Int

Medical Doctors in Government and Occupational Settings

H138

H040

Int

Statistical Modeling and Applications

H137

N015

Int

Survival Analysis

Int

Ɣ*

Ɣ

Ɣ*

Ɣ

Int

Ɣ

Fundamentals of Statistical Inference

H136

H143

Ɣ*

Statistical Genetics I

S004

Ɣ
Ɣ

Ɣ

1st

Int*

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

2nd

Semester

H103 Medical Sociology

Evaluation of Quality in Health Care

Title

H148 Introduction to Toxicology

H129

Code

Assoc. Prof. Doi

Assoc. Prof. Doi

Assoc. Prof. Sakamoto

Prof. Nakayama

Prof. Kosugi

Prof. Kosugi

Prof. Kosugi

Prof. Kosugi

Lec. Fujii

Prof. Saotome

Prof. Saotome

Prof. Yamamoto

Prof. Teranishi

Assoc. Prof. Doi

Prof. Imanaka

Prof. Sato

Prof. Sato

Prof. Sato

Prof. Nakayama

Prof. Sato

Prof. S. Tanaka

Prof. Yamada

Assoc. Prof. Iwakuma

Assoc. Prof. Harada

Prof. Imanaka

Organizer

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

TMMS
TMMS

GC, 2nd year students

GC

GC

GC

TMMS

TMMS

TMMS

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ
Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

English
syllabus

1

Remarks

1

2

2

1

2

1

Credits

A

I

B

A

A

B

B

B

B

A

B

B

B

I

A

A

A

I

A

A

I

I

B

B

I

Level
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Ristricted
for special
programs

Elective

Category
of classes

Introduction to Qualitative Research

Statistical Methods in Clinical Trials

Fieldwork

Field Training for Public Health Practice

Global health

Healthcare Management Special Curriculum I

Healthcare Management Special Curriculum II

Case Studies in Healthcare Management

H063

H061

Z203

H082

H083

H053

Environment and Infection

H152

H156

Behavioral Economics in Health and Care

H135

Introduction to EBM: How to use evidence in your daily life

Practicum for Medical Ethics

N018

H150

Genome Science and Medicine

M022

H132

Special lecture and practicum for the Patent Law II

M025

Applied Medical Communication

Practicum for Intellectual Properties Protection Law

M007

H098

Practicum for Contract Business

M004

Health informatics II

Drug Development, Evaluation and Regulatory Science

H079

H151

Development strategy, plan, and regulatory affairs of drugs and medical devices

H099

Health informatics I

On the Bench Training Course

H032

H130

Toxicology

H149

Statistical Genetics II

International Health

H028

S005

Health, Medical and Welfare System

Title

H133

Code

Int

Ɣ

Ɣ

1st

Int

Int

Int

Ɣ*

Int

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ*

Ɣ

Ɣ*

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

2nd

Semester

Prof. Imanaka

Prof. Imanaka

Prof. Imanaka

Prof. Nakayama

Mentors in each Department

Assoc, Prof. Tabara

Prof. S. Tanaka

Prof. Nakayama

Prof. Yamazaki

Prof. Imanaka

Prof. Furukawa

Assoc. Prof. Iwakuma

Assoc. Prof. Takahashi

Prof. Nakayama

Prof. Yamada

Prof. Kosugi

Prof. Matsuda

Lec. J. Tanaka

Lec. Toma

Prof. Abe

Prof. Kawakami

Prof. Kawakami

Assoc. Prof. Harada

Assoc. Prof. Harada

Assoc. Prof. Satomura

Assoc. Prof. Satomura

Organizer

2

2

2

2

1-2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

Credits

YLP

YLP

YLP

Internship

GC

TMMS

TMMS

TMMS

Remarks

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

English
syllabus

A

A

A

-

I

A

A

I

B

B

I

I

I

I

A

A

I

I

B

I

A

A

I

B

B

Level
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x
x
x

x

Data management for Clinical Research

Clinical research advanced

Systematic Reviews

Special Seminar of Data Analysis

K025

K034

K016

K033

Ɣ*
Int
Int

Practical Skills for Clinical Biostatisticians

Practicum in Fundamentals of Statistical Inference

Meta-analysis

Clinical Research Training I

Clinical Research Training II

H139

H144

H146

H140

H147

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ*

Ɣ*

Ɣ

Int

Ɣ*

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

2nd

Prof. S. Tanaka

Prof. S. Tanaka

Prof. S. Tanaka

Prof. Sato

Assoc Prof. Doi

Prof. Kosugi

Prof. Kosugi

Prof. Kosugi

Prof. Kosugi

Prof. Kosugi

Prof. Kosugi

Prof. Kosugi

Assoc. Prof. Yamamoto

Assoc. Prof. Watanabe

Prof. Iwami

Assoc. Prof. Takeuchi

Prof. Nakayama

Assoc. Prof. Yamamoto

Prof. Kawakami

Prof. Imanaka

Assoc. Prof. Yamamoto

Prof. Kawakami

Organizer

2

2

1

1

1

4

2

2

2

3

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Credits

CB

CB

CB and MCR

CB

CB

GC

GC

GC

GC

GC

GC

GC

MCR

MCR

MCR

MCR and CB

MCR

MCR

MCR

MCR

MCR

MCR

Remarks

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

A

A

A

I

B

A

B

A

B

B

A

A

I

A

A

A

A

Ɣ
Ɣ

A

A

A

A

A

Level

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

English
syllabu
s

MCR, Master Program for Clinical Research; TMMS, Dept. of Technology Management in Medical Science; GC, Genetic Counseling Course; YLP, Young Leader Program; , Global Health
Interdisciplinary Unit; CB. Clinical Biostatistics.
Please refer the following correspondence table about the closed classes.
Be careful on class days marked with * in the semester column.
Level of classes means as follows. B: Basic, no prior knowledge required. I: Intermediate, some prior knowledge and experience required. A: Advanced. applicable to practice and research in society.

Ɣ

Practice of Gnetic Counseling 2

N008

Practice of Gnetic Counseling 2

Practicum for Medical Ethics 2

N007

N009

Practicum for Medical Ethics 1

N020

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

1st

Semester

N010

Practicum for Clinical Genetics

Communication for Genetic Counselors

N006

Practicum for Human Genetics

Special lectures on EBM and clinical practice guidelines

K020

N022

Seminar in Study Design II

Special Seminar in Study Design II

Economic Evaluation of Medical Technologies

K030

K029

Special Seminar in Study Design I

K028

K027

Seminar in Study Design I

K026

Ristricted
for special
programs

Title

Code

Category
of classes

− 84 −

x

Introduction to e-health
Introduction to Technology Management

Healthcare System and Policy

Health Policy and Academia

Health informatics I

Health informatics II

Introduction to Technology Management in
Medical Science

Health, Medical and Welfare System

Epidemiology I

Epidemiology II

Seminar in Study Design I

Seminar in Study Design II

Statistical Genetics I

Statistical Genetics II

Basic Medicine I (Anatomy)

Basic Medicine I (Physiology I)

Basic Medicine I (Neurophysiology I)

H125

H127

H130

H151

M026

H133

H118

H119

K026

K027

S004

S005

H153

H154

H155

These classes will be considered equivalent.

Closed classes until FY2019

Basic Medicine I

Informatics II for genetic epidemiology, Statistical Genetics II, Introductory Omics-Statistics II, Introductory Genetics-Statistics
II
Basic Medicine I
Basic Medicine I

Informatics I for genetic epidemiology, Statistical Genetics I, Introductory Omics-Statistics I, Introductory Genetics-Statistics I

Epidemiology

Epidemiology

Epidemiology

Epidemiology

Health Policy

Health Informatics

Health Policy and Administration

Policy and Management in Health CareϨ

Quality and Economic Evaluation in Health Care

Evaluation of Quality in Health Care

Environmental Health

H129

H124

H126

health

Classes
Occupational health and environmental
sciences
Economic Evaluation in Health Care

Code

Correspondence Table.

− 85 −

I001
I002
I003
I004
I005
I006
I007
I016
I009
I010
I011
I012
I013
I014
I015
M018
N901
I017

Healthcare epidemiology

Pharmaco-epidemiology

Genome epidemiology

Healthcare economics

Medical ethics

Health informatics

Medical communication

Health and environmental sciences

Health promotion and behavioral science

Preventive medicine

Socio-epidemiology

Health policy and international health

Ecology with Emphasis on the Environment

Field Medicine

Management of Technology and Intellectual Property

Genetic Counselor Course

Clinical Biostatistics Course

J015

J014

J013

J012

J011

J010

J009

J016

J007

J006

J005

J004

J003

J002

J001

Doctor Course Seminar
(for Doctor course students䠅䠅

Department code
Task research
(for Professional Degree Course student䠅
䠅

Biostatistics

Departments

Annex table. Codes for Task Research and Doctor Course Seminars

− 86 −

䛆㻹㻼㻴㻌㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
䛆㻹㻯㻾㻌㻾㼑㼝㼡㼕㼞㼑㼐䛇
䛆㻳㻯㻌㻾㼑㼝㼡㼕㼞㼑㼐䛇
㻯㼞㼕㼠㼕㼏㼍㼘㻌㻭㼜㼜㼞㼍㼕㼟㼍㼘
䠄㻿㼑㼏㼛㼚㼐㻌㼔㼍㼘㼒㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㼒㼕㼞㼟㼠
㼟㼑㼙㼑㼟㼠㼑㼞䠅
㻼㼞㼛㼒㻚㻌㻺㼍㼗㼍㼥㼍㼙㼍
䛊㻭䛋

䛆㻯㻮㻌㻾㼕㼟㼠㼞㼕㼏㼠㼑㼐䛇
㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼍㼘㻌㻿㼗㼕㼘㼘㼟㻌㼒㼛㼞㻌㻯㼘㼕㼚㼕㼏㼍㼘
㻮㼕㼛㼟㼠㼍㼠㼕㼟㼠㼕㼏㼕㼍㼚㼟
㻭㼟㼟㼛㼏㻚㻌㻼㼞㼛㼒㻚㻌㻰㼛㼕
䛊㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼡㼙㻌㼞㼛㼛㼙䛋

䛆㻹㻯㻾㻌㻾㼑㼟㼠㼞㼕㼏㼠㼑㼐
㻔㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑㻕䛇
㻿㼜㼑㼏㼕㼍㼘㻌㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㼛㼒㻌㻰㼍㼠㼍
㻭㼚㼍㼘㼥㼟㼕㼟
㻭㼟㼟㼛㼏㻚㻌㻼㼞㼛㼒㻚㻌㼅㼍㼙㼍㼙㼛㼠㼛
䛊㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼡㼙㻌㼞㼛㼛㼙䛋

䛆㻹㻼㻴㻌㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
㻱㼚㼠㼞㼑㼜㼞㼑㼚㼑㼡㼞㼟㼔㼕㼜
㻼㼞㼛㼒㻚㻌㼀㼑㼞㼍㼚㼕㼟㼔㼕
䛊㻮䛋

䛆㻹㻯㻾㻌㻾㼑㼟㼠㼞㼕㼏㼠㼑㼐㻌㻔㻾㼑㼝㼡㼕㼞㼑㼐㻕䛇
㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㼕㼚㻌㻿㼠㼡㼐㼥㻌㻰㼑㼟㼕㼓㼚㻌㻵
㻼㼞㼛㼒㻚㻌㻷㼍㼣㼍㼗㼍㼙㼕
䛊㻮䛋

䛆㻹㻼㻴
㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
䛆㻹㻯㻾
䛆㻯㼛㼞㼑
㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
㼍㼞㼑㼍㼟㻘
䛆㻳㻯
㻾㼑㼝㼡㼕㼞㼑㼐
㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼛㻙
㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
㼑㼜㼕㼐㼑㼙㼕㼛㼘㼛㼓㼥
㻮㼍㼟㼕㼏
㻵
㻹㼑㼐㼕㼏㼕㼚㼑㻌㻵
㻼㼞㼛㼒㻚
㻔㻼㼔㼥㼟㼕㼛㼘㼛㼓㼥
㻲㼡㼞㼡㼗㼍㼣㼍
㻵㻕
㻌䠄㻲㼕㼞㼟㼠㻌㼔㼍㼘㼒
㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㼒㼕㼞㼟㼠
䛆㻹㻼㻴
㼟㼑㼙㼑㼟㼠㼑㼞䠅
㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
㻼㼞㼛㼒㻚
䛆㻳㻯
㻷㼛㼟㼡㼓㼕
㻾㼑㼝㼡㼕㼞㼑㼐䛇
䛊㻿㼏㼔㼛㼛㼘㻌㼛㼒 㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼠㼡㼞㼑
㻴㼡㼙㼍㼚
㻿㼑㼍㼞㼏㼔
㻴㼑㼍㼘㼠㼔
䠄㻲㼕㼞㼟㼠㻌㼔㼍㼘㼒㻌㼛㼒
㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㼟
㼠㼔㼑㻌㼒㼕㼞㼟㼠
㻾㼛㼛㼙㻌㻺㼛
㼟㼑㼙㼑㼟㼠㼑㼞䠅
䠕䛋
㻭㼟㼟㼛㼏㻚㻌㻼㼞㼛㼒㻚
㼀㼍㼗㼍㼔㼍㼟㼔㼕
㼇㻭㼉

䛆㻹㻼㻴㻌㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
䛆㻹㻯㻾㻌㻾㼑㼟㼠㼞㼕㼏㼠㼑㼐㻌㻔㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑㻕䛇
㻵㼚㼠㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼕㼛㼚㻌㼠㼛㻌㻱㻮㻹㻦㻌㻴㼛㼣
㻿㼥㼟㼠㼑㼙㼍㼠㼕㼏㻌㻾㼑㼢㼕㼑㼣㼟
㼠㼛㻌㼡㼟㼑㻌㼑㼢㼕㼐㼑㼚㼏㼑㻌㼕㼚㻌㼥㼛㼡㼞
㻔㻯㼔㼑㼏㼗㻌㼟㼥㼘㼘㼍㼎㼡㼟㻌㼒㼛㼞㻌㼘㼑㼏㼠㼡㼞㼑
㼐㼍㼕㼘㼥㻌㼘㼕㼒㼑㻌㻔㻯㼔㼑㼏㼗㻌㼟㼥㼘㼘㼍㼎㼡㼟
㼟㼠㼍㼞㼠㻌㼐㼍㼠㼑㻕
㼒㼛㼞㻌㼘㼑㼏㼠㼡㼞㼑㻌㼟㼠㼍㼞㼠㻌㼐㼍㼠㼑㻕
㻭㼟㼟㼛㼏㻚㻌㻼㼞㼛㼒㻚㻌㼃㼍㼠㼍㼚㼍㼎㼑
㻼㼞㼛㼒㻚㻌㻲㼡㼞㼡㼗㼍㼣㼍
䛊㻮䛋
䛊㻮䛋

䛆㻹㻼㻴㻌㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
㻹㼑㼐㼕㼏㼍㼘㻌㻿㼛㼏㼕㼛㼘㼛㼓㼥
䠄㻿㼑㼏㼛㼚㼐㻌㼔㼍㼘㼒㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㼒㼕㼞㼟㼠
㼟㼑㼙㼑㼟㼠㼑㼞䠅
㻭㼟㼟㼛㼏㻚㻌㻼㼞㼛㼒㻚㻌㻵㼣㼍㼗㼡㼙㼍
䛊㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼡㼙㻌㼞㼛㼛㼙䛋

䛆㻹㻼㻴㻌㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
㻵㼚㼠㼑㼘㼘㼑㼏㼠㼡㼍㼘㻌㻼㼞㼛㼜㼑㼞㼠㼥㻌㻹㼍㼚㼍㼓㼑㼙㼑㼚㼠㻌㼕㼚㻌㻹㼑㼐㼕㼏㼍㼘㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑
㻼㼞㼛㼒㻚㻌㻿㼍㼛㼠㼛㼙㼑
䛊㻮䛋

䛆㻯㼛㼞㼑㻌㼍㼞㼑㼍㼟㻘
㻾㼑㼝㼡㼕㼞㼑㼐㻌㼍㼚㼐
㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
㻹㼑㼐㼕㼏㼍㼘
㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻦
㻵㼚㼠㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼕㼛㼚
䠄㻲㼕㼞㼟㼠㻌㼔㼍㼘㼒㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㼒㼕㼞㼟㼠
㼟㼑㼙㼑㼟㼠㼑㼞䠅
㻭㼟㼟㼛㼏㻚㻌㻼㼞㼛㼒㻚㻌㻵㼣㼍㼗㼡㼙㼍
䛊㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼡㼙㻌㼞㼛㼛㼙䛋

䛆㻹㻼㻴㻌㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
㻵㼚㼠㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼕㼛㼚㻌㼠㼛㻌㻿㼠㼍㼠㼕㼟㼠㼕㼏㼍㼘㻌㻯㼛㼙㼜㼡㼠㼕㼚㼓㻌㼍㼚㼐㻌㻰㼍㼠㼍
㻹㼍㼚㼍㼓㼑㼙㼑㼚㼠㼟
㻼㼞㼛㼒㻚㻌㻿㼍㼠㼛
䛊㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼡㼙㻌㼞㼛㼛㼙䛋

䛆㻯㼛㼞㼑㻌㼍㼞㼑㼍㼟㻘㻌㻾㼑㼝㼡㼕㼞㼑㼐䛇
㻲㼡㼚㼐㼍㼙㼑㼚㼠㼍㼘㼟㻌㼛㼒㻌㻮㼕㼛㼟㼠㼍㼠㼕㼟㼠㼕㼏㼟
㻼㼞㼛㼒㻚㻌㻿㼍㼠㼛
䛊㻭䛋

䛆㻹㻼㻴㻌㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
㻿㼜㼑㼏㼕㼍㼘㻌㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐㻌㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼡㼙㻌㼒㼛㼞㻌㼠㼔㼑㻌㻼㼍㼠㼑㼚㼠㻌㻸㼍㼣㻌㻵
㻸㼑㼏㻚㻌㻲㼡㼖㼕㼕
䛊㻮䛋

䛆㻹㻼㻴㻌㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑㻌㼍㼚㼐㻌㻹㻯㻾㻌㼞㼑㼝㼡㼕㼞㼑㼐䛇
㻯㼘㼕㼚㼕㼏㼍㼘㻌㼀㼞㼕㼍㼘
㻼㼞㼛㼒㻚㻌㻿㻚㻌㼀㼍㼚㼍㼗㼍
䛊㻭䛋

䛊㻲㼞㼛㼚㼠㼕㼑㼞䛋䠖㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㼞㼛㼛㼙㻌㼛㼚㻌㼠㼔㼑㻌㻝㼟㼠㻌㼒㼘㼛㼛㼞㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻲㼞㼛㼚㼠㼕㼑㼞㻌㻮㼘㼐㼓㻚㻌
䛊㻭䛋 䠖 㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㼞㼛㼛㼙㻌㻭㻌㼛㼚㻌㼠㼔㼑㻌㻞㼚㼐㻌㼒㼘㼛㼛㼞㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻳㻌㻮㼘㼐㼓㻚㻌㻌
䛊㻮䛋 䠖 㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㼞㼛㼛㼙㻌㻮㻌㼛㼚㻌㼠㼔㼑㻌㻞㼚㼐㻌㼒㼘㼛㼛㼞㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻳㻌㻮㼘㼐㼓㻚㻌㻌
䛊㻯㻛㻰䛋䠖 㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㼞㼛㼛㼙㻌㻯㻛㻰㻌㼛㼚㻌㼠㼔㼑㻌㻞㼚㼐㻌㼒㼘㼛㼛㼞㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻳㻌㻮㼘㼐㼓㻚㻌㻌
䛊㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼡㼙㻌㼞㼛㼛㼙䛋䠖㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼡㼙㻌㼞㼛㼛㼙㻌㼛㼚㻌㼠㼔㼑㻌㻟㼞㼐㻌㼒㼘㼛㼛㼞㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻳㻌㻮㼘㼐㼓㻚㻌

㻹㻼㻴㻌䛆㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
㻲㼡㼚㼐㼍㼙㼑㼚㼠㼍㼘㼟㻌㼛㼒
㻿㼠㼍㼠㼕㼟㼠㼕㼏㼍㼘㻌㻵㼚㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑
㻼㼞㼛㼒㻚㻌㻿㼍㼠㼛
䛊㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼡㼙㻌㼞㼛㼛㼙䛋

䛆㻹㻼㻴㻌㻱㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑䛇
㻵㼚㼠㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼕㼛㼚㻌㼠㼛
㼀㼑㼏㼔㼚㼛㼘㼛㼓㼥
㻹㼍㼚㼍㼓㼑㼙㼑㼚㼠䚷㼕㼚
㻹㼑㼐㼕㼏㼍㼘㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑
㻼㼞㼛㼒㻚㻌㼅㼍㼙㼍㼙㼛㼠㼛
㼇㻮㼉

䛆㻳㻯㻌㻾㼕㼟㼠㼞㼕㼏㼠㼑㼐䛇
㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼡㼙㻌㼕㼚
㻲㼡㼚㼐㼍㼙㼑㼚㼠㼍㼘㼟㻌㼛㼒
㻿㼠㼍㼠㼕㼟㼠㼕㼏㼍㼘㻌㻵㼚㼒㼑㼞㼑㼏㼑
䠄㻲㼕㼞㼟㼠㻌㼔㼍㼘㼒㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㼒㼕㼞㼟㼠
㼟㼑㼙㼑㼟㼠㼑㼞䠅
㻼㼞㼛㼒㻌㻿㼍㼠㼛
䛊㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼡㼙㻌㼞㼛㼛㼙䛋

䛆Intensive courses䛇
䛆Core areas, Required and Elective䛇 Infectious Disease Epidemiology. (2-days intensive seminar in Aug or Sep) Prof. Furukawa.
䛆Elective䛇 Special Lecture for Entrepreneurship (August, 4days). Prof. Saotome, Medical Innovation Center
䛆Management Young Leaders Course䛇 Case Studies in Healthcare Management. Prof. Imanaka
䛆Management Young Leaders Course䛇 Healthcare Management Special Curriculum I. Prof. Imanaka
䛆MPHElective䛇 Special Seminar for Genetic Medicine. (First semester of second year) Prof. Kosugi.
䛆GC restricted䛇 Practice of Gnetic Counseling 1䞉2 Prof. Kosugi.
䛆STiPs Course䛇Advanced Seminar on Science, Technology and Innovation Policy 䠄summer䠅 Prof. Kawakami
䛆STiPs Course䛇Special Seminar on Science, Technology adn Innovation Policy 䠄summer䠅 Prof. Kawakami
䛆STiPs Course䛇Science, Technology and Communication Seminar Prof. Kawakami
䛆Elective䛇 Field work. Assoc. Prof. Tabara
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(SLGHPLRORJ\,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 金・

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU1$.$<$0$7$.(2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
6KLJD0HGLFDO8QLYHUVLW\3URIHVVRU
0,85$.$768<8.,
7RN\R0HWURSROLWDQ*HULDWULF+RVSLWDODQG,QVWLWXWHRI*HURQWRORJ\
,6+,=$.,7$76852
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU7$%$5$<$68+$58
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
$VVLVWDQW3URIHVVRU2.$%$<$6+,6$72(
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
$VVLVWDQW3URIHVVRU0$768=$.,.(,,&+,

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHLVRQHRIWKHUHTXLUHGFODVVHVRIVFKRRORISXEOLFKHDOWK(SLGHPLRORJ\LVGHILQHGDVIROORZVWKH
VWXG\RIWKHGLVWULEXWLRQDQGGHWHUPLQDQWVRIKHDOWKUHODWHGVWDWHVRUHYHQWVLQVSHFLILHGSRSXODWLRQDQGWKH
DSSOLFDWLRQRIWKLVVWXG\WRFRQWURORIKHDOWKSUREOHPV(SLGHPLRORJ\LVUHJDUGHGDVWKHEDVLVRISXEOLFKHDOWK
FOLQLFDOUHVHDUFKDQGHYLGHQFHEDVHGSUDFWLFH7KLVLVDVFLHQWLILFGLVFLSOLQHWKDWH[SORUHVWKHFDXVHULVN
IDFWRUSURJQRVLVRIGLVHDVHDQGUHODWHGIDFWRUV7KHFRXUVHFRPSULVHVV\VWHPDWLFOHFWXUHVRQSULQFLSOHVDQG
PHWKRGRORJLHVRIHSLGHPLRORJ\IRUEHJLQQHUV
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・8QGHUVWDQGLQJEDVLVFRQFHSWVDQGPHWKRGRORJLHVRIHSLGHPLRORJ\
・%HLQJIDPLOLDUZLWKWHUPLQRORJ\RIHSLGHPLRORJ\
・%HLQJFDSDEOHRIDSSO\LQJHSLGHPLRORJLFPHWKRGVIRUFOLQLFDOSUDFWLFHUHVHDUFKDQGKHDOWKSROLF\

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
H[DPLQDWLRQVKRUWUHSRUWIRUHDFKOHFWXUH
>7H[WERRNV@
7KHPDWHULDOQHFHVVDU\IRUWKHOHFWXUHZLOOEHSURYLGHGE\OHFWXUHUV
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
.DZDPXUD7『(ELGHQVXZRWVXNXUX』（,JDNXVKRLQ）
1DND\DPD7 7VXWDQL.『5LQVKRNHQN\XWRHNLJDNXNHQN\XQRWDPHQRNRNXVDLUXUXVKX』（/LIHVFLHQFH
VKXSSDQ）
.RVHL7RNHL.\RNDL『=XVHWVX.RNXPLQ(LVHLQRGRNR』（.RVHL7RNHL.\RNDL）
<DQR( +DVKLPRWR+『5RWKPDQQRHNLJDNX』（6KLQRKDUDVKXSSDQVKLQVKD）
5RGROIR6DUDFFL『<RQGHZDNDUX(NLJDNXQ\XPRQ』（7DLVKXNDQVKRWHQ）
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5DWKHUWKDQVSHQGLQJPRUHWLPHRQ\RXUSUHSDUDWLRQSOHDVHSXWPRUHHQHUJ\LQWRWKHUHYLHZ
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
:HKRSHWKDWVWXGHQWVZLOOXQGHUVWDQGWKHLPSRUWDQFHDQGFKDUDFWHULVWLFVRIHSLGHPLRORJ\WKDWH[DPLQHV
KXPDQSRSXODWLRQV 
7KLVFRXUVHLVRSHQWRJUDGXDWHVWXGHQWVZLWKWKHVFKRRORIKXPDQKHDOWKVFLHQFH

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
$SULOUGLQWURGXFWLRQ 1$.$<$0$
$SULOWKFRKRUWVWXG\FDVHFRQWUROVWXG\（1$.$<$0$
$SULOUG(SLGHPLRORJ\OHDQHGE\KLVWRULFDOFDVHV 6$72
$SULOUGLQWHUYHQWLRQVWXG\ 2.$%$<$6+,
$SULOWK)ROORZXSVWXG\ 0$768=$.,
0D\UGUHFHQWWRSLFVRQHSLGHPLRORJ\（1$.$<$0$
0D\WKGHVFULSWLYHHSLGHPLRORJ\JHULDWULFHSLGHPLRORJ\ ,6+,=$.,
0D\WKVSHFLDOWRSLF 1$.$<$0$
0D\UG7HVW
6SHFLDOOHFWXUH 0,85$7$%$5$
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Course title
(and course
title in
English)

疫学 ＩＩ （研究デザイン） 【領域１】(2)

P-PUB01 8H119 LB90

疫学 ＩＩ （研究デザイン） 【領域１】
Epidemiology II

Target year

Instructor's
name, job title,
and department
of affiliation

Professional degree students Number of credits 1

Days and periods Fri.1,2

Class style

Lecture

Part-time Lecturer,FUKUHARA SHUNICHI

Year/semesters 2020/The first half of first
semester

Language of instruction Japanese and English

[Overview and purpose of the course]
The Aim of this course is to learn core competency and practical skills in designing almost all types of
projects in the field of SPH, except qualitative research.
[Course objectives]
To convert vague questions to structured abstracts.
1)To convert vague questions to answerable and structured research questions (RQ)
2)To understand concepts and how you convert concepts into measurable variables
3)To convert RQ into conceptual model
4)To understand the theory and practice in measuring variables
5)To understand the third factors
6)To understand how you can refine quality of comparison in analytical study
[Course schedule and contents]
1 April 17 (1st period) Designing research - 7 steps (Fukuhara)
2 April 17 (2nd period) Structuring and Modeling your research question (RQ)(Fukuhara)
3 April 24(1st period) Group Learning: Structuring RQ(not mandatory, no credits)
4 April 24(2nd period) Group Learning: Modeling RQ(not mandatory, no credits)
5 May 22(1st period) Taxonomy of observational epidemiology research(Onishi)
6 May 22(2nd period) Index to measure effect(Fukuhara)
7 June 5(1st period) Causes to undermine the quality of comparison (Fukuma)
8 June 5(2nd period) Designing measurement (Fukuhara)
9 June12(1st period) Causes to improve the quality of comparison (Fukuma)
10 June12(2nd period) Examination

[References, etc.]
（Reference books）
Fukuhara S 『Guidepost for clinical research: Learning study design by 7 steps』（www.i-hope.jp/
publication）
Hulley S 『Designing Clinical Research 2nd ed.』（William & Wilkins）
Fukuhara S 『Conceiving and structuring your research question』（www.i-hope.jp/publication）
Matsumura S. 『Building conceptual model』（www.i-hope.jp/publication）
Fukuhara S 「Guidepost for clinical research: Learning study design by 7 steps」（www.i-hope.jp/
publication)
Hulley S 「Designing Clinical Research 2nd ed.」（William & Wilkins)
Fukuhara S 「Conceiving and structuring your research question」(www.i-hope.jp/publication)
Matsumura S. 「Building conceptual model」（www.i-hope.jp/publication)
[Study outside of class (preparation and review)]
・Didactic lectures
・Discussion at each lecture
（Other information (office hours, etc.)）
・This class is not open to students from Graduate School of Human Health Science.
*Please visit KULASIS to find out about office hours.

[Course requirements]
MPH, MCR Required
You need to had taken or take "EpidemiologyI".
[Evaluation methods and policy]
Attendance 40%, Examination 60%
[Textbooks]
Instructed during class
Continue to 疫学 ＩＩ （研究デザイン） 【領域１】(2)↓↓↓
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)XQGDPHQWDOVRI%LRVWDWLVWLFV

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7XH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
,WLVZLGHO\UHFRJQL]HGWKDWPHGLFDOVWDWLVWLFVDUHHVVHQWLDOIRUWKHSUDFWLFHRIDQGUHVHDUFKRQVRFLDOKHDOWKFDUH
+RZHYHUPHGLFDOVWDWLVWLFVWH[WERRNVDUHILOOHGZLWKVXVSHFWPDWKHPDWLFDOIRUPXODHDQGDUHGLIILFXOWWR
FRPSUHKHQG$OOEXWVRPHHQWKXVLDVWVVK\DZD\IURPWKHPVXFKWH[WERRNV+RZHYHULQUHDOLW\PHGLFDO
VWDWLVWLFVDUHUDWKHULQWHUHVWLQJ,QRUGHUWRFRPPXQLFDWHWKLVWRDOOVWXGHQWVZHH[SODLQWKHFRQFHSWVRI
PHGLFDOVWDWLVWLFVLQSODLQODQJXDJHZLWKRXWEURDFKLQJPDWKHPDWLFDODQGWHFKQLFDOLVVXHV1RSULRU
SUHSDUDWLRQLVUHTXLUHG,QDQ\FDVHSOHDVHDWWHQGFODVVOLVWHQWRWKHFRQYHUVDWLRQZDWFKWKHVOLGHVDQGWKLQN
WRJHWKHU:HZLOOKDQGRXWVOLGHVDWWKHHQGRIWKHOHFWXUHVVR\RXDUHQRWREOLJHGWRWDNHQRWHV3OHDVHUHYLHZ
WKHPDWHULDOSURYLGHG<RXPD\IHHOOLNH\RXXQGHUVWDQGWKHFRQWHQWGXULQJWKHOHFWXUHEXWWRHQVXUHWKDW\RX
GRXQGHUVWDQGLWLVLPSRUWDQWWKDW\RXFKHFN\RXUXQGHUVWDQGLQJUHSHDWHGO\:HZLOOUHYLHZWKHSUHYLRXV
VHVVLRQDWWKHEHJLQQLQJRIHDFKVHVVLRQVRLI\RXGRQRWXQGHUVWDQGVRPHWKLQJWDXJKWLQSUHYLRXVO\SOHDVH
DVNTXHVWLRQV7HFKQLFDOFRQWHQWZLOOEHVXSSOHPHQWHGLQWKHDIWHUQRRQGXULQJWKHPHGLFDOVWDWLVWLFV
SUDFWLFXP>/HFWXUHIRUPDWXVLQJ3RZHU3RLQWVOLGHV@
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・,PSURYHPHQWVLQPHGLFDOVWDWLVWLFVIRUDOOHUJLHV
・)XUWKHU\RXUXQGHUVWDQGLQJRIFDXVDOLW\DQGFRQWURO
・/HDUQW\SLFDOGHVLJQVIRUHSLGHPLRORJLFDOUHVHDUFKDQGFOLQLFDOWULDOV
・/HDUQKRZWRH[SODLQWKHIXQGDPHQWDOFRQFHSWVRIPHGLFDOVWDWLVWLFVRQ\RXURZQ
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ$SULO7KH,PSRUWDQFHRI&RQWURO
6HVVLRQ$SULO+HOLFREDFWHU3\ORULDQG6WRPDFK&DQFHU
6HVVLRQ$SULO,QWURGXFWLRQWR(SLGHPLRORJLFDO5HVHDUFK'HVLJQ
6HVVLRQ0D\3RVW/DXQFK&OLQLFDO6WXGLHVIRU2VWHRSRURVLV'UXJV
6HVVLRQ0D\,QWURGXFWLRQWR&OLQLFDO7ULDO'HVLJQ
6HVVLRQ0D\([SRVXUH(IIHFWV7UHDWPHQW(IILFDF\,QGH[
6HVVLRQ&RQFHSWVLQ6WDWLVWLFDO+\SRWKHVLV7HVWLQJ
6HVVLRQ-XQH7KH5HODWLRQVKLS%HWZHHQ$7HVWDQG&RQILGHQFH,QWHUYDO
6HVVLRQ-XQH7KH$6$VWDWHPHQWRQSYDOXHV7KHRWKHUVLGHRI3
6HVVLRQ-XQH6DPSOH6L]HV5HTXLUHGIRU6WXGLHV
6HVVLRQ-XQH7KH9DOLGLW\RI&RKRUW6WXGLHV
-XO\1ROHFWXUH
6HVVLRQ-XO\7KH9DOLGLW\RI&DVH&RQWURO6WXGLHV
6HVVLRQ-XO\1HZ'HVLJQVIRU(SLGHPLRORJLFDO6WXGLHV
6HVVLRQ-XO\:KDWLV&RQIRXQGLQJ"

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
・:HGRQRWDFFHSWVWXGHQWVSXUVXLQJPDMRUVDWWKH'HSDUWPHQWRI+XPDQ+HDOWK6FLHQFH
・6WXGHQWVWDNLQJWKH0HGLFDO6FLHQFH0DMRURUWKH'RFWRUDO&RXUVHVKRXOGFRQWDFWXVYLDHPDLOLQDGYDQFH
・6WXGHQWVPXVWWDNHWKHPLQLWHVWDQGVXEPLWDUHSRUWHYHQLIWKH\DUHQRWVHHNLQJFUHGLW
・7KRVHZKRDUHQRWWDNLQJ0HGLFDO6WDWLVWLFVPD\QRWDWWHQGWKHVHFRQGVHPHVWHUFRXUVHWLWOHG0HWKRGV
RI$GMXVWLQJIRU&RQIRXQGLQJ
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
0LQLWHVWDQG5HSRUWV
・7KHPLQLWHVWLVKHOGDWWKHHQGRI-XQH
・6WXGHQWVVKRXOGFKRRVHRQHIURPDPRQJVHYHUDOWKHPHV SUHVHQWHGDWWKHEHJLQQLQJRI-XO\ UHYLHZ
UHOHYDQWGRFXPHQWVDQGVXPPDUL]HWKHLURSLQLRQVLQDUHSRUW
>7H[WERRNV@
6OLGHVZLOOEHGLVWULEXWHGDWWKHHQGRIDOOOHFWXUHV
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
7RVL\D6DWR宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ ,ZDQDPL6FLHQFH/LEUDU\ ,6%1
7RVL\D6DWR宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ 検定の巻 ,ZDQDPL6FLHQFH/LEUDU\
+LURH7VXNDENL7RVKLKDUX)XMLWD7RVL\D6DWRこれからの臨床試験 $VDNXUD6KRWHQ ,6%1
5RVVPDQ.-5RVVPDQ V(SLGHPLRORJ\6HFRQG(GLWLRQ 6KLQRKDUDVKLQVKD ,6%1

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
'RQRWIRUJHWWRUHYLHZSUHYLRXVVHVVLRQV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV
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,QIHFWLRXV'LVHDVH(SLGHPLRORJ\

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU)858.$:$726+,$.,
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2FFXSDWLRQDOKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDOKHDOWKVFLHQFHV

(QJOLVK

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH\HDUURXQG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7KX

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU+$5$'$.28-,

<HDUVHPHVWHUV 7KHILUVWKDOIRIILUVW
VHPHVWHU

/HFWXUH

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
$QRYHUYLHZRIPRGHUQHQYLURQPHQWDOSUREOHPVDQGLQGXVWULDOKHDOWKZLOOEHJLYHQWRSURYLGHWKHEDVLVRI
WKHULVNDVVHVVPHQWRIFKHPLFDOVIRUKXPDQKHDOWK

>&RXUVHREMHFWLYHV@
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW

>&RXUVHREMHFWLYHV@
7RKDYHDQRYHUYLHZRIPRGHUQHQYLURQPHQWDOSUREOHPVDQGLQGXVWULDOKHDOWK

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
/HFWXUHVFKHGXOH
GD\VLQWHQVLYHOHFWXUHVLQ$XJRU6HS 'DWHDQGWLPHXQGHFLGHG

7RXQGHUVWDQGGRVHUHVSRQVHUHODWLRQVKLSWKUHVKROGLQWHUVSHFLHVGLIIHUHQFHDQGEDVLFWR[LFRORJ\

'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW

7RDFTXLUHVNLOOVWRGHVFULEHWKHUHJXODWRU\VWUDWHJ\WRPLQLPL]HWKHWR[LFHIIHFWVRIFKHPLFDOV

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
03+HOHFWLYHEXWUHTXLUHG
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
>7H[WERRNV@
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW

7RDFTXLUHVNLOOVIRUULVNDVVHVVPHQW

7RSUHGLFWPDMRUPHWDEROLVPSURFHVVHVIRUUHSUHVHQWDWLYHFKHPLFDOV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
&RXUVH6FKHGXOH
*XLGDQFHDQGJHQHUDOSULQFLSOH(QYLURQPHQWDO+HDOWK6FLHQFHV
&OLPDWH
:DWHUSROOXWLRQ
$LUSROOXWLRQ
2FFXSDWLRQDOKHDOWK
*HQHDQGHQYLURQPHQW
([DPLQDWLRQ
$GGLWLRQDOWRSLF
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$WWHQGDQFHDQGDFWLYHSDUWLFLSDWLRQLQWKHOHFWXUH
([DPLQDWLRQ

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
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3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV
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産業・環境衛生学 【領域３】 
>7H[WERRNV@
+DQGRXWV

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/-

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

医療制度・政策 【領域４】
+HDOWKFDUH6\VWHPDQG3ROLF\

(QJOLVK

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
7DUJHW\HDU
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
.QRZOHGJHRQFKHPLVWU\LVQRWQHVVHVDULO\UHTXLUHGEXWLWLVUHFRPPHQGHGWRUHYLHZLWDIWHUFODVV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
2FFXSDWLRQDOKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDOKHDOWKVFLHQFHV  ,QWURGXFWLRQWR7R[LFRORJ\  7R[LFRORJ\
DQG 2QWKH%HQFK7UDLQLQJ DUHLQVHULHV7KRVHZKRZLVKWRWDNH 7R[LFRORJ\ DQG 2QWKH
%HQFK7UDLQLQJ VKRXOGWDNH 2FFXSDWLRQDOKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDOKHDOWKVFLHQFHV 
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVRFLDWH3URIHVVRU6$6$.,125,.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU.81,6$:$686808
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU22768%27(768<$

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHIDFLOLWDWHVWKHXQGHUVWDQGLQJRIIXQGDPHQWDOPDWWHUVDQGLPSRUWDQWLVVXHVLQ-DSDQ VKHDOWKFDUH
V\VWHPDQGSROLFLHVDFURVVYDULRXVVHWWLQJVZKLFKVSDQIURPLQGLYLGXDOKHDOWKFDUHLQVWLWXWLRQVWRQDWLRQDODQG
PXQLFLSDOJRYHUQPHQWV
&RQWHQW!
3ROLFLHVV\VWHPVSURMHFWVDQGGHYHORSPHQWVLQKHDOWKFDUHDQGZHOIDUH
+HDOWKFDUHIXQGLQJ
+HDOWKFDUHV\VWHPV SURYLVLRQLQVXUDQFHDQGSD\PHQW DQGKHDOWKFDUHFRVWV
0DQDJHPHQWV\VWHPVDQGSROLFLHVLQKHDOWKFDUHTXDOLW\VDIHW\DQGHIILFLHQF\
+HDOWKFDUHHYDOXDWLRQV
9DULRXVKHDOWKFDUHUHODWHGSODQVLQFOXGLQJUHJLRQDOKHDOWKFDUHLQLWLDWLYHVDQGSODQV
6WUXFWXUDOIUDPHZRUNRIKHDOWKFDUHPDQDJHPHQW2UJDQL]DWLRQDQGILQDQFHV

>&RXUVHREMHFWLYHV@
・6WXGHQWVZLOOXQGHUVWDQGDQGEHDEOHWRH[SODLQNH\LVVXHVLQKHDOWKFDUHV\VWHPVSROLFLHVDQG
PDQDJHPHQWLQFOXGLQJWKHUHOHYDQWKLVWRU\FXUUHQWVLWXDWLRQWKHRULHVDQGFRQFHSWVUHVHDUFKDQGHYDOXDWLRQ
PHWKRGVDVZHOODVSUREOHPVDQGPHDVXUHV
・6WXGHQWVZLOODOVREHDEOHWRV\VWHPDWLFDOO\DQGFULWLFDOO\LQWHUSUHWWKHVLJQLILFDQFHRIIXQGDPHQWDO
UHVHDUFKDQGVRFLDOV\VWHPV
・6WXGHQWVZLOOEHDEOHWRDSSO\UHOHYDQWNQRZOHGJHWRVROYHSUREOHPVLQSXEOLFKHDOWKUHVHDUFKDQGSUDFWLFH

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
 -XQH +HDOWKFDUHSROLFLHV1DWLRQDOILQDQFHVDQGKHDOWKFDUH
 -XQH +HDOWKFDUHDQGILQDQFLDOUHVRXUFHV,QVXUDQFHV\VWHPV
 -XO\ 3ROLFLHVDQGDGPLQLVWUDWLRQ+HDOWKFDUHTXDOLW\DQGVDIHW\
 -XO\ +HDOWKSROLFLHV'HWHUPLQDQWVRIKHDOWK
 -XO\ )UDPHZRUNVWRXQGHUVWDQGHYLGHQFHEDVHGSROLFLHVDQGRYHUDOOV\VWHPV
 -XO\ 7KHXVHRIHFRQRPLFHYDOXDWLRQVDQG+7$LQKHDOWKFDUHLQ-DSDQDQGRWKHUFRXQWULHV
 -XO\ +HDOWKFDUHSROLF\GHYHORSPHQWSURFHVV5HJDUGLQJUHJLRQDOKHDOWKFDUHLQLWLDWLYHV
1RWH7KLVVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJH2YHUYLHZRIWKHVFKHGXOHZLOOEHVKRZQDWWKHILUVWGD\
&RQWLQXHWR医療制度・政策 【領域４】  ↓↓↓

医療制度・政策 【領域４】 

&RXUVHQXPEHU

338%+/%

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVRSHQWR6WXGHQWVLQ6FKRRORI3XEOLF+HDOWK
$WWHQGDQFHUDWHRUPRUH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
 5HSRUW 
 &ODVVURRPSDUWLFLSDWLRQ 
>7H[WERRNV@
5HDGLQJPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHHGHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
・ 医療制度・医療政策・医療経済（丸善出版）
・+DQGERRNRI+HDOWK6HUYLFHV5HVHDUFK（6SULQJHU6FLHQFH%XVLQHVV0HGLD）
・ 病院の教科書（医学書院）
・ 医療安全のエビデンス‐患者を守る実践方策 医学書院
・ 医療の原価計算 社会保険研究所
・ 「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
%RWKJRRGSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZDUHQHHGHG
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
2XUGHSDUWPHQWKDVEHHQDFFHSWLQJJUDGXDWHVWXGHQWVZKRDUHLQWHUHVWHGLQUHVHDUFKUHODWHGWRKHDOWKFDUH
SROLFLHVKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWDQGKHDOWKFDUHTXDOLW\VDIHW\FRVW KWWSPHGHFRQXPLQDFMSLQW

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

社会健康医学と健康政策 【領域４】
+HDOWK3ROLF\DQG$FDGHPLD

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7KX

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.$:$.$0,.2-,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU:$'$7$.$+,72
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU1$.$<$0$7$.(2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU:$7$1$%( 125,2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU,:$.80$0,+2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF3URIHVVRU6$2720(&+,.$.2
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
3URJUDP6SHFLILF$VVRFLDWH3URIHVVRU<$0$'$ 7$.$+,52
&HQWHUIRU6RXWKHDVW$VLDQ6WXGLHV
$VVRFLDWH3URIHVVRU6$.$02725<287$
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU+$5$'$.28-,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU<$0$0272<2868.(

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
6WXGHQWVZLOOOHDUQDERXWKHDOWKDQGKHDOWKFDUHUHODWHGV\VWHPVDQGSROLFLHVDVZHOODVWKHVXSSRUWLQJUROHVRI
UHVHDUFKKXPDQUHVRXUFHGHYHORSPHQWDQGRWKHUVSHFLDOL]HGDFWLYLWLHV
/HFWXUHVZLOOEHFRQGXFWHGE\HDFKRIWKHGHSDUWPHQWVLQWKH6FKRRORI3XEOLF+HDOWKEDVHGRQWKHLU
LQGLYLGXDOSHUVSHFWLYHVLQVLJKWDFKLHYHPHQWVDQGUHVHDUFK7KHOHFWXUHVZLOODGGUHVVWKHV\VWHPVSROLFLHV
DQGVRFLDOVWUXFWXUHVDVVRFLDWHGZLWKKHDOWKDQGKHDOWKFDUH,QDGGLWLRQWKHOHFWXUHVZLOOH[DPLQHWKH
FRQWULEXWLRQVRIUHVHDUFKKXPDQUHVRXUFHGHYHORSPHQWDQGRWKHUVSHFLDOL]HGDFWLYLWLHVWKDWVXSSRUWWKHVH
V\VWHPVSROLFLHVDQGVRFLDOVWUXFWXUHV

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV
>&RXUVHREMHFWLYHV@
7KURXJKDOOWKHOHFWXUHVSURYLGHGE\WKHYDULRXVGHSDUWPHQWVVWXGHQWVZLOOJDLQDPXOWLIDFHWHGDQG
FRPSUHKHQVLYHXQGHUVWDQGLQJRIWKHV\VWHPVDQGSROLFLHVSHUWDLQLQJWRKHDOWKDQGKHDOWKFDUH
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
$SULO 3XEOLF+HDOWKDQG+HDOWK3ROLF\2YHUYLHZ
$SULO 環境保健の制度と政策
$SULO 0DNLQJRIDLUTXDOLW\VWDQGDUG
&RQWLQXHWR社会健康医学と健康政策 【領域４】  ↓↓↓
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社会健康医学と健康政策 【領域４】 
$SULO
0D\
0D\
0D\
0D\
-XQH
-XQH
-XQH
-XO\
-XO\
-XO\
-XO\

3XEOLF+HDOWKDQG,QWHOOHFWXDO3URSHUW\
0RGHQKLVWRU\RIKHDOWKSROLFLHV
3ROLFLHVDQGUHJXODWLRQVLQRFFXSDWLRQDOKHDOWK
+HDOWKFRPPXQLFDWLRQDQGKHDOWKSROLF\
,QIDQWDQGVFKRROKHDOWKFKHFNXSIRULQGLYLGXDODQGKHDOWKSROLF\GHYHORSPHQW
)LHOGEDVHG+HDOWK3ROLF\
0DWHUQDODQGFKLOGKHDOWK−V\VWHPDQGSROLF\LQ-DSDQ
3UHYHQWLYHPHDVXUHVIRUDGXOWVVSHFLILFKHDOWKJXLGDQFHDQGFDQFHUVFUHHQLQJ
42/HYDOXDWLRQDQGKHDOWKSROLF\
*OREDOPHQWDOKHDOWK
+HDOWKSROLF\WKHRU\UHVHDUFKDQGUHDOLW\
&RPPXQLW\DQG3XEOLF+HDOWK

1RWH7KLVVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJH2YHUYLHZRIWKHVFKHGXOHZLOOEHVKRZQDWWKHILUVWGD\
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVRQO\RSHQWR6WXGHQWVLQ6FKRRORI3XEOLF+HDOWK
$WWHQGDQFHUDWHRUPRUH

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
 5HSRUW 
 &ODVVURRPSDUWLFLSDWLRQ 
>7H[WERRNV@
5HDGLQJPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHHGHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
5HDGLQJPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHHGHG
「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
%RWKJRRGSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZDUHQHHGHG

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/%
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

医薬政策・行政 【領域４】
'UXJ3ROLF\DQG5HJXODWLRQ

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV:HG

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.$:$.$0,.2-,

<HDUVHPHVWHUV 7KHILUVWKDOIRIVHFRQG
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
'LUHFWRUDQG,QVWUXFWRUV
'LUHFWRU .RML.DZDNDPL 3URIHVVRU，3KDUPDFRHSLGHPLRORJ\
0DVDVKL7HWVXKDVKL 0+/: <DVXKLUR1LVKLMLPD 0+/: .HLVXNH0DWVXED\DVKL $VVLVWDQW3URIHVVRU
3KDUPDFRHSLGHPLRORJ\
7KHSROLF\DQGUHJXODWRU\V\VWHPVLQ-DSDQ(8DQGWKH86LQYROYLQJKHDOWKFDUHVDIHW\VFLHQFHIRRGVDIHW\
DQGLQGXVWU\ZLOOEHGLVFXVVHG

>&RXUVHREMHFWLYHV@
7RXQGHUVWDQGWKHLGHDVRIGUXJPHGLFDOGHYLFHIRRGSROLF\DQGUHJXODWLRQVPHGLFDOLQGXVWULDOL]DWLRQDQG
WUDQVODWLRQDOUHVHDUFKSROLF\
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
/HFWXUHVFKHGXOH：
2FWREHU'UXJSROLF\DQGUHJXODWLRQV .DZDNDPL
2FWREHU'UXJUHJXODWLRQLQWKH8QLWHGVWDWHV .DZDNDPL
2FWREHU3ROLF\DQGGHYHORSPHQWRIPHGLFDOGHYLFHV .DZDNDPL
2FWREHU'UXJUHJXODWLRQLQ-DSDQ 7HWVXKDVKL
1RYHPEHU)RRGVDIHW\UHJXODWLRQV 1LVLMLPD
1RYHPEHU+HDOWKLQVXUDQFHV\VWHPDQGFRYHUDJHRISKDUPDFHXWLFDOV 0DWVXED\DVKL
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
<RXPXVWWDNHWKLVFRXUVHDORQJZLWKWKHFRXUVH+ 'UXJ'HYHORSPHQW(YDOXDWLRQDQG5HJXODWRU\
6FLHQFHV RWKHUZLVHWKHHQWLUHJUDVSRIWKHGUXJUHVHDUFKGHYHORSPHQWDQGUHJXODWLRQVZLOOQRWEHDFKLHYHG
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
3DUWLFLSDWLRQ  DQGUHSRUW 

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KLVFRXUVHLVMRLQWO\FRQGXFWHGE\WKHHQWLUH6FKRRORI3XEOLF+HDOWK
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV
&RQWLQXHWR医薬政策・行政 【領域４】  ↓↓↓

医薬政策・行政 【領域４】 
>7H[WERRNV@
1RWXVHG

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/%

保健・医療の経済評価 【領域４】
(FRQRPLF(YDOXDWLRQLQ+HDOWK&DUH

(QJOLVK

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
6DHNR<DVXRHWDO『,QYLWDWLRQWRQHZGUXJGHYHORSPHQW』（.\RULWVX3UHVV）
.RML.DZDNDPL+LVDVKL8UXVKLKDUD6KLUR7DQDNDHWDOHG『6WURP V7H[WERRNRI3KDUPDFRHSLGHPLRORJ\』
（1$1=$1'2&R/WG）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
3UHSDUDWLRQLQDGYDQFHDQGUHYLHZDIWHUOHFWXUH
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
.RML.DZDNDPL（)%OGJ*）DSSRLQWPHQWUHTXLUHGE\HPDLO
HPDLONDZDNDPLNRMLH#N\RWRXDFMS
LQWHUPHGLDWH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV:HG

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVRFLDWH3URIHVVRU6$6$.,125,.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU.81,6$:$686808
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU22768%27(768<$

<HDUVHPHVWHUV 7KHILUVWKDOIRIILUVW
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
・/HFWXUHVZLOODGGUHVVWKHWKHRULHVDQGIUDPHZRUNVWKDWVXSSRUWHFRQRPLFHYDOXDWLRQVLQKHDOWKFDUHDQG
VWXGHQWVZLOOOHDUQWKHPDMRUUHVHDUFKPHWKRGVXVHGLQHYDOXDWLQJKHDOWKFDUHUHODWHGHFRQRPLFSHUIRUPDQFH
・(FRQRPLFHYDOXDWLRQVRIKHDOWKFDUHDUHXVXDOO\FRQGXFWHGXQGHUSUDFWLFDOFRQVWUDLQWVDQGVWXGHQWVZLOO
OHDUQWKHDSSURDFKHVWRFRQGXFWLQJUHVHDUFKXQGHUWKHVHFRQGLWLRQV
・7KLVFRXUVHZLOOH[DPLQHHFRQRPLFHYDOXDWLRQVLQDZLGHUDQJHRIKHDOWKFDUHUHODWHGWRSLFV

>&RXUVHREMHFWLYHV@
・6WXGHQWVZLOOEHDEOHWRH[SODLQNH\LVVXHVLQWKHWKHRULHVIUDPHZRUNVDQGUHVHDUFKPHWKRGVWKDWVXSSRUW
HFRQRPLFHYDOXDWLRQVLQKHDOWKFDUH
・6WXGHQWVZLOOXQGHUVWDQGWKHSRVVLEOHELDVHVDVVRFLDWHGZLWKUHVHDUFKLQYROYLQJHFRQRPLFHYDOXDWLRQVRI
KHDOWKFDUH
・(FRQRPLFHYDOXDWLRQVDUHFRQGXFWHGRQYDULRXVDVSHFWVRIKHDOWKFDUHLQFOXGLQJWUHDWPHQWWHFKQLTXHV
SKDUPDFHXWLFDOVPHGLFDOVXSSOLHVPHGLFDOH[DPLQDWLRQVDQGKHDOWKSROLF\SURJUDPV6WXGHQWVZLOO
XQGHUVWDQGDQGEHDEOHWRH[SODLQWKHGLIIHUHQFHVDQGUHVSHFWLYHDSSOLFDWLRQVRIWKHPDLQUHVHDUFKPHWKRGV
XVHGLQWKHVHHYDOXDWLRQVLQFOXGLQJFRVWDQDO\VHVFRVWHIIHFWLYHQHVVDQDO\VHVFRVWXWLOLW\DQDO\VHVDQGFRVW
EHQHILWDQDO\VHV6WXGHQWVZLOODOVROHDUQWKHFRUHFRQFHSWVRIFRVWFDOFXODWLRQVDQGRXWFRPHPHDVXUHPHQWV
WLPHEDVHGFRQFHSWVGLVFRXQWUDWHVVHQVLWLYLW\DQDO\VHVLQFUHPHQWDOFRVWHIIHFWLYHQHVVUDWLRVDQGWKH
DSSURSULDWHLQWHUSUHWDWLRQRIDQDO\WLFDOUHVXOWV
・%DVHGRQWKHDERYHVWXGHQWVZLOOEHDEOHWRFRQGXFWFULWLFDOUHYLHZVRIUHVHDUFKDUWLFOHVLQWKLVILHOGDQG
H[SODLQWKHLUVLJQLILFDQFH6WXGHQWVZLOODOVREHDEOHWRDSSO\WKHLUDFTXLUHGNQRZOHGJHDQGWHFKQLTXHVZKHQ
GHYHORSLQJUHVHDUFKSURWRFROVDQGFRQGXFWLQJUHVHDUFK

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
 $SULO (YDOXDWLQJWKHHFRQRPLFSHUIRUPDQFHRIKHDOWKFDUH
 $SULO (YDOXDWLQJWKHHFRQRPLFSHUIRUPDQFHRIKHDOWKFDUH
 $SULO (FRQRPLFHYDOXDWLRQPHWKRGVLQKHDOWKFDUH
 0D\ 0RGHOLQJLQHFRQRPLFHYDOXDWLRQV
 0D\ 0HWKRGRORJLHVLQFRVWHIIHFWLYHQHVVDQGFRVWXWLOLW\DQDO\VHV
 0D\ 0HWKRGRORJLHVLQFRVWHIIHFWLYHQHVVDQGFRVWXWLOLW\DQDO\VHV
 -XQ (FRQRPLFHYDOXDWLRQLQKHDOWKFDUH-RXUQDODUWLFOHUHYLHZDQGGLVFXVVLRQ
&RQWLQXHWR保健・医療の経済評価 【領域４】  ↓↓↓
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保健・医療の経済評価 【領域４】 
 -XQ (FRQRPLFHYDOXDWLRQLQKHDOWKFDUH-RXUQDODUWLFOHUHYLHZDQGGLVFXVVLRQ
1RWH7KLVVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJH2YHUYLHZRIWKHVFKHGXOHZLOOEHVKRZQDWWKHILUVWGD\
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVRQO\RSHQWR6WXGHQWVLQ6FKRRORI3XEOLF+HDOWKZKRDUHQRWLQYROYHGLQ0&5FRXUVH
6WXGHQWVLQ6FKRRORI+XPDQ+HDOWK6FLHQFHVFDQQRWDSSO\IRUWKLVFRXUVH
$WWHQGDQFHUDWHRUPRUH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
 5HSRUW 
 &ODVVURRPSDUWLFLSDWLRQ 
>7H[WERRNV@
5HDGLQJPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHHGHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
・'UXPPRQG0)HWDO0HWKRGVIRUWKH(FRQRPLF(YDOXDWLRQRI+HDOWK&DUH3URJUDPPHVWK(G2[IRUG

・0\ULDP+XQLQN'HFLVLRQ0DNLQJLQ+HDOWKDQG0HGLFLQH,QWHJUDWLQJ(YLGHQFHDQG9DOXHV&DPEULGJH

・ 医療制度・医療政策・医療経済（丸善出版）
・+DQGERRNRI+HDOWK6HUYLFHV5HVHDUFK（6SULQJHU6FLHQFH%XVLQHVV0HGLD）
・「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．


>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
%RWKJRRGSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZDUHQHHGHG

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/%

世界における医療制度・政策 【領域４】
+HDOWKFDUH6\VWHPVDQG3ROLFLHVDURXQGWKH:RUOG

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVRFLDWH3URIHVVRU6$6$.,125,.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU.81,6$:$686808
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU22768%27(768<$

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KURXJKVWXGLHVRIYDULRXVKHDOWKFDUHV\VWHPVWKHVWXGHQWVZLOOOHDUQPHFKDQLVPVKRZWKH\ZRUNDQG
VWUDWHJLFRSWLRQVKRZWRLPSURYHWKHP$KHDOWKFDUHV\VWHPLVDVRFLDOV\VWHPZLWKPXOWLSOHIXQFWLRQV
PXOWLSOHSOD\HUVDQGPXOWLSOHGULYHUVWRFKDQJH

>&RXUVHREMHFWLYHV@
１ 7RXQGHUVWDQGIUDPHZRUNVWRJUDVSDQGDVVHVVKHDOWKFDUHV\VWHPV
２ 7RXQGHUVWDQGDQGDVVHVVYDULRXVKHDOWKFDUHV\VWHPVDURXQGWKHZRUOG
３ 7RXQGHUVWDQGVWUDWHJLFRSWLRQVKRZWRLPSURYHWKHP

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
 $SU 8QLYHUVDO+HDOWK&RYHUDJH +HDOWK&DUH6\VWHPLQ-DSDQ
 $SU ,QWHUQDWLRQDO&RPSDUDWLYH$QDO\VHVRI+HDOWK6\VWHPV
 $SU &RPPXQLW\%DVHG,QWHJUDWHG&DUH6\VWHP
 0D\ +HDOWK,QVXUDQFHLQ-DSDQ
 0D\ 7R6WUHQJWKHQ+HDOWK6\VWHPIRU6DIHDQG4XDOLW\&DUHWRZDUG8QLYHUVDO+HDOWK&RYHUDJH
8+&
 0D\ 7KHQH[WVWHSRIWKHJOREDOKHDOWKV\VWHP
 -XQ +HDOWK,QIRUPDWLFVDQG +HDOWK 3ROLF\
 -XQ *URXSZRUN 3UHVHQWDWLRQ
,QFOXGHVVWXGHQWV VKRUWSUHVHQWDWLRQVDERXWWKHKHDOWKFDUHV\VWHPRIWKHLURZQFRXQWU\
1RWH7KLVVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJH

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
・3ODFHVDYDLODEOHIRUVWXGHQWVZLWKRXWIRUPHUH[SHULHQFHVRIVWXG\LQJHFRQRPLFV
・2XUGHSDUWPHQWKDVEHHQDFFHSWLQJJUDGXDWHVWXGHQWVZKRDUHLQWHUHVWHGLQUHVHDUFKUHODWHGWRKHDOWKFDUH
SROLFLHVKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWDQGKHDOWKFDUHTXDOLW\VDIHW\FRVW KWWSPHGHFRQXPLQDFMSLQW
1RWH7RSLFVUHODWHGWRSURFHVVDQGRXWFRPHPHDVXUHVFOLQLFDOSUDFWLFHYDULDWLRQKHDOWKFDUHHYDOXDWLRQVDQG
DVVHVVPHQWVKRVSLWDOIXQFWLRQDODVVHVVPHQWVDQGKHDOWKFDUHTXDOLW\ VDIHW\DUHLQFOXGHGLQWKHFRXUVH
(YDOXDWLRQRI4XDOLW\LQ+HDOWK&DUH :HGWKHODVWKDOIRIILUVWVHPHVWHU ,I\RXZRXOGOLNHWROHDUQ
DERXWWKHVHWRSLFVFRQVLGHUWRDSSO\IRUWKLVFRXUVH
&RQWLQXHWR世界における医療制度・政策 【領域４】  ↓↓↓

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

世界における医療制度・政策 【領域４】 
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
・QRQ-DSDQHVHVSHDNHUV
・-DSDQHVHZLWK72()/L%7VFRUH≧
・$WWHQGDQFHUDWHRUPRUH

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

>7H[WERRNV@
5HDGLQJPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHHGHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
・7UDFNLQJ8QLYHUVDO+HDOWK&RYHUDJH)LUVW*OREDO0RQLWRULQJ5HSRUW :+2
・7KH:RUOG+HDOWK5HSRUW+HDOWK6\VWHPV,PSURYLQJ3HUIRUPDQFH :+2
・「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
*RRGSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZDUHQHFHVVDU\
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
2XUGHSDUWPHQWKDVEHHQDFFHSWLQJJUDGXDWHVWXGHQWVZKRDUHLQWHUHVWHGLQUHVHDUFKUHODWHGWRKHDOWKFDUH
SROLFLHVKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWDQGKHDOWKFDUHTXDOLW\VDIHW\FRVW KWWSPHGHFRQXPLQDFMSLQW
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

行動科学 【領域５】
%HKDYLRUDO6FLHQFH

(QJOLVK

7DUJHW\HDU
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&ODVVURRPSDUWLFLSDWLRQ 
3UHVHQWDWLRQ 
5HSRUW 

338%+/%

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7XH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU:$7$1$%( 125,2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU)858.$:$726+,$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU2*$:$<868.(

<HDUVHPHVWHUV 7KHILUVWKDOIRIILUVW
VHPHVWHU

/HFWXUH

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
,&RXUVH'HVFULSWLRQ
7KLVFRXUVHZLOOLQWURGXFHRXWOLQHVRIUHSUHVHQWDWLYHEHKDYLRUWKHRULHVFRQFHSWVZLWKSDUWLFXODUIRFXVRQ
WKRVHZKLFKKDYHGHPRQVWUDWHGHIIHFWLYHQHVVLQSUDFWLFHV
,,0HWKRGVRI,QVWUXFWLRQ
/HFWXUHJURXSGLVFXVVLRQ
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・7REHDEOHWRH[SODLQWKHRXWOLQHVRIUHSUHVHQWDWLYHEHKDYLRUDOWKHRULHV
・7REHDEOHWRDSSO\EHKDYLRUDOWKHRULHVLQWKHDUHDVLQZKLFKWKHSDUWLFLSDQWVDUHLQWHUHVWHG
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
$SULO,QWURGXFWLRQ+HDOWKEHOLHIPRGHO
$SULO7UDQVWKHRUHWLFDOPRGHO7KHRU\RISODQQHGEHKDYLRU
0D\&RJQLWLYHEHKDYLRUDOPRGHO&RJQLWLYHEHKDYLRUDOWKHUDS\
0D\6RFLDOFRJQLWLYHPRGHO
0D\6WUHVVDQGFRSLQJ
-XQH3V\FKLDWULFV\PSWRPVEHKDYLRUDOGLVRUGHUV
-XQH2YHUYLHZ 
-XQH2YHUYLHZ  ([DPLQDWLRQ
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
03+(OHFWLYHEXW5HTXLUHG
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
3DUWLFLSDWLRQ([DPLQDWLRQ 7RJHWFUHGLWLQWRWDOZLOOEHUHTXLUHG

&RQWLQXHWR行動科学 【領域５】  ↓↓↓
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行動科学 【領域５】 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

>7H[WERRNV@
OHFWXUHPDWHULDOV

338%+/%
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

基礎医療倫理学 【領域５】
%DVLF0HGLFDO(WKLFV

(QJOLVK

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
5HTXLUHGWH[W1RQH

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7KX

6XJJHVWHGUHDGLQJ
・*ODQ]HWDO+HDOWKEHKDYLRUDQGKHDOWKHGXFDWLRQWKHRU\UHVHDUFKDQGSUDFWLFHWKHGLWLRQ-RVVH\%DVV
6DQ)UDQFLVFR
・0DWVXPRWRHWDO%DVLFVRIKHDOWKEHKDYLRUWKHRULHVIRUPHGLFDODQGZHOIDUHSHUVRQQHO 医療・保健スタッ
フのための健康行動理論の基礎 、医歯薬出版、
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5HYLHZOHVVRQV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KHFODVVLVQRWRSHQWRVWXGHQWVIURP*UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ+HDOWK6FLHQFH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV 7KHILUVWKDOIRIILUVW
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHLVDLPHGWRVWXG\HWKLFDOSRLQWVRIYLHZIRUSUDFWLFHDQGUHVHDUFKRISXEOLFKHDOWK
>&RXUVHREMHFWLYHV@
$EOHWRH[SODLQPDMRUWKHRULHVIRUPHGLFDOHWKLFV
$EOHWRZULWHGRFXPHQWVIRURQH VUHVHDUFKDSSURSULDWHO\IRUWKHSXUSRVHRIHYDOXDWLRQDWHWKLFVFRPPLWWHH
$EOHWRH[SODLQHWKLFDOSUREOHPVRQKHDOWKFDUHRIFKLOGUHQDQGSDWLHQWVRQWHUPLQDOVWDJHDQGUHVHDUFKRQ
JHQHWLFV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
$SULO ,PSRUWDQWWKHRULHVIRUPHGLFDOHWKLFV
$SULO (WKLFVIRUQHRQDWHVDQGFKLOGUHQ 
$SULO(WKLFVIRU2%*<1
0D\(WKLFVIRUWHUPLQDOFDUH
0D\+LVWRU\RIELRHWKLFV
0D\ 5HVHDUFKHWKLFVDQGHWKLFVFRPPLWWH
-XQH (WKLFVIRUQHRQDWHVDQGFKLOGUHQ 
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
*HQHUDODWWLWXGH LQFOXGLQJDWWHQGDFH 
5HSRUW
>7H[WERRNV@
1RWXVHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5HSRUWGHDGOLQH
・0LGGOHUHSRUW
・)LQDOUHSRUW 
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

医学コミュニケーション・基礎 【領域５】 

338%+/%

医学コミュニケーション・基礎 【領域５】
0HGLFDO&RPPXQLFDWLRQ,QWURGXFWLRQ

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7XH

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU,:$.80$0,+2

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

<HDUVHPHVWHUV 7KHILUVWKDOIRIILUVW
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
,&RXUVH'HVFULSWLRQ
7KHFRXUVHSURYLGHVDQLQWURGXFWLRQWRPHGLFDOFRPPXQLFDWLRQERWKLWVWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNVDQG
DSSOLFDWLRQVIRUWKRVHIURPGLYHUVHLQWHUHVWVEDFNJURXQGVDQGRUGLVFLSOLQHV

>&RXUVHREMHFWLYHV@
,,&RXUVH*RDOVDQG2EMHFWLYHV
8QGHUVWDQGIUDPHZRUNVWKHRULHVDQGFRQFHSWVWKDWDUHUHOHYDQWWRPHGLFDOFRPPXQLFDWLRQ
8QGHUVWDQGVRFLRFXOWXUDOFKDUDFWHULVWLFVLQPHGLFLQH XVLQJVRFLRORJ\DQGFRPPXQLFDWLRQSHUVSHFWLYHV 

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
VWXGHQWVDUHUHFRPPHQGHGWRUHDGUHDGLQJVRIFRPPXQLFDLRQVWXGLHVWKDWDUHUHODWHGWRKLVRUKHULQWHUHVWV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
0HVVDJH
7KLVLQVWUXFWRUGLIIHUHQWLDWHV KHDOWKFRPPXQLFDWLRQ ZKLFKLVPDLQO\LQWHUHVWHGLQGRFWRUSDWLHQW
FRPPXQLFDWLRQIURP PHGLFDOFRPPXQLFDWLRQ ZLWKDEURDGHUVRFLRORJLFDOIRFXVWKHUHIRUHLWLV
UHFRPPHQGHGWKDWZKHQLQWHUHVWHGLQWKHDIRUHPHQWLRQHGGRFWRUSDWLHQWFRPPXQLFDWLRQVKHWDNHRWKHU63+
FODVVHV
6XLWDEOHIRUVWXGHQWVZKRDUHLQWHUHVWHGLQVRFLDOVFLHQFHSHUVSHFWLYHVLQPHGLFLQHDQGVFLHQFH
&RQVXOWZLWKPH$6$3IRUDQ\GLVDELOLW\UHODWHGDFFRPPRGDWLRQ#PKLZDNXPD#\DKRRFRMSRUH[W
$JXHVWOHFWXUHLVJLYHQLQ-DSDQHVHSURYLGHGZLWKDQ(QJOLVKKDQGRXWV
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
 &RXUVHLQWURGXFWLRQJHWWLQJWRNQRZ
 0HGLFLQHVRFLHW\DQGFRPPXQLFDWLRQ
 /HFWXUHRQ+RVSLWDOYROXQWHHU (PLNR7DND\D.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO1LFRWRPD 
 0HGLFLQHVRFLHW\DQGFRPPXQLFDWLRQ
 0DQ\ WLPHV VSDFHV QRQYHUEDOFRPPXQLFDWLRQFRQWLQXHG
 1XWVDQGEROWV RIFRPPXQLFDWLRQVWXGLHVYHUEDOQRQYHUEDODQGFKDQQHO
 &RXUVHZUDS
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&RXUVH*UDGH
3DUWLFLSDWLRQ
7HUPSDSHU
RQHZRUGGHFODUDWLRQ WLWOHRIWKHSDSHUILQDOYHUVLRQ
>7H[WERRNV@
1RWXVHG
&RQWLQXHWR医学コミュニケーション・基礎 【領域５】  ↓↓↓
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医学基礎 , 「解剖学」 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

医学基礎 , 「解剖学」
$QDWRP\

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU<$0$'$6+,*(+,72

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
人体は様々な細胞から組織、器官が構成されており、それらが協調して働くことで一個体として機
能している。人体の構造と機能に関する総合的理解を目指し、特に、その構造異常や機能異常によ
って起こる「疾患」を念頭において概説する。学生諸君の知的好奇心を刺激する一方で、臨床に有
益な関連事項を織り交ぜて解説したい。
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・人体の構造及び機能の基本を理解する。
・異常により引き起こされる疾患の病態について解剖学的に説明できる。
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
$QDWRP\ :HG，
/HFWXUH6FKHGXOH!


>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$WWLWXGH $WWHQGDQFH，5HSRUWV
>7H[WERRNV@
.73DWWRQ*$7KLERGHDX「6WUXFWXUH )XQFWLRQRIWKH%RG\WKHG3DSHUEDFN」（(/6(9,(5）
,6%1
（年月発売の新判を使用する。）
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
.73DWWRQ*$7KLERGHDX「6WUXFWXUH )XQFWLRQRIWKH%RG\WKHG3DSHUEDFN」（(/6(9,(5）
,6%1
（年月発売の新判を使用する。）
【参考書】
塩田浩平「グレイ解剖学 原著第版」（エルゼビア・ジャパン）,6%1（必要に応じ
て参照のこと。重いので毎回の講義に持参しなくてもよい。解剖実習では必要か。）
藤田恒夫「入門人体解剖学 改訂第版」（南江堂）,6%1（英語がどうしても辛く
なった時に参照するのに適切。）
（5HODWHG85/V）
KWWSVHYROYHHOVHYLHUFRPFV （教科書を購入すると、ウェブサイトへのアクセス方法が入手できま
す。）

 &KDSWHU ,QWURGXFWLRQWRWKH%RG\；&KDSWHU&KHPLVWU\RI/LIH
&KDSWHU&HOOV；&KDSWHU7LVVXHV
&KDSWHU2UJDQ6\VWHPV；&KDSWHU6NLQDQG0HPEUDQHV
&KDSWHU6NHOHWDO6\VWHP
&KDSWHU0XVFXODU6\VWHP
&KDSWHU1HUYRXV6\VWHP
&KDSWHU1HUYRXVV\VWHP FRQW G
&KDSWHU6HQVHV；&KDSWHU(QGRFULQH6\VWHP
&KDSWHU%ORRG；&KDSWHU&DUGLRYDVFXODU6\VWHP
&KDSWHU&DUGLRYDVFXODU6\VWHP FRQW G
&KDSWHU/\PSKDWLF6\VWHPDQG,PPXQLW\；&KDSWHU5HVSLUDWRU\6\VWHP
&KDSWHU'LJHVWLYH6\VWHP；&KDSWHU1XWULWLRQDQG0HWDEROLVP
&KDSWHU8ULQDU\6\VWHP；&KDSWHU5HSURGXFWLYH6\VWHP
&KDSWHU*URZWK'HYHORSPHQWDQG$JLQJ
 試験およびフィードバック

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
・ 講義前には、教科書の該当範囲を通読してくることが望ましい。
・ 講義後には付録してある演習問題を解き、講義事項を確認する。
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
初回講義より教科書を使用するので購入して持参すること。
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH

&RQWLQXHWR医学基礎 , 「解剖学」  ↓↓↓

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

医学基礎 ,
3K\VLRORJ\,

&RXUVHQXPEHU
Course number
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

「生理学,」

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
>&RXUVHREMHFWLYHV@
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
3K\VLRORJ\ 0RQ，
/HFWXUH6FKHGXOH!

'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

&RXUVHWLWOH
Course title
 (and
DQGFRXUVH
course
WLWOHLQ
title in
(QJOLVK
English)

医学基礎 ,I 「神経生理学,」
「神経生理学 I 」
1HXURSK\VLRORJ\,
Neurophysiology I

7DUJHW\HDU
Target year

,QVWUXFWRU
V
Instructor's
QDPHMREWLWOH
name, job title,
DQGGHSDUWPHQW
and department
RIDIILOLDWLRQ
of affiliation

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV
Professional degree students Number of credits 2

'D\VDQGSHULRGV
Days and periods Thu.1

&ODVVVW\OH
Class style

/HFWXUH
Lecture

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
[Overview and purpose of the course]
'HWDLOVXQGHFLGHG
Details undecided.
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
Please check an official announcement.
[Course objectives]
>&RXUVHREMHFWLYHV@
Details undecided.
'HWDLOVXQGHFLGHG
Please check an official announcement.
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
[Course schedule and contents]
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
Neurophysiology I Thu 1
1HXURSK\VLRORJ\,:HG，
<Lecture Schedule>
/HFWXUH6FKHGXOH!
10/1,10/8,10/15,10/22,10/29,11/5,11/12,11/26,12/3,

12/10,12/17,12/24,1/7,1/14

'HWDLOVXQGHFLGHG
Class Room: 人間健康科学第９教室
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
Details undecided.
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
Please check an official announcement.
1RQH
[Course requirements]

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$WWLWXGH $WWHQGDQFH，5HSRUWV

None
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
[Evaluation methods and policy]
$WWLWXGH $WWHQGDQFH，5HSRUWV
Attitude & Attendance 30%，Reports 70%

>7H[WERRNV@
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW

>7H[WERRNV@
[Textbooks]
'HWDLOVXQGHFLGHG
Details undecided.
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
Please check an official announcement.

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW

>5HIHUHQFHVHWF@
[References, etc.]
（5HIHUHQFHERRNV）
（Reference books）
'HWDLOVXQGHFLGHG
Details undecided.
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
Please check an official announcement.

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV
SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ
[Study outside of class (preparation
and review)]@
'HWDLOVXQGHFLGHG
Details undecided.
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
Please check an official announcement.

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
'HWDLOVXQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW

（2WKHULQIRUPDWLRQ
RIILFHKRXUVHWF
）
（Other information (office
hours, etc.)）
'HWDLOVXQGHFLGHG
Details undecided.
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
Please check an official announcement.

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV
*Please
visit KULASIS to find out about office hours.
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*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
Graduate School of Medicine
3URIHVVRU.268*,6+,1-,
Professor,KOSUGI SHINJI

<HDUVHPHVWHUV
Year/semesters 6HFRQGVHPHVWHU
2020/Second semester

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH
Language of instruction Japanese

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

医学基礎 ,, 

338%+/%
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

医学基礎 ,,
%DVLF0HGLFLQH,,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7KX

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
3URJUDP6SHFLILF3URIHVVRU8(6+,0$.(1-,
%8..<2 81,9(,56,7<
.$:$7$0,768+,52

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
'LUHFWRUDQG,QVWUXFWRUV
.HQML8HVKLPD 3URIHVVRU&HQWHUIRU$FFHVVLQJ(DUO\3URPLVLQJ7UHDWPHQW.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO 
0LWVXKLUR.DZDWD 3URIHVVRU6FKRRORI+HDOWK6FLHQFHV%XNN\R8QLYHUVLW\
7KLVFRXUVHLQWURGXFHVWKHEDVLFVRIKXPDQDQDWRP\SK\VLRORJ\HQGRFULQRORJ\ELRFKHPLVWU\LPPXQRORJ\
DVDEDVLVIRUWKHXQGHUVWDQGLQJRIKXPDQGLVHDVHV
7RXQGHUVWDQGKXPDQERG\SUDFWLFHWRREVHUYHKXPDQVNHOHWRQDQGEUDLQVZLOOEHVFKHGXOHG
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・7RXQGHUVWDQGWKHEDVLFVRIFLUFXODWRU\V\VWHP
・7RXQGHUVWDQGWKHEDVLFVRIWKHVWUXFWXUHDQGIXQFWLRQRIVNHOHWDOPXVFXODUQHUYRXVDQGVHQVRU\V\VWHPV
ZLWKWKHLUVRPHGLVRUGHUV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
&RXUVH6FKHGXOH 6FKHGXOHPD\EHFKDQJHG 
2FWREHU&LUFXODWRU\V\VWHP ,QWURGXFWLRQ
2FWREHU&LUFXODWRU\V\VWHP YDOYXODUKHDUWGLVHDVHFRQJHQLWDOKHDUWGLVHDVHDQGYDVFXODUGLVHDVH 
2FWREHU&LUFXODWRU\V\VWHP LVFKHPLFKHDUWGLVHDVHDQGHPHUJHQF\PHGLFLQH 
2FWREHU&LUFXODWRU\V\VWHP K\SHUWHQVLRQDQGDUUK\WKPLD 
2FWREHU6NHOHWDOV\VWHP ERQHFDUWLODJHKLVWRORJ\DQGD[LDOVNHOHWRQ
1RYHPEHU6NHOHWDOV\VWHP XSSHUDQGORZHUOLPEVNHOHWRQVMRLQWV
1RYHPEHU0XVFXODUV\VWHP PXVFOHKLVWRORJ\DQGPRYHPHQWV
1RYHPEHU0XVFXODUV\VWHP XSSHUDQGORZHUOLPEPXVFOHVWRUVRPXVFOHV
1RYHPEHU1HUYRXVV\VWHP QHXURQDOVWUXFWXUHDQGIXQFWLRQ
'HFHPEHU1HUYRXVV\VWHP VWUXFWXUHDQGIXQFWLRQRIEUDLQDQGVSLQDOFRUG
'HFHPEHU1HUYRXVV\VWHP VWUXFWXUHDQGIXQFWLRQRISHULSKHUDOQHUYHVDQGDXWRQRPLFQHUYRXV
V\VWHP
'HFHPEHU1HUYRXVV\VWHP SDWKRSK\VLRORJ\RIGLVHDVHVRIQHUYRXVV\VWHP
'HFHPEHU6HQVRU\V\VWHP VWUXFWXUHDQGIXQFWLRQRIYLVXDOV\VWHP
-DQXDU\6HQVRU\V\VWHP VWUXFWXUHDQGIXQFWLRQRIDXGLWRU\ROIDFWRU\DQGJXVWDWRU\V\VWHPV
-DQXDU\6HQVRU\V\VWHP VWUXFWXUHDQGIXQFWLRQRIVRPDWRVHQVRU\V\VWHPDQGVNLQ

WKURXJK3URIHVVRU8HVKLPDWKURXJK3URIHVVRU.DZDWD
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
6HFRQG6HPHVWHU，5HTXLUHGIRUVWXGHQWVZLWKRXWPHGLFDOEDFNJURXQG
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$WWLWXGH $WWHQGDQFH，5HSRUWV
>7H[WERRNV@
カラーで学ぶ解剖生理学（第２版） （コメディカルサポート研究会）メディカル・サイエンス・
インターナショナル（(/6(9,(5）
$XGLR&KDSWHU6XPPDULHVLQ(QJOLVKDUHDYDLODEOHDWWKHVLWHRIHYROYHHOVHYLHUFRP3DWWRQ7KLERGHDX
KXPDQERG\

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
6XJJHVWHGUHDGLQJV
・佐藤昭夫、佐伯由香編．人体の構造と機能．医歯薬出版，．
・テイポド一、パットン コメデイカルサポート研究会訳 ．カラーで学ぶ解剖生理学．医学書院，
．
・$シェフラ一、6シュミット 三木明徳、井上食央訳 ．からだの構造と機能．西村書店，．
・クロスマン、ネアリー（野村嶬、水野昇訳）．神経解剖カラーテキスト 第版．医学書院，
．
・大地陸男（著）．生理学テキスト．文光堂，．
・福田康一郎（監修）．標準生理学．医学書院，．
・(ULF.DQGHO、-DPHV6FKZDUWV他．3ULQFLSOHVRI1HXUDO6FLHQFHWKHGLWLRQ．0F*UDZ+LOO3URIHVVLRQDO
（日本語版）金澤一郎、宮下保司（監修）．カンデル神経学．メディカルサイエンスインター
ナショナル，．
・泰羅雅登、中村克樹（監修、翻訳）．カールソン神経科学テキスト 脳と行動．丸善出版，．
・人体の正常構造と機能（改訂第版）全巻縮刷版、日本医事新報社、
・プロメテウス解剖学コアアトラス 第２版、医学書院、
・絵でみる脳と神経：しくみと障害のメカニズム 第４版、
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
3UHSDUDWLRQLQDGYDQFHDQGUHYLHZDIWHUOHFWXUH
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
※7KHFODVVLVRSHQWRVWXGHQWVIURP*UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ+HDOWK6FLHQFH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RQWLQXHWR医学基礎 ,,  ↓↓↓

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

臨床医学概論 

338%+/%
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

臨床医学概論
,QWURGXFWLRQWR&OLQLFDO0HGLFLQH

(QJOLVK

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,
3DUWWLPH/HFWXUHU:$7$1$%(+,52.,
3DUWWLPH/HFWXUHU&+,%$ 7687208

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV:HG

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
,QVWUXFWRUV
+LURNL:DWDQDEH 'LUHFWRU:DWDQDEH0HPRULDO&KRXPHL5HVHDUFK/DERUDWRU\
7VXWRPX&KLED 3UHVLGHQW.DQVDL(OHFWULF3RZHU+RVSLWDO
7KLVFRXUVHZLOORIIHULQWURGXFWRU\OHYHORIPRGHUQFOLQLFDOPHGLFLQHLQRUGHUWRIDFLOLWDWHFROODERUDWLRQ
EHWZHHQKHDOWKFDUHVSHFLDOLVWV LHPHGLFDOGRFWRUVQXUVHVRURWKHUSURIHVVLRQDOVZRUNLQJRQKHDOWKFDUH
SXEOLFKHDOWKRUVRFLDOZHOIDUH DQGVWXGHQWVZLWKRXWSUHYLRXVH[SHULHQFHLQKHDOWKFDUHILHOG/HFWXUHVZLOO
FRYHUGLVRUGHUVRIPDMRURUJDQV\VWHPVIRFXVHGRQWKHLUHWLRORJ\WUHDWPHQWSUHYHQWLRQDVZHOODVWKHLU
VRFLHWDOLPSDFWWRKHOSXQGHUVWDQGUHFHQWDQGKLVWRULFDOSXEOLFKHDOWKLVVXHVVXFKDVSRSXODWLRQHQYLURQPHQW
RUDJLQJVRFLHW\
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・7RXQGHUVWDQGWKHUROHVDQGWKHSUREOHPVRIWKHFOLQLFDOPHGLFLQHDQGKHDOWKFDUHLQ-DSDQIURPWKHVRFLHWDO
SHUVSHFWLYH
・&DQGLVFXVVWKHFXUUHQWVLWXDWLRQDQGIXWXUHSHUVSHFWLYHVRIPRGHUQPHGLFDOVFLHQFHDQGKHDOWKFDUH
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
&RXUVH6FKHGXOH VXEMHFWWRFKDQJH 
2FWREHU+XPDQVRFLHW\DQGGLVHDVHV
2FWREHU+LVWRU\RIWKHWUHDWPHQWIRUXULQDU\EODGGHUVWRQHV
2FWREHU0HGLFLQHHGXFDWLRQPHGLFDOFDUH
2FWREHU,QWURGXFWLRQWRWR[LFRORJ\DQGQDUFRWLFGUXJV,QGLYLGXDOLVPDQGJURXSLVP7KHEDVLF
PHQWDOLW\RI-DSDQHVHSHRSOH 2SWLRQDOE\DXGLHQFH VFKRLFH
1RYHPEHU1HZHUDIRUSUHYHQWLYHRQFRORJ\
1RYHPEHU2YHUYLHZRIUHQDODQGXURORJLFDOGLVRUGHUV
1RYHPEHU2QFRORJ\DQGFDQFHU
1RYHPEHU*HQHWLFGLVHDVHV
'HFHPEHU,QIHFWLRXVGLVHDVH
'HFHPEHU,PPXQRORJ\DQGUHODWHGGLVHDVHV
'HFHPEHU'LJHVWLYHGLVHDVHV  
'HFHPEHU'LJHVWLYHGLVHDVHV 
-DQXDU\1XWULWLRQDQGGLVHDVHV
-DQXDU\:DWHUEDODQFHDQGHOHFWURO\WHFRQWURODQGUHODWHGGLVHDVHV
-DQXDU\*URXSSUHVHQWDWLRQDQGZUDSXS

WKURXJKDQG3URIHVVRU:DWDQDEHWKURXJK3URIHVVRU&KLED
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
6HFRQG6HPHVWHU，5HTXLUHGIRUVWXGHQWVZLWKRXWPHGLFDOEDFNJURXQG
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$WWLWXGH $WWHQGDQFH，5HSRUW
>7H[WERRNV@
1HFHVVDU\FRXUVHPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGLQFODVV
6XJJHVWHGUHDGLQJV QRWPDQGDWRU\ 
・河田光博、武田英二編．臨床医学入門 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 第版 栄養科学
シリーズ1(;7 ．講談社サイエンティフィク，
・渡辺泱、勝見泰和、山村義治編．チーム医療従事者のための臨床医学全科．金芳堂，

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
（参考書）
・+DUULVRQ V,QWHUQDO0HGLFLQHWKHGLWLRQ0F*UDZ+LOO(GXFDWLRQ
・*ROGPDQ&HFLO0HGLFLQHWKHGLWLRQ(OVHYLHU
・ガイトン 生理学、エルセヴィアジャパン
・ハーパー 生化学、丸善
・渡辺泱 検診で見つかるがんの割は良性がんである―過剰診断時代の予防がん学―、晶文社、

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
3UHSDUDWLRQLQDGYDQFHDQGUHYLHZDIWHUOHFWXUH
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
※$WWHQGDQFHRIWKHVWXGHQWVZLWKPHGLFDOEDFNJURXQGZLOODOVREHZHOFRPHG
7KHFODVVLVRSHQWRVWXGHQWVIURP*UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ+HDOWK6FLHQFH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RQWLQXHWR臨床医学概論  ↓↓↓
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未更新
&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

医療統計学実習 

338%+3-

医療統計学実習
,QWURGXFWLRQWR6WDWLVWLFDO&RPSXWLQJDQG'DWD0DQDJHPHQW

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7XH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU'2, 0$6$$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVLVWDQW3URIHVVRU2PL\D0DVDWRPR

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

3UDFWLFDOWUDLQLQJ

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KHSXUSRVHRIPHGLFDOVWDWLVWLFVSUDFWLFHLVWRVHHDQGH[SHULHQFHWKHDFWLYHSUDFWLFHRIFRQFHSWVOHDUQHG
GXULQJOHFWXUHV7KLVSUDFWLFHLVUHFRPPHQGHGWRIXUWKHU\RXUXQGHUVWDQGLQJRIPHGLFDOVWDWLVWLFV:HSUDFWLFH
VLPSOHDJJUHJDWLRQDQDO\VLVDQGSURJUDPPLQJXVLQJWKH-03VWDWLVWLFDOVRIWZDUH<RXZLOOEHDVNHGWR
FUHDWHUHSRUWVRQWKLVSUDFWLFHXVLQJ0LFURVRIW:RUG:HZLOOFUHDWHILJXUHVDQGWDEOHVXVLQJ0LFURVRIW([FHO
:HZLOOFUHDWHSUHVHQWDWLRQVXVLQJ0LFURVRIW3RZHU3RLQW:HZLOODOVROHDUQKRZWRXVHWKLVVRIWZDUH.\RWR
8QLYHUVLW\KDVDOLFHQVHDJUHHPHQWIRUWKH-03VWDWLVWLFDOVRIWZDUH6WXGHQWVRIWKH*UDGXDWH6FKRRORI
0HGLFLQHDUHUHTXLUHGWRGRZQORDGDQGLQVWDOO-03RQWKHODSWRSWKH\ZLOOXVHGXULQJWKHFRXUVHIRUWKHLU
H[HUFLVHVIURPWKHIROORZLQJOLQN
KWWSZZZPHGN\RWRXDFMSVRIWZDUH-03RQWKH*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQHKRPHSDJH6LQFHWKLV
VRIWZDUHFDQEHLQVWDOOHGRQSHUVRQDOFRPSXWHUVSOHDVHLQVWDOOLWRQ\RXUODSWRSDQGEULQJLWZLWK\RXWR
SUDFWLFH
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・8QGHUVWDQGWKHLPSRUWDQFHRIGDWDFKHFNVDQGPDQDJHPHQW
・&UHDWHFKDUWVSUHVHQWDWLRQVDQGUHSRUWVRIH[FHOOHQWTXDOLW\XVLQJZRUGSURFHVVLQJVSUHDGVKHHWDQG
SUHVHQWDWLRQVRIWZDUH
・)XUWKHU\RXUXQGHUVWDQGLQJRIWKHIXQGDPHQWDOFRQFHSWVRIPHGLFDOVWDWLVWLFVE\SHUIRUPLQJVLPSOH
VWDWLVWLFDOFDOFXODWLRQVDQGDJJUHJDWLRQVXVLQJVWDWLVWLFDOVRIWZDUH
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ$SULO,QWURGXFWLRQ8VLQJVSUHDGVKHHWVRIWZDUH
6HVVLRQ$SULO8VLQJWKH-03VWDWLVWLFDOVRIWZDUH
6HVVLRQ$SULO*URXS([HUFLVH7RSLF6HOHFWLRQDQG'DWD&ROOHFWLRQ
6HVVLRQ0D\*URXS([HUFLVH'DWD&ROOHFWLRQ
6HVVLRQ0D\*URXS([HUFLVH$JJUHJDWLRQDQG$QDO\VLV
6HVVLRQ0D\*URXS([HUFLVH3UHVHQWDWLRQ
6HVVLRQ-XQH/HWXV5DQGRPL]H
6HVVLRQ-XQH7KH0\VWHU\RI5LVN5DWLRV5LVN'LIIHUHQFHVDQG2GGV5DWLRV
6HVVLRQ-XQH7HVWLQJWKH'LIIHUHQFHLQ5DWLRVDQGWKH7UXH0HDQLQJRIWKH1XOO+\SRWKHVLV
6HVVLRQ-XQH7KH&RQILGHQFH,QWHUYDO'RHV1RW&RQWDLQWKH7UXH9DOXH:LWK3UREDELOLW\
6HVVLRQ-XQH$QDO\]LQJD[7DEOH
-XO\1ROHFWXUH
6HVVLRQ-XO\&DOFXODWLQJ6DPSOH6L]HDQGILQGLQJRXWKRZPDQ\6XEMHFWVDUH1HFHVVDU\
6HVVLRQ-XO\/HWXV7U\5DQGRP6DPSOLQJ
6HVVLRQ6HSWHPEHU3UHVHQWDWLRQ 6HPLQDU5RRP$6WDUW 

6HVVLRQ6HSWHPEHU3UHVHQWDWLRQ 6HPLQDU5RRP$6WDUW
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
・6LQFHVSDFHLQWKHVHPLQDUURRPLVOLPLWHGWRSHRSOHSULRULW\LVJLYHQWRWKRVHZLWK6RFLDO+HDOWKDQG
0HGLFLQHPDMRUV
・(DFK\HDUWKHUHDUHPRUHVWXGHQWVZKRZLVKWRWDNHWKLVFRXUVHWKDQSODFHVDQGWKHUHIRUHVRPHZLOOQRWEH
DFFHSWHG+RZHYHUHDFK\HDUWKHUHDUHVWXGHQWVZKRPD\QRORQJHUEHDEOHWRSDUWLFLSDWHGXULQJWKHFRXUVH
IRUWKDW\HDU3OHDVHUHIUDLQIURPWDNLQJWKLVFRXUVHLIWKHUHLVDQ\SRVVLELOLW\RI\RXQRWEHLQJDEOHWR
SDUWLFLSDWH
・:HGRQRWDFFHSWVWXGHQWVSXUVXLQJDPDMRUDWWKH'HSDUWPHQWRI+XPDQ+HDOWK6FLHQFH
・3OHDVHFRQWDFWXVLQDGYDQFHVKRXOG\RXZLVKWRDWWHQGWKH0DVWHU VSURJUDPLQ0HGLFDO6FLHQFHRUWKH
'RFWRUDWHLQ0HGLFLQHSURJUDP
・,I\RXKDYHQHYHUZULWWHQDUHSRUWEHIRUHSOHDVHUHDGDERRNRQKRZWRZULWHDUHSRUW
1RWH7KLVSUDFWLFHZLOOEHDQQRXQFHGLQ6HSWHPEHU
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
5HSRUWVDQGSUHVHQWDWLRQV
・6WXGHQWVZLOOEHDVNHGWRVXEPLWDUHSRUWLQHDFKVHVVLRQ
・(DFKJURXSZLOOPDNHDSUHVHQWDWLRQ
・(DFKLQGLYLGXDOZLOOPDNHDSUHVHQWDWLRQ 6HSWHPEHU
>7H[WERRNV@
2WKHUUHTXLUHGVRIWZDUH-03
3UDFWLFHJXLGDQFHZLOOEHGLVWULEXWHGLQHDFKVHVVLRQ
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
$UHSRUWLVWREHVXEPLWWHGLQHDFKVHVVLRQ
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
・,I\RXKDYHQRWWDNHQWKH0HGLFDO6WDWLVWLFV3UDFWLFXP\RXZLOOQRWEHDEOHWRWDNHWKH$QDO\VLV3ODQQLQJ
3UDFWLFXPLQWKHVHFRQGVHPHVWHU
・3DUWLFLSDWLRQPLGZD\WKURXJKWKHFRXUVHLVQRWSHUPLWWHGVRSOHDVHHQVXUHWKDW\RXDWWHQGIURPWKHILUVW
VHVVLRQRQZDUG
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RQWLQXHWR医療統計学実習  ↓↓↓

未更新
&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

観察研究の統計的方法 

338%+/-

観察研究の統計的方法
6WDWLVWLFDO0HWKRGVLQ2EVHUYDWLRQDO6WXGLHV

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
9DULRXVREVHUYDWLRQDOVWXGLHVDUHFRQGXFWHGLQFOLQLFDODQGHSLGHPLRORJLFDOVWXGLHV7KHUHDUHPDQ\
VLWXDWLRQVLQZKLFKH[SHULPHQWDOWULDOVW\SLILHGE\FOLQLFDOWULDOVFDQQRWEHFRQGXFWHGDQGREVHUYDWLRQDO
VWXGLHVSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQFOLQLFDODQGHSLGHPLRORJLFDOVWXGLHV2EVHUYDWLRQDOUHVHDUFKXQOLNH
H[SHULPHQWDOUHVHDUFKLVVXVFHSWLEOHWRYDULRXVELDVHVDQGWKHUHDUHPDQ\SRLQWVWKDWSDUWLFXODUWR
REVHUYDWLRQDOUHVHDUFKWKDWRQHVKRXOGEHFDXWLRXVDERXW
7KLVFRXUVHH[SODLQVWKHGHVLJQRIREVHUYDWLRQDOVWXGLHVPHWKRGVRIVWDWLVWLFDODQDO\VLVDQGDLPVDWWKH
DFTXLVLWLRQRIWKHNQRZOHGJHRIPHGLFDOVWDWLVWLFVQHFHVVDU\WRSODQFRQGXFWDQDO\]HDQGUHSRUW
REVHUYDWLRQDOVWXGLHV>,QWHQVLYHOHFWXUHVRQ-XQHDQG )UL @
>&RXUVHREMHFWLYHV@
8QGHUVWDQG ・,GHDVLQUHVHDUFKGHVLJQWRDYRLGELDV
・6WDWLVWLFDOPHWKRGVWRDGMXVWIRUELDV
・7KHFRQFHSWRIFDXVDOLQIHUHQFHLQREVHUYDWLRQDOUHVHDUFKDQG
・0HWKRGVRIVDPSOLQJDQGDQDO\VLVRIVXEMHFWVXVLQJYDULRXVUHVHDUFKGHVLJQV

・7KRVHZKRZLVKWRDWWHQGPXVWFRQVXOWWKHVWDIIEHIRUHUHJLVWUDWLRQ
・:HGRQRWDFFHSWWKRVHZLWKKXPDQKHDOWKVFLHQFHPDMRUV
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
([HUFLVHUHSRUWVRQPDWKHPDWLFVDQGDQDO\VLV
>7H[WERRNV@
0DWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGLQHDFKVHVVLRQ
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
7RVL\D6DWR6宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ 検定の巻 ,ZDQDPL6KRWHQ ,6%1
7RVKLUR7DQJR6KLJH\XNL0DWVXLHGV新版 医学統計学ハンドブック $VDNXUD6KRWHQ 
,6%15RWKPDQ.-*UHHQODQG6/DVK7/0RGHUQ(SLGHPLRORJ\UGHG /LSSLQFRWW
:LOOLDPV :LONLQV ,6%1
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
6ROYHWKHH[HUFLVHV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
,QWHQVLYHOHFWXUHVRQ-XQHDQG )ULGD\ 3HULRGV 3HULRGVDQGRQ-XQHDORQH 
6HVVLRQ-XQH3HULRG0DWKHPDWLFVDQGDQDO\VLVRI[WDEOHV
6HVVLRQ-XQH3HULRG%LDVLQREVHUYDWLRQDOUHVHDUFK
6HVVLRQ-XQH3HULRG'LVWULEXWLRQ$QDO\VLV
6HVVLRQ-XQH3HULRG([HUFLVH
6HVVLRQ-XQH3HULRG0DWFKLQJ
6HVVLRQ-XQH7KH*HQHUDOL]HG/LQHDU0RGHO
6HVVLRQ-XQH3HULRG6XUYLYDO$QDO\VLV
6HVVLRQ-XQH3HULRG([HUFLVH
6HVVLRQ-XQH3HULRG1HZ(SLGHPLRORJLFDO6WXG\'HVLJQ
6HVVLRQ-XQH3HULRG1HZ(SLGHPLRORJLFDO6WXG\'HVLJQ
6HVVLRQ-XQH3HULRG%D\HVLDQ$QDO\VLV
6HVVLRQ-XQH3HULRG([HUFLVH
6HVVLRQ-XQH3HULRG$QDO\VLVE\3URSHQVLW\6FRUH
6HVVLRQ-XQH3HULRG,QVWUXPHQWDO9DULDEOH0HWKRGV
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
・$VWKLVLVDFKDOOHQJLQJFRXUVHWKDWUHTXLUHVEDVLFNQRZOHGJHRIVWDWLVWLFV SUREDELOLW\GLVWULEXWLRQ
OLNHOLKRRGDV\PSWRWLFYDULDQFHHWF VWXGHQWVVKRXOGKDYHFRPSOHWHG)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO,QIHUHQFH
LQWKHILUVWVHPHVWHU
&RQWLQXHWR観察研究の統計的方法  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

文献検索法 

338%+/%
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

文献検索法
/LWHUDWXUH6HDUFK

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV0RQ

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU7$.$+$6+,<26+,0,768
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU1$.$<$0$7$.(2

<HDUVHPHVWHUV 7KHILUVWKDOIRIILUVW
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
/LWHUDWXUH6HDUFK
・7KLVFRXUVHLVRQHRIWKHHOHFWLYHFODVVHVRI6FKRRORI3XEOLF+HDOWK
・$VEHLQJEDVHGRQIXQGDPHQWDONQRZOHGJHRIHSLGHPLRORJ\DQGHYLGHQFHEDVHGPHGLFLQHWKLVFRXUVH
SURYLGHVVWXGHQWVZLWKVNLOOVRIOLWHUDWXUHVHDUFK
・7KHXVHIXOGDWDEDVHVVXFKDV3XE0HGWKH&RFKUDQHOLEUDU\,JDNX&KXR=DVVKLDQGWKHRWKHULQIRUPDWLRQ
UHVRXUFHVWKDWDUHDYDLODEOHRQOLQHZLOOEHLQWURGXFHG
・:HKRSHVWXGHQWVZKRDWWHQGWKLVFRXUVHZLOOOD\WKHIRXQGDWLRQIRUSURPRWLQJWKHLURZQSXEOLFKHDOWK
UHVHDUFKE\OHDUQLQJVNLOOVRILQIRUPDWLRQVHDUFK
・/HFWXUHDQGSUDFWLFDOLQ-DSDQHVH,ZLOOWU\WRRIIHUVHYHUDOKDQGRXWVLQ(QJOLVK
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・7RDFTXLUHVNLOOVRIVHDUFKLQJPHGLFDORUKHDOWKLQIRUPDWLRQIURPYDULRXVGDWDEDVHRULQWHUQHW

>7H[WERRNV@
1RWXVHG
1RWKLQJSDUWLFXODU
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
LQ-DSDQHVH 1DND\DPD77VXWDQL.『5LQVKRNHQN\XWRHNLJDNXNHQN\XQRWDPHQRNRNXVDLUXUXVKX』（
/LIHVFLHQFHVKXSSDQ）
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
<RXVKRXOGEULQJ(&6,' VWXGHQW,'DQGSDVVZRUG ZKLFKLVJLYHQ
5DWKHUWKDQVSHQGLQJPRUHWLPHRQ\RXUSUHSDUDWLRQSOHDVHSXWPRUHHQHUJ\LQWRWKHUHYLHZ

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KLVFRXUVHLVRSHQWRJUDGXDWHVWXGHQWVZLWKWKHVFKRRORIKXPDQKHDOWKVFLHQFH
7KLVFRXUVHLVEDVLFDOO\FRQGXFWHGLQ-DSDQHVH:HZLOOSURYLGHVRPHLQIRUPDWLRQLQ(QJOLVKWRLQWHUQDWLRQDO
VWXGHQWV
,I\RXKDYHTXHVWLRQVVHQGDQHPDLOWRWDNDKDVKL\RVKLPLWVXP#N\RWRXDFMS
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
 $SU 2ULHQWDWLRQ
 $SU ,QWURGXFWLRQWR,JDNX&KXR=DVVKL
 $SU ,QWURGXFWLRQWR3XE0HG 
 0D\ &OLQLFDOTXHVWLRQFOLQLFDOJXLGHOLQHVDQGV\VWHPDWLFUHYLHZ
 0D\ ,QWURGXFWLRQWR3XE0HG 
 0D\ ,QWURGXFWLRQWR&RFKUDQHOLEUDU\
 -XQ ,QWURGXFWLRQWRVRIWZDUHIRUOLWHUDWXUHPDQDJHPHQW 0HQGHOH\ 
 -XQ %DVLFRIFULWLFDODSSUDLVDODQGVWDWHPHQWV
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
3DUWLFLSDWLRQLQFODVVDQGGLVFXVVLRQVKRUWUHSRUWIRUHDFKOHFWXUH   5HSRUW 

&RQWLQXHWR文献検索法  ↓↓↓

&RXUVHQXPEHU

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

文献評価法 

338%+/%

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

文献評価法
&ULWLFDO$SSUDLVDO

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU1$.$<$0$7$.(2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU7$.$+$6+,<26+,0,768
-DSDQ5HG&URVV1DJR\D'DLQL+RVSLWDO9LFH'LUHFWRU
12*8&+,<26+,125,
,FKLVKL+RVSLWDO'LUHFWRU
6+,.$7$ 6$7258
1DUD0HGLFDO8QLYHUVLW\/HFWXUHU
7$1$.$<8
7RN\R0HWURSROLWDQ*HULDWULF+RVSLWDODQG,QVWLWXWHRI*HURQWRORJ\
,6+,=$.,7$76852
1DWLRQDOFHQWHUIRU&KLOG+HDOWKDQG'HYHORSPHQW5HVHDUFKHU
6$6$.,+$72.2

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
・7KLVFRXUVHLVRQHRIWKHHOHFWLYHFODVVHVRI6FKRRORI3XEOLF+HDOWK
・7KLVFRXUVHSURYLGHVVWXGHQWVZLWKVNLOOVRIFULWLFDODSSUDLVDORIOLWHUDWXUHRULQIRUPDWLRQUHWULHYHGDVEHLQJ
EDVHGRQIXQGDPHQWDONQRZOHGJHRIHSLGHPLRORJ\DQGHYLGHQFHEDVHGPHGLFLQH

>7H[WERRNV@
7KHPDWHULDOQHFHVVDU\IRUWKHOHFWXUHZLOOEHSURYLGHGE\OHFWXUHUV
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
1DND\DPD77VXWDQL.『5LQVKRNHQN\XWRHNLJDNXNHQN\XQRWDPHQRNRNXVDLUXUXVKX』（/LIHVFLHQFH
VKXSSDQ）
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5DWKHUWKDQVSHQGLQJPRUHWLPHRQ\RXUSUHSDUDWLRQSOHDVHSXWPRUHHQHUJ\LQWRWKHUHYLHZ
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
:HKRSHVWXGHQWVZKRDWWHQGWKLVFRXUVHZLOOOD\WKHIRXQGDWLRQIRUSURPRWLQJWKHLURZQSXEOLFKHDOWK
UHVHDUFKE\OHDUQLQJVNLOOVRIFULWLFDODSSUDLVDO
7KLVFRXUVHLVRSHQWRJUDGXDWHVWXGHQWVZLWKWKHVFKRRORIKXPDQKHDOWKVFLHQFH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHREMHFWLYHV@
7RDFTXLUHVNLOOVRIFULWLFDODSSUDLVDORIOLWHUDWXUHRULQIRUPDWLRQUHWULHYHG
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
,$SULO2ULHQWDWLRQ
,,-XQH(YDOXDWLRQRISDSHUVRIFOLQLFDOWULDOVE\&$63
,,,-XQH(YDOXDWLRQRIELDVXVLQJFDVHV 
,9-XQH(YDOXDWLRQRIELDVXVLQJFDVHV 
9-XO\&RFKUDQH5HYLHZVE\7KH&RFKUDQH&ROODERUDWLRQ
9,-XO\(YDOXDWLRQRISDSHUVRI0HWDDQDO\VLVE\&$63
9,,-XO\(YDOXDWLRQRIFOLQLFDOJXLGHOLQHVE\$*5((
9,,,$XJXVW WKWK 6HPLQDURI0HWDDQDO\VLV
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
3DUWLFLSDWLRQLQFODVVDQGGLVFXVVLRQVKRUWUHSRUWIRUHDFKOHFWXUH   5HSRUW 

&RQWLQXHWR文献評価法  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

ヘルスサイエンス研究の進め方 

338%+/%

ヘルスサイエンス研究の進め方
0HWKRGVRI+HDOWK6FLHQFHV5HVHDUFK

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU1$.$<$0$7$.(2
3DUWWLPH/HFWXUHU0,<$=$.,.,.8.2
6WDWFRP&R/WG
8(7$1,.$(

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
・%DVLFNQRZOHGJHDERXWKRZWRFRPPXQLFDWHFRQFLVHO\DQGDFFXUDWHO\
・7KHLQVDQGRXWVRIHWKLFVLQUHVHDUFKDQGSXEOLVKLQJ
・+RZWRFUHDWHFOHDUVFLHQWLILFDQGORJLFDOWH[WVILJXUHVDQGWDEOHVVOLGHVDQGSRVWHUVIRUWKHHIIHFWLYH
SXEOLFDWLRQRIUHVHDUFKUHVXOWV
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・2EWDLQDWKRURXJKXQGHUVWDQGLQJRIWKHVLJQLILFDQFHRIKHDOWKVFLHQFHVUHVHDUFK
・2EWDLQDQXQGHUVWDQGLQJRIDQGREVHUYHIRUWKHHWKLFVLQUHVHDUFKDQGSXEOLVKLQJ
・2EWDLQDQXQGHUVWDQGLQJRIWKHEDVLFPHWKRGVRISUHSDULQJSUHVHQWDWLRQVSDSHUVDQGJUDQWSURSRVDOV
・2EWDLQDQXQGHUVWDQGLQJRIWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQDFDGHPLFDQGJHQHUDOZULWLQJPHWKRGV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
0D\UG+LVWRU\DQGVLJQLILFDQFHRIKHDOWKVFLHQFHUHVHDUFK
0D\WK(WKLFVLQUHVHDUFKDQGSXEOLVKLQJ, LQWURGXFWLRQ
-XQHUG(WKLFVLQUHVHDUFKDQGSXEOLVKLQJ,, ,&0-(
-XQHWK/RJLFDOZULWLQJ+RZWRZULWHHIIHFWLYHO\DQGHIILFLHQWO\KRZWRZULWHDMRXUQDODUWLFOHDQG
DEVWUDFW
-XQHUG/RJLFDOZULWLQJ3DUDJUDKVWUXFWXUH
-XQHWK+LVWRU\RIPHGLFDOUHVHDUFKLQ.\RWR8QLYHUVLW\
-XQHUG'LVSOD\GDWDLQWDEOHVDQGJUDSKV
-XQHWK+RZWRZULWHDJUDQWSURSRVDO

>7H[WERRNV@
5HDGLQJPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHHGHG
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
/DQJ7$『+RZWR:ULWH3XEOLVK 3UHVHQWLQWKH+HDOWK6FLHQFHV$*XLGHIRU&OLQLFLDQV /DERUDWRU\
5HVHDUFKHUV』（7KH$PHULFDQ&ROOHJHRI3K\VLFLDQV）
/DQJ7$6HFLF0『+RZWR5HSRUW6WDWLVWLFVLQ0HGLFLQH$QQRWDWHG*XLGHOLQHVIRU$XWKRUV(GLWRUVDQG
5HYLHZHUV』（7KH$PHULFDQ&ROOHJHRI3K\VLFLDQV）
1DND\DPD77VXWDQL.『5LQVKRNHQN\XWRHNLJDNXNHQN\XQRWDPHQRNRNXVDLUXUXVKX』（/LIH6FLHQFH
6KXSSDQ）
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
2QHKRXUIRUHDFKOHVVRQ
)RUWKHILUVWOHVVRQSUHSDUDWLRQUHDGWKH,&0-(5HFRPPHQGDWLRQRQWKLVZHEVLWH>KWWSZZZLFPMHRUJ
UHFRPPHQGDWLRQV@
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHFKHFNWKHOHFWXUHVFKHGXOH
6WXGHQWVDUHDGYLVHGWRGHYHORSDQGH[SUHVVWKHLURZQLGHDVDQGRSLQLRQVGXULQJFODVVHV
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVRSHQWRJUDGXDWHVWXGHQWVZLWKWKHVFKRRORIKXPDQKHDOWKVFLHQFH6WXGHQWVZKRZDQWWRMRLQ
DUHH[SHFWHGWRDFWLYHO\SDUWLFLSDWHLQFODVVGLVFXVVLRQV
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
3DUWLFLSDWLRQLQFODVVDQGGLVFXVVLRQ 5HSRUW

&RQWLQXHWRヘルスサイエンス研究の進め方  ↓↓↓

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

医療の質評価 

338%+/%

医療の質評価
(YDOXDWLRQRI4XDOLW\LQ+HDOWK&DUH

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVRFLDWH3URIHVVRU6$6$.,125,.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU.81,6$:$686808
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU22768%27(768<$

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
>2XWOLQHDQG3XUSRVHRIWKH&RXUVH@
7KLVFRXUVHIDFLOLWDWHVWKHXQGHUVWDQGLQJRIIXQGDPHQWDOPDWWHUVDQGLPSRUWDQWRQVLWHLVVXHVLQKHDOWKFDUH
TXDOLW\VDIHW\HTXLW\DQGHIILFLHQF\DWYDULRXVOHYHOVVXFKDVPHGLFDOVWDIIKHDOWKFDUHLQVWLWXWLRQV
PXQLFLSDOJRYHUQPHQWVDQGQDWLRQDOJRYHUQPHQWV
&RQWHQW!
+HDOWKFDUHTXDOLW\HTXLW\DQGHIILFLHQF\
$ELOLW\WRH[SODLQWKHIXQGDPHQWDOVRITXDVLH[SHULPHQWDOGHVLJQ
0DQDJHPHQWV\VWHPVDQGSROLFLHVLQKHDOWKFDUHTXDOLW\VDIHW\DQGHIILFLHQF\
+HDOWKFDUHHYDOXDWLRQVDQGKRVSLWDOIXQFWLRQDODVVHVVPHQWV
+HDOWKFDUHLQIRUPDWLFVDQGKHDOWKFDUHTXDOLW\HYDOXDWLRQV
+HDOWKFDUHTXDOLW\LQGLFDWRUV 4,V DQGWKHLUDSSOLFDWLRQV

>&RXUVHREMHFWLYHV@
・6WXGHQWVZLOOXQGHUVWDQGDQGEHDEOHWRH[SODLQNH\LVVXHVLQHYDOXDWLRQVRITXDOLW\LQKHDOWKFDUH
LQFOXGLQJWKHQHFHVVDU\WKHRULHVDQGFRQFHSWVUHVHDUFKDQGHYDOXDWLRQPHWKRGVDVZHOODVSUREOHPVDQG
PHDVXUHV
・6WXGHQWVZLOOEHDEOHWRV\VWHPDWLFDOO\DQGFULWLFDOO\LQWHUSUHWWKHVLJQLILFDQFHRIIXQGDPHQWDOUHVHDUFKDQG
VRFLDOV\VWHPV
・6WXGHQWVZLOOEHDEOHWRDSSO\UHOHYDQWNQRZOHGJHWRVROYHSUREOHPVLQSXEOLFKHDOWKUHVHDUFKDQGSUDFWLFH

1RWH7KLVVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJH2YHUYLHZRIWKHVFKHGXOHZLOOEHVKRZQDWWKHILUVWGD\
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVPDLQO\RSHQWR6WXGHQWVLQ6FKRRORI3XEOLF+HDOWK
6WXGHQWVIURPRWKHUFRXUVHV LQFOXGLQJVWXGHQWVLQ6FKRRORI+XPDQ+HDOWK6FLHQFHV DUHOLPLWHGWR
PD[LPXPVWXGHQWV
$WWHQGDQFHUDWHRUPRUH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
 5HSRUW 
 &ODVVURRPSDUWLFLSDWLRQ 
>7H[WERRNV@
5HDGLQJPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHHGHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
・医療安全のエビデンス‐患者を守る実践方策 医学書院
・病院の教科書（医学書院）
・+DQGERRNRI+HDOWK6HUYLFHV5HVHDUFK（6SULQJHU6FLHQFH%XVLQHVV0HGLD）
・「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
%RWKJRRGSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZDUHQHHGHG
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
2XUGHSDUWPHQWKDVEHHQDFFHSWLQJJUDGXDWHVWXGHQWVZKRDUHLQWHUHVWHGLQUHVHDUFKUHODWHGWRKHDOWKFDUH
SROLFLHVKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWDQGKHDOWKFDUHTXDOLW\VDIHW\FRVW KWWSPHGHFRQXPLQDFMSLQW

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
-XQH +HDOWKFDUHTXDOLW\HIILFLHQF\DQGHTXLW\
-XQH 2UJDQL]DWLRQDOFXOWXUHDQGTXDOLW\VDIHW\LQKHDOWKFDUHFXOWXUH
-XO\ +HDOWKFDUHTXDOLW\HYDOXDWLRQPHWKRGVRXWFRPHVUHVHDUFKDQGULVNDGMXVWPHQWV
-XO\ ,QGLFDWRUVRIKHDOWKFDUHTXDOLW\ 4,VDQG&,V 
-XO\ ,QIRUPDWLRQV\VWHPVDQGKHDOWKFDUHHYDOXDWLRQV
-XO\ (YDOXDWLRQRITXDOLW\LQKHDOWKFDUH-RXUQDODUWLFOHUHYLHZDQGGLVFXVVLRQ
-XO\ (YDOXDWLRQRITXDOLW\LQKHDOWKFDUH-RXUQDODUWLFOHUHYLHZDQGGLVFXVVLRQ

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV
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毒性学入門 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

毒性学入門
,QWURGXFWLRQWR7R[LFRORJ\

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV:HG

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU+$5$'$.28-,

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
,&RXUVH'HVFULSWLRQ
7KHKD]DUGRXVHIIHFWVRIFKHPLFDOVRQKXPDQKHDOWKKDYHEHHQWUDGLWLRQDOO\LQYHVWLJDWHGLQWR[LFRORJ\ZKLOH
WKHUDSHXWLFRQHVKDYHEHHQLQYHVWLJDWHGLQSKDUPDFRORJ\,QWKLVFRXUVHVHOHFWHGNQRZQHSLVRGHVRI
HQYLURQPHQWDOSROOXWLRQVPHWDOVDQGRUJDQLFVXEVWDQFHVZLOOEHJLYHQ:HZLOOGLVFXVVWKHWR[LFLWLHVRI
FRPPRQFKHPLFDOVLQRXUPRGHUQOLYHVPHUFXU\GLR[LQOHDGWKDOOLXPDQGFDQQDELQRLGV7KHDLPRIWKLV
FRXUVHLVWRSURYLGHDVFLHQWLILFEDVLVRIPRGHUQWR[LFRORJ\
>&RXUVHREMHFWLYHV@
,,&RXUVH*RDOVDQG2EMHFWLYHV
,QWURGXFWLRQWREDVLFWR[LFRORJ\
.QRZOHGJHIRUWKHWR[LFHIIHFWVRIVRPHHQYLURQPHQWDOSROOXWDQWVPHWDOVDQGRUJDQLFVXEVWDQFHVIDPLOLDUWR
XV
.QRZOHGJHIRUGHYHORSPHQWDOWR[LFRORJ\DQGFDUFLQRJHQHVLV
$QDO\WLFDOVNLOOIRUWR[LFRNLQHWLFVDQGWR[LFRG\QDPLFV
6NLOOIRUUHJXODWRU\VWUDWHJ\WRPLQLPL]HWKHWR[LFHIIHFWVRIFKHPLFDOV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
&RXUVH6FKHGXOH
2ULHQWDWLRQ
$OFRKROWR[LFLW\DQGJHQHWLFV
,QVXOLQ
1HRQLFRWLQRLGSHVWLFLGH
0HUFXU\SRLVRQLQJV
$UVHQLFSRLVRQLQJV
2SLRLGDQGFDQQDELQRLG
&DXVHRI&KLUHGUHQ V'HDWKLQ,QGLDGXULQJVXPPHU
$FRQLWLQH
0HGLFLQHVIURPQDWXUDOSURGXFWV
*URXSZRUN
5HSRUWFULWLFLVP

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
9&RXUVH*UDGH
$WWHQGDQFHDQGDFWLYHSDUWLFLSDWLRQLQWKHOHFWXUH5HSRUWDVVLJQPHQW
>7H[WERRNV@
1RWXVHG
,9&RXUVH7H[WDQG5HDGLQJV
+DQGRXWV
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
*URXSGLVFXVVLRQZLOOEHSHUIRUPHGE\VWXGHQWVLQ2XWRI&ODVV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
9,0HVVDJH
,QWURGXFWLRQWR7R[LFRORJ\  7R[LFRORJ\ DQG 2QWKH%HQFK7UDLQLQJ DUHLQVHULHV7KRVHZKR
ZLVKWRWDNH 7R[LFRORJ\ DQG 2QWKH%HQFK7UDLQLQJ PD\EHWWHUWDNH ,QWURGXFWLRQWR7R[LFRORJ\

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RQWLQXHWR毒性学入門  ↓↓↓

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

医療社会学・基礎 

338%+/%
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

医療社会学・基礎
0HGLFDO6RFLRORJ\

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU,:$.80$0,+2

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
&RXUVH'HVFULSWLRQ
0HGLFDOVRFLRORJ\LVD VFKRODUO\GLVFLSOLQHZKLFKLQYHVWLJDWHVJOREDOLVVXHVFRQFHUQLQJVLFNQHVVKHDOWK
DQGPHGLFLQHXVLQJVRFLRORJLFDOWKHRULHVDQGPHWKRGV  6RFLRORJ\RIKHDOWKDQGPHGLFLQH E\
<DPD]DNLHWDO 
7KLVFRXUVHFRYHUVLQDGGLWLRQWRVRFLRORJ\VXFKDUHDVDVDQWKURSRORJ\FRPPXQLFDWLRQVWXGLHVKLVWRU\
SKLORVRSK\DQGRUHWKLFV

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&RXUVH*UDGH
3DUWLFLSDWLRQ
7HUPSDSHU
WLWOHILQDOYHUVLRQ
>7H[WERRNV@
1RWXVHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
/HFWXUHVJURXSZRUNDQGRUGLVFXVVLRQ
>&RXUVHREMHFWLYHV@
&RXUVH*RDOVDQG2EMHFWLYHV
8QGHUVWDQGJHQHUDOLGHDVDERXWPHGLFDOVRFLRORJ\
8QGHUVWDQGIUDPHZRUNVWKHRULHVDQGFRQFHSWVWKDWDUHUHOHYDQWWRPHGLFDOVRFLRORJ\
)LQGRZQUHVHDUFKGRPDLQLQPHGLFDOVRFLRORJ\
3URYLGHSHUVSHFWLYHVDQGYRFDEXODULHVIRUPHGLFLQHIURPKXPDQLWLHVDQGVRFLDOVFLHQFHV

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
0HVVDJH
FODVVSDUWLFLSDWLRQE\WKHVWXGHQWLVKLJKO\YDOXHG
6XLWDEOHIRUVWXGHQWVZKRDUHLQWHUHVWHGLQVRFLDOVFLHQFHSHUVSHFWLYHVLQPHGLFLQHDQGVFLHQFH
&RQVXOWZLWKPH$6$3IRUDQ\GLVDELOLW\UHODWHGDFFRPPRGDWLRQ#PKLZDNXPD#\DKRRFRMSRUH[W
$JXHVWOHFWXUHLVJLYHQLQ-DSDQHVH
FRQWHQWV GDWHVDUHVXEMHFWVWRFKDQJH

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
 ,QWURGXFWLRQ
 %DVLFVRIPHGLFDOVRFLRORJ\
 *XHVWOHFWXUHRQ,3(,3:
 HQKDQFHPHQWLQPHGLFLQH
 6LFNUROHVWLJPD RWKHUFRQFHSWVRIPHGLFDOVRFLRORJ\
 0HGLFDOVRFLRORJ\DQGFRPPXQLFDWLRQ
 ,OOQHVVDQGVLFNQHVV

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
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未更新
&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

統計遺伝学,
6WDWLVWLFDO*HQHWLFV,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

統計遺伝学, 

*0('6/(

'RFWRUDOVWXGHQWV 1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

HVWLPDWHVDQGOLNHOLKRRGIXQFWLRQV

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU<$0$'$5,<28

$SSOLFDWLRQ$7RXQGHUVWDQGVWDWLVWLFDODVSHFWVIRUULVNHYDOXDWLRQRI0HQGHOLDQWUDLWVDQGFDQFHUV\QGURPHV
$SSOLFDWLRQ%7RXQGHUVWDQGVWDWLVWLFDODVSHFFWVIRUULNVHYDOXDWLRQRIFRPSOH[JHQHWLFWUDLWVDQG
H[SUHVVLRQDOSURILOHV

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

OHFWXUHDQGVHPLQDU

,QHYHU\PRGXOHWKHEDVLFVRI5ODQJXDJHVKRXOGEHPDVWHUHG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHLVFRQVLVWHGRIWKUHHFRPSRQHQWVWRPDVWHUWKHEDVLFVRIVWDWLVWLFDOJHQHWLFV  EDVLFPDWKHPDWLFV
  EDVLFVRIVWDWLVWLFVDQG  DSSOLFDWLRQRIVWDWLVWLFVWRJHQHWLFVWXGLHV
7KHFRXUVHGLYLGHVWKHVHWKUHHFRPSRQHQWVLQWRVL[PRGXOHVDQGSURYLGHVRQHRIWKHPIRUHDFKVHPHVWHU
%DVLFPDWKHPDWLFV$/LQHDUDOJHEUDDQGJUDSKWKHRU\
%DVLFPDWKHPDWLFV%&DOFXOXVDQGLQIRUPDWLRQJHRPHWU\

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
%DVLFPDWKHPDWLFV$
7KHILUVWKDOI/LQHDUDOJHEUDLQFOXGLQJPDWUL[FDOFXODWLRQYDULDQFHFRYDULDQFHPDWUL[OHDVWVTXDUHPHWKRG
V\VWHPRIHTXDWLRQ3&$RSWLPL]DWLRQ
7KHVHFRQGKDOI*UDSKWKHRU\LQFOXGLQJEDVLFVRIEDVLFVRIJUDSKWKHRU\WUHHPLQLPXPVSDQQLQJWUHH
UDQGRPJUDSKDQGQHWZRUNDQGJUDSKREMHFWVLQ5ODQJXDJH
%DVLFPDWKHPDWLFV%
7KHILUVWKDOI&DOFXOXVLQFOXGLQJH[SHFWRISUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQVOLNHOLKRRGIXQFWLRQDQGPD[LPXP
OLNHOLKRRGHVWLPDWHDQGFDOFXOXVIRUWKHPFDOFXOXVIRUSUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQFXPXODWLYHGHQVLW\
IXQFWLRQDQGKD]DUGIXQFWLRQVSDUWLDOGHULYDWLYHDQG+:(FDOFXOXVIRUOHDVWVTXDUHPHWKRGVDQG7D\ORU
H[SDQVLRQ
7KHVHFRQGKDOI,QIRUPDWLRQJHRPHWU\LQFOXGLQJLWVEDVLFV)LVKHULQIRUPDWLRQGXDOIODWQHVVH[SRQHQWLDO
IDPLOLHVDQG./GLYHUJHQFH

%DVLFVRIVWDWLVWLFV$'DWDW\SHVDQGVWDWLVWLFDOWHVWV
%DVLFVRIVWDWLVWLFV%,QIHUHQFH
$SSOLFDWLRQRIVWDWLVWLFV$6WDWLVWLFDODVSHFWVRI0HQGHOLDQWUDLWVDQG&DQFHUV\QGURPHV
$SSOLFDWLRQRIVWDWLVWLFV%6WDWLVWLFDDVSHFWVRIFRPSOH[JHQHWLFWUDLWVDQGJHQHH[SUHVVLRQELRPDUNHUV
6FKHGXOHSODQLVDVEHORZ

%DVLFVRIVWDWLVWLFV$
'DWDW\SHVLQFOXGLQJFDWHJRULFDOW\SHVDQGVLPSOH[[WDEOHWHVWVDQGFKLVTXDUHWHVWDQGH[DFWWHVW+:(
WHVWDQGLWVH[DFWWHVW[WDEOHWHVWDQGJHQHWLFPRGHOVXQLIRUPGLVWULEXWLRQDQGPXOWLSOHWHVWLQJDQG
%RQIHUURQL VFRUUHFWLRQ

VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV$QGVHPHVWHU%DVLFVRIVWDWLVWLFV$
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV%QGVHPHVWHU$SSOLFDWLRQ%
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV$QGVHPHVWHU%DVLFVRIVWDWLVWLFV%
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV%QGVHPHVWHU$SSOLFDWLRQ$

%DVLFVRIVWDWLVWLFV%
3RLQWDQGLQWHUYDOHVWLPDWHV%D\HVLDQDSSRDFKDQGELQRPLDODQGEHWDGLVWULEXWLRQVKDSORW\SHIUHTXHQF\
HVWLPDWLRQDQG(0DOJRULWKPDQG/'EORFN

,QWKHFRXUVHWKHODQJXDJH5LVXVHGIRUGDWDDQDO\VLVVLPXODWLRQDQGYLVXDOL]DWLRQ
7KLVVHPHVWHU%$6,&0$7+(0$7,&6$

$SSOLFDWLRQ$
7KHILUVWKDOI0HQGHOLDQWUDLWVLQFOXGLQJSHGLJUHHJHQRW\SHVDQGSKHQRW\SHVRI0HQGHOLDQWUDLWV1*6DQG
GLVHDVHUHVSRQVLEOHYDULDQWV
7KHVHFRQGKDOI&DQFHUV\QGURPHLQFOXGLQJLWVEDVLFVDQGULVNHYDOXDWLRQGHFLVLRQVXSSRUWWRRO%D\VHLDQ
HVWLPDWLRQDQG%D\HVLDQQHWZRUN

>&RXUVHREMHFWLYHV@
%DVLFPDWKHPDWLFV$7RXQGHUVWDQGPDWUL[FDOFXODWLRQOHDVWVTXDUHV3&$DQG
WKHEDVLFVRIJUDSKWKHRU\
%DVLFPDWKHPDWLFV%7RXQGHUVWDQGFDOFXOXVIRUSUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQVOLNHOLKRRGIXQFWLRQVDQG
PD[LPXPOLNHOLKRRGHVWLPDWLRQDSSUR[LPDWLRQDQGWKHEDVLFVRILQIRUPDWLRQJHRPHWU\

$SSOLFDWLRQ%
7KHILUVWKDOI&RPSOH[JHQHWLFWUDLWVLQFOXGLQJJHQHWLFPRGHOVSRSXODWLRQDQGFRKRUW[WDEOHDVVRFLDWLRQ
WHVWVDQGPXOWLSOHORFXVPRGHO
7KHVHFRQGKDOI7UDQVFULSWRPHDQDO\VLVDQGH[SUHVVLRQSURILOHVLQFOXGLQJWKHLUEDVLFVGLIIHUHQWLDO
H[SUHVVLRQDQDO\VLVFOXVWHULQJDQGKHDWPDSVXSHUYLVHGOHDUQLQJDQGYDOLGDWLRQ

%DVLFVRIVWDWLVWLFV$：7RXQGHUVWDQGGDWDW\SHVVWDWLVWLFDOWHVWVDV\PSWRWLFWHVWVH[DFWWHVWVDQG
FRQWLQJHQF\WDEOHWHVWV
%DVLFVRIVWDWLVWLFV%：7RXQGHUVWDQGSRLQWDQGLQWHUYDOHVWLPDWHV%D\HVLDQHVWLPDWHVPD[LPXPOLNHOLKRRG
&RQWLQXHWR統計遺伝学,  ↓↓↓

&RQWLQXHWR統計遺伝学,  ↓↓↓

未更新
統計遺伝学, 
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
,WLVGHVLUDEOHWRKDYHEDFNJRXQGRIPROHFXODUELRORJ\DQGJHQHWLFVEXWQRWUHTXLUHGLIUHDG\IRUVHOIOHDUQLQJ
WKHP

&RXUVHQXPEHU

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

%ULQJDODSWRS3&ZLWKZLIL

338%+/%

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

臨床試験
&OLQLFDO7ULDO

(QJOLVK

%DVLFFRPSXWHUVNLOOVDQGSURJUDPPLQJLQ5DUHQHFHVVDU\,IQRVHOIOHDUQWKHPDORQJWKHFRXUVH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$FWLYLWLHVLQWKHFODVVKRXUVKRPHZRUNVDQGH[DPDWWKHHQGRIWKHFRXUVHDUHFRXQW
>7H[WERRNV@
)RUEDVLFVRIVWDWLVWLFV$DQG%遺伝統計学の基礎,6%1LQ-DSDQHVHDQGLWV(QJOLVK
YHUVLRQKDQGRRXWZLOOEHXVHG
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
)RUEDVLFPDWKHDWLFLVJHWKDQGRXWV#KWWSVWDWJHQHWN\RWRXQLYZLNLGRWFRP
)RUDSSOLFDWLRQ$DQG%JHWKDQGRXWV#KWWSVWDWJHQHWN\RWRXQLYZLNLGRWFRP
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
+RPHZRUNHYHU\ZHHN

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
1RQH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV:HG

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF3URIHVVRU7$1$.$6+,528
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU)858.$:$726+,$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU1,6+,<$0$&+,.$
京都府立医科大学 教授
7(5$08.$,6$726+,
名古屋医療センター臨床疫学研究室 室長
6$,72$.,.2

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHFRQVLVWVRIOHFWXUHVRQPHWKRGRORJ\RIFOLQLFDOWULDOVLQDFFRUGDQFHZLWK&KDSWHUDQG
WRRI &OLQLFDO7ULDOV$3UDFWLFDO$SSURDFK ,QDGGLWLRQOHFWXUHUVZKRH[SHULHQFHGLQ
LQYHVWLJDWRULQLWLDWHGFOLQLFDOWULDOVLQFDUGLRYDVFXODUGLVHDVHFDQFHUDQGWUDQVODWLRQDOUHVHDUFKDUHDVSURYLGH
OHFWXUHVRQWKHSUDFWLFDODVSHFWVRIFOLQLFDOWULDOVEDVHGRQWKHLUH[SHULHQFH7KLVFRXUVHDOVRLQFOXGHVD
ZRUNVKRSRIGHYHORSLQJVWXG\SURWRFROVRIK\SRWKHWLFDOFOLQLFDOWULDOVZLWKVPDOOVL]HGJURXSV0&5UHTXLUHG
&%UHTXLUHG03+HOHFWLYH
>&RXUVHREMHFWLYHV@
7RXQGHUVWDQGPHWKRGRORJ\RIFOLQLFDOWULDOV
7RXQGHUVWDQGFRQWHQWVRIVWXG\SURWRFRODQGOHDUQKRZWRGHYHORSDVWXG\SURWRFROWKURXJKDZRUNVKRSRI
SURWRFROGHYHORSPHQW
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
$SULO2YHUYLHZ )XUXNDZD
$SULO2UJDQL]DWLRQDQG3ODQQLQJ 7DQDND
$SULO([SHULHQFHLQ(GXFDWLRQ,QWHUYHQWLRQ7ULDOVLQ&DUGLRYDVFXODU'LVHDVH 1LVKL\DPD
0D\,VVXHVLQ&RQGXFWLQJ&DQFHU&OLQLFDO7ULDOVDQG7KHLU6ROXWLRQV 6DLWR
0D\&DQFHU3KDVH,,,,,7ULDOV 7DQDND
0D\(QGSRLQWV5DQGRPL]DWLRQDQG%OLQGLQJ
0D\3XEOLFDWLRQDQG,QWHUSUHWDWLRQRI)LQGLQJV )XUXNDZD
-XQH6WDWLVWLFDO&RQVLGHUDWLRQLQ3URWRFRO'HYHORSPHQW 7HUDPXNDL
-XQH6WDWLVWLFDODQDO\VLV 7DQDND
-XQH6WDWLVWLFDODQDO\VLV 7DQDND
-XQH:RUNVKRS SURWRFROGHYHORSPHQW7DQDND$LGD,PDL
-XO\:RUNVKRS SURWRFROGHYHORSPHQW7DQDND$LGD,PDL
-XO\:RUNVKRS SURWRFROGHYHORSPHQW7DQDND$LGD,PDL
-XO\:RUNVKRS SURWRFROGHYHORSPHQW7DQDND$LGD,PDL
-XO\:RUNVKRS SUHVHQWDWLRQ)XUXNDZD7DQDND$LGD,PDL

&RQWLQXHWR臨床試験  ↓↓↓
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未更新
臨床試験 
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ
(QJOLVK

>7H[WERRNV@
6WXDUW-3RFRFN『&OLQLFDO7ULDOV$3UDFWLFDO$SSURDFK』（:LOH\）
$FRS\RIWKHWH[WERRNZLOOEHSURYLGHG

7DUJHW\HDU

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
3OHDVHUHDGWKHWH[WERRN&OLQLFDO7ULDOV$3UDFWLFDO$SSURDFK
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

統計家の行動基準
6WDWLVWLFLDQV6WDQGDUGRI&RQGXFWV

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$WWHQGDQFH5HSRUW

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

338%+/-

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
3URMHFW$VVRFLDWH3URIHVVRU6$728 .(,.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU'2, 0$6$$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVLVWDQW3URIHVVRU2PL\D0DVDWRPR

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
$FFRUGLQJWRWKHWK&HQWXU\%ULWLVK3ULPH0LQLVWHU%HQMDPLQ'LVUDHOL7KHUHDUHOLHVGDPQHGOLHVDQG
VWDWLVWLFV+RZHYHUVWDWLVWLFVDUHXVHGLQYDULRXVILHOGVDVIXQGDPHQWDOLQIRUPDWLRQIRUGHFLVLRQPDNLQJDQG
SROLF\DQGDUHYLWDOWRPDLQWDLQLQJDQGLPSURYLQJKXPDQZHOOEHLQJDQGWKHHQYLURQPHQW)RUVWDWLVWLFVWR
QRWGHYROYHLQWROLHVVWDWLVWLFLDQVH[SHUWVZKRSHUIRUPUHVHDUFKDQGWDVNVLQYROYLQJVWDWLVWLFVPXVWQRWRQO\
KDYHWKHDSSURSULDWHNQRZOHGJHDQGVNLOOVEXWDOVRSURIHVVLRQDOLVP6D\LQJWKLVIHHOVVRPHZKDWULJLGEXWDV
DUHVXOWRIUHFHQWLQVWDQFHVRIPLVFRQGXFWUHODWHGWRUHVHDUFKH[WHUQDOUHJXODWLRQVKDYHRQO\EHFRPHVWULFWHU
VXFKDVPDQGDWRU\DWWHQGDQFHDWUHVHDUFKHWKLFVVHPLQDUVRQVWDQGDUGVDGKHUHQFH7KLVFRXUVHDLPVWRKDYH
VWXGHQWVWKLQNIRUWKHPVHOYHVDERXWZKDWVWDWLVWLFLDQVVKRXOGEHEDVHGRQWKHEDVLFSUHPLVHWKDWWKHRQO\
SHUVRQZKRFDQHQVXUHRQH VDGKHUHQFHLVRQHVHOI7KHUHLVDQHHGQRWRQO\IRUVFLHQFHZKLOHGHVLJQLQJ
FOLQLFDOWULDOVIRUKXPDQVEXWDOVRIRUKHDUW0HGLFLQHVWKDWZHUHVXSSRVHGWREULQJKHDOWKKDYHEURXJKW
WUDJHG\DQGZHVKDOOVWXG\H[DPSOHVZKHUHVWDWLVWLFLDQVPD\KDYHEHHQUHVSRQVLEOHIRUWKHKDUPFDXVHG:H
VKDOOFRQVLGHUKRZVWDWLVWLFLDQVVKRXOGEHKDYHDQGZKDWVWXGHQWVZLVKWRHQJDJHZLWKWKURXJKGLVFXVVLRQV
DQGJURXSZRUN>,QWHQVLYHOHFWXUHVRQ-XO\DQG )UL @
>&RXUVHREMHFWLYHV@
8QGHUVWDQG ・&RQIOLFWVEHWZHHQVFLHQFHDQGHWKLFVLQFOLQLFDOUHVHDUFK
・:KDWVWDWLVWLFLDQVKDYHGRQHLQGUXJHYDOXDWLRQVLQWKHSDVW
・:D\VWRH[SODLQWKHUROHRIVWDWLVWLFLDQVLQFOLQLFDOUHVHDUFKDQG
・:D\VWRFRQVLGHUDQGLQWHUQDOL]HVWDQGDUGVRIEHKDYLRUDVDVWDWLVWLFLDQ
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
,QWHQVLYHOHFWXUHV-XO\ )ULGD\3HULRGVDQG  )ULGD\3HULRGVDQG DQG )ULGD\3HULRGV
DQG 
6HVVLRQ-XO\3HULRG3ODQQLQJD9DOLG&OLQLFDO7ULDO
6HVVLRQ-XO\3HULRG3ODQQLQJD9DOLG&OLQLFDO7ULDO
6HVVLRQ-XO\3HULRG'UXJVDQG6DIHW\ 3URIHVVRU7VXJXPLFKL6DWR7RN\R8QLYHUVLW\RI6FLHQFH 
6HVVLRQ-XO\3HULRG7KH,QYROYHPHQWRI6WDWLVWLFLDQVLQ'DPDJH&DXVHGE\7KDOLGRPLGH
6HVVLRQ-XO\3HULRG7KH&RUHRI,&+6WDWLVWLFDO*XLGHOLQHV
6HVVLRQ-XO\3HULRG&XOWLYDWLQJ3URIHVVLRQDOLVP$PRQJ6WDWLVWLFLDQV
6HVVLRQ-XO\3HULRG*URXS:RUN

&RQWLQXHWR統計家の行動基準  ↓↓↓

統計家の行動基準 
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
6WXGHQWVZKRDUHQRWVWDWLVWLFLDQVDUHDOVRZHOFRPH

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/-
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

健康デザイン論
'HVLJQLQJ+HDOWKFRPPXQLFDWLRQ

(QJOLVK

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
5HSRUWV
>7H[WERRNV@
0DWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGLQHDFKVHVVLRQ
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
)ULHGPDQ/0)XUEHUJ&''H0HWV'/5HERXVVLQ'0*UDQJHU&%『)XQGDPHQWDOVRI&OLQLFDO7ULDOVWK
HG』 6SULQJHU +LGHR.XQLWRK.HLNR6DWR.HQLFKL<RVKLPXUD誰も教えてくれなかった癌臨床
試験の正しい作法 &KXJDL,JDNX
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5HDGWKH6WDWLVWLFLDQV &RGHRI&RQGXFWLVVXHGE\7KH%LRPHWULF6RFLHW\RI-DSDQDQGWKH6WDWLVWLFDO
3ULQFLSOHVLQ&OLQLFDO7ULDOVLVVXHGE\,&+(
KWWSZZZELRPHWULFVJUMSQHZVDOOVWDQGDUGBSGI
KWWSVZZZSPGDJRMSLQWDFWLYLWLHVLQWKDUPRQ\LFKKWPO
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU1$.$<$0$7$.(2

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH\HDUURXQG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
・7ROHDUQWKHZD\RIWKLQNLQJ EDVLFFRQFHSWDERXW&RPPXQLFDWLRQ'HVLJQ$SSURDFKLQ+HDOWKFDUH
・8VLQJWKLVDSSURDFKDVDFOXHZHZLOOGLVFXVVWKHSRWHQWLDORIWKLVDSSURDFKWRSURPRWHWDUJHWV
XQGHUVWDQGLQJVDQGDFWLRQVDQGOHDGWKHPWRH[SHFWHGUHVXOWV
・/HFWXUH ZRUNVKRSVW\OH
>&RXUVHREMHFWLYHV@
7KHJRDOVRIWKLVFRXUVHDUHWR
LQGHUVWDQGFRQFHSWVDQGDSSURDFKHVVXFKDVLQVLJKWXQGHUVWDQGLQJEHKDYLRUSURPRWLRQFRFUHDWLRQ
FROODERUDWLRQHWFUHJDUGLQJKRZWRDFKLHYHKHDOWKFRPPXQLFDWLRQWRPD[LPL]HKHDOWKRXWFRPHV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
)LUVWKDOI
6HSWHPEHUWK,QWURGXFWLRQ
6HSWHPEHUWK&RPPXQLFDWLRQGHVLJQ$SSURDFK
〜WKHZD\WRGHVLJQ DFWLYDWHFRQVXPHU VXQGHUVWDQGLQJDQGEHKDYLRU
6HSWHPEHUQG&RQVXPHULQVLJKWV
〜WKHDWWLWXGHVWRDQGZD\RIXQGHUVWDQGLQJRIWKHWDUJHWLQVLJKWV
6HSWHPEHUUG3ODQQLQJ
〜WKHZD\RIWKLQNLQJDERXWGHVLJQLQJSODQQLQJSURMHFWVWRLQYLWHWKHFRQVXPHUVPRUHKHDOWK\
6HFRQGKDOI
)HEUXDU\WK5HYLHZRIWKHSUHYLRXVWHUP
)HEUXDU\WKZRUNVKRSV
)HEUXDU\QGZRUNVKRSV
)HEUXDU\UG3UHVHQWDWLRQ /HFWXUHVXPPDU\
7HQWDWLYHVFKHGXOH
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH

&RQWLQXHWR健康デザイン論  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
5HSRUW 
3UHVHQWDWLRQ 

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/-

統計的推測の基礎
)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO,QIHUHQFH

>7H[WERRNV@
7H[WERRNVZLOOEHLQWURGXFHGLQWKHILUVWFODVV

(QJOLVK

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
ZLOOEHLQWURGXFHGLQWKHILUVWFODVV

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7KX

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
統計数理研究所
+(10, 0$6$<8.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU'2, 0$6$$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVLVWDQW3URIHVVRU,0$, 7258
1DWLRQDO&HUHEUDODQG&DUGLRYDVFXODU&HQWHU
220$(.$768+,52

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

OHFWXUHDQGVHPLQDU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
,QWKLVFRXUVHVWXGHQWVZLOOOHDUQWKHIXQGDPHQWDOVRIVWDWLVWLFVUHODWHGVXEMHFWV7KHILUVWZLOOGHDOZLWKWKH
IXQGDPHQWDOVRISUREDELOLW\WKHRU\ZKLFKIRUPWKHIRXQGDWLRQIRUPHWKRGVRIVWDWLVWLFDOLQIHUHQFH7KH
VHFRQGKDOIZLOOGHDOZLWKWKHEDVLFFRQFHSWVRIVWDWLVWLFDOLQIHUHQFHVXFKDVVWDWLVWLFDOHVWLPDWLRQK\SRWKHVLV
WHVWLQJDQGFRQILGHQFHLQWHUYDOV3UREDELOLW\WKHRU\LQWKHILUVWKDOILVQRWEDVHGRQPDWKHPDWLFDOO\ULJRURXV
PHDVXUHPHQWWKHRULHVEXWUDWKHUXVHVFDOFXOXVDQGOLQHDUDOJHEUD XQGHUJUDGXDWHOHYHOPDWKHPDWLFV ZLWKWKH
DLPRIWHDFKLQJVWXGHQWVWKHIXQGDPHQWDOVRISUREDELOLW\QHFHVVDU\WRXQGHUVWDQGPHWKRGVRIVWDWLVWLFDO
LQIHUHQFH7KHODWWHUKDOIRIVWDWLVWLFDOLQIHUHQFHHPSKDVL]HVWKHIXQGDPHQWDOLGHDVDQGWKHRUHWLFDODVSHFWVRI
WKHEDVLFFRQFHSWV7KHDLPRIWKLVFRXUVHLVSUHSDUDWLRQDQGFRQVROLGDWLRQZKLOHIRFXVLQJRQWKH
IXQGDPHQWDOVWKDWZHFDQQRWVWRSWRWKLQNDERXWLQWKHFRXUVHRIRWKHUVWDWLVWLFVUHODWHGVXEMHFWV
6LQFHVWXGHQWVLQWKLVFRXUVHDUHH[SHFWHGWRFRPHIURPYDULRXVEDFNJURXQGVOHVVRQVZLOOSURFHHGZLWKDV
PXFKFRQVLGHUDWLRQIRUWKHLUFLUFXPVWDQFHVDVSRVVLEOH
>/HFWXUHIRUPDWXVLQJ3RZHU3RLQWVOLGHVDQGZKLWHERDUGV@

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5HYLHZDQGKRPHDVVLJQPHQWV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3URMHFWUHVHDUFKHUV 5HVHDUFKRQKHDOWKFRPPXQLFDWLRQ>'HQWVX@ ZLOOEHFRRSHUDWHG
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHREMHFWLYHV@
・8QGHUVWDQGWKHPHDQLQJRIDQGZD\VRIWKLQNLQJWKDWXQGHUOLHEDVLFFRQFHSWVUHODWHGWRSUREDELOLW\DQG
VWDWLVWLFVDQGEHDEOHWRH[SODLQWKHVHLQ\RXURZQZRUGV
・%HDEOHWRFDUU\RXWFDOFXODWLRQVUHODWLQJWRVWDWLVWLFVDQGSUREDELOLW\GLVWULEXWLRQHWFZKLOHIUDPLQJ\RXU
RZQWKRXJKWVZKHQQHFHVVDU\
・:KLOHVWXG\LQJRWKHUVWDWLVWLFVUHODWHGVXEMHFWVEHFDSDEOHRIVWXG\LQJYDULRXVVWDWLVWLFPHWKRGVRQ\RXU
RZQDQGXQGHUVWDQGWKHLUPHFKDQLVPVZLWKRXWYLHZLQJWKHPDVDEODFNER[
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ$SULO/HFWXUH2YHUYLHZDQG3UREDELOLW\DQG6WRFKDVWLF9DULDEOH&RQFHSWV ,WVXPL 
6HVVLRQ$SULO)XQGDPHQWDOVRI'LVFUHWH5DQGRP9DULDEOHVDQGWKHLU'LVWULEXWLRQ ,WVXPL 
6HVVLRQ$SULO)XQGDPHQWDOVRI&RQWLQXRXV5DQGRP9DULDEOHVDQGWKHLU'LVWULEXWLRQ ,WVXPL 
6HVVLRQ$SULO+DQGOLQJ0XOWLSOH5DQGRP9DULDEOHV, ,WVXPL 
6HVVLRQ0D\+DQGOLQJ0XOWLSOH5DQGRP9DULDEOHV,, ,WVXPL 
6HVVLRQ0D\3UREDELOLW\'LVWULEXWLRQVIRU1RUPDO6DPSOHV ,WVXPL 
6HVVLRQ0D\)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO(VWLPDWHV 2KPDH 
6HVVLRQ-XQH)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO+\SRWKHVLV7HVWLQJ, ,PDL 
6HVVLRQ-XQH)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO+\SRWKHVLV7HVWLQJ,, ,PDL 
6HVVLRQ-XQH)XQGDPHQWDOVRI/LQHDU5HJUHVVLRQ$QDO\VLV ,WVXPL 
&RQWLQXHWR統計的推測の基礎  ↓↓↓

未更新
統計的推測の基礎 

&RXUVHQXPEHU

6HVVLRQ-XQH)XQGDPHQWDOVRI/LQHDU5HJUHVVLRQ$QDO\VLV,, ,WVXPL 
6HVVLRQ-XO\)XQGDPHQWDO$V\PSWRWLF0HWKRGV, /LPLW7KHRUHP0D[LPXP/LNHOLKRRGDQGLWV
3URSHUWLHV  ,WVXPL 
6HVVLRQ-XO\)XQGDPHQWDO$V\PSWRWLF0HWKRGV,, 7HVWVEDVHGRQ0D[LPXP/LNHOLKRRG  ,WVXPL 
6HVVLRQ-XO\)XQGDPHQWDO$V\PSWRWLF0HWKRGV,,, 'HOWDPHWKRGPHWKRGVRIHVWLPDWLRQRWKHUWKDQ
WKHPD[LPXPOLNHOLKRRGPHWKRG  ,WVXPL

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

生存時間解析
6XUYLYDO$QDO\VLV

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
・6WXGHQWVPXVWKDYHEDVLFNQRZOHGJHRIFDOFXOXVDQGOLQHDUDOJHEUD
・:HGRQRWDFFHSWKXPDQKHDOWKVFLHQFHPDMRUV

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
大阪大学大学院医学系研究科
+$7725, 6$726+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU'2, 0$6$$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVLVWDQW3URIHVVRU,0$, 7258

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH6HFRQG
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
6XUYLYDOWLPHDQDO\VLVLVDPHWKRGRIVWDWLVWLFDODQDO\VLVRIWKHGXUDWLRQEHIRUHDQHYHQWRILQWHUHVWWDNHVSODFH
VXUYLYDOWLPH ,WSOD\VDQLPSRUWDQWUROHLQYDULRXVPHGLFDOVWXGLHVVXFKDVFOLQLFDOWULDOVRIDQWLQHRSODVWLF
GUXJV6XUYLYDOWLPHLVQRWXVXDOO\REVHUYHGIRUDOOVXEMHFWVEHFDXVHRIUHVHDUFKFRQVWUDLQWVDQGDXQLTXH
PHWKRGRORJ\KDVEHHQGHYHORSHGWRGUDZLQIHUHQFHVEDVHGRQWKLVWUXQFDWHGGDWD,QWKLVFRXUVHVWXGHQWVZLOO
OHDUQWKHIXQGDPHQWDOFRQFHSWVRIVXUYLYDOWLPHDQDO\VLVDQGWU\WRHVWDEOLVKDQXQGHUVWDQGLQJWKURXJK
SUDFWLFHXVLQJ6$6SURJUDPPLQJODQJXDJHIRUVWDWLVWLFDODQDO\VLV
>,QWHQVLYHOHFWXUHVRQ2FWREHUDQGDQG1RYHPEHUDQG )UL @

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
5HSRUWV
>7H[WERRNV@
/HFWXUHPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHG
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
2WKHUPDWHULDOVZLOOEHLQWURGXFHGGXULQJOHFWXUHV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
・:HH[SHFWVWXGHQWVWDNLQJWKLVFRXUVHWROHDUQYDULRXVWKLQJVEXWZHZRXOGOLNHIRUWKHPWRHPSKDVL]HRQ
WKHSDUWVWKDWWKH\GRQRWIXOO\XQGHUVWDQGZKLOHWDNLQJDGYDQWDJHRIWKLVFODVV
・$WWHQGDQFHDWOHFWXUHVDORQHLVLQVXIILFLHQWWRXQGHUVWDQGDQGPDVWHUWKHFRQWHQWRIPDWKHPDWLFDOOHVVRQV,W
LVQHFHVVDU\WRZRUNWKURXJKWKHVHRQH\RXURZQFKHFNLQJFDOFXODWLRQVDQGORJLFDIWHUHDFKOHFWXUH7KH
FRQWHQWFRYHUHGLQWKLVOHFWXUHLVYHU\LPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGRWKHUVWDWLVWLFVUHODWHGFRXUVHVLQYROYLQJ
PDWKHPDWLFDOHOHPHQWVVRVWXGHQWVDUHDGYLVHGWRZRUNGLOLJHQWO\RQUHYLHZLQJDOOWKDWWKH\OHDUQ
・,QDGGLWLRQWRWKLVFODVVRWKHUVHPLQDUVDUHDUUDQJHGIRUDVSDUWRIWKH&OLQLFDO6WDWLVWLFLDQ7UDLQLQJFRXUVH
7KRVHZKRDUHXQVXUHRIWKHEDVLFVRUDUHH[SHULHQFLQJGLIILFXOW\ZLWKWKHH[HUFLVHVWKHPVHOYHVVKRXOGDOVR
PDNHXVHRIWKHVHVHPLQDUV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

338%+/-

>&RXUVHREMHFWLYHV@
8QGHUVWDQG ・/LNHOLKRRGLQWUXQFDWHGVXUYLYDOWLPHDQDO\VLVDQGPHWKRGVRIPD[LPXPOLNHOLKRRGHVWLPDWLRQ
IRUSDUDPHWULFPRGHOV
・7KH.DSODQ0HLHUPHWKRGDQGWKHFRQFHSWRIORJUDQNWHVWV
・7KHFRQFHSWRIKD]DUGVDQGWKH&R[SURSRUWLRQDOKD]DUGVPRGHODQG
・:D\VWRDSSO\VXUYLYDOWLPHDQDO\VLVPHWKRGXVLQJ6$6
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ2FWREHU3HULRG6XUYLYDO7LPH'DWD([DPSOHVDQG&KDUDFWHULVWLFV
6HVVLRQ2FWREHU3HULRG1RQ3DUDPHWULF(VWLPDWLRQ
6HVVLRQ2FWREHU3HULRG/RJUDQN7HVWV
6HVVLRQ2FWREHU3HULRG5HYLHZRIWKH)LUVW+DOIRIWKH&RXUVHDQG([HUFLVHV8VLQJ6$6
6HVVLRQ1RYHPEHU3HULRG7KH&R[3URSRUWLRQDO+D]DUGV0RGHO
6HVVLRQ1RYHPEHU3HULRG5HVLGXDO$QDO\VLVLQ6XUYLYDO7LPH$QDO\VLV
6HVVLRQ1RYHPEHU3HULRG6DPSOH6L]H'HVLJQLQ5DQGRPL]HG7ULDOV
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
・6WXGHQWVPXVWKDYHFRPSOHWHG)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO,QIHUHQFHLQWKHILUVWVHPHVWHU
・6WXGHQWVPXVWEHIDPLOLDUZLWKEDVLFFDOFXOXV
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
6WXGHQWVZLOOEHDVNHGWRVXEPLWDUHSRUWLQHDFKVHVVLRQ

&RQWLQXHWR生存時間解析  ↓↓↓

− 102 −

未更新
生存時間解析 

&RXUVHQXPEHU

>7H[WERRNV@
0DWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGLQHDFKVHVVLRQ

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/-

統計モデルとその応用
6WDWLVWLFDO0RGHOLQJDQG$SSOLFDWLRQV

(QJOLVK

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
<DVXR2KDVKL&KLNXPD+DPDGD生存時間解析−6$6による生物統計 8QLYHUVLW\RI7RN\R3UHVV 
,6%1&ROOHWW' 7UDQVODWHGE\(WVXR0L\DRND 医薬統計のための生存時間データ解析
原著第版 .\RULWVX6KXSSDQ ,6%1.OHLQ-0RHVFKEHUJHU0/ 7UDQVODWHGE\
0DPRUX8FKLQDPL 生存時間解析 0DUX]HQ3XEOLVKLQJ ,6%17KHUQHDX70
*UDPEVFK300RGHOLQJ6XUYLYDO'DWD([WHQGLQJWKH&R[0RGHO 6SULQJHU ,6%1
<DVXR2KDVKL&KLNXPD+DPDGD5\XML8R]XPL生存時間解析 応用編6$6による生物統計
8QLYHUVLW\RI7RN\R3UHVV ,6%1
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5HYLHZOHVVRQVWDXJKWLQSUHYLRXVVHVVLRQV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
岩手医科大学
7$.$+$6+,)80,$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU'2, 0$6$$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVLVWDQW3URIHVVRU2PL\D0DVDWRPR

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH6HFRQG
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KHXVHRIDUHJUHVVLRQPRGHOLVRQHRIWKHPHWKRGVRIDGMXVWLQJIRUFRQIRXQGLQJ$W\SLFDOUHJUHVVLRQ
PRGHOZRUNVIRURQHFRQWLQXRXVRXWFRPHYDULDEOH,QPHGLFDOUHVHDUFKKRZHYHUWKHUHPD\EHFDVHVLQ
ZKLFKRQHLVLQWHUHVWHGLQWKHSUHVHQFHRUDEVHQFHRIULVNRULQZKLFKDQLQWHUHVWLQJUHVXOWLVPHDVXUHG
UHSHDWHGO\DQGDPRUHFRPSOLFDWHGPRGHOPD\EHUHTXLUHGGHSHQGLQJRQWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHUHVXOW,Q
WKLVFRXUVHZHH[SODLQUHJUHVVLRQPRGHOVIRUYDULRXVRXWFRPHYDULDEOHVDQGWKHLUPHWKRGVRIDQDO\VLVE\
FRPELQLQJDUDQJHRIH[DPSOHV
>,QWHQVLYHOHFWXUHVRQ2FWREHUDQGDQG1RYHPEHU )UL @
>&RXUVHREMHFWLYHV@
8QGHUVWDQG ・7KHUROHRIUHJUHVVLRQPRGHOV
・5HJUHVVLRQPRGHOVIRUYDULRXVGDWDFKDUDFWHULVWLFVDQGWKHLUPHWKRGVRIDQDO\VLVDQG
・:D\VWRSHUIRUPDQDO\VLVXVLQJVWDWLVWLFDODQDO\VLVVRIWZDUHDQGLQWHUSUHWWKHUHVXOWV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ2FWREHU3HULRG([DPSOHVDQG&KDUDFWHULVWLFVRI3HULRGLF0HDVXUHPHQW'DWD
6HVVLRQ2FWREHU3HULRG7KH*HQHUDO/LQHDU0RGHOIRU&RUUHODWHG&RQWLQXRXV'DWD  $YHUDJH
6WUXFWXUHDQG&RYDULDQFH6WUXFWXUH0RGHOLQJ
6HVVLRQ2FWREHU3HULRG7KH*HQHUDO/LQHDU0RGHOIRU&RUUHODWHG&RQWLQXRXV'DWD  5DQGRP
HIIHFWPRGHOV
6HVVLRQ2FWREHU3HULRG$QDO\VLVRI3HULRGLF0HDVXUHPHQW'DWDZLWK0LVVLQJ9DOXHV
6HVVLRQ2FWREHU3HULRG7KH*HQHUDOL]HG/LQHDU0RGHOIRU&RUUHODWHG&DWHJRULFDO'DWD  
1HLJKERULQJ0RGHOVDQG*((
6HVVLRQ2FWREHU3HULRG7KH*HQHUDOL]HG/LQHDU0RGHOIRU&RUUHODWHG&DWHJRULFDO'DWD  5DQGRP
HIIHFWPRGHOV
6HVVLRQ1RYHPEHU3HULRG5HYLHZRI$QDO\VLVRI3HULRGLF0HDVXUHPHQW'DWDDQG3UDFWLFHXVLQJ6$6
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
・6WXGHQWVVKRXOGKDYHFRPSOHWHG)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO,QIHUHQFHLQWKHILUVWVHPHVWHU
・6WXGHQWVPXVWKDYHEDVLFNQRZOHGJHRIOLQHDUDOJHEUD

&RQWLQXHWR統計モデルとその応用  ↓↓↓

統計モデルとその応用 
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
6WXGHQWVZLOOEHDVNHGWRVXEPLWDUHSRUWLQHDFKVHVVLRQ

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

>7H[WERRNV@
0DWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGLQHDFKVHVVLRQ
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
'REVRQ$-一般化線形モデル入門 原著第版 .\RULWVX6KXSSDQ ,6%1
0F&XOORFK&6HDUOH6DQG1HXKDXV-『*HQHUDOL]HG/LQHDUDQG0L[HG0RGHOV』 :LOH\ ,6%1
,NXNR)XQDWRJDZD7DNDVKL)XQDWRJDZD経時データ解析 $VDNXUD6KRWHQ ,6%1

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5HYLHZOHVVRQVWDXJKWLQSUHYLRXVVHVVLRQV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

338%+/-

行政医学・産業医学
0HGLFDO'RFWRUVLQ*RYHUQPHQWDQG2FFXSDWLRQDO6HWWLQJV

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
3URIHVVRU.$:$085$7$.$6+,
3DUWWLPH/HFWXUHU.2,=80,$.,2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU1$.$<$0$7$.(2

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KHDLPRIWKLVFRXUVHLVWRSURYLGHVWXGHQWVZLWKLQWHQVLYHOHDUQLQJDQGSUDFWLFLQJRIRFFXSDWLRQDOPHGLFLQH
DQGKHDOWKSROLF\
6WXGHQWVZLOO
 GHDOZLWKDVHWRIIUDPHZRUNDLPLQJDWSUREOHPVROYLQJLQWKHSUDFWLFDODQGVRFLDOFRQWH[W
 OHDUQDERXWPHGLFDOGRFWRUV SUDFWLFHLQWKHILHOGRIJRYHUQPHQWRQKHDOWKSROLF\
 OHDUQDERXWPHGLFDOGRFWRUV SUDFWLFHLQWKHILHOGRIRFFXSDWLRQDOPHGLFLQH
外部講師：渡邊能行（京都府健康福祉部前保健医療対策監、京都先端科学大学）、猪飼宏（京都府
中丹西保健所）、森口次郎（京都工場保健会）、波床将材（京都市こころの健康増進センター）

>&RXUVHREMHFWLYHV@
%\WKHHQGRIWKLVFRXUVHVWXGHQWVZLOOEHDEOHWR
KDYHGHHSNQRZOHGJHDQGXQGHUVWDQGLQJDERXWWKHSUREOHPVLQWKHVHILHOGVDQGH[SODLQWKHPWRRWKHUV
KDYHDNHHQLQVLJKWILJXULQJRXWZKDWLVWKHFULWLFDOFDXVH
FRQVXOWVSHFLDOLVWVDSSURSULDWHO\LQRUGHUWRVROYHWKHSUREOHPV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
7KLVFRXUVHLVDQLPPHUVLYHSURJUDPKHOGRQ$XJDQG$XJ6WXGHQWVDUHUHTXLUHGWRSDUWLFLSDWHLQDOOWKH
SURJUDPVIURPWKHILUVWSHULRGWRWKHODVW ILIWKRUVL[WK 
7KHSURJUDPLQFOXGHVOHFWXUHVDQGJURXSZRUNVRQIROORZLQJVXEMHFWV
【+HDOWKSROLF\】
3UDFWLFHRIKHDOWKSROLF\
,QWURGXFWLRQRIKHDOWKSROLF\SUDFWLFH
$GXOWHOGHUO\KHDOWKPDWHUQDODQGFKLOGKHDOWKVFKRROKHDOWKDQGGHQWDOKHDOWK
3URPRWLRQRIWKH,QWHJUDWHG&RPPXQLW\&DUH6\VWHP,PSOHPHQWDWLRQRI5HJLRQDO+HDOWK9LVLRQ3ODQ
0HQWDOKHDOWK3ODQVDQGDFWLRQVIRUSHRSOHZLWKGLVHDVHVLQFXUDEOHGLVHDVHVDQGVSHFLDOQHHGV
+HDOWKSURPRWLRQ3ODQVDQGDFWLRQVIRUOLIHVW\OHUHODWHGGLVHDVHVHOGHUO\SHRSOHZKRQHHGVXSSRUWDQG
SHRSOHZLWKGLVDELOLWLHV
,QIHFWLRXVGLVHDVHFRQWURO0HDVXUHVDJDLQVWIRRGSRLVRQLQJGLVDVWHUVDQGSXEOLFKHDOWKFULVLV
([HUFLVHVDQGJURXSZRUNVRIKHDOWKSROLF\
&RQWLQXHWR行政医学・産業医学  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU

)LHOGZRUNV

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

【2FFXSDWLRQDOPHGLFLQH】
3UDFWLFHRIRFFXSDWLRQDOPHGLFLQH
,QWURGXFWLRQRIRFFXSDWLRQDOPHGLFLQHSUDFWLFH
(QYLURQPHQWDOKHDOWKLQZRUNSODFHVDQGUHJLRQV
0DQDJHPHQWRIFKHPLFDOVXEVWDQFHV3UHYHQWLRQRIH[SRVXUHWRKDUPIXOIDFWRUV0HDVXUHVIRUKHDOWKKD]DUG
/DERUKRXUVPDQDJHPHQWHVSHFLDOO\RIPHGLFDOGRFWRUV
+HDOWKPDQDJHPHQWWKURXJKPHGLFDOH[DPLQDWLRQV
0HQWDOKHDOWKDWZRUNSODFH
([HUFLVHVDQGJURXSZRUNVRIRFFXSDWLRQDOPHGLFLQH
)LHOGZRUNV

338%+/%

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

多重性の考え方
0XOWLSOLFLW\LQFOLQLFDOWULDOV

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV)UL

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU'2, 0$6$$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVLVWDQW3URIHVVRU2PL\D0DVDWRPR
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVLVWDQW3URIHVVRU,0$, 7258

<HDUVHPHVWHUV 7KHILUVWKDOIRIILUVW
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
0XOWLSOHYDOLGDWLRQWHVWVDUHRIWHQQHFHVVDU\ZLWKLQDVLQJOHFOLQLFDOWULDOVXFKDVLQDFRQILUPDWRU\FOLQLFDO
WULDOLQZKLFKPXOWLSOHGRVHVRIDVWXG\GUXJDUHUXQDQGFRPSDUHGWRDSODFHERJURXS,QVXFKFDVHVLWLV
H[WUHPHO\LPSRUWDQWWRSHUIRUPDQDO\VLVWKDWFRQVLGHUVWKHPXOWLSOLFLW\RIWKHW\SHHUURUUDUH αHUURU 
SURSHUO\,QWKLVFRXUVHZHDLPWRPDNHVWXGHQWVFDSDEOHRIFRQVLGHULQJWKHPXOWLSOLFLW\RIWHVWVDWHDFKVWDJH
RIDFOLQLFDOWULDOQDPHO\SODQQLQJDQDO\VLVDQGWKHLQWHUSUHWDWLRQRIUHVXOWV6RPHSUDFWLFDOWUDLQLQJZLOODOVR
EHSURYLGHGXVLQJ6$6
7KHILIWKVHVVLRQZLOOEHGHOLYHUHGE\3URIHVVRU,VDR<RNRWDRI+RNNDLGR8QLYHUVLW\DQGWKHVHYHQWKVHVVLRQ
ZLOOEHGHOLYHUHGE\3URIHVVRU.RXKHL8HPXUDRIWKH8QLYHUVLW\RI7RN\R

＊1RWHWKDWWKHVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJH7KHODWHVWVFKHGXOHZLOOEHLQWURGXFHGDWWKHEHJLQQLQJRIWKH
FRXUVH
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVPDLQO\IRUVWXGHQWVLQWKH6FKRRORI3XEOLF+HDOWK
6WXGHQWVIURPRWKHUFRXUVHV LQFOXGLQJVWXGHQWVLQ6FKRRORI+XPDQ+HDOWK6FLHQFHV DUHDOVRZHOFRPHG
WKRXJKWKHQXPEHUZLOOEHOLPLWHG
$WWHQGDQFHUDWHRUPRUH

>/HFWXUHIRUPDWXVLQJ3RZHU3RLQWVOLGHV@
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・*DLQVNLOOVWRGLVWLQJXLVKEHWZHHQFDVHVZKHUHDGMXVWPHQWIRUWHVWPXOWLSOLFLW\LVQHFHVVDU\DQGFDVHVZKHUH
LWLVQRW
・8QGHUVWDQGEDVLFVWDWLVWLFDOPHWKRGVDQGOHDUQWRFKRRVHDSSURSULDWHPHWKRGV
・/HDUQWRDQDO\]HUHDOGDWDXVLQJEDVLFVWDWLVWLFDOPHWKRGVXVLQJ6$6SURFHGXUHV
・/HDUQWRHYDOXDWHWKHSHUIRUPDQFHRIHDFKPHWKRGXVLQJ0RQWH&DUORVLPXODWLRQV

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
7KHJUDGHZLOOEHEDVHGPDLQO\RQDFWLYHSDUWLFLSDWLRQLQWKHFODVV  DQGUHSRUWV  
>7H[WERRNV@
,QVWUXFWHGGXULQJFODVV
1RWH[WERRNLVUHTXLUHGIRUWKLVFRXUVH+DQGRXWVZLOOEHGLVWULEXWHGE\WKHLQVWUXFWRUVDVQHHGHG

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ$SULO3HULRG)XQGDPHQWDOVRI7HVW0XOWLSOLFLW\RI 'RL 
6HVVLRQ$SULO3HULRG2YHUYLHZRI%DVLF6WDWLVWLFDO0HWKRGV 'RL 
6HVVLRQ$SULO3HULRG&ORVHG7HVWLQJ3URFHGXUH 'RL 
6HVVLRQ0D\3HULRG3UDFWLFXPXVLQJ6$6 'RL2PL\D,PDL 
6HVVLRQ0D\3HULRG,QWHUYDO$QDO\VLV <RNRWD 
6HVVLRQ0D\3HULRG0XOWLSOLFLW\ 'RL LQ6XEJURXS$QDO\VLVDQG'RVH5HVSRQVH5HODWLRQVKLS
6WXGLHV 'RL 
6HVVLRQ0D\3HULRG7KH$SSOLFDWLRQRI0XOWLSOLFLW\$GMXVWPHQWLQ3UDFWLFH 8HPXUD

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
5HIHUHQFHVZLOOEHLQWURGXFHGE\WKHLQVWUXFWRUVDVQHHGHG
・1(:予防医学・公衆衛生学改訂第版 （南江堂年）
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
([SODLQILUVW
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RQWLQXHWR多重性の考え方  ↓↓↓

多重性の考え方 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
・6WXGHQWVPXVWKDYHFRPSOHWHGWKH)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO,QIHUHQFHFRXUVH
・6WXGHQWVPXVWEHIDPLOLDUZLWKGDWDKDQGOLQJDQGUDQGRPQXPEHUJHQHUDWLRQLQ6$6

WLWOHLQ

7DUJHW\HDU

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
<DVXVKL1DJDWD  統計的多重比較法の基礎 6FLHQWLVW/WG ,6%1.HQWDUR
6DNDPDNL7DNDVKL6R]XDQG7RVKLPLWVX+DPDVDNL多重比較法 $VDNXUD6KRWHQ ,6%1
'PLWULHQNR$0ROHQEHUJKV*&KXDQJ6WHLQ& 2IIHQ::  $QDO\VLVRIFOLQLFDOWULDOVXVLQJ
6$6$SUDFWLFDOJXLGH 6$6,QVWLWXWH WUDQVODWHGE\ .DRUX0RULNDZDDQG7DVDNL7DNHQREX  治験
の統計解析理論と6$6による実践.RGDQVKD 'PLWULHQNR$7DPKDQH$& %UHW])
(GV   0XOWLSOHWHVWLQJSUREOHPVLQSKDUPDFHXWLFDOVWDWLVWLFV &5&SUHVV

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 水曜 時限 &ODVVVW\OH

>7H[WERRNV@
/HFWXUHPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHG

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

遺伝医療と倫理・社会
*HQHWLF0HGLFLQH(WKLFVDQG6RFLHW\

(QJOLVK

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&ODVVSDUWLFLSDWLRQDQGUHSRUWV

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
6WXGHQWVVKRXOGUHYLHZWKHFRQWHQWRIWKH)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO,QIHUHQFHFRXUVHDQG&%FRXUVH
VWXGHQWVVKRXOGUHYLHZWKHFRQWHQWRIWKH3UDFWLFDO6NLOOVIRU&OLQLFDO6WDWLVWLFLDQVFRXUVHWKRURXJKO\
6WXGHQWVPXVWUHYLHZWKHOHVVRQVOHDUQHGLQHDFKOHFWXUH

338%1/-

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
【基本情報】
授業日時：水曜限を原則とする（例外予定にご注意ください）
教室：*棟階演習室
レベル：基礎
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・澤井英明（兵庫医科大学）
【コースの概要】
遺伝医療・先端医療においては、倫理的な配慮は不可欠である。遺伝医療を中心とした医療倫理の
基本について学ぶ。特に種々のガイドラインの理解は極めて重要である。また、社会的な基盤を含
む日本の遺伝医療の現状について理解する。
>&RXUVHREMHFWLYHV@
遺伝医療・医学に関する倫理指針、遺伝学的検査、小児・産婦人科遺伝医療における倫理問題の基
本、社会基盤について理解する。
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
【第回】月日＜小杉１＞遺伝医療総論：遺伝カウンセラーコースの必修科目の最初のものとし
て、必ずしも「倫理」にかかわらず、全般的なイントロダクションを行う。また、遺伝医療におけ
る倫理問題の特性、遺伝情報の共有、意図しない遺伝情報の開示などについて考える
【第回】月日＜小杉２＞ヒトゲノム・遺伝子解析研究の倫理指針と他のガイドライン：研究と
して行われるヒト遺伝子解析における倫理的問題点、研究と臨床の境界と区別について考える
【第回】月日 臨床第一講堂 ＜小杉３＞遺伝医療に関するガイドラインについて：関連する種
々のガイドラインに関する復習
【第回】月日＜小杉４＞企業で行われる遺伝子解析について：遺伝学的検査を臨床検査会社等
の外部委託する場合の問題点、非医療機関で行われる遺伝子検査の問題点について考える。
【第回】月日＜小杉５＞遺伝学的検査に関するガイドライン・遺伝子検査の意義：臨床的に行
われる遺伝学的検査の実施に際して考慮されなければならない倫理的問題について、遺伝子診断の
意味とその問題点について、発端者・血族における違いを明確にしながら考える。
【第回】月日＜小杉６＞発症前遺伝子診断・について：発症前遺伝子診断・易罹患性診断の意
味とその問題点について、神経変性疾患、家族性腫瘍など疾患における違いを明確にしながら考え
る
【第回】月日限＜山田１＞人工妊娠中絶：本邦における人工妊娠中絶について，その倫理問
題について考える
【第回月日】＜小杉７＞多因子疾患易罹患性診断・遺伝学的検査の$&&(・ゲノムコホート研究
について：遺伝学的検査については$QDO\WLFDO9DOLGLW\&OLQLFDO9DOLGLW\&OLQLFDO8WLOLW\(WKLFDO/HJDO
6RFLDO,PSOLFDWLRQVが重要。特に、多因子疾患においては今後の研究によるその確立が必要である。
&RQWLQXHWR遺伝医療と倫理・社会  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU

そのためにはゲノムコホートによる長期的な取り組みが必要である。
【第回】月日限＜和田１＞小児遺伝性疾患の診断・告知と代諾：小児期発症の遺伝性疾患に対
する倫理的問題を考える
【第回】月日＜山田２＞出生前診断・生殖補助医療：出生前診断の倫理的問題について理解
する。不妊・不育症治療としての生殖補助医療の倫理的問題点について詳細に検討する
【第回】月日＜小杉８＞キャリア診断・保因者診断について：常染色体・;連鎖性劣性遺伝性
疾患・均衡型染色体相互転座などにおける保因者診断の意味と問題点について考える
【第回】月日＜和田２＞生命倫理観の多様性：患者やクライエントの持つさまざまな生命倫
理観を理解し対応する方法を考える
【第回】月日限＜澤井＞少子化対策 すこやか親子 等の政策について：少子化の進行は社
会の活性を低下させるため、従来から様々な対策がなされてきた。成果を上げたものもあるがそう
でないものもある。何が問題であるのかを検討する。
【第回】月日＜和田３＞「障がい」と生命倫理：「障がい」から生命倫理を考える
【第回】月日＜山田３＞ゲノム医療における二次的所見の取り扱い：網羅的ゲノム解析が実臨
床に導入されて来たことにより得られた本来の目的とは別の二次的所見に対応する際の倫理的な問
題を考える。
【第回】月日＜山田＞本試験筆記試験
【第回】月日＜川崎＞再試験筆記試験
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
遺伝カウンセラーコース１回生必修科目
人間健康科学系専攻学生の受講可否：要事前連絡

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/-
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

基礎人類遺伝学
,QWURGXFWLRQWR+XPDQ*HQHWLFV

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV:HG

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/HFWXUH

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
【基本情報】
授業日時：水曜限を原則とする（例外予定にご注意ください）
教室：*棟階演習室
レベル：基礎
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘
【コースの概要】
遺伝カウンセラーとしてあるいは遺伝医学・遺伝医療を志す者として最も基本的な事項について理
解するための講義である。今後、遺伝情報を治療に役立てていくテーラーメイド医療のためにも重
要である。細胞遺伝学、分子遺伝学、メンデル遺伝学、非メンデル遺伝、集団遺伝学などについて
系統的な講義を行う。
>&RXUVHREMHFWLYHV@
ヒト遺伝学の基本的事項について完全に理解し、専門家でない人にもわかりやすく説明できる。

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
試験、レポート、授業への積極的な参加、発表、出席等を総合的に評価する

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
【第回】月日＜和田１＞メンデル遺伝総論・家系図の描き方：メンデル遺伝と非メンデル遺伝
総論・常染色体と性染色体・対立遺伝子の概念・遺伝性疾患の概念の理解・家系図の描き方
【第回】月日限＜小杉＞常染色体優性遺伝：常染色体優性遺伝 疾患の概念・特徴・浸透度・
表現度・遺伝性と新生突然変異・DQWLFLSDWLRQ（次世代の表現促進現象）
【第回】月日限＜小杉＞常染色体劣性遺伝：常染色体劣性遺伝 疾患の概念・特徴・保因者の
概念
【第回】月日限＜小杉＞;連鎖性遺伝：Ｘ連鎖性遺伝の概念・Ｘ染色体とＹ染色体の特異性・
性の決定機構・Ｘ連鎖性遺伝を示す具体的疾患
【第回】月日＜山田１＞細胞遺伝学  ：染色体と細胞分裂・分染法による染色体分析・染色体
の核型記載方法・染色体異常概論
【第回】月日限＜山田２＞細胞遺伝学  ：染色体数的異常の概念と発生機構・染色体構造異
常の概念と発生機構・保因者の概念と次世代への影響
【第回】月日限＜和田２＞遺伝的リスクの推定再発確率の推定、ベイズの定理。近親婚に関
する問題、先天代謝異常についても触れる。
【第回】月日 臨床第一講堂 ＜小杉＞薬理遺伝学：既にはじまりつつあるテーラーメイド医療
で最も重要な領域であるSKDUPDFRJHQHWLFV
SKDUPDFRJHQRPLFVの基本を正確に理解する
【第回】月日＜和田３＞多因子遺伝、集団遺伝：多因子遺伝の概念，量的形質と易罹病性、遺
伝と環境因子，ハーディー ワインバーグの法則
【第回】月日＜山田３＞ヒトゲノムの基礎：ヒトゲノムの情報について学ぶ．遺伝子の構造，

>7H[WERRNV@
随時配布する
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
適宜指示する
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
講義日程、講師、内容については、多少の変更がある可能性があります。
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RQWLQXHWR基礎人類遺伝学  ↓↓↓

基礎人類遺伝学 

基礎人類遺伝学 

機能，遺伝学的多様性について知る．
【第回】月日＜小杉＞遺伝学的検査  遺伝子変異の検索方法：シークエンス法、サザンブロ
ット法
【第回】月日＜和田４＞非メンデル遺伝  ：ミトコンドリア遺伝，免疫遺伝学，形質遺伝学
【第回】月日＜山田４＞分子遺伝学の基礎：3&5，サンガーシークエンス，次世代シークエ
ンス，マイクロアレイ
【第回】月日＜小杉＞遺伝学的検査  ：変異のスクリーニング方法、変異と多型、変異の種
類
【第回】月日＜山田５＞腫瘍遺伝学の基礎：体細胞バリアントと生殖細胞系列バリアント，
がん遺伝子とがん抑制遺伝子，遺伝性がん症候群
【第回】月日＜和田５＞非メンデル遺伝  ：エピジェネティクス，ゲノム刷り込み現象，片親
性ダイソミー
【第回】月日＜和田＞本試験：筆記試験
【第回】月日＜山田＞再試験：筆記試験

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
講義日程、講師、内容については、多少の変更がある可能性があります
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
遺伝カウンセラーコース１回生必修科目
選択科目として履修する場合は、「遺伝医療と倫理・社会」ととも履修することをお勧めします
人間健康科学系専攻学生の受講可否：要事前連絡
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
試験、レポート、発表、出席等を総合的に評価する
>7H[WERRNV@
トンプソン＆トンプソン 『遺伝医学 第版）』（メディカルサイエンスインターナショナル）
,6%1（年月発行）
福嶋義光編 『遺伝カウンセリングマニュアル 改定第版）』（南江堂）,6%1

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
新川詔夫 『遺伝医学への招待 改定６版）』（南江堂）,6%1
『症例でわかる新しい臨床遺伝学』,6%1

（5HODWHG85/V）
KWWSZZZJHQHFOLQLFVRUJ *HQH5HYLHZV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
適宜指示する

&RQWLQXHWR基礎人類遺伝学  ↓↓↓

− 105 −

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

臨床遺伝学・遺伝カウンセリング 

338%1/-

臨床遺伝学・遺伝カウンセリング
&OLQLFDO*HQHWLFVDQG*HQHWLF&RXQVHOLQJ

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 水

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
【基本情報】授業日時：水曜限、限を原則とする（例外予定にご注意ください）
教室：*棟階演習室、レベル：基礎
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・澤井英明（兵庫医科大学）・高橋政代・川崎秀徳・岡野
高之
【コースの概要】遺伝カウンセリングの基本的な考え方、モデル、現状などの総論的な講義を行う。
また、代表的な疾患について、チーム医療としての遺伝医療に参加することのできるレベルの知識
と考え方を身につけ、遺伝医療の現場で行われている問題を解決するため、臨床遺伝学の講義を行
うとともに家族関係やチーム医療としての遺伝カウンセリングにもフォーカスをおく。各論として、
単一遺伝性疾患、染色体異常、多発奇形、習慣性流産、家族性腫瘍、神経変性疾患、多因子疾患な
どについて講義する。
>&RXUVHREMHFWLYHV@
主要な遺伝性疾患の病態、原因、遺伝形式、遺伝的問題について説明できる。また、それらの疾患
に関わる遺伝カウンセリングの基本的な考え方、主な留意点について説明できる。
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
【第回】月日限＜小杉 臨床第一講堂 ＞家族性腫瘍  総論：家族性腫瘍の概念・体細胞系列
変異と生殖細胞系列変異、癌抑制遺伝子と癌遺伝子、発症前診断
【第回】月日限＜小杉＞家族性腫瘍  ： 家族性大腸がん家族性腫瘍の代表疾患としての家族
性大腸ポリポーシスと遺伝性非腺腫性大腸癌、それらの遺伝カウンセリングについて学ぶ
【第回】月日限＜和田＞先天異常症候群：主要な先天奇形症候群の診断・療育や遺伝カウン
セリングを学ぶ
【第回】月日限＜和田＞常染色体異常  ：概念・病態・診断 数的異常と構造異常、遺伝カ
ウンセリング、トリソミーの診断治療と療育を学ぶ
【第回】月日限＜山田＞不妊症・生殖補助医療：歴史的背景・現状・具体的技術・法的規制
・倫理問題とガイドライン常染色体異常症、遺伝カウンセリング
【第回】月日限＜山田＞出生前診断：現状・具体的技術・法的規制・倫理問題について学ぶ
とともに、遺伝カウンセリングの実際について学ぶ
【第回】月日限＜山田＞不育症 習慣流産）：不妊症と習慣流産 概念・病態・原因・治療・
乏精子症による造精機能障害と転座型保因者における染色体異常妊娠等の遺伝学的要因の関与と遺
伝カウンセリング
【第回】月日限＜和田＞常染色体異常  ：微細欠失症候群やクロマチン病の診断・治療と療
育を学ぶ
【第回】月日限＜和田＞性染色体異常病態・診断 具体的疾患：ターナー女性とクラインフ
ェルター男性・病態・診断・治療と療育・生殖医療、遺伝カウンセリング
【第回】月日限＜小杉＞家族性腫瘍  ：多発性内分泌腫瘍症他家族性腫瘍の具体的疾患とし

て、多発性内分泌腺腫１型および２型を中心にとりあげ、概念・病態・遺伝形式・診断・治療、及
び遺伝カウンセリングについて概説する
【第回】月日限＜山田＞胎児診断と周産期管理胎児情報をもとに実施される実施される産科
周産期管理について学ぶ
【第回】月日限＜和田＞遺伝性神経疾患  ：トリプレットリピート病、ファブリー病の遺伝
カウンセリング
【第回】月日限＜山田＞遺伝診療と医療システム：臨床遺伝の医療システムについて学ぶ
【第回】月日限＜山田＞3&情報検索：ネットセキュリティの基本
【第回】月日限＜山田＞3&情報検索２：検索エンジン，遺伝情報データベース
【第回】月日限＜川崎＞難病：難病と医療費助成・福祉制度
【第回】月日限＜小杉＞家族性腫瘍  ：家族性乳がん・卵巣がん
【第回】月日限＜和田＞遺伝性神経疾患  ：知的障害、自閉症、神経皮膚症候群などの遺伝
カウンセリング．
【第回】月日限＜山田＞Ｐ&情報検索３：遺伝診療に必要な医療データベース，患者会情報
【第回】月日限＜和田＞筋ジストロフィー：ドゥシャンヌ型筋ジストロフィー、筋緊張性ジ
ストロフィー、福山型筋ジストロフィー、ポンペ病の遺伝カウンセリング
【第回】月日限＜岡野＞遺伝性難聴：遺伝性難聴 概念・病態・遺伝形式・診断（症候性難
聴と非症候性難聴）遺伝的異質性・治療と療育、遺伝カウンセリング
【第回】月日限＜和田＞遺伝性循環器疾患：/RQJ47症候群、マルファン症候群などの遺伝性
循環器疾患の遺伝カウンセリング
【第回】月日限＜高橋政代＞遺伝性網膜疾患と再生医療：網膜色素変性・加齢黄班変性 概
念・病態・遺伝形式・診断・遺伝的異質性・治療・再生医療
【第回】月日限＜川崎＞本試験：筆記試験
【第回】月日限＜川崎＞再試験：筆記試験
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
遺伝カウンセラーコース１回生必修科目
選択科目として履修する場合は、「基礎人類遺伝学」とともに履修することをお勧めします
人間健康科学系専攻学生の受講可否：要事前連絡（基礎人類遺伝学とあわせて履修する必要あり）
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
試験、レポート、発表、出席等を総合的に評価する
>7H[WERRNV@
「基礎人類遺伝学」参照
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
適宜指示する

&RQWLQXHWR臨床遺伝学・遺伝カウンセリング  ↓↓↓

&RQWLQXHWR臨床遺伝学・遺伝カウンセリング  ↓↓↓

臨床遺伝学・遺伝カウンセリング 
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
講義日程、講師、内容については、多少の変更がある可能性があります。
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%1/-

遺伝医学特論（集中講義）
6SHFLDO6HPLQDUIRU*HQHWLF0HGLFLQH

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
【基本情報】
授業日時：前期集中（開講日時にご注意ください）
教室：臨床第一講堂
レベル：応用
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・鳥嶋雅子・川崎秀徳
【コースの概要】
遺伝カウンセラーとして年次に学んだ基礎的事項を確認し、医師と同レベルの高度な理解を得る
ための講義である

>&RXUVHREMHFWLYHV@
ヒト遺伝学の基本的事項について完全に理解し、医師とも正確な議論ができる。
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
【第回】月日月限＜小杉＞「臨床遺伝学と遺伝カウンセリング・メンデル遺伝の基礎」
【第回】月日月限＜小杉＞「遺伝学的検査について」
【第回】月日火限＜山田＞「細胞遺伝学と染色体異常の遺伝カウンセリング」細胞遺伝学の
基礎を知り，染色体異常症についての遺伝カウンセリングを学ぶ
【第回】月日火限＜山田＞「出生前医療と遺伝カウンセリング」出生前遺伝学的検査の実際
と遺伝カウンセリングを学ぶ
【第回】月日木限＜和田＞「家系図の書き方・遺伝的リスクの推定」家系図の標準的記載法
と遺伝的リスクの推定法を学ぶ
【第回】月日木限＜和田＞「先天奇形症候群の遺伝カウンセリング」主要な先天奇形症候群
の概念、診断や病態、遺伝カウンセリングを学ぶ
【第回】月日月限＜小杉＞「当事者と共に歩む遺伝医療」
【第回】月日月限＜小杉＞「遺伝カウンセリングの実際」
【第回】月日火限＜和田＞「遺伝性神経疾患の遺伝カウンセリング」主要な遺伝性神経疾患
の概念、診断や病態、遺伝カウンセリングを学ぶ
【第回】月日火限＜山田＞「生殖補助医療と遺伝カウンセリング」不育症・不妊症を含む疾
患を対象とした生殖補助医療と遺伝カウンセリングを学ぶ
【第回】月日水限＜小杉＞「遺伝医療に関するガイドラインについて」
【第回】月日水限＜小杉＞「薬理遺伝学」
【第回】月日水限＜小杉＞「家族性腫瘍の遺伝カウンセリング」
【第回】月日金限＜鳥嶋＞「遺伝カウンセリングの場面での医療コミュニケーションと自己
&RQWLQXHWR遺伝医学特論（集中講義）  ↓↓↓
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遺伝医学特論（集中講義） 

遺伝医学特論（集中講義） 

評価法  」「共感的理解」、「対人援助職に最低限必要な態度」、「コミュニケーションを阻害す
る態度や言葉」など医療コミュニケーションの基本を学ぶ
【第回】月日金限＜鳥嶋＞「遺伝カウンセリングの場面での医療コミュニケーションと自己
評価法  」遺伝カウンセリング場面での具体的なコミュニケーション方法と自己評価法について学
ぶ
【第回】月日金限＜和田・川崎＞「本試験」筆記試験
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
医科学専攻（修士課程）のみ履修可。
分子生物学・分子遺伝学の基本的理解を前提とする。
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
試験、レポート、出席等を総合的に評価
【合格基準】
１回の記述式試験において、１００点満点中、６０点以上となること
６０点以上：合格
５９点以下：不合格
５回以上授業を欠席した場合には、合格を認めない。
>7H[WERRNV@
その他
＊必須テキスト（必ず準備すること）：
○トンプソン＆トンプソン遺伝医学第２版 メディカルサイエンスインターナショナル ,6%1

○遺伝カウンセリングマニュアル 南江堂 改定第版 ,6%1
＊推奨テキスト・資料：
○遺伝医学への招待（南江堂）改定第版,6%1
○症例でわかる新しい臨床遺伝学（ＭＥＤＳＩ） ,6%1
○*HQH5HYLHZVKWWSZZZJHQHFOLQLFVRUJ

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
適宜指示する
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV
&RQWLQXHWR遺伝医学特論（集中講義）  ↓↓↓

未更新
&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/%

&RXUVHQXPEHU
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

社会疫学 ,,
6RFLRHSLGHPLRORJ\,,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV0RQ

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFODVVKDVQRWEHHQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
>&RXUVHREMHFWLYHV@
7KLVFODVVKDVQRWEHHQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
/HFWXUHVFKHGXOH
/HFXWXUHV 'DWHDQGWLPHXQGHFLGHG
7KLVFODVVKDVQRWEHHQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
03+(OHFWLYH
0&55HFRPPHQGHG
*&5HFRPPHQGHG
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
7KLVFODVVKDVQRWEHHQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
>7H[WERRNV@
7KLVFODVVKDVQRWEHHQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
7KLVFODVVKDVQRWEHHQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
7KLVFODVVKDVQRWEHHQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KLVFODVVKDVQRWEHHQGHFLGHG
3OHDVHFKHFNDQRIILFLDODQQRXQFHPHQW

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU)858.$:$726+,$.,

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/%
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

人間生態学
)LHOG0HGLFLQH

(QJOLVK

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV0RQ

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

&HQWHUIRU6RXWKHDVW$VLDQ6WXGLHV
$VVRFLDWH3URIHVVRU6$.$02725<287$

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
)LHOG0HGLFLQHLVEDVHGRQWKHEHOLHIWKDWSDWLHQWVLQWKHKRVSLWDOVHWWLQJSURYLGHVRQO\DVPDOOJOLPSVHLQWR
WKHLUZRUOGDQGWKDWWKHUHDOLW\RILOOQHVVDQGDJLQJFDQEHREVHUYHGLQWKHLUKRPHVDQGFRPPXQLWLHVDVZHOO
,QWKLVFODVVZHZLOOFRQVLGHULOOQHVVDQGDJHLQJLQUHODWLRQWRHFRORJ\DQGFXOWXUH
>&RXUVHREMHFWLYHV@
7RQXUWXUHWKHSRWHQWLDOWRILQGDQGWDFNOHZLWKLVVXHVRIRQH VRZQPRWLYHZHZLOOOHDUQWKHSLRQHHUVSLULWV
DQGSKLORVRSK\RIRXUIRUHIDWKHUVDQGSHRSOHLQRXUWLPH
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
,QWURGXFWLRQ
)LHOG0HGLFLQH
)UHHGRPDQG3LRQHHU6SLULWV
6WXGLHVVWDUWHGIURPDSDWLHQWLQIURQWRI\RX
/HJLRQHOODEHVLGH\RX
$JLQJLQKLJKDOWLWXGHHQYLURQPHQWV
*OREDOHQYLURQPHQWLVVXHVLQVLGHXV
+HDOWKDQGKDSSLQHVVDPRQJWKHHOGHUO\LQ'RPNKDUYDOOH\
6LJQLILFDQFHRIIULHQGVKLSVLQDUHDVWXGLHV
&RPPXQLW\EDVHGHOGHUO\FDUHSURJUDPLQ%KXWDQ
/HDUQLQJOLYHOLKRRGVRISHRSOHIURPDFOLQLF
/LPLWDWLRQVDQGUROHVRIPHGLFDOFDUH
9LHZRIOLIHDQGGHDWKDQGVLJQLILFDQFHRIPHGLFDOFDUH
0HVVDJHIURPDQHOGHUO\LQ+LPDOD\D
*HQHUDOGLVFXVVLRQ
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
(YDOXDWLRQZLOOEHPDGHEDVHGRQTXHVWLRQDQGDQVZHUSDUWLFLSDWLRQLQFODVVDQGUHSRUWV
>7H[WERRNV@
1RWXVHG
&RQWLQXHWR人間生態学  ↓↓↓
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未更新
人間生態学 

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
坂本龍太 『ブータンの小さな診療所』（ナカニシヤ出版）,6%1
奥宮清人 『生老病死のエコロジー』（昭和堂）,6%1

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
5\RWD6DNDPRWR0'3K'
&HQWHUIRU6RXWKHDVW$VLDQ6WXGLHV
.\RWR8QLYHUVLW\
6KLPRDGDFKLFKR<RVKLGD6DN\RNX
.\RWR-DSDQ
7(/
)$;
(PDLOVDNDPRWR#FVHDVN\RWRXDFMS
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

交絡調整の方法
,QWHUPHGLDWH%LRVWDWLVWLFV

(QJOLVK

7DUJHW\HDU
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
3OHDVHWUHDVXUHTXHVWLRQVDQGLGHDVFRQFHLYHGLQ\RXUPLQGGXULQJWKHFODVVHV3OHDVHVWXG\IXUWKHUDQG
FRQVLGHUZHOOLQ\RXUPLQGDIWHUWKHFODVVHV

338%+/-

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7XH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU'2, 0$6$$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVLVWDQW3URIHVVRU2PL\D0DVDWRPR
)RUPHU0LQLVWU\RI+HDOWK/DERXUDQG:HOIDUH
025, .$=8+,.2

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
&RQIRXQGLQJOHDGVWRELDVZKLFKLQWHUIHUHVFDXVDOLQWHUSUHWDWLRQEHWZHHQH[SRVXUHDQGRXWFRPHLQ
REVHUYDWLRQDOVWXGLHV
7KLVFRXUVHLVGHVLJQHGWRSURYLGHVWDWLVWLFDOPHWKRGVIRUDGMXVWPHQWRIFRQIRXQGLQJ6WUDWLILHGDQDO\VLVDQG
UHJUHVVLRQPRGHOLQJDUHLQWURGXFHG5HODWHGWRSLFVVXFKDVVXUYLYDODQDO\VLVPLVVLQJGDWDHWFDUHLQFOXGHG
)RUFRQGXFWLQJDQHSLGHPLRORJLFRUFOLQLFDOUHVHDUFKGHYHORSLQJDVWXG\SURWRFRODQGDVWDWLVWLFDODQDO\VLV
SODQLVQHFHVVDU\:HSURYLGHDQHVVHQFHIRUGHYHORSLQJWKHP
>&RXUVHREMHFWLYHV@
8QGHUVWDQGWKHFRQFHSWRIFRQIRXQGLQJ
8QGHUVWDQGSURVDQGFRQVRIVWUDWLILHGDQDO\VLVDQGUHJUHVVLRQPRGHOLQJ
8QGHUVWDQGLPSRUWDQFHIRUVWXG\SURWRFRODQGVWDWLVWLFDODQDO\VLVSODQ
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
2FWREHU&RQIRXQGLQJDQGVWDQGDUGL]DWLRQ
2FWREHU(VWLPDWLRQRIFRPPRQHIIHFWPHDVXUHV
2FWREHU&RPSDULVRQRIPHDQV
2FWREHU,QWURGXFWLRQWRUHJUHVVLRQPRGHOLQJ&ODVVH[DP
2FWREHU*HQHUDOL]HGOLQHDUPRGHOV
1RYHPEHU6XUYLYDODQDO\VLV
1RYHPEHU6XUYLYDODQDO\VLV
1RYHPEHU+DQGOLQJPLVVLQJGDWD&ODVVH[DP
1RYHPEHU'DWDPDQDJHPHQWDQGUHSRUWLQJ
'HFHPEHU6WXG\SURWRFROV
'HFHPEHU6WDWLVWLFDODQDO\VLVSODQV
'HFHPEHU5HYLHZRISKDUPDFHXWLFDOSURGXFWVDQGSKDUPDFRYLJLODQFH
 
-DQXDU\9DULDEOHVHOHFWLRQ&ODVVH[DP
-DQXDU\$GYDQFHGPHWKRGVIRUFRQIRXQGLQJDGMXVWPHQW
-DQXDU\'LVFXVVLRQRQVWDWLVWLFDODQDO\VLVSODQV

&RQWLQXHWR交絡調整の方法  ↓↓↓

未更新
交絡調整の方法 

&RXUVHQXPEHU

338%+3-

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
$OOVWXGHQWVLQWKHFRXUVHZHUHH[SHFWHGWRWDNH)XQGDPHQWDOVRI%LRVWDWLVWLFV
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&ODVVH[DPLQDWLRQVWLPHV

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

解析計画実習
+HDOWK'DWD3URFHVVLQJ/DERUDWRU\

(QJOLVK

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

>7H[WERRNV@
'LVWULEXWHGPDWHULDOVLQ)XQGDPHQWDOVRI%LRVWDWLVWLFV
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
5RWKPDQ.-*UHHQODQG6/DVK7/『0RGHUQ(SLGHPLRORJ\UGHG』（/LSSLQFRWW:LOOLDPV :LONLQV
）
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
)XQGDPHQWDOVRI%LRVWDWLVWLFV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7XH

&ODVVVW\OH

3UDFWLFDOWUDLQLQJ

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU'2, 0$6$$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVLVWDQW3URIHVVRU2PL\D0DVDWRPR
)RUPHU0LQLVWU\RI+HDOWK/DERXUDQG:HOIDUH
025, .$=8+,.2
3KDUPDFHXWLFDOVDQG0HGLFDO'HYLFHV$JHQF\
$1'2<8.,
.REH8QLYHUVLW\
2025,7$.$6+,

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHSURYLGHVVWXGHQWVWHFKQLFDOLVVXHVWRGHYHORSDVWDWLVWLFDODQDO\VLVSODQDQGDVWXG\SURWRFRO
7KLVFRXUVHSURYLGHVSUDFWLFHWRUHYLHZQHZSKDUPDFHXWLFDOSURGXFWV
$WWKHHQGRIWKLVSURJUDPVWXGHQWVGHYHORSWKHLUVWDWLVWLFDODQDO\VLVSODQVIRUWKHLUPDVWHU VWKHVLVDQGJLYH
SUHVHQWDWLRQIRUWKHP
>&RXUVHREMHFWLYHV@
8QGHUVWDQGVWXG\JXLGHOLQHV
$SSO\VWUDWLILHGDQDO\VLVDQGUHJUHVVLRQPRGHOVXVLQJ-03VWDWLVWLFDOVRIWZDUHDQGLQWHUSUHWUHVXOWV
%HIDPLOLDUZLWKUHYLHZRIVXEPLWWHGGRFXPHQWVIRUDSSURYDORQQHZSKDUPDFHXWLFDOSURGXFWV
'HYHORSDQDO\VLVSODQVIRUPDVWHU VWKHVHV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
2FWREHU6WXG\JXLGHOLQHV
2FWREHU6WXG\JXLGHOLQHV
2FWREHU6WXG\JXLGHOLQHV 3UHVHQWDWLRQ
2FWREHU6WUDWLILHGDQDO\VLV
2FWREHU&RPSDULVRQRIPHDQV
1RYHPEHU5HJUHVVLRQDQDO\VLV
1RYHPEHU*HQHUDOL]HGOLQHDUPRGHOV
1RYHPEHU6XUYLYDODQDO\VLV
1RYHPEHU0LVVLQJGDWDDQDO\VLV
'HFHPEHU5HYLHZSUDFWLFHIRUQHZSKDUPDFHXWLFDOSURGXFWV
'HFHPEHU5HYLHZSUDFWLFHIRUQHZSKDUPDFHXWLFDOSURGXFWV
'HFHPEHU5HYLHZSUDFWLFHIRUQHZSKDUPDFHXWLFDOSURGXFWV 3UHVHQWDWLRQ
-DQXDU\'HYHORSLQJVWDWLVWLFDODQDO\VLVSODQ
-DQXDU\'HYHORSLQJVWDWLVWLFDODQDO\VLVSODQ
-DQXDU\6WDWLVWLFDODQDO\VLVSODQSUHVHQWDWLRQV

&RQWLQXHWR解析計画実習  ↓↓↓

− 108 −

解析計画実習 
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
$OOVWXGHQWVLQWKHFRXUVHZHUHH[SHFWHGWRWDNH,QWURGXFWLRQWR6WDWLVWLFDO&RPSXWLQJ

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/%

地域保健医療福祉論
+HDOWK0HGLFDODQG:HOIDUH6\VWHP

(QJOLVK

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
5HSRUWVDQGSUHVHQWDWLRQV
>7H[WERRNV@
'LVWULEXWHGPDWHULDOVLQ)XQGDPHQWDOVRI%LRVWDWLVWLFV
'LVWULEXWHGPDWHULDOVLQ,QWURGXFWLRQWR6WDWLVWLFDO&RPSXWLQJ
'LVWULEXWHGPDWHULDOVLQ,QWHUPHGLDWH%LRVWDWLVWLFV
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
<RXPXVWGRZQORDGDQGLQVWDOOWKHVWDWLVWLFDOVRIWZDUH-03RQ\RXURZQFRPSXWHU3OHDVHVHHKWWSZZZ
PHGN\RWRXDFMSVRIWZDUH-03
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
,QWURGXFWLRQWR6WDWLVWLFDO&RPSXWLQJ
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7KX

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU6$72085$.$=81$5,

<HDUVHPHVWHUV 7KHILUVWKDOIRIVHFRQG
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
$IWHUFRQTXHULQJWKH DQWLTXDWHG LQIHFWLRXVGLVHDVHV-DSDQHVHKDYHEHHQHQMR\LQJSURORQJHGOLIH$WWKH
VDPHWLPHXQSUHFHGHQWHGSKHQRPHQDIRUFHXVWRWKHVHULRXVKHDOWKGDQJHU
7KHILUVWSDUWRIWKHFRXUVHZLOORXWOLQHWKHKLVWRU\RIWKHKHDOWKSROLF\LQ-DSDQ1H[WZHZLOOSLFNXSVRPH
FRQWHPSRUDU\KHDOWKFDUHSROLF\LVVXHDQGDVN\RXWRDQDO\]HDQGDVVHVVLWDQGPDNHSUHVHQWDWLRQVLQJURXSV
RILGHDOVXJJHVWLRQIRUWKHEHWWHUSROLF\,QWKLVSURFHVV\RXZLOOOHDUQWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKH-DSDQHVH
KHDOWKSROLF\
>&RXUVHREMHFWLYHV@
7KHSXUSRVHRIWKLVFRXUVHLVWRSURYLGHWKHVWXGHQWVZLWKDQRYHUYLHZRIWKHXQLTXHKHDOWKSROLF\SURFHVVLQ
-DSDQ
$WWKHHQGRIWKHFODVVWKHVWXGHQWVDUHUHTXLUHGWREHDEOHWRDQDO\]HDQGDVVHVVWKHKHDOWKSROLF\LVVXHV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
2XWOLQHRIVWDWXVTXRRI-DSDQHVHKHDOWKSROLF\
&XUUHQWWRSLFVDQGWKHSRLQWVDWLVVXHLQKHDOWKSROLF\ 
&XUUHQWWRSLFVDQGWKHSRLQWVDWLVVXHLQKHDOWKSROLF\ 
([DPLQDWLRQDQGGLVFXVVLRQRQWKHSRLQWVDWLVVXH 
([DPLQDWLRQDQGGLVFXVVLRQRQWKHSRLQWVDWLVVXH 
([DPLQDWLRQDQGGLVFXVVLRQRQWKHSRLQWVDWLVVXH 
([DPLQDWLRQDQGGLVFXVVLRQRQWKHSRLQWVDWLVVXH 
)HHGEDFN+RXU
&RQILUPIRUVXEVHTXHQWVFKHGXOHFKDQJH
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&ODVVSDUWLFLSDWLRQSUHVHQWDWLRQGLVFXVVLRQ
*URXSLQGLYLGXDOSDSHU

&RQWLQXHWR地域保健医療福祉論  ↓↓↓

地域保健医療福祉論 
>7H[WERRNV@
+DQGRXWVZLOOEHSDVVHGRXWDVQHHGHG

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/%

国際保健学
,QWHUQDWLRQDO+HDOWK

(QJOLVK

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
『国民衛生の動向』（厚生統計協会）（ .2.80,1 (,6(,12'2.2  -DSDQHVH ）
『国民の福祉の動向』（厚生統計協会）（ .2.80,1 12)8.86+,12'2.2  -DSDQHVH ）
『保険と年金の動向』（厚生統計協会）（ +2.(1721(1.,1 12'2.2  -DSDQHVH ）
『衛生行政大要』（日本公衆衛生協会）（ (,6(,*<26(,7$,<2  -DSDQHVH ）
『6WDWLVWLFDO$EVWUDFWVRQ+HDOWKDQG:HOIDUHLQ-DSDQ』（+HDOWKDQG:HOIDUH6WDWLVWLFV$VVRFLDWLRQ）（
(QJOLVK ）
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
:DWFKWKHQHZVUHSRUWVLQQHZVSDSHUV79LQWHUQHWZLWKLQWHUHVWWRKHOSWRWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKHFRXUVH
FRQWHQW
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
0HWKRGVRI,QVWUXFWLRQ/HFWXUHV6WXGHQWOHGSUHVHQWDWLRQV&ODVVGLVFXVVLRQV

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU6$72085$.$=81$5,

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH6HFRQG
VHPHVWHU

OHFWXUHDQGVHPLQDU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
9LROHQWDFWLYLWLHVRIWKHWHUURULVWVKDYHFKDQJHGWKHZKROHVLWXDWLRQRILQWHUQDWLRQDOKHDOWK7KHFRQFHSWRI
KXPDQVHFXULW\LVQRZJLYHQDKLJKSULRULW\WRWKHILHOGDFWLYLWLHVRILQWHUQDWLRQDOKHDOWK
,QWKLVFRXUVHDIWHUWKHRXWOLQHRIV\VWHPDQGDFWLYLWLHVRIWKHLQWHUQDWLRQDOFRRSHUDWLRQDLGDJHQFLHVZH
LQYLWHLQWHUQDWLRQDOKHDOWKPHGLFDOSURIHVVLRQDOVWROHFWXUHRQWKHLURZQSURMHFWV$WWKHVDPHWLPHZHIRFXV
RQWKHSURFHVVRIWKHFDUHHUSDWKRIHDFKSUDFWLWLRQHU
>&RXUVHREMHFWLYHV@
7KHSXUSRVHRIWKLVFRXUVHLVWRH[SRVHWKHVWXGHQWVZLWKWKHGLIIHUHQWKHDOWKVLWXDWLRQVERXQGE\SROLWLFDO
HFRQRPLFDODQGFXOWXUDOUHDVRQVLQFRXQWULHVDQGKHOSWKHPWRKDYHLGHDVRIFRQWULEXWLRQ
$WWKHHQGRIWKHFODVVWKHVWXGHQWVDUHUHTXLUHGWRNQRZKRZWRJHWXVHIXODQGSUDFWLFDOLQIRUPDWLRQRIWKHLU
SURVSHFWLYHUROHDQGVW\OHIRUWKHIXWXUHKHDOWKPHGLFDOSUDFWLFH

&RXUVHIRUPDWPD\YDULHVGHSHQGRQWKHQXPEHURIVWXGHQWV
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
 2XWOLQHRILQWHUQDWLRQDOKHDOWK
$SUDFWLFDOFDVH  
$SUDFWLFDOFDVH  
$SUDFWLFDOFDVH  
$SUDFWLFDOFDVH  
$SUDFWLFDOFDVH  
$SUDFWLFDOFDVH  
$SUDFWLFDOFDVH  )HHGEDFN+RXU
&RQILUPIRUVXEVHTXHQWVFKHGXOHFKDQJH
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
)RUWKHEHWWHUFRPSUHKHQVLRQZLWKFRPSDULVRQFRXUVHRI+HDOWK0HGLFDODQG:HOIDUH6\VWHPLV
UHFRPPHQGHGWRWDNH

&RQWLQXHWR国際保健学  ↓↓↓
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国際保健学 
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&ODVVSDUWLFLSDWLRQDQGDWWLWXGH
*URXSLQGLYLGXDOSDSHU
>7H[WERRNV@
+DQGRXWVZLOOEHSDVVHGRXWDVQHHGHG

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ
(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7KX
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
『国民衛生の動向』（厚生統計協会）（ .2.80,1 (,6(,12'2.2  .RVHLWRNHLN\RNDL 
-DSDQHVH ）
『6WDWLVWLFDO$EVWUDFWVRQ+HDOWKDQG:HOIDUHLQ-DSDQ』（+HDOWKDQG:HOIDUH6WDWLVWLFV$VVRFLDWLRQ）
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
:DWFKWKHQHZVUHSRUWVLQQHZVSDSHUV79LQWHUQHWZLWKLQWHUHVWWRKHOSWRWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKHFRXUVH
FRQWHQW
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
0HWKRGVRI,QVWUXFWLRQ/HFWXUHV&ODVVGLVFXVVLRQV*XHVWOHFWXUHV
&RXUVHIRUPDWPD\YDULHVGHSHQGRQWKHQXPEHURIVWXGHQWV
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

毒性学
7R[LFRORJ\

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU+$5$'$.28-,

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
,&RXUVH'HVFULSWLRQ
7KHXQGHUVWDQGLQJRISUDFWLFHDQGWKHRU\LVHVVHQWLDOIRUWR[LFRORJ\VWXG\7KHFRXUVHLVDLPHGWRSURYLGHWKH
EDVLVRIPRGHUQWR[LFRORJ\UHVHDUFK,QDGGLWLRQDGYDQFHGWR[LFRORJ\IRUWR[LFRNLQHWLFVDQGFKHPLFDO
DQDO\VLVZLOOEHJLYHQLQWKHODWWHUKDOIRIWKHFRXUVH
>&RXUVHREMHFWLYHV@
,,&RXUVH*RDOVDQG2EMHFWLYHV
.QRZOHGJHRIWR[LFRORJLFDODVVHVVPHQW
.QRZOHGJHRIWR[LFRNLQHWLFVDQGPDWKHPDWLFDOPRGHOV
.QRZOHGJHRIFKHPLFDODQDO\VLV
6NLOOWRDXGLWWR[LFRORJLFDOUHVHDUFK
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
2ULHQWDWLRQ
7R[LFRORJ\
7R[LFRORJ\
7R[LFRORJ\
7R[LFRORJ\
7R[LFRORJ\
 *HQHUDO3URYLVLRQV DQG 2UJDQL]DWLRQDQG3HUVRQQHO
)DFLOLWLHV DQG (TXLSPHQW
 7HVWLQJ)DFLOLWLHV2SHUDWLRQ DQG 7HVWDQG&RQWURO$UWLFOHV
3URWRFROIRUDQG&RQGXFWRID1RQFOLQLFDO/DERUDWRU\6WXG\
7R[LFRNLQHWLFV
7R[LFRNLQHWLFV
5HVHDUFKHWKLFVLQWR[LFRORJ\
&KHPLFDODQDO\VLV
&KHPLFDODQDO\VLV
&KHPLFDODQDO\VLV
3UHVHQWDWLRQ

&RQWLQXHWR毒性学  ↓↓↓

毒性学 
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/%
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

ベンチトレーニングコース
2QWKH%HQFK7UDLQLQJ&RXUVH

(QJOLVK

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$WWHQGDQFHDQGDFWLYHSDUWLFLSDWLRQ
3UHVHQWDWLRQ
>7H[WERRNV@
1RWXVHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
,9&RXUVH7H[WDQG5HDGLQJV
&RGHRI)HGHUDO5HJXODWLRQV,&+*XLGHOLQH
/X V%$6,&72;,&2/2*<WKHGLWLRQ)UDQN&/XDQG6DP.DFHZ7D\ORUDQG)UDQFLV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5HYLVLRQLVUHFRPPHQGHGWRIROORZELRORJLFDOPHFKDQLVPVLQWDUJHWWR[LFLWLHV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
&UHGLWVRI 2FFXSDWLRQDOKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDOKHDOWKVFLHQFHV DUHUHTXLUHG
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 金

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU+$5$'$.28-,

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/HFWXUH

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
,&RXUVH'HVFULSWLRQ
7KHSUDFWLFHRIWR[LFRORJ\ZLOOEHJLYHQIRUOHDUQLQJSURWRFROZULWLQJSURWRFROSUHVHQWDWLRQSURWRFROPHHWLQJ
VDPSOHFROOHFWLRQVDPSOHPHDVXUHPHQWDXGLWSDSHUZULWLQJDQGUHYLHZ
>&RXUVHREMHFWLYHV@
,,&RXUVH*RDOVDQG2EMHFWLYHV
6NLOOVLQKDQGOLQJ*DV&KURPDWRJUDSK\0DVV6SHFWURPHWU\ *&06
6NLOOIRUSURWRFROZULWLQJLQDFFRUGDQFHZLWKWKHSUDFWLFHRIWR[LFRORJ\
&RQGXFWODERUDWRU\ZRUNV
6NLOOWKHH[SHULPHQWHGGDWD
6NLOOWKHH[SHULPHQWHGGDWD
6NLOOWRZULWHDFRPSDQ\SDSHU
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
&RXUVH6FKHGXOH
2ULHQWDWLRQ
*DV&KURPDWRJUDSK\
*DV&KURPDWRJUDSK\
0DVV6SHFWURPHWU\
0DVV6SHFWURPHWU\
'LVFXVVLRQRIWKHPH
3UHVHQWDWLRQRIEDFNJURXQG
3URWRFRO:ULWLQJ
3URWRFRO3UHVHQWDWLRQ
6DPSOHFROOHFWLQJ
6DPSOHPHDVXUHPHQW 
6DPSOHPHDVXUHPHQW 
6XPPDUL]HWKHGDWD
3UHVHQWDWLRQWKHGDWD
:ULWLQJ3DSHU
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
(OHFWLYH
&RQWLQXHWRベンチトレーニングコース  ↓↓↓
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ベンチトレーニングコース 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$WWHQGDQFHDQGDFWLYHSDUWLFLSDWLRQ
3UHVHQWDWLRQ

338%+/%

医薬品・医療機器の開発計画、薬事と審査
'HYHORSPHQWVWUDWHJ\SODQDQGUHJXODWRU\DIIDLUVRIGUXJVDQGPHGLFDOGHYLFHV

(QJOLVK

>7H[WERRNV@
1RWXVHG
,9&RXUVH7H[WDQG5HDGLQJV
+DQGRXWV
&RGHRI)HGHUDO5HJXODWLRQV,&+*XLGHOLQH
4XDQWLWDWLYH&KHPLFDO$QDO\VLVWKHGLWLRQ'DQLHO&+DUULV:+)UHHPDQDQG&RPSDQ\

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV:HG

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.$:$.$0,.2-,

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
'LUHFWRUDQG,QVWUXFWRUV
'LUHFWRU .RML.DZDNDPL 3URIHVVRU3KDUPDFRHSLGHPLRORJ\ 
6KLUR7DQDND 3URJUDPVSHFLILF3URIHVVRU&OLQLFDO%LRVWDWLVWLFV -XQNR.RPXUD 6HWVXQDQ8QLY 
<DVXKLUR)XMLZDUD 30'$ +LURL.DVDL .\RWR8QLYL$&7 +DUXNR<DPDPRWR 1DWLRQDO&HUHEUDODQG
&DUGLRYDVFXODU&HQWHU 7DNDKLUR8FKLGD -20'' ,NXR+RULL &DPEULGJH8QLY 6KLJH\XNL:DNLWDQL
0XNRJDZD:RPHQ V8QLY <RNR8U\XKDUD 'RVKLV\D8QLY &KULVWLDQ(O]H &DWHQLRQ <RVKLH2QLVKL
&UHDWLY&HXWLFDO 6KLQ\D.LPXUD -0'& +LVDVKL8UXVKLKDUD .HLR8QLY 

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

7KHGHYHORSPHQWVWUDWHJ\SURWRFROGHVLJQSURMHFWPDQDJHPHQWVDIHW\HIILFDF\DVVHVVPHQWDQGHFRQRPLF
HYDOXDWLRQRIGUXJVDQGPHGLFDOGHYLFHVZLOOEHOHFWXUHG7KHGHYHORSPHQWRIGUXJDQGPHGLFDOGHYLFHDQG
WKHUHJXODWRU\UHYLHZLQWHUPVRIPDQXIDFWXULQJDQGFRQWUROQRQFOLQLFDOVWXGLHVFOLQLFDOSURWRFROWKHQHZ
GUXJDSSOLFDWLRQVDQGSRVWPDUNHWLQJZLOOEHGLVFXVVHG

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
*URXSGLVFXVVLRQZLOOEHSHUIRUPHGE\VWXGHQWVLQ2XWRI&ODVV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
&UHGLWVRI 2FFXSDWLRQDOKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDOKHDOWKVFLHQFHV DUHUHTXLUHG

>&RXUVHREMHFWLYHV@
・7KHLGHDRIGUXJPHGLFDOGHYLFHGHYHORSPHQWDQGUHJXODWRU\UHYLHZZLOOEHXQGHUVWRRG
・7RXQGHUVWDQGWKHVWUDWHJ\SURWRFROGHYHORSPHQWDQGSURMHFWPDQDJHPHQWRIGUXJGHYHORSPHQWDQG
FOLQLFDOWULDOV

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
2FWREHU'UXJ'HYHORSPHQWVWUDWHJ\DQGWUDQVODWLRQDOUHVHDUFK 7DQDND
2FWREHU,QGXVWU\5 'DQGUHJXODWRU\UHYLHZHUWUDLQLQJQRQFOLQLFDOVWXGLHV .RPXUD
2FWREHU,QGXVWU\5 'DQGUHJXODWRU\UHYLHZHUWUDLQLQJ&0& .DZDNDPL
2FWREHU,QGXVWU\5 'DQGUHJXODWRU\UHYLHZHUWUDLQLQJSURWRFROUHYLHZRIFOLQLFDOWULDO )XMLZDUD
1RYHPEHU3URMHFWPDQDJHPHQWRIFOLQLFDOWULDO .DVDL
1RYHPEHU,QGXVWU\5 'DQGUHJXODWRU\UHYLHZHUWUDLQLQJPHGLFDOGHYLFHV   <DPDPRWR
1RYHPEHU7KH&KDQJLQJ'\QDPLFVRI%LRSKDUPDFHXWLFDO,QQRYDWLRQ (O]H
'HFHPEHU'DWDUHYLHZDQGSHUVRQDOL]HGPHGLFLQHLQGUXJGHYHORSPHQW +RULL
'HFHPEHU,QGXVWU\5 'DQGUHJXODWRU\UHYLHZHUWUDLQLQJUHJHQHUDWLYHPHGLFLQH :DNLWDQL
'HFHPEHU/LIHF\FOHPDQDJHPHQWRIGUXJ 8U\XKDUD
'HFHPEHU
8QGHFLGHG
-DQXDU\3KDUPDFRHFRQRPLFVDQGYDOXHEDVHGGUXJSULFLQJ 2QLVKL
-DQXDU\)LQDQFHRI-DSDQDQGKHDOWKFDUH 1DND\DPD
-DQXDU\3RVWPDUNHWLQJVXUYHLOODQFH 8UXVKLKDUD
-DQXDU\'UXJGHYHORSPHQWDQGHYDOXDWLRQEDVHGRQ,&7(05 6HNL
&RQWLQXHWR医薬品・医療機器の開発計画、薬事と審査  ↓↓↓

医薬品・医療機器の開発計画、薬事と審査 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
<RXPXVWWDNHWKLVFRXUVHDORQJZLWKWKHFRXUVH+ 'UXJSROLF\DQGUHJXODWLRQV DQG+ 'UXJ
GHYHORSPHQWHYDOXDWLRQDQGUHJXODWRU\VFLHQFHV RI:HGQHVGD\QGRIWKHVHFRQGVHPHVWHUIRU\RXWR
DFTXLUHIXQGDPHQWDOXQGHUVWDQGLQJRIWKHILHOG

WLWOHLQ

338%+/%

医薬品の開発と評価
'UXJ'HYHORSPHQW(YDOXDWLRQDQG5HJXODWRU\6FLHQFHV

(QJOLVK

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.$:$.$0,.2-,

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH6HFRQG
VHPHVWHU

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
3DUWLFLSDWLRQ  DQGUHSRUW 

7DUJHW\HDU

>7H[WERRNV@
1RWXVHG

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
'LUHFWRUDQG,QVWUXFWRUV
'LUHFWRU .RML.DZDNDPL 3URIHVVRU，3KDUPDFRHSLGHPLRORJ\
+LURPLWVX6KLUDVDZD 06'-DSDQ 
,NXR+RULL &DPEULGJH8QLY ,]XPL6DWR 6HQLRU/HFWXUHU3KDUPDFRHSLGHPLRORJ\ &KULVWLDQ(O]H
&DWHQLRQ 
<RVKLH2QLVKL &UHDWLY&HXWLFDO 5\R1DND\DPD 02) +LVDVKL8UXVKLKDUD .HLR8QLY 7RPRWVXJX6HNL
$VVLVWDQW3URIHVVRU3KDUPDFRHSLGHPLRORJ\

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
6DHNR<DVXRHWDO『,QYLWDWLRQWRQHZGUXJGHYHORSPHQW』（.\RULWVX3UHVV）
.RML.DZDNDPL+LVDVKL8UXVKLKDUD6KLUR7DQDNDHWDOHG『6WURP V7H[WERRNRI3KDUPDFRHSLGHPLRORJ\』
（1$1=$1'2&R/WG）

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
3UHSDUDWLRQLQDGYDQFHDQGUHYLHZDIWHUOHFWXUH

7KHHIILFDF\DQGVDIHW\RIWKHGUXJELRORJLFVDQGPHGLFDOGHYLFHVDUHHYDOXDWHGWKURXJKWKHGUXJ
GHYHORSPHQWSURFHVVLQYROYLQJSUHFOLQLFDODQGFOLQLFDOVWXGLHVPDQXIDFWXULQJDQGSRVWPDUNHWLQJ
VXUYHLOODQFH$OVRFRVWEHQHILWFRQVLGHUDWLRQWKURXJKWKHFRPSDUDWLYHHIIHFWLYHUHVHDUFKLVQHFHVVDU\
)XQGDPHQWDOFRQVLGHUDWLRQVRIWKHVHLVVXHVDORQJZLWKUHVHDUFKH[DPSOHVZLOOEHGLVFXVVHG

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
.RML.DZDNDPL（)%OGJ*）DSSRLQWPHQWUHTXLUHGE\HPDLO
HPDLONDZDNDPLNRMLH#N\RWRXDFMS

>&RXUVHREMHFWLYHV@
7RXQGHUVWDQGLGHDRIWKHGHYHORSPHQWHYDOXDWLRQFRVWEHQHILWRIPHGLFLQDOSURGXFWV

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
1RYHPEHU+HDOWKFDUH6\VWHPV&KDOOHQJHVDQG5HIRUP (O]H
'HFHPEHU'UXJGHYHORSPHQWDQGWR[LFLW\VDIHW\ +RULL
'HFHPEHU5HJXODWRU\DIIDLUVLQWKHJOREDOZLGHSKDUPDFHXWLFDOFRPSDQ\ 6KLUDVDZD
'HFHPEHU0HGLFDOUHDOZRUOGGDWDDQG0HGLFLQHHYDOXDWLRQ .DZDNDPL
'HFHPEHU$QLQWURGXFWLRQWR3KDUPDFRHSLGHPLRORJ\ 6DWR
-DQXDU\3KDUPDFRHFRQRPLFVDQGYDOXHEDVHGGUXJSULFLQJ 2QLVKL
-DQXDU\)LQDQFHRI-DSDQDQGKHDOWKFDUH 1DND\DPD
-DQXDU\3RVWPDUNHWLQJVXUYHLOODQFH 8UXVKLKDUD
-DQXDU\'UXJGHYHORSPHQWDQGHYDOXDWLRQEDVHGRQ,&7(05 6HNL

&RQWLQXHWR医薬品の開発と評価  ↓↓↓
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未更新
医薬品の開発と評価 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
<RXPXVWWDNHWKLVFRXUVHDORQJZLWKWKHFRXUVH+ 'UXJSROLF\DQGUHJXODWLRQ RWKHUZLVHWKHHQWLUH
JUDVSRIWKHGUXJUHVHDUFKGHYHORSPHQWDQGUHJXODWLRQVZLOOQRWEHDFKLHYHG

(QJOLVK

>7H[WERRNV@
1RWXVHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
6DHNR<DVXRHWDO『,QYLWDWLRQWRQHZGUXJGHYHORSPHQW』（.\RULWVX3UHVV）
.RML.DZDNDPL+LVDVKL8UXVKLKDUD6KLUR7DQDNDHWDOHG『6WURP V7H[WERRNRI3KDUPDFRHSLGHPLRORJ\』
（1$1=$1'2&R/WG）

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7KX

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
3DUWLFLSDWLRQ  DQGUHSRUW 

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
.RML.DZDNDPL（)%OGJ*）DSSRLQWPHQWUHTXLUHGE\HPDLO
HPDLONDZDNDPLNRMLH#N\RWRXDFMS
LQWHUPHGLDWH

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

ゲノム科学と医療
*HQRPH6FLHQFHDQG0HGLFLQH

7DUJHW\HDU

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
3UHSDUDWLRQLQDGYDQFHDQGUHYLHZDIWHUOHFWXUH

338%0/%

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU0$768'$)80,+,.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU7$%$5$<$68+$58
&HQWHUIRUWKH3URPRWLRQRI,QWHUGLVFLSOLQDU\(GXFDWLRQDQG5HVHDUFK
3URJUDP6SHFLILF3URIHVVRU1$*$6$.,0$6$2

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
'1$VHTXHQFLQJWHFKQRORJ\LVLQFUHDVLQJ\SRSXODUL]HGWKHDSSOLFDWLRQRIWKLVWHFKQRORJ\LQWKHFOLQLFDO
PHGLFLQHLVQRZFRPLQJLQWRUHDOLW\7KHDLPRIWKLVFRXUVHLVWRSURYLGHNQRZOHGJHVZKLFKDUHQHFHVVDU\WR
XQGHUVWDQG*HQRPLF0HGLFLQH7KHOLQNEHWZHHQEDVLFVFLHQFHDQGFOLQLFDOPHGLFLQHZLOOEHIRFXVHGIURP
WKHFXUUHQWO\RQJRLQJSUDFWLFHWRIXWXUHSHUVSHFWLYHV$OHFWXUHLVSURYLGHGE\H[SHUWUHVHDUFKHUHDFKZHHN
6WXGHQWVDUHDOVRUHTXLUHGWRSDUWLFSDWHLQWKHV\PSRVLXPRI.\RWR&RXUVHRQ%LRLQIRUPDWLFVIRU*HQRPLF
0HGLFLQH
>&RXUVHREMHFWLYHV@
8QGHUVWDQGWKHEDVLFFRQFHSWVEHKLQG*HQRPLF0HGLFLQH
/HDUQDERXWFXUUHQWDQGXSFRPLQJDSSOLFDWLRQRIJHQRPHVFLHQFHLQWKHFOLQLFDOSUDFWLFH
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
2FW*HQRPLFPHGLFLQH    7KH.\RWRFRXUVHRQ%LRLQIRUPDWLFVIRU*HQRPLF0HGLFLQHV\PSRVLXP
2FW*HQHWLFVRIGLVHDVHV  3RO\JHQHWLFGLVHDVHV'U<RLFKLUR.DPDWDQL
2FW*HQHWLFVRIGLVHDVHV  *HQRPLFVRIVPDOOYHVVHOGLVHDVHV3URI6WHSKDQLH'HEHWWH %RUGHDX[
8QLYHUVLW\
1RY*HQHWLFVRIGLVHDVHV  4XDQWLWDWLYHWUDLWV'U<RLFKLUR.DPDWDQL
1RY*HQHWLFVRIGLVHDVHV  51$VSOLFLQJDQGGLVHDVHV3URI0DVDWRVKL+DJLZDUD
1RY*HQHWLFVRIGLVHDVHV  6LQJOHJHQHGLVRUGHUV3URI1DRPLFKL0DWVXPRWR <RNRKDPD&LW\8QLYHUVLW\
'HF*HQHWLFVRIGLVHDVHV  0XOWLRPLFVDSSURDFKWRFKURQLFGLVHDVHV'U'RPLQLTXH*DXJLHU
'HF*HQRPLFPHGLFLQH  +7/9UHODWHGGLVHDVHHSLGHPLRORJ\JHQHWLFVDQGFOLQLFDOPHGLFLQH3URI
<RVKLKLVD<DPDQR 6W0DULDQQD0HGLFDO8QLYHUVLW\
'HF*HQRPLFPHGLFLQH  &DQFHUJHQRPLFV'U$NLKLUR)XMLPRWR
'HF*HQRPLFPHGLFLQH  3KDUPDFRJHQRPLFV'U7DLVHL0XVKLURGD 5,.(1
-DQ*HQRPLFPHGLFLQH  3UHGLFWLRQIRUFRPSOH[GLVRUGHUV'U<RLF'KLUR.DPDWDQL
-DQ*HQRPLFPHGLFLQH  *HQRPHFRKRUWVWXG\3URI)XPLKLNR0DWVXGD
-DQ*HQRPLFPHGLFLQH  *HQRPLFVIRUGUXJGLVFRYHU\3URI<XNLQRUL2NDGD 2VDND8QLYHUVLW\
-DQ)HHGEDFN
>1RWH@2UGHUDQGFRQWHQWRIWKHOHFWXUHVFDQEHFKDQJHGDFFRUGLQJWRWKHVFKHGXOHRIH[WHUQDOOHFWXUHUV
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
&RPSOHWLRQRI6WDWLVWLFDO*HQHWLFV,DQG,,LVVWURQJO\UHFRPPHQGHG

&RQWLQXHWRゲノム科学と医療  ↓↓↓

ゲノム科学と医療 
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
([SUHVVLRQKLVKHURSLQLRQGXULQJFODVV
([DPLQDWLRQ
>7H[WERRNV@
+DQGRXWVZLOOEHJLYHQGXULQJWKHFODVV

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%1/-

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV金５・６：開講日注意&ODVVVW\OH
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
/HFWXUHVXVLQJWH[WERRNVSRZHUSRLQWSUHVHQWDWLRQVDQGVFLHQWLILFUHSRUWV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
:HZHOFRPHDQ\TXHVWLRQVERWKGXULQJDQGDIWHUFODVV
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

医療倫理学各論
3UDFWLFXPIRU&OLQLFDO*HQHWLFV

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
【基本情報】
授業日時：金曜限（原則隔週）
教室：*棟階演習室
レベル：応用
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・竹之内沙弥香・山崎康仕（神戸大学）・浅井篤（東北大
学）
【コースの概要】
医療技術の進展にともなって生じる臨床上の問題、臨床研究実施上の問題の検討を行う。「自ら問
題を考え、解決の方策を探り、臨床で実践する能力」を身につけ、実践行動型の医療者となること
を目標とする
>&RXUVHREMHFWLYHV@
 医療倫理学の基礎を理解する
・医療倫理学の背景、医師患者関係の変容、患者の権利や医師の義務を理解する
 倫理的問題の対処方法を習得する
・問題の存在を認識し、考える枠組みを使って実際の問題を検討する
・議論を通じて解決の道筋をたてる
・臨床での実践方法を考える
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
【第回】月日＜小杉＞「倫理委員会・移植医療と倫理」倫理審査委員会の歴史、現状、法的
根拠、組織、脳死からの臓器移植、生体肝移植、心臓死および生体からの膵島移植などの問題点を
実例に基づいて考える
【第回】月日＜山田＞「産婦人科医療と倫理」産婦人科では，胚や胎児を対象とするために
生じる倫理問題が存在する。これらの幅広い倫理的課題について考える。
【第回】月日＜浅井＞「医療資源配分の問題」
【第回】月日＜山崎＞「法と倫理」道徳・倫理・法の関係、自然法論と法実証主義などにつ
いて総合的に考える
【第回】月日＜和田＞「小児科医療と倫理」小児医療における代諾、重症障害新生児の治
療、治療拒否と虐待などの問題点について考える
【第回】月日＜竹之内＞「終末期医療」治療の中止、延命治療、安楽死、尊厳死、高齢者
医療、'15オーダー、事前指示、医学的無益性などについて考える
【第回】月日＜山田＞「二次的（偶発的）所見の問題」網羅的なゲノム情報が用いられる
時代となり常に直面する二次的（偶発的）所見の取り扱いについて学ぶ
【第回】月日＜小杉＞「自主研究発表」履修院生による自己テーマについての研究発表
&RQWLQXHWR医療倫理学各論  ↓↓↓
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未更新
医療倫理学各論 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
遺伝カウンセラーコース回生必修科目
63+選択科目
先修科目として「基礎医療倫理学」の履修を原則とする
人間健康科学系専攻学生の受講可否：要事前連絡

*0('6/(
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

統計遺伝学,,
6WDWLVWLFDO*HQHWLFV,,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
研究発表、議論への参加の積極性、レポート、出席等を総合的に判定します。
自主研究発表 最後に実施 ： 医療倫理に関するどのようなテーマでも良いので、自ら問題点を探し、
それについて調べたり、検討した結果を発表し、全体でディスカッションします。割り当て時間（
発表＋ディスカッション）は、発表者の数に依存しますが、分程度です。（原則としてパワ
ーポイントを用いて発表し、ハンドアウト配布もお願いします）。他の専攻や研究科からの受講、
聴講の場合も必須です。

'RFWRUDOVWXGHQWV 1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU<$0$'$5,<28

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH6HFRQG

OHFWXUHDQGVHPLQDU

VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHLVFRQVLVWHGRIWKUHHFRPSRQHQWVWRPDVWHUWKHEDVLFVRIVWDWLVWLFDOJHQHWLFV  EDVLFPDWKHPDWLFV
  EDVLFVRIVWDWLVWLFVDQG  DSSOLFDWLRQRIVWDWLVWLFVWRJHQHWLFVWXGLHV
7KHFRXUVHGLYLGHVWKHVHWKUHHFRPSRQHQWVLQWRVL[PRGXOHVDQGSURYLGHVRQHRIWKHPIRUHDFKVHPHVWHU
%DVLFPDWKHPDWLFV$/LQHDUDOJHEUDDQGJUDSKWKHRU\
%DVLFPDWKHPDWLFV%&DOFXOXVDQGLQIRUPDWLRQJHRPHWU\

>7H[WERRNV@
配布するハンドアウトなど

%DVLFVRIVWDWLVWLFV$'DWDW\SHVDQGVWDWLVWLFDOWHVWV
%DVLFVRIVWDWLVWLFV%,QIHUHQFH
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

$SSOLFDWLRQRIVWDWLVWLFV$6WDWLVWLFDODVSHFWVRI0HQGHOLDQWUDLWVDQG&DQFHUV\QGURPHV
$SSOLFDWLRQRIVWDWLVWLFV%6WDWLVWLFDDVSHFWVRIFRPSOH[JHQHWLFWUDLWVDQGJHQHH[SUHVVLRQELRPDUNHUV
6FKHGXOHSODQLVDVEHORZ

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
適宜指示する

VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV$QGVHPHVWHU%DVLFVRIVWDWLVWLFV$
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV%QGVHPHVWHU$SSOLFDWLRQ%
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV$QGVHPHVWHU%DVLFVRIVWDWLVWLFV%
VWVHPHVWHU%DVLFPDWKHPDWLFV%QGVHPHVWHU$SSOLFDWLRQ$

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
その他メッセージ
事例検討は、ビデオ、漫画を用いることがあります
講義日程、講師、内容については、多少の変更がある可能性があります
かならず、正式な受講届を提出すること。

,QWKHFRXUVHWKHODQJXDJH5LVXVHGIRUGDWDDQDO\VLVVLPXODWLRQDQGYLVXDOL]DWLRQ
7KLVVHPHVWHU%$6,&6RI67$7,67,&6$

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHREMHFWLYHV@
%DVLFPDWKHPDWLFV$7RXQGHUVWDQGPDWUL[FDOFXODWLRQOHDVWVTXDUHV3&$DQG
WKHEDVLFVRIJUDSKWKHRU\
%DVLFPDWKHPDWLFV%7RXQGHUVWDQGFDOFXOXVIRUSUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQVOLNHOLKRRGIXQFWLRQVDQG
PD[LPXPOLNHOLKRRGHVWLPDWLRQDSSUR[LPDWLRQDQGWKHEDVLFVRILQIRUPDWLRQJHRPHWU\
%DVLFVRIVWDWLVWLFV$：7RXQGHUVWDQGGDWDW\SHVVWDWLVWLFDOWHVWVDV\PSWRWLFWHVWVH[DFWWHVWVDQG
FRQWLQJHQF\WDEOHWHVWV
%DVLFVRIVWDWLVWLFV%：7RXQGHUVWDQGSRLQWDQGLQWHUYDOHVWLPDWHV%D\HVLDQHVWLPDWHVPD[LPXPOLNHOLKRRG
HVWLPDWHVDQGOLNHOLKRRGIXQFWLRQV
&RQWLQXHWR統計遺伝学,,  ↓↓↓

統計遺伝学,, 

統計遺伝学,, 

$SSOLFDWLRQ$7RXQGHUVWDQGVWDWLVWLFDODVSHFWVIRUULVNHYDOXDWLRQRI0HQGHOLDQWUDLWVDQGFDQFHUV\QGURPHV
$SSOLFDWLRQ%7RXQGHUVWDQGVWDWLVWLFDODVSHFFWVIRUULNVHYDOXDWLRQRIFRPSOH[JHQHWLFWUDLWVDQG
H[SUHVVLRQDOSURILOHV

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$FWLYLWLHVLQWKHFODVVKRXUVKRPHZRUNVDQGH[DPDWWKHHQGRIWKHFRXUVHDUHFRXQW
>7H[WERRNV@
)RUEDVLFVRIVWDWLVWLFV$DQG%遺伝統計学の基礎,6%1LQ-DSDQHVHDQGLWV(QJOLVK
YHUVLRQKDQGRRXWZLOOEHXVHG

,QHYHU\PRGXOHWKHEDVLFVRI5ODQJXDJHVKRXOGEHPDVWHUHG
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
%DVLFPDWKHPDWLFV$
7KHILUVWKDOI/LQHDUDOJHEUDLQFOXGLQJPDWUL[FDOFXODWLRQYDULDQFHFRYDULDQFHPDWUL[OHDVWVTXDUHPHWKRG
V\VWHPRIHTXDWLRQ3&$RSWLPL]DWLRQ
7KHVHFRQGKDOI*UDSKWKHRU\LQFOXGLQJEDVLFVRIEDVLFVRIJUDSKWKHRU\WUHHPLQLPXPVSDQQLQJWUHH
UDQGRPJUDSKDQGQHWZRUNDQGJUDSKREMHFWVLQ5ODQJXDJH

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
)RUEDVLFPDWKHDWLFLVJHWKDQGRXWV#KWWSVWDWJHQHWN\RWRXQLYZLNLGRWFRP
)RUDSSOLFDWLRQ$DQG%JHWKDQGRXWV#KWWSVWDWJHQHWN\RWRXQLYZLNLGRWFRP

%DVLFPDWKHPDWLFV%
7KHILUVWKDOI&DOFXOXVLQFOXGLQJH[SHFWRISUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQVOLNHOLKRRGIXQFWLRQDQGPD[LPXP
OLNHOLKRRGHVWLPDWHDQGFDOFXOXVIRUWKHPFDOFXOXVIRUSUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQFXPXODWLYHGHQVLW\
IXQFWLRQDQGKD]DUGIXQFWLRQVSDUWLDOGHULYDWLYHDQG+:(FDOFXOXVIRUOHDVWVTXDUHPHWKRGVDQG7D\ORU
H[SDQVLRQ
7KHVHFRQGKDOI,QIRUPDWLRQJHRPHWU\LQFOXGLQJLWVEDVLFV)LVKHULQIRUPDWLRQGXDOIODWQHVVH[SRQHQWLDO
IDPLOLHVDQG./GLYHUJHQFH

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
+RPHZRUNHYHU\ZHHN
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

%DVLFVRIVWDWLVWLFV$
'DWDW\SHVLQFOXGLQJFDWHJRULFDOW\SHVDQGVLPSOH[[WDEOHWHVWVDQGFKLVTXDUHWHVWDQGH[DFWWHVW+:(
WHVWDQGLWVH[DFWWHVW[WDEOHWHVWDQGJHQHWLFPRGHOVXQLIRUPGLVWULEXWLRQDQGPXOWLSOHWHVWLQJDQG
%RQIHUURQL VFRUUHFWLRQ
%DVLFVRIVWDWLVWLFV%
3RLQWDQGLQWHUYDOHVWLPDWHV%D\HVLDQDSSRDFKDQGELQRPLDODQGEHWDGLVWULEXWLRQVKDSORW\SHIUHTXHQF\
HVWLPDWLRQDQG(0DOJRULWKPDQG/'EORFN
$SSOLFDWLRQ$
7KHILUVWKDOI0HQGHOLDQWUDLWVLQFOXGLQJSHGLJUHHJHQRW\SHVDQGSKHQRW\SHVRI0HQGHOLDQWUDLWV1*6DQG
GLVHDVHUHVSRQVLEOHYDULDQWV
7KHVHFRQGKDOI&DQFHUV\QGURPHLQFOXGLQJLWVEDVLFVDQGULVNHYDOXDWLRQGHFLVLRQVXSSRUWWRRO%D\VHLDQ
HVWLPDWLRQDQG%D\HVLDQQHWZRUN
$SSOLFDWLRQ%
7KHILUVWKDOI&RPSOH[JHQHWLFWUDLWVLQFOXGLQJJHQHWLFPRGHOVSRSXODWLRQDQGFRKRUW[WDEOHDVVRFLDWLRQ
WHVWVDQGPXOWLSOHORFXVPRGHO
7KHVHFRQGKDOI7UDQVFULSWRPHDQDO\VLVDQGH[SUHVVLRQSURILOHVLQFOXGLQJWKHLUEDVLFVGLIIHUHQWLDO
H[SUHVVLRQDQDO\VLVFOXVWHULQJDQGKHDWPDSVXSHUYLVHGOHDUQLQJDQGYDOLGDWLRQ
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
,WLVGHVLUDEOHWRKDYHEDFNJRXQGRIPROHFXODUELRORJ\DQGJHQHWLFVEXWQRWUHTXLUHGLIUHDG\IRUVHOIOHDUQLQJ
WKHP
%ULQJDODSWRS3&ZLWKZLIL
%DVLFFRPSXWHUVNLOOVDQGSURJUDPPLQJLQ5DUHQHFHVVDU\,IQRVHOIOHDUQWKHPDORQJWKHFRXUVH
&RQWLQXHWR統計遺伝学,,  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU

健康情報学 , 

338%+/%
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU1$.$<$0$7$.(2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU7$.$+$6+,<26+,0,768

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

健康情報学 ,
+HDOWKLQIRUPDWLFV,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV)UL

&ODVVVW\OH

3DUWWLPH/HFWXUHU0,<$=$.,.,.8.2
'DLWR%XQND8QLYHUVLW\3URIHVVRU
68*,025,+,52.,
7RN\R$ULDNH8QLYHUVLW\RI0HGLFDODQG+HDOWK6FLHQFHV3URIHVVRU
7687$1,.,,&+,52
-DSDQ0%7,$VVRFLDWLRQ'LUHFWRU
6212'$<8.,
&HQWHUIRU&DQFHU&RQWURODQG,QIRUPDWLRQ6HUYLFHV'LUHFWRU
:$.$2 )80,+,.2
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
$VVRFLDWH3URIHVVRU.$728*(17$
,QIRUPDWLRQ6\VWHP(QJLQHHULQJ,QF5HSUHVHQWDWLYH'LUHFWRUDQG3UHVLGHQW
.852'$6$726+,
6KL]XRND*HQHUDO+RVSLWDO6HFWLRQKHDG
1$.$7$1,(,-,

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH LWLVGHVLUDEOHWRKDYHEDVLFNQRZOHGJHRIHSLGHPLRORJ\RUHYLGHQFHEDVHPHGLFLQH 

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHFRPSULVHVV\VWHPDWLFOHFWXUHVRQKHDOWKPHGLFDOLQIRUPDWLRQFROOHFWLRQDFFXPXODWLRQ
WUDQVPLVVLRQUHWULHYDODQGDSSUDLVDORIGDWDDQGNQRZOHGJH%HLQJEDVHGRQHSLGHPLRORJ\DQG(%0
PHWKRGVRIXWLOL]LQJLQIRUPDWLRQDERXWKHDOWKDQGPHGLFLQHYLDPHGLFDOOLWHUDWXUHPDVVPHGLDRULQWHUQHW
+HDOWKOLWHUDF\FLUFXODWLRQRILQIRUPDWLRQDQGLQIRUPDWLRQHWKLFVLQFOXGLQJSURWHFWLRQRILQGLYLGXDO
LQIRUPDWLRQZLOOEHDOVRDGGUHVVHG
0RUHRYHUWKHZRUNVKRSRIWKH 0%7, ZKLFKLVYHU\SRSXODUDPRQJKHDOWKFDUHSURIHVVLRQDOVLQWKH86
DQGZHVWHUQFRXQWULHVZLOOEHKHOGWRXQGHUVWDQGLQWUDDQGLQWHUSHUVRQDOSDWWHUQRILQIRUPDWLRQUHFRJQLWLRQ
DQGSURFHVVLQJDQGFRPPXQLFDWLRQ

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
6KRUWUHSRUWIRUHDFKOHFWXUH2UDO3UHVHQWDWLRQ
>7H[WERRNV@
7KHPDWHULDOQHFHVVDU\IRUWKHOHFWXUHZLOOEHSURYLGHGE\OHFWXUHUV
3XUFKDVHRIWKHWH[WERRNRI0%7,LVUHTXLUHG DSSUR[LPDWHO\<HQ 
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
%DUXFK)LVKKRII1RHO7%UHZHU-XOLH6'RZQV『&RPPXQLFDWLQJ5LVNVDQG%HQHILWV$Q(YLGHQFH%DVHG
8VHU V*XLGH』（86'HSDUWPHQWRI+HDOWKDQG+XPDQ6HUYLFHV)RRGDQG'UXJ$GPLQLVWUDWLRQ）

0HWKRGVRI,QVWUXFWLRQ
/HFWXUHVSUDFWLFHVVPDOOJURXSGLVFXVVLRQ
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・%HLQJEDVHGRQNQRZOHGJHRIHSLGHPLRORJ\DQG(%0WRDFTXLUHVNLOOVRIXWLOL]LQJYDULRXVKHDOWK
PHGLFDOLQIRUPDWLRQ
・7REHFDSDEOHRIFROOHFWLQJDQGDSSUDLVLQJKHDOWKLQIRUPDWLRQYLDPDVVPHGLDRULQWHUQHWDQGRIXWLOL]LQJ
WKHPDVPDWHULDOVIRUGHFLVLRQPDNLQJSUREOHPVROYLQJDQGSURPRWLQJFRPPXQLFDWLRQ
・7RXQGHUVWDQGLQWUDDQGLQWHUSHUVRQDOSDWWHUQRILQIRUPDWLRQUHFRJQLWLRQDQGSURFHVVLQJDQG
FRPPXQLFDWLRQLQWHUPVRIWKH 0%7, 

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5DWKHUWKDQVSHQGLQJPRUHWLPHRQ\RXUSUHSDUDWLRQSOHDVHSXWPRUHHQHUJ\LQWRWKHUHYLHZ
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
,QIRUPDWLRQLVGHILQHGDV WKRVHZKLFKUHGXFHXQFHUWDLQW\ 7KLVFRXUVHSURYLGHVVWXGHQWVZLWKWKH
RSSRUWXQLW\WRFRQVLGHUKRZWRGHYHORSWUDQVPLWDQGXWLOL]HLQIRUPDWLRQDSSURSULDWHO\0RUHRYHUWKHVSHFLDO
ZRUNVKRSRIWKH 0%7, PXVWEHQHILWVWXGHQWVWRZLGHQSHUVSHFWLYHVRISHUVRQDOSDWWHUQRILQIRUPDWLRQ
UHFRJQLWLRQSURFHVVLQJDQGFRPPXQLFDWLRQ
7KLVFRXUVHLVRSHQWRJUDGXDWHVWXGHQWVZLWKWKHVFKRRORIKXPDQKHDOWKVFLHQFH

&RQWLQXHWR健康情報学 ,  ↓↓↓

WLWOHLQ

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

健康情報学 ,,
+HDOWKLQIRUPDWLFV,,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU
'D\VDQGSHULRGV

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

健康情報学 ,, 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
2FWREHU,QIRUPDWLRQKHDOWKOLWHUDF\,QWURGXFWLRQ
2FWREHU,QIRUPDWLRQKHDOWKOLWHUDF\,QWURGXFWLRQ
2FWREHU4XDOLW\RIOLIHDQG SDWLHQWUHSRUWHGRXWFRPH LQKHDOWK
2FWREHU,QWHUQHWDQGHKHDOWK
1RYHPEHU(YLGHQFHEDVHGSUDFWLFHDQGFOLQLFDOSUDFWLFHJXLGHOLQHV
1RYHPEHU1DUUDWLYHLQIRUPDWLRQWKHVLJQLILFDQFHDQGSRVVLELOLW\
1RYHPEHU'LVVHPLQDWLRQRIFDQFHULQIRUPDWLRQWKHFXUUHQWVWDWHRIHQOLJKWHQPHQWDQGSUREOHP
'HFHPEHU7RSLFVRIWHFKQLFDOFRPPXQLFDWLRQV
'HFHPEHU&RPPXQLFDWLQJ5LVNVDQG%HQHILWV
'HFHPEHU+HDOWKOLWHUDF\DQGULVNFRPPXQLFDWLRQ
-DQXDU\+HDOWKLQIRUPDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQRQFRPSOHPHQWDU\DQGDOWHUQDWLYHPHGLFLQH
-DQXDU\6HFRQGDU\XVHRIKHDOWKFDUHGDWD
-DQXDU\ 0%7, VSHFLDOZRUNVKRS 
-DQXDU\ 0%7, VSHFLDOZRUNVKRS 
)HEUXDU\,QGLYLGXDOSUHVHQWDWLRQDQGZUDSXS
1RWH7KLVVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJH
7KHFODVVZLOOEHVFKHGXOHGWRDYRLGRYHUODSSLQJ +HDOWKLQIRUPDWLFV,, 

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 
&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU7$.$+$6+,<26+,0,768
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU2.$'$ +,526+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVLVWDQW3URIHVVRU1,6+,.$:$<26+,7$.$

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

-DQWK/LIHFRXUVHHSLGHPLRORJ\DQGVRFLDOHSLGHPLRORJ\
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
5HJLVWUDWLRQRI+HDOWK,QIRUPDWLFV,
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
3DUWLFLSDWLRQLQWKHFODVVDQGGLVFXVVLRQ5HSRUWVRUSUHVHQWDWLRQV

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
・3DUWLFLSDQWVZLOOOHDUQDERXWHOHPHQWDU\NQRZOHGJHRIWKH,QWHUQHWDQGHKHDOWKDQG,&7LQKHDOWKFDUHZLOO
EHLQWURGXFHG3DUWLFLSDQWVZLOOOHDUQDERXWVHFRQGDU\GDWDDQDO\VLVDQGPHGLFDOELJGDWDLQ-DSDQ
・&RPPXQLW\SKDUPDFLHVLQGHYHORSHGFRXQWULHVDUHSOD\LQJDQLPSRUWDQWUROHQRWRQO\LQVXSSO\LQJ
PHGLFLQHVEXWDOVRLQSXEOLFKHDOWKLQFRPPXQLWLHV,QWKLVOHFWXUHLWZLOOEHLQWURGXFHGWKHUHVXOWVRIVRPH
LQWHUYHQWLRQVWXGLHVLQFRPPXQLW\SKDUPDFLHVIRUSDWLHQWVZLWK1&'V,WDOVRZLOOEHLQWURGXFHG1XGJHDQG
WKHSDWLHQWDSSURDFKRQKHDOWKEHKDYLRUDOWKHRU\ZKLFKZDVXVHGLQWKH-DSDQHVHLQWHUYHQWLRQVWXGLHV
・'LVDVWHUDQGKHDOWKLQIRUPDWLFV3DUWLFLSDQWVZLOOOHDUQDERXWKHDOWKRXWFRPHVIROORZLQJDGLVDVWHUDQG
GLVFXVVQHFHVVDU\KHDOWKLQIRUPDWLRQGXULQJDQGDIWHUWKHGLVDVWHU3DUWLFLSDQWVZLOODOVROHDUQDERXWKHDOWK
LQIRUPDWLRQRQGLVDVWHUULVNUHGXFWLRQ7KHFRXUVHZLOOSURYLGHWKHNQRZOHGJHDQGVNLOOVWRZULWHFDVHVWXGLHV
DQGFDVHUHSRUWV
・/HFWXUHDQGSUDFWLFDOLQ-DSDQHVH,ZLOOWU\WRRIIHUVHYHUDOKDQGRXWVLQ(QJOLVK

>7H[WERRNV@
1RWXVHG

>&RXUVHREMHFWLYHV@
・/HDQLQJNQRZOHGJHRIWKH,QWHUQHWDQGFRQFHSWVRIHKHDOWK/HDQLQJNQRZOHGJHDQGDQDO\VLVRIPHGLFDO
ELJGDWDSXEOLFVWDWLVWLFVDQGVHFRQGDU\GDWD
・7RNQRZWKHFKDQJHRIWKHFOLQLFDOSUDFWLFHDQGSROLF\LQFRPPXQLW\SKDUPDF\LQWKHZRUOG/HDQLQJWKH
EDVLFNQRZOHGJHRIEHKDYLRUDOHFRQRPLFV1XGJHDQGWKHKHDOWKEHKDYLRUDOWKHRU\
・7KURXJKWKHFRXUVHSDUWLFLSDQWVZLOOJDLQWKHIROORZLQJ$ EDVLFNQRZOHGJHDERXWGLVDVWHUDQGKHDOWK% 
EDVLFNQRZOHGJHDERXWZULWLQJFDVHVWXGLHV

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KLVFRXUVHLVEDVLFDOO\FRQGXFWHGLQ-DSDQHVH
,I\RXKDYHTXHVWLRQVVHQGDQHPDLOWRWDNDKDVKL\RVKLPLWVXP#N\RWRXDFMS

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
,ZLOOVKRZHGXFDWLRQDOPDWHULDOVIRUSUHSDUDWLRQGXULQJWKHFODVV

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
2FWWK'HYHORSLQJSKDUPDF\SUDFWLFHLQWKHFRPPXQLW\
2FWWK,QWHUYHQWLRQVWXGLHVLQFRPPXQLW\SKDUPDF\IRUSDWLHQWVZLWK1&'V
2FWWK3DWLHQWFDUHLQFRPPXQLW\SKDUPDF\1XGJHDQG+HDOWKSURPRWLRQ
2FWWK3DWLHQWFDUHLQFRPPXQLW\SKDUPDF\LQGHYHORSHGFRXQWULHV
1RYWK'LVDVWHUDQGKHDOWKLQIRUPDWLFV+HDOWKRXWFRPHIROORZLQJGLVDVWHUDQGKHDOWKLQIRUPDWLRQ
GXULQJGLVDVWHU
1RYWK'LVDVWHUDQGKHDOWKLQIRUPDWLFV+HDOWKLQIRUPDWLRQRQGLVDVWHUULVNUHGXFWLRQ
1RYWK'LVDVWHUDQGKHDOWKLQIRUPDWLFV.QRZOHGJHDERXWZULWLQJFDVHVWXGLHV
'HFUG(OHPHQWDU\NQRZOHGJHRIWKH,QWHUQHW
'HFWK*XLGHOLQHVDQGFKHFNOLVWVRIKHDOWKFDUH,&7
-DQUGWK0HGLFDOELJGDWDDQGVHFRQGDU\GDWDDQDO\VLV  
-DQUGWK&DVHVRIKHDOWKFDUH,&7  
-DQUG*URXSZRUN 'HYHORSLQJDIRUPRIDQ,QWHUQHWVXUYH\
&RQWLQXHWR健康情報学 ,,  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

医学コミュニケーション演習 

338%+6%
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

医学コミュニケーション演習
$SSOLHG0HGLFDO&RPPXQLFDWLRQ

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7XH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU,:$.80$0,+2

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&RXUVH*UDGH
SDUWLFLSDWLRQ
UHVHDUFKSURWRFROSUHVHQWDWLRQ
WHUPSDSHU
SDSHUWLWOH  ILQDOYHUVLRQ 

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

6HPLQDU

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHLVVXLWDEOHIRUVWXGHQWVZKRDUHLQWHUHVWHGLQOHDUQLQJTXDOLWDWLYHPHWKRGV HJ6&$7 DQG
HTXLSSHGZLWKPRGHUDWH-DSDQHVHZULWLQJDQGUHDGLQJVNLOOV

>7H[WERRNV@
1RWXVHG

$GGLWLRQDOO\EXLOGLQJIURP&RUH0HGLFDO&RPPXQLFDWLRQLQWKLVVHPHVWHUZHGLVFXVVPHGLFLQHIURP
YDULRXVQRQELRPHGLFDOSHUVSHFWLYHVVXFKDV'LVDELOLW\6WXGLHV
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>&RXUVHREMHFWLYHV@
&RXUVH*RDOVDQG2EMHFWLYHV
7RGHHSHQFRQWHQWV FRQFHSWVGLVFXVVHGLQ0HGLFDOFRPPXQLFDWLRQ FRUH
7RVSHFLI\\RXURZQUHVHDUFKGRPDLQDQGUHYLHZWKHUHVHDUFKWRSLFLQGHSWK
7RXQGHUVWDQG EHIDPLOLDUL]HZLWKTXDOLWDWLYHPHWKRGRORJLHV

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
VWXGHQWVDUHUHTXLUHGWRZULWHDUHVHDUFKSURSRVDODVDWHUPSDSHU
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
0HVVDJHV
7KLVLQVWUXFWRUGLIIHUHQWLDWHV KHDOWKFRPPXQLFDWLRQ ZKLFKLVPDLQO\LQWHUHVWHGLQGRFWRUSDWLHQW
FRPPXQLFDWLRQIURP PHGLFDOFRPPXQLFDWLRQ ZLWKDEURDGHUVRFLRORJLFDOIRFXVWKHUHIRUHLWLV
UHFRPPHQGHGWKDWZKHQLQWHUHVWHGLQWKHDIRUHPHQWLRQHGGRFWRUSDWLHQWFRPPXQLFDWLRQVKHWDNHRWKHU63+
FODVVHV
6XLWDEOHIRUVWXGHQWVZKRDUHLQWHUHVWHGLQDVRFLDOVFLHQFHSHUVSHFWLYHLQPHGLFLQHDQG
VFLHQFHWKHUHIRUHKLVRUKHUILQDOSDSHUFRQWDLQVVXFKWKHPHV RUWHUPV DVD UHODWLRQVKLSFRPPXQLW\
FRPPXQLFDWLRQVRFLHW\SV\FKRORJ\HWF
&RQVXOWZLWKPH$6$3IRUDQ\GLVDELOLW\UHODWHGDFFRPPRGDWLRQ
PKLZDNXPD#\DKRRFRMSRUH[W
:RUNVKRSVDUHEHGHOLYHUHGLQ-DSDQHVHDQGPRGHUDWH-DSDQHVHSURILFLHQF\HVSHFLDOO\LQZULWLQJDQG
UHDGLQJLVUHTXLUHG

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
 ,QWURGXFWLRQ
 6WHSVIRUFRGLQJDQGWKHRUL]DWLRQ 6&$7 :RUNVKRS
 6&$7:RUNVKRS
 6&$7:RUNVKRS
 6&$7SUHVHQWDWLRQ
 LQWHUYLHZGDWDDQDO\VLV
 LQWHUYLHZGDWDDQDO\VLV
 LQWHUYLHZGDWDDQDO\VLV
 .+FRGHUZRUNVKRS
 .+FRGHUZRUNVKRS
 .+FRGHUZRUNVKRS
 UHVHDUFKSURWRFROSUHVHQWDWLRQ
 UHVHDUFKSURWRFROSUHVHQWDWLRQ
 LQWHUYLHZGDWDDQDO\VLVSUHVHQWDWLRQ
 .+FRGHUDQDO\VLVSUHVHQWDWLRQ

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

1RWH7KLVVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJH

&RQWLQXHWR医学コミュニケーション演習  ↓↓↓

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

エビデンスユーザ入門 

338%+/%

エビデンスユーザ入門
,QWURGXFWLRQWR(%0+RZWRXVHHYLGHQFHLQ\RXUGDLO\OLIH

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV月・ 開講日注意&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU)858.$:$726+,$.,

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU\HDUURXQG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KHWHUP (YLGHQFH%DVHG0HGLFLQH  (%0 LVQRZVRSRSXODUWKDWHYHU\VFLHQWLVWFDOOVKLVIDYRULWHGDWD
HYLGHQFH 
7KLVFRXUVHDLPVWRSURYLGHEDVLFNQRZOHGJHIRUHYLGHQFHXVHUVQDPHO\WROHDUQZKDWFRQVWLWXWHVHYLGHQFH
KRZWRILQGLWKRZWRXVHLWDQGZKDWWRGRZKHQ\RXFDQQRWILQGVXFKLQWKHFOLQLFDOGHFLVLRQVIRULQGLYLGXDO
SDWLHQWVDQGLQWKHSROLF\GHFLVLRQV
:HH[SHFWWKDWRQFH\RXEHFRPHSURILFLHQWHYLGHQFHXVHUV\RXZLOODOVREHFRPHDPELWLRXVHYLGHQFHPDNHUV
*LYHQWKHYDULRXVEDFNJURXQGVRIWKH.863+VWXGHQWVZHDOVRH[SHFWWKDW(%0FDQEHSUDFWLFHGIRUDOO
NLQGVRIKXPDQVHUYLFHVLQFOXGLQJDOWHUQDWLYH FRPSOLPHQWDU\PHGLFLQHHGXFDWLRQHFRQRPLFSROLFLHV
HQYLURQPHQWDOSROLFLHVHWF
:HH[SHFWWRIRUPRQHJURXSIRU(QJOLVKVSHDNLQJVWXGHQWV

0D\([DPSOHVRISUDFWLFLQJ(%0IRUWUHDWPHQW LQWHUYHQWLRQ >*URXSV@
-XQH([DPSOHVRISUDFWLFLQJ(%0IRUWUHDWPHQW LQWHUYHQWLRQ >*URXSV@
-XO\&KHFNSRLQWVIRUFULWLFDODSSUDLVDOIRUDUWLFOHVLQGLDJQRVLV>6WXGHQWV*URXS@
-XO\([DPSOHVRISUDFWLFLQJ(%0IRUGLDJQRVLV>*URXSV@
$XJ([DPSOHVRISUDFWLFLQJ(%0IRUGLDJQRVLV>*URXSV@
WREHKHOGLQ(QVKXVKLWVX UGIORRURI%XLOGLQJ*@
6HSW &KHFNSRLQWVIRUFULWLFDODSSUDLVDOIRUDUWLFOHVLQSURJQRVLV>6WXGHQWV*URXS@
2FW([DPSOHVRISUDFWLFLQJ(%0IRUSURJQRVLV>*URXSV@
1RY ([DPSOHVRISUDFWLFLQJ(%0IRUSURJQRVLV>*URXSV@
1RY &KHFNSRLQWVIRUFULWLFDODSSUDLVDOIRUDUWLFOHVLQV\VWHPDWLFUHYLHZV>6WXGHQWV*URXS@
1RY&KHFNSRLQWVIRUFULWLFDODSSUDLVDOIRUDUWLFOHVLQQHWZRUNPHWDDQDO\VLV>3URI)XUXNDZD@
'HF([DPSOHVRISUDFWLFLQJ(%0IRUV\VWHPDWLFUHYLHZV>*URXSV@
'HF([DPSOHVRISUDFWLFLQJ(%0IRUV\VWHPDWLFUHYLHZV>*URXSV@
-DQXDU\ 5HVHUYHGDWH
-DQXDU\5HVHUYHGDWH
VWDUWVDW$OOWKHRWKHUFODVVHVVWDUWDW
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
:HUHFRPPHQG03+HOHFWLYHIRU /LWHUDWXUH6HDUFK DQG &ULWLFDO$SSUDLVDO
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&ODVVSDUWLFLSDWLRQ 
)RXUUHSRUWVIRUGLDJQRVLVWUHDWPHQW LQWHUYHQWLRQ SURJQRVLVDQGV\VWHPDWLFUHYLHZV 

>&RXUVHREMHFWLYHV@
7ROHDUQVWDQGDUGFKHFNSRLQWVIRUFULWLFDODSSUDLVDOLQGLDJQRVLVWUHDWPHQW LQWHUYHQWLRQ SURJQRVLVDQG
V\VWHPDWLFUHYLHZV
7RVXEPLWRQHUHSRUWIRUHDFKRIWKHDERYHGRPDLQVWKDWGHDOVZLWKWKHVWXGHQW VRZQFOLQLFDOTXHVWLRQ
DQGGHVFULEHVKRZKHVKHIRUPXODWHGDFOLQLFDOTXHVWLRQKRZKHVKHIRXQGWKHHYLGHQFHKRZKHVKH
FULWLFDOO\DSSUDLVHGWKHHYLGHQFHDQGKRZKHVKHDSSOLHGWKHHYLGHQFH

>7H[WERRNV@
*RUGRQ*X\DWWHWDO『8VHUV *XLGHVWRWKH0HGLFDO/LWHUDWXUH(VVHQWLDOVRI(YLGHQFH%DVHG&OLQLFDO
3UDFWLFHUG(GLWLRQ』（0F*UDZ+LOO3URIHVVLRQDO）（$OOWKHFKDSWHUVZHGHVLJQDWHIRUWKHFODVVDUH
LQFOXGHGLQWKHIROORZLQJ0DQXDOWRR,I\RXKDYHSXUFKDVHGWKH0DQXDO\RXQHHGQRWSXUFKDVHWKH
(VVHQWLDOV）

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
7KHFODVVZLOOEDVLFDOO\SURFHHGDVIROORZV
7KHVWXGHQWVZLOOWDNHWXUQVWRSUHVHQWWKHVXPPDU\RIFKHFNSRLQWVIRUFULWLFDODSSUDLVDOLQGLDJQRVLV
WUHDWPHQW LQWHUYHQWLRQ SURJQRVLVDQGV\VWHPDWLFUHYLHZVEDVHGRQWKHGHVLJQDWHGVWDQGDUGWH[WERRNRI
(%0
7KHVWXGHQWVZLOOEHGLYLGHGLQWRVPDOOJURXSVDQGHDFKJURXSZLOOSUHVHQWDQH[DPSOHRISUDFWLFLQJ(%0
LQHDFKRIWKHGRPDLQVDERYH
$IWHUOHDUQLQJWKHEDVLFSURFHVVRI(%0IRUWKHILYHGRPDLQVDVGHVFULEHGDERYHHDFKVWXGHQWZLOOSUHVHQW
DUHSRUWWKDWGHDOVZLWKWKHVWXGHQW VRZQFOLQLFDOTXHVWLRQ
$VDORWRIWLPHRIVHOIOHDUQLQJZLOOEHUHTXLUHGZHH[SHFWWKHVWXGHQWVWREHVRSUHSDUHGDQGWKHFODVVZLOO
EHKHOGLQSULQFLSOHHYHU\WZRZHHNV3OHDVHSD\JRRGDWWHQWLRQWRWKHFODVVVFKHGXOH

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
*RUGRQ*X\DWWHWDO『8VHUV *XLGHVWRWKH0HGLFDO/LWHUDWXUH$0DQXDOIRU(YLGHQFH%DVHG&OLQLFDO
3UDFWLFHUG(GLWLRQ』（0F*UDZ+LOO3URIHVVLRQDO）
古川壽亮 『エビデンス精神医療』（医学書院）

（5HODWHG85/V）
KWWSHEPKPHGN\RWRXDFMSWRROER[KWPO 3OHDVHXVHYDULRXVWRROVDYDLODEOHLQRXU'HSDUWPHQWZHEVLWH

$SULO7KHVSLULWRI(%0>3URI)XUXNDZD@
0D\&KHFNSRLQWVIRUFULWLFDODSSUDLVDOIRUDUWLFOHVLQWUHDWPHQW LQWHUYHQWLRQ >6WXGHQW*URXS@
&RQWLQXHWRエビデンスユーザ入門  ↓↓↓
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エビデンスユーザ入門 
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
$VDORWRIWLPHRIVHOIOHDUQLQJZLOOEHUHTXLUHGZHH[SHFWWKHVWXGHQWVWREHVRSUHSDUHG

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

質的研究入門
,QWURGXFWLRQWR4XDOLWDWLYH5HVHDUFK

(QJOLVK

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3DUWLFLSDWLRQIURP*UDGXDWHFRXUVHRI+XPDQ+HDOWK6FLHQFHVLVDFFHSWHG
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU1$.$<$0$7$.(2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVLVWDQW3URIHVVRU.2+12$<$.2

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHRXWOLQHVWKHEDVLFVRITXDOLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGVDQGOHFWXUHVRQYDULRXVDQDO\VLVWHFKQLTXHV
>&RXUVHREMHFWLYHV@
([SODLQWKHIXQGDPHQWDOVRITXDOLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGRORJ\
7RXQGHUVWDQGWKHNH\PHWKRGRORJ\RITXDOLWDWLYHUHVHDUFKDQGWREHDEOHWRLQWHUSUHWTXDOLWDWLYHUHVHDUFK
ILQGLQJVFULWLFDOO\
%HLQJDEOHWRFRQGXFWTXDOLWDWLYHUHVHDUFKZLWKWKHJXLGDQFHRITXDOLWDWLYHUHVHDUFKH[SHUWV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
VW/HFWXUH-XQH:KDWLV4XDOLWDWLYH5HVHDUFK"
3KLORVRSK\RI4XDOLWDWLYH5HVHDUFK (SLVWHPRORJ\ 2QWRORJ\
QG/HFWXUH-XQH4XDOLWDWLYH5HVHDUFK0HWKRGRORJ\ 7KHPDWLF$QDO\VLV(WKQRJUDSK\3KHQRPHQRORJ\
*URXQGHG7KHRU\  5ROHRI7KHRU\
UG/HFWXUH-XO\3ODQQLQJDQG'HVLJQLQJ4XDOLWDWLYH5HVHDUFK +RZWR'HYHORS5HVHDUFK4XHVWLRQLQ
4XDOLWDWLYH5HVHDUFK
:ULWLQJD5HVHDUFK3URSRVDO
WK/HFWXUH-XO\,QWHUYLHZLQJ)RFXV*URXSDQG8QREWUXVLYH0HWKRGV
WK/HFWXUH-XO\0HWKRGRI'DWD$QDO\VLV &RGLQJ8VHRI&$4'$6
WK/HFWXUH-XO\5LJRXUDQG(WKLFVLQ4XDOLWDWLYH5HVHDUFK
$SSUDLVDODQG9DOLGLW\RI4XDOLWDWLYH5HVHDUFK
WK/HFWXUH-XO\%DVLFVRI0L[HG0HWKRGV
WK/HFWXUH$XJXVW0HWD6\QWKHVLVRI4XDOLWDWLYH5HVHDUFK
1HZ7\SHVRI4XDOLWDWLYH5HVHDUFK0HWKRGV 3KRWRYRLFH3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFK
HWF
:ULWLQJDQG&RPPXQLFDWLQJ4XDOLWDWLYH5HVHDUFK
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVPDLQO\IRUVWXGHQWVLQWKH6FKRRORI3XEOLF+HDOWK
6WXGHQWVIURPRWKHUFRXUVHV LQFOXGLQJVWXGHQWVLQ6FKRRORI+XPDQ+HDOWK6FLHQFHV DUHDOVRZHOFRPH
DOWKRXJKWKHQXPEHUZLOOEHOLPLWHGWRVWXGHQWV)RUWKRVHZKRZLVKWRWDNHWKLVFRXUVHLQ3K'RU'U3+
GHJUHHSOHDVHHPDLOEHIRUHKDQGDQGFRQVXOWZLWKWKHLQVWUXFWRU

&RQWLQXHWR質的研究入門  ↓↓↓

質的研究入門 
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
7KHJUDGHZLOOEHEDVHGPDLQO\RQDFWLYHSDUWLFLSDWLRQLQWKHFODVV  DQGUHSRUWV  

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

環境・感染症論
(QYLURQPHQWDQG,QIHFWLRQ

(QJOLVK

>7H[WERRNV@
,QVWUXFWHGGXULQJFODVV
1RWH[WERRNLVUHTXLUHGIRUWKLVFRXUVH+DQGRXWVZLOOEHGLVWULEXWHGE\WKHLQVWUXFWRUVDVQHHGHG

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV)UL
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
/LDPSXWWRQJ34XDOLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGV)LIWKHGLWLRQ0HOERXUQH2[IRUGXQLYHUVLW\SUHVV
/LDPSXWWRQJ35HVHDUFKPHWKRGVLQKHDOWKIRXQGDWLRQVIRUHYLGHQFHEDVHGSUDFWLFHUGHGLWLRQ
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5HYLHZDQGKRPHDVVLJQPHQW
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KHWK $XJXVW OHFWXUHZLOOEHLQWKHH[HUFLVHURRP (QV\XVKLWVX RQWKHUGIORRURI%XLOGLQJ*3OHDVH
EHFDUHIXO
6WXGHQWVIURPRWKHUFRXUVHV LQFOXGLQJVWXGHQWVLQ6FKRRORI+XPDQ+HDOWK6FLHQFHV DUHDOVRZHOFRPH
DOWKRXJKWKHQXPEHUZLOOEHOLPLWHGWRVWXGHQWV
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

&HQWHUIRU6RXWKHDVW$VLDQ6WXGLHV
3URIHVVRU<$0$=$.,:$7$58

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
6WXGHQWVZLOOJDLQDQXQGHUVWDQGLQJRIWKHIDFWRUVWKDWLPSDFWWKHRFFXUUHQFHDQGSURSDJDWLRQRILQIHFWLRXV
GLVHDVHV7KLVZLOOEHDFFRPSOLVKHGYLDOHFWXUHVE\DIDFXOW\PHPEHUVWXGHQWSUHVHQWDWLRQVDQGUHODWHG
GLVFXVVLRQV6WXGHQWVZLOOJDLQDGHHSHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHKLVWRULFDOLQIOXHQFHVDQGVRFLDOFKDQJHVWKDWFDQ
UHVXOWLQLQIHFWLRXVGLVHDVH
>&RXUVHREMHFWLYHV@
6WXGHQWVZLOOEHJLYHQWKHWRROVWRJUDVSLQIHFWLRXVGLVHDVHVIURPDQHFRORJLFDOSHUVSHFWLYH,QRUGHUWR
DFFRPSOLVKWKLVWKH\ZLOOOHDUQKRZWRSHUIRUPFRPSUHKHQVLYHDQDO\VHVRIWKHYDULRXVIDFWRUVLQYROYHG
LQFOXGLQJWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWVLQZKLFKSDWKRJHQVOLYHKXPDQFUHDWHGDUWLILFLDOHQYLURQPHQWVKXPDQ
UHVLVWDQFHWRLQIHFWLRQVHWF6WXGHQWVZLOOWKXVDFTXLUHVNLOOVWRZDUGVDEURDGXQGHUVWDQGLQJRILQIHFWLRXV
GLVHDVHV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
&ODVVHVDUHOHFWXUHVDQG&ODVVHVDUHVHPLQDUVW\OHFODVVHVZKHUHLQVWXGHQWVZLOOSUHVHQWUHSRUWV
&ODVVLVVHWDVLGHIRUJHQHUDO FRPSUHKHQVLYH VWXG\DQGUHYLHZ
&ODVV%DFNJURXQGIDFWRUVUHTXLUHGIRULQIHFWLRXVGLVHDVHVWXG\ OHFWXUH
&ODVV:DWHUDQGKHDOWK OHFWXUH 
&ODVV*OREDOHQYLURQPHQWDOLVVXHV OHFWXUH 
&ODVV)RRGK\JLHQHDQGVDQLWDWLRQ OHFWXUH 
&ODVV=RRQRVLV OHFWXUH 
&ODVV$QLPDOLQIHFWLRQVDQGDQLPDOZHOIDUH OHFWXUH 
&ODVV,QIHFWLRXVGLVHDVHVLQGHYHORSHGFRXQWULHV OHFWXUH 
&ODVV5HODWLRQVKLSVEHWZHHQGHYHORSPHQWDQGLQIHFWLRXVGLVHDVHVLQHPHUJLQJFRXQWULHV OHFWXUH 
&ODVV0ROHFXODUHSLGHPLRORJ\DQDO\VLVRILQIHFWLRXVGLVHDVHV OHFWXUH 
&ODVV$QDO\VLVRIIDFWRUVLPSDFWLQJWKHRFFXUUHQFHDQGSURSDJDWLRQRIVSHFLILFLQIHFWLRXVGLVHDVHV,
VHPLQDU
&ODVV$QDO\VLVRIIDFWRUVLPSDFWLQJWKHRFFXUUHQFHDQGSURSDJDWLRQRIVSHFLILFLQIHFWLRXVGLVHDVHV,,
VHPLQDU
&ODVV$QDO\VLVRIIDFWRUVLPSDFWLQJWKHRFFXUUHQFHDQGSURSDJDWLRQRIVSHFLILFLQIHFWLRXVGLVHDVHV,,,
VHPLQDU
&ODVV$QDO\VLVRIIDFWRUVLPSDFWLQJWKHRFFXUUHQFHDQGSURSDJDWLRQRIVSHFLILFLQIHFWLRXVGLVHDVHV,9
VHPLQDU
&ODVV$QDO\VLVRIIDFWRUVLPSDFWLQJWKHRFFXUUHQFHDQGSURSDJDWLRQRIVSHFLILFLQIHFWLRXVGLVHDVHV9
VHPLQDU
&ODVV&RPSUHKHQVLYHVWXG\ VHPLQDU
&RQWLQXHWR環境・感染症論  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH

行動経済学と健康医療介護
%HKDYLRUDO(FRQRPLFVLQ+HDOWKDQG&DUH

(QJOLVK

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
(YDOXDWLRQV JUDGHV ZLOOEHEDVHGRQDWWHQGDQFH  DQGGHWHUPLQDWLRQVRIVWXGHQWV OHYHORI
XQGHUVWDQGLQJSURDFWLYHFRQWULEXWLRQVLQVLJKWVDQGDELOLW\WRH[SUHVVRSLQLRQVGXULQJVWXGHQWUHSRUW
SUHVHQWDWLRQV RIJUDGH DQGJURXSGLVFXVVLRQV  

7DUJHW\HDU

6WXGHQWVZKRGRQRWSUHVHQWDUHSRUWDUHWUHDWHGDVQRWKDYLQJSHUIRUPHGWKHLUILQDOH[DPLQDWLRQ6XFK
VWXGHQWVZLOOQRWEHJUDGHG

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
健康・医療・介護の領域における、行動経済学の応用について、理論と実践事例を学ぶ。

>7H[WERRNV@
1RWXVHG
1RWH[WERRNLVDVVLJQHG$VVXSSOHPHQWDU\WRLQFODVVPDWHULDOGRFXPHQWVVKDOOEHGLVWULEXWHGFRQWDLQLQJWKH
PDLQSRLQWVRIHDFKOHFWXUHDQGFRSLHVRIVHOHFWHGDFDGHPLFSDSHUVHWFZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHFHVVDU\

>&RXUVHREMHFWLYHV@
健康・医療・介護の諸課題の解決に向けて、行動経済学の応用を検討できるようになる。

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
・理論を学ぶ
・国内外の実践事例を学ぶ
・研究事例を学ぶ
・応用の計画を自ら考える

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

（5HODWHG85/V）
KWWSVHQN\RWRFVHDVN\RWRXDFMSDERXWVWDIISDJH\DPD]DNLZDWDUX
KWWSVSKPHGN\RWRXDFMSHQILHOGFODVV

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
原則、出席％以上を前提とする

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
6WXGHQWVDUHHQFRXUDJHGWRSHUIRUPSUHSDUDWRU\VWXGLHVDQGUHYLHZVXVLQJGLVWULEXWHGGRFXPHQWVLQWURGXFHG
ERRNVDQGWH[WVHWF

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
講義へのコミットメント（）
レポート（）

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
&RQWDFW$GGUHVV:DWDUX<DPDVDNL&HQWHUIRU6RXWKHDVW$VLDQ6WXGLHV.\RWR8QLYHUVLW\0DLQ%XLOGLQJ
QG)ORRU5RRP<RVKLGD6KLPRDGDFKLFKR6DN\RNX.\RWR&LW\

>7H[WERRNV@
,QVWUXFWHGGXULQJFODVV

〒 京都市左京区吉田下阿達町 京都大学東南アジア地域研究研究所 本館階,号室 山
崎 渉
7HO2IILFH  /DE  
)D[  
(PDLO\DPD]DNL#FVHDVN\RWRXDFMS

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/HFWXUH

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
初回に説明する

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

未更新
&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

臨床試験の統計的方法 

338%+/-

臨床試験の統計的方法
6WDWLVWLFDO0HWKRGVLQ&OLQLFDO7ULDOV

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF3URIHVVRU7$1$.$6+,528
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVLVWDQW3URIHVVRU,0$, 7258

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH6HFRQG
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
:HKROGOHFWXUHVDQGSUDFWLFDOWUDLQLQJZLWKWKHDLPRIXQGHUVWDQGLQJWKHGHVLJQRI3KDVH,,DQG3KDVH,,,
FOLQLFDOWULDOVDQGOHDUQLQJVDPSOHVL]HFDOFXODWLRQV/HFWXUHYLGHRVDQGDVVLJQPHQWVZLOOEHGLVWULEXWHGEHIRUH
WKHILUVWVHVVLRQVRVWXGHQWVVKRXOGXVHWKHPIRUSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ.QRZOHGJHRIFOLQLFDOWULDOVDQG
VWDWLVWLFVHTXLYDOHQWWRWKHILUVWVHPHVWHUFRXUVHV&OLQLFDO7ULDOV)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO,QIHUHQFH
DQG6WDWLVWLFDO0RGHOVDQGWKHLU$SSOLFDWLRQVLVDSUHUHTXLVLWH7KLVLVDPDQGDWRU\FRXUVHIRU&%DQGDQ
HOHFWLYHFRXUVHIRU03+
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・/HDUQWRFDOFXODWHVDPSOHVL]HVLQ3KDVH,,DQG3KDVH,,,FOLQLFDOWULDOV
・8QGHUVWDQGIUHTXHQF\WKHRU\LQVWXG\GHVLJQDQGWKHGLIIHUHQFHVIURP%D\HVLDQVWDWLVWLFDOFRQFHSWV

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&ODVVSDUWLFLSDWLRQDQG5HSRUWV
>7H[WERRNV@
0DFKLQ'&DPSEHOO0-7DQ6%7DQ6+6DPSOH6L]HVIRU&OLQLFDO/DERUDWRU\DQG(SLGHPLRORJ\
6WXGLHVWK(GLWLRQ -RKQ:LOH\ 6RQV :HZLOOPDNHDQDQQRXQFHPHQWRQDFTXLULQJWH[WERRNVGXULQJ
6HVVLRQ
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
3UHSDUHIRUDQGUHYLHZOHVVRQVXVLQJWKHOHFWXUHYLGHRVDQGDVVLJQPHQWVGLVWULEXWHGEHIRUHWKHILUVWVHVVLRQ
'HWDLOVZLOOEHDQQRXQFHGYLDHPDLO
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
+XPDQKHDOWKVFLHQFHPDMRUVDUHQRWHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLQWKLVFRXUVH

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
・&ODVVHVZLOOEHKHOGLQ6HPLQDU5RRP%LQ%XLOGLQJ*
・3UHOLPLQDU\SUHSDUDWLRQOHFWXUHDQGSUDFWLFXPIRUPDW
・3UHOLPLQDU\VWXG\XVHVWKH.R$/$RQOLQHOHDUQLQJHQYLURQPHQW KWWSVNRDODKLJKHGXN\RWRXDFMS 
・:HFDOFXODWHVDPSOHVL]HLQWKHSUDFWLFXPVLQ6HVVLRQVWREXWQRNQRZOHGJHRIVRIWZDUHLVDVVXPHG,Q
6HVVLRQVDQGZHUHDGFOLQLFDOWULDOSDSHUVDQGLQWHUSUHWUHVXOWV
・3UDFWLFXPWXWRULQJLVSHUIRUPHGE\FOLQLFDOVWDWLVWLFVVWDII
6HVVLRQ2FWREHU6DPSOH6L]H'HVLJQ&RQWLQXRXV'DWD 7DQDND,PDL$LGD 
6HVVLRQ2FWREHU6DPSOH6L]H'HVLJQ%LQDU\'DWD 7DQDND,PDL$LGD 
6HVVLRQ2FWREHU6DPSOH6L]H'HVLJQ6XUYLYDO7LPH'DWD 7DQDND,PDL$LGD 
6HVVLRQ2FWREHU6DPSOH6L]H'HVLJQ3KDVH,,&OLQLFDO6WXGLHV%D\HVLDQ6WDWLVWLFV 7DQDND,PDL
$LGD
6HVVLRQ1RYHPEHU,QWHUSUHWLQJWKH5HVXOWVRI&OLQLFDO7ULDOV 3UHVHQWDWLRQ 
6HVVLRQ1RYHPEHU,QWHUSUHWLQJWKH5HVXOWVRI&OLQLFDO7ULDOV 3UHVHQWDWLRQ 
6HVVLRQ1RYHPEHU5HVHUYHGDWH

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
6WXGHQWVPXVWKDYHFRPSOHWHGWKHIROORZLQJFRXUVHVLQWKHILUVWVHPHVWHU&OLQLFDO7ULDOV)XQGDPHQWDOVRI
6WDWLVWLFDO,QIHUHQFHDQG6WDWLVWLFDO0RGHOVDQGWKHLU$SSOLFDWLRQV

&RQWLQXHWR臨床試験の統計的方法  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+)%

&RXUVHQXPEHU
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

フィールドワーク
)LHOGZRUN

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

3UDFWLFDOWUDLQLQJ

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU7$%$5$<$68+$58
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU0$768'$)80,+,.2

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH\HDUURXQG

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
-DSDQHVHFRQYHUVDWLRQVNLOOWRFRPPXQLFDWHZLWKSDUWLFLSDQWV
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
3DUWLFLSDWLRQLQGLVFXVVLRQDQGILHOGZRUN5HSRUW

(QJOLVK

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHRIIHUVRSSRUWXQLW\WROHDUQDZD\IRUGDWDDFTXLVLWLRQLQDFRKRUWVWXG\E\SDUWLFLSDWLQJLQDILHOG
LQYHVWLJDWLRQRIWKH1DJDKDPDVWXG\DFRPPXQLW\EDVHGFRKRUWVWXG\E\.\RWR8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRO
RI0HGLFLQH6WXGHQWVDUHUHTXLUHGWRSDUWLFLSDWHWKHKHDOWKFKHFNXSVXUYH\DW1DJDKDPD&LW\DSSUR[LPDWHO\
WRGD\VGXULQJ6HSWHPEHUWR-DQXDU\DQGWRLQWHUYLHZZLWKSDUWLFLSDQWVDQGWRGRVHYHUDOSK\VLRORJLFDO
PHDVXUHPHQWV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
$SULOVWZHHN
2ULHQWDWLRQ#6HPLQDUURRP$
*XLGDQFHRIWKHILHOGZRUN#6HPLQDUURRP$
)LHOGZRUNLQ1DJDKDPD&LW\
'LVFXVVLRQ

338%+3%

社会健康医学課外実習
)LHOG7UDLQLQJIRU3XEOLF+HDOWK3UDFWLFH

7DUJHW\HDU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>&RXUVHREMHFWLYHV@
・([SHULHQFLQJWKHUHDODFWLYLWLHVLQILHOGHSLGHPLRORJ\
・/HDUQLQJFRPPXQLW\KHDOWKFDUHGHOLYHUHGE\ORFDOJRYHUQPHQWV
・/HDUQLQJKRZWRFROOHFWUHOLDEOHLQIRUPDWLRQKRZWRSURWHFWLQGLYLGXDOLQIRUPDWLRQDSSURSULDWHO\KRZWR
FRQVWUXFWORQJWHUPUHODWLRQVKLSWKURXJKWKHFRPPXQLFDWLRQZLWKSHRSOHLQDFRPPXQLW\

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH\HDUURXQG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

3UDFWLFDOWUDLQLQJ

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
, コースの概要
・就業体験を通じて、学んだ専門知識等を活かし、応用力を高める。
・キャリアデザインの具体化につなげる機会とする。
・所属分野の指導教員と、場合によっては、加えて他分野の主担当教員とも、十分に相談の上、履
修届を出してください。
（計画未確定のままに急いで、学年初め・学期初めに履修届を出す必要はありません。）
,, 学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
・社会の現場で必要な技能の向上を図る。
・大学院で得た知識・技能を、いかにして実務に役立たせるかを確認する。
・志望する就業の現場での雰囲気や必要な技能を知る。
・実務を通じて、社会貢献をする。
,,, 教育・学習方法
・就業体験を通じて、学んだ専門知識等を活かし、応用力を高める。
>&RXUVHREMHFWLYHV@
学習到達目標（このコース終了時までに習得が期待できること）
・社会の現場で必要な技能の向上を図る。
・大学院で得た知識・技能を、いかにして実務に役立たせるかを確認する。
・志望する就業の現場での雰囲気や必要な技能を知る。
・実務を通じて、社会貢献をする。

>7H[WERRNV@
1RQH
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
1RQH

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
所属分野の指導教員等と、十分に相談の上、インターンシップの計画を立ててください。

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
7KLVFODVVUHTXLUHVSDUWLFLSDWLRQLQWKHFRPPXQLW\EDVHGKHDOWKFKHFNXSH[DPLQDWLRQLQ1DJDKDPDFLW\
6KLJDSUHIHFWXUH0DNLQJDUHSRUWEDVHGRQILHOGZRUNLVWREHUHJDUGHGDVUHYLHZRIWKHFODVV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
・6WXGHQWVKDYHWRDWWHQGWKHILUVWDQGVHFRQGFODVV,I\RXFDQQRWDWWHQGWKHPSOHDVHFRQWDFWXVEHIRUHWKHP

&RQWLQXHWR社会健康医学課外実習  ↓↓↓

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

社会健康医学課外実習 
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
.8/$6,6での履修登録はできません。履修する場合は、窓口に申し出てください。

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
・終了後速やかに報告書・レポート（報告書の様式は教務掛を通じて入手すること）を作成し、か
つ、インターン先の責任者と指導教員の確認を得ること。
・合否のみ、判定する。
>7H[WERRNV@
・諸々の学習資源は、就業体験を通じて得られる。
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
・諸々の学習資源は、就業体験を通じて得られる。
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
適宜予習復習を求める
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
その他メッセージ
・他の履修科目の日程と重複しないように計画してください。重複した場合、インターンシップを
優先するわけではありません。必要な際は、該当する科目責任者に相談してください。
・履修登録（単位取得）せずに、インターンシップを行ってもかまいません。
・実質的な業務が計時間以上で単位。 計時間以上で単位とします。
・上記の時間の目安と、就業体験の内容と質を、主担当教員（指導教員等）が評価し、合否と単位
数（単位か単位）を判定します。
・報告書の様式（教務掛で受取ること）を主担当教員（指導教員等）に提出し、履修届けを同時に
行ってください。

338%+/%

医療経営特別カリキュラム Ⅰ
+HDOWKFDUHPDQDJHPHQW6SHFLDO&XUULFXOXP,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVRFLDWH3URIHVVRU6$6$.,125,.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU.81,6$:$686808
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU22768%27(768<$

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

3UDFWLFDOWUDLQLQJ

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
・7KLVFRXUVHLVIRUKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWPDMRU
・,WLVEDVHGRQDFWLRQOHDUQLQJLQUHODWLRQWRWKHUHDOZRUOGSUDFWLFH
・7RSLFVZLOOLQFOXGH
/HDGHUVKLSDWGLIIHUHQWOHYHOV
)LQDQFLDO0DQDJHPHQW)LQDQFLDO3ODQQLQJ
$FFRXQWLQJDQG&RVWLQJ
2UJDQL]DWLRQDO&XOWXUH
3DWLHQW6DWLVIDFWLRQDQG&XVWRPHU5HODWLRQVKLS
6DIHW\DQG4XDOLW\0DQDJHPHQW6\VWHP
5LVN0DQDJHPHQW6\VWHP
3ROLF\DQG([WHUQDO(QYLURQPHQW$QDO\VLV
0DUNHWLQJLQ+HDOWK&DUH
,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\DQG'DWD$QDO\VLV8WLOL]DWLRQ
6WDUWLQJXSD1HZ)XQFWLRQ3URMHFW)LQDQFH
)DFLOLW\0DQDJHPHQW
1HWZRUNLQJ0HUJHDQG$FTXLVLWLRQ
6WUDWHJLF3ODQQLQJ
,PSOHPHQWDWLRQRI&KDQJH
6WUDWHJLF0DQDJHPHQW

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・([SODLQNH\LVVXHVLQKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWLQFOXGLQJWKHRULHVIUDPHZRUNVDQGLQWHUQDODQGH[WHUQDO
HQYLURQPHQW
・0DNLQJRXWSXWVWKURXJKWHDPZRUN
・0DNLQJRXWSXWVWKURXJKLQGLYLGXDOZRUN
・&RQVWUXFWLYHO\GLVFXVVFXUUHQWLVVXHVDQGSURSRVHWKHLUSRWHQWLDOUHVROXWLRQV
・&ULWLFDOO\DQGV\VWHPDWLFDOO\DSSUDLVHKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWLVVXHV
・$SSO\WKHDERYHNQRZOHGJHDQGVNLOOVIRU\RXURZQSODQQLQJDQGDFWLRQLQKHDOWKFDUHPDQDJHPHQW

&RQWLQXHWR医療経営特別カリキュラム Ⅰ  ↓↓↓
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医療経営特別カリキュラム Ⅰ 
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
・%DVHGRQWKHUHDOZRUOGSUDFWLFHGDWDDQGSHRSOH
・,QIRUPDWLRQ&ROOHFWLRQDQG$QDO\VLV4XDQWLWDWLYH'DWD$QDO\VLV3ODQQLQJ
・,QWHUYLHZV3UHVHQWDWLRQV0DNLQJUHSRUWV'LVFXVVLRQ

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVLVVSHFLILFDOO\GHVLJQHGDQGUHTXLUHGIRU+HDOWKFDUH0DQDJHPHQW<RXQJ/HDGHUV&RXUVH

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/%

医療経営特別カリキュラム Ⅱ
+HDOWKFDUHPDQDJHPHQW6SHFLDO&XUULFXOXP,,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
3URJUDPSDUWLFLSDWLRQDQGSHUIRUPDQFH
>7H[WERRNV@
5HDGLQJPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHHGHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
*RRGSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZDUHQHFHVVDU\

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVRFLDWH3URIHVVRU6$6$.,125,.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU.81,6$:$686808
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU22768%27(768<$

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH6HFRQG
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

3UDFWLFDOWUDLQLQJ

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
・7KLVFRXUVHLVIRUKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWPDMRU
・,WLVEDVHGRQDFWLRQOHDUQLQJLQUHODWLRQWRWKHUHDOZRUOGSUDFWLFH
・7RSLFVZLOOLQFOXGH
/HDGHUVKLSDWGLIIHUHQWOHYHOV
)LQDQFLDO0DQDJHPHQW)LQDQFLDO3ODQQLQJ
$FFRXQWLQJDQG&RVWLQJ
2UJDQL]DWLRQDO&XOWXUH
3DWLHQW6DWLVIDFWLRQDQG&XVWRPHU5HODWLRQVKLS
6DIHW\DQG4XDOLW\0DQDJHPHQW6\VWHP
5LVN0DQDJHPHQW6\VWHP
3ROLF\DQG([WHUQDO(QYLURQPHQW$QDO\VLV
0DUNHWLQJLQ+HDOWK&DUH
,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\DQG'DWD$QDO\VLV8WLOL]DWLRQ
6WDUWLQJXSD1HZ)XQFWLRQ3URMHFW)LQDQFH
)DFLOLW\0DQDJHPHQW
1HWZRUNLQJ0HUJHDQG$FTXLVLWLRQ
6WUDWHJLF3ODQQLQJ
,PSOHPHQWDWLRQRI&KDQJH
6WUDWHJLF0DQDJHPHQW
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・([SODLQNH\LVVXHVLQKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWLQFOXGLQJWKHRULHVIUDPHZRUNVDQGLQWHUQDODQGH[WHUQDO
HQYLURQPHQW
・0DNLQJRXWSXWVWKURXJKWHDPZRUN
・0DNLQJRXWSXWVWKURXJKLQGLYLGXDOZRUN
・&RQVWUXFWLYHO\GLVFXVVFXUUHQWLVVXHVDQGSURSRVHWKHLUSRWHQWLDOUHVROXWLRQV
・&ULWLFDOO\DQGV\VWHPDWLFDOO\DSSUDLVHKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWLVVXHV
・$SSO\WKHDERYHNQRZOHGJHDQGVNLOOVIRU\RXURZQSODQQLQJDQGDFWLRQLQKHDOWKFDUHPDQDJHPHQW

&RQWLQXHWR医療経営特別カリキュラム Ⅱ  ↓↓↓

医療経営特別カリキュラム Ⅱ 
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
・%DVHGRQWKHUHDOZRUOGSUDFWLFHGDWDDQGSHRSOH
・,QIRUPDWLRQ&ROOHFWLRQDQG$QDO\VLV4XDQWLWDWLYH'DWD$QDO\VLV3ODQQLQJ
・,QWHUYLHZV3UHVHQWDWLRQV0DNLQJUHSRUWV'LVFXVVLRQ

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVLVVSHFLILFDOO\GHVLJQHGDQGUHTXLUHGIRU+HDOWKFDUH0DQDJHPHQW<RXQJ/HDGHUV&RXUVH

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%+/%

医療経営ケーススタディ
&DVH6WXGLHVLQ+HDOWKFDUH0DQDJHPHQW

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
3URJUDPSDUWLFLSDWLRQDQGSHUIRUPDQFH
>7H[WERRNV@
5HDGLQJPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHHGHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
*RRGSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZDUHQHFHVVDU\
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

&ODVVVW\OH

6HPLQDU

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVRFLDWH3URIHVVRU6$6$.,125,.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU.81,6$:$686808
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU22768%27(768<$

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH\HDUURXQG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
・7KLVFDVHVWXG\LVRQKHDOWKFDUHPDQDJHPHQW
・,WLVEDVHGRQDQDO\VLVGLVFXVVLRQDQGFRQVWUXFWLYHFULWLTXHRQUHDOFDVHVRULJLQDOO\GHYHORSHG
・7RSLFVZLOOLQFOXGH
2YHUYLHZRI+HDOWKFDUH0DQDJHPHQW.H\,VVXHV
/HDGHUVKLS
)LQDQFH
2UJDQL]DWLRQDO&XOWXUH
6DIHW\DQG4XDOLW\0DQDJHPHQW6\VWHP
3ROLF\DQG([WHUQDO(QYLURQPHQW$QDO\VLV
0DUNHWLQJLQ+HDOWK&DUH
,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\DQG'DWD$QDO\VLV8WLOL]DWLRQ
6WDUWLQJXSD1HZ)XQFWLRQ3URMHFW)LQDQFH
)DFLOLW\0DQDJHPHQW
1HWZRUNLQJ0HUJHDQG$FTXLVLWLRQ
6WUDWHJLF3ODQQLQJ0DQDJHPHQW
,PSOHPHQWDWLRQRI&KDQJH

>&RXUVHREMHFWLYHV@
・([SODLQNH\LVVXHVLQKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWLQFOXGLQJWKHRULHVIUDPHZRUNVDQGLQWHUQDODQGH[WHUQDO
HQYLURQPHQW
・&RQVWUXFWLYHO\GLVFXVVFXUUHQWLVVXHVDQGSURSRVHWKHLUSRWHQWLDOUHVROXWLRQV
・&ULWLFDOO\DQGV\VWHPDWLFDOO\DSSUDLVHKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWLVVXHV
・$SSO\WKHDERYHNQRZOHGJHDQGVNLOOVIRU\RXURZQSODQQLQJDQGDFWLRQLQKHDOWKFDUHPDQDJHPHQW
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未更新
医療経営ケーススタディ 

&RXUVHQXPEHU

338%./%
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.$:$.$0,.2-,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU1$.$<$0$7$.(2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU7$.$+$6+,<26+,0,768
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
3URIHVVRU,:$0,7$.8
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
$VVLVWDQW3URIHVVRU2.$%$<$6+,6$72(
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
$VVLVWDQW3URIHVVRU0$768=$.,.(,,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU)858.$:$726+,$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU2*$:$<868.(
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU:$7$1$%( 125,2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVRFLDWH3URIHVVRU6$6$.,125,.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU7$.(8&+, 0$6$72
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
$VVLVWDQW3URIHVVRU.2%$<$6+,'$,68.(
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU<$0$0272<2868.(
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
$VVRFLDWH3URIHVVRU6$.$*$0,<88

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
・&DVH6WXGLHV
・5HSRUWV
7KHFDVHVIRUWKLVFRXUVHDUHRULJLQDOO\GHYHORSHG,WPLJKWXVHFDVHVGHYHORSHGHOVHZKHUHLQFOXGLQJRQHV
DEURDG
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVLVVSHFLILFDOO\GHVLJQHGDQGUHTXLUHGIRU+HDOWKFDUH0DQDJHPHQW<RXQJ/HDGHUV&RXUVH
&RXUVHWLWOH

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
3URJUDPSDUWLFLSDWLRQDQGSHUIRUPDQFH

 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

臨床研究計画法 Ｉ
6HPLQDULQ6WXG\'HVLJQ,

(QJOLVK

>7H[WERRNV@
5HDGLQJPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHHGHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
*RRGSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZDUHQHFHVVDU\
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KLVFODVVLVQRWRSHQWRVWXGHQWVIURPJUDGXDWHVFKRRORIKXPDQKHDOWKVFLHQFH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV0RQ

&ODVVVW\OH

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHZLOOGLVFXVVVWXG\GHVLJQVDQGSURWRFROVLQFOLQLFDOHSLGHPLRORJ\EDVHGRQVWXGHQW VFOLQLFDO
TXHVWLRQV
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・7REHDEOHWRFRQYHUWFOLQLFDOTXHVWLRQVWRVWUXFWXUHGUHVHDUFKTXHVWLRQ
・7REHDEOHWREXLOGVWXG\SURWRFROIURPUHVHDUFKTXHVWLRQ
・7REHDEOHWRFRPPXQLFDWHVWXG\SODQHIIHFWLYHO\ZLWKSHHUV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
①$SULO*XLGDQFH
②$SULO'LVFXVVLRQ
③0D\'LVFXVVLRQ
④0D\'LVFXVVLRQ
&RQWLQXHWR臨床研究計画法 Ｉ  ↓↓↓

臨床研究計画法 Ｉ 
⑤0D\'LVFXVVLRQ
⑥-XQH/HFWXUH・'LVFXVVLRQ
⑦-XQH'LVFXVVLRQ
⑧-XQH'LVFXVVLRQ
⑨-XQH'LVFXVVLRQ
⑩-XO\/HFXWXUH・'LVFXVVLRQ
⑪-XO\'LVFXVVLRQ
⑫-XO\'LVFXVVLRQ
⑬-XO\'LVFXVVLRQ
⑭$XJXVW'LVFXVVLRQ
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
&ODVVIRU0&5UHVWULFWHG
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&RXUVHDVVLJQPHQW 
3UHVHQWDWLRQ 
>7H[WERRNV@
1RWXVHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
0HWKRGVRI,QVWUXFWLRQ
・'LGDFWLFOHFWXUHV
・6WXGHQW VSUHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQ
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KHUHDUHQRSUHUHTXLVLWHVIRUWKLVFRXUVH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%.6%

臨床研究計画法演習 Ｉ
6SHFLDO6HPLQDULQ6WXG\'HVLJQ,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7KX

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU<$0$0272<2868.(
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU2*$:$<868.(
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVLVWDQW3URIHVVRU6(., 7202768*8

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

6HPLQDU

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHZLOOGLVFXVVVWXG\GHVLJQVDQGSURWRFROVLQFOLQLFDOHSLGHPLRORJ\EDVHGRQVWXGHQW VFOLQLFDO
TXHVWLRQV
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・7REHDEOHWRFRQYHUWFOLQLFDOTXHVWLRQVWRVWUXFWXUHGUHVHDUFKTXHVWLRQ
・7REHDEOHWREXLOGVWXG\SURWRFROIURPUHVHDUFKTXHVWLRQ
・7REHDEOHWRFRPPXQLFDWHVWXG\SODQHIIHFWLYHO\ZLWKSHHUV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
①$SULO*XLGDQFH
②$SULO6XSSOHPHQWDU\FODVV
③0D\'LVFXVVLRQ
④0D\'LVFXVVLRQ
⑤0D\'LVFXVVLRQ
⑥0D\'LVFXVVLRQ
⑦-XQH'LVFXVVLRQ
⑧-XQH'LVFXVVLRQ
⑨-XQH'LVFXVVLRQ
⑩-XQH'LVFXVVLRQ
⑪-XO\'LVFXVVLRQ
⑫-XO\'LVFXVVLRQ
⑬-XO\6XSSOHPHQWDU\FODVV
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
&ODVVIRU0&5UHVWLFWHG
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&RXUVHDVVLJQPHQW 

&RQWLQXHWR臨床研究計画法演習 Ｉ  ↓↓↓
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臨床研究計画法演習 Ｉ 

&RXUVHQXPEHU

>7H[WERRNV@
1RWXVHG

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%./%

医療技術の経済評価（0&5限定）
(FRQRPLF(YDOXDWLRQRI0HGLFDO7HFKQRORJLHV

(QJOLVK

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV:HG
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
0HWKRGVRI,QVWUXFWLRQ
・6WXGHQW VSUHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQ

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVRFLDWH3URIHVVRU6$6$.,125,.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU.81,6$:$686808
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU22768%27(768<$

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
・/HFWXUHVZLOODGGUHVVWKHWKHRULHVDQGIUDPHZRUNVWKDWVXSSRUWHFRQRPLFHYDOXDWLRQVLQKHDOWKFDUHDQG
VWXGHQWVZLOOOHDUQWKHPDMRUUHVHDUFKPHWKRGVXVHGLQHYDOXDWLQJKHDOWKFDUHUHODWHGHFRQRPLFSHUIRUPDQFH
・(FRQRPLFHYDOXDWLRQVRIKHDOWKFDUHDQGPHGLFDOWHFKQRORJLHVDUHXVXDOO\FRQGXFWHGXQGHUSUDFWLFDO
FRQVWUDLQWVDQGVWXGHQWVZLOOOHDUQWKHDSSURDFKHVWRFRQGXFWLQJUHVHDUFKXQGHUWKHVHFRQGLWLRQV
・7KLVFRXUVHZLOOH[DPLQHHFRQRPLFHYDOXDWLRQVLQDZLGHUDQJHRIKHDOWKFDUHUHODWHGWRSLFV

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KHUHDUHQRSUHUHTXLVLWHVIRUWKLVFRXUVH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHREMHFWLYHV@
・6WXGHQWVZLOOEHDEOHWRH[SODLQNH\LVVXHVLQWKHWKHRULHVIUDPHZRUNVDQGUHVHDUFKPHWKRGVWKDWVXSSRUW
HFRQRPLFHYDOXDWLRQVRIPHGLFDOWHFKQRORJLHVLQFOXGLQJPHGLFDWLRQ
・6WXGHQWVZLOOXQGHUVWDQGWKHSRVVLEOHELDVHVDVVRFLDWHGZLWKUHVHDUFKLQYROYLQJHFRQRPLFHYDOXDWLRQVRI
PHGLFDOWHFKQRORJLHVLQFOXGLQJPHGLFDWLRQ
・(FRQRPLFHYDOXDWLRQVDUHFRQGXFWHGRQYDULRXVDVSHFWVRIKHDOWKFDUHLQFOXGLQJWUHDWPHQWWHFKQLTXHV
SKDUPDFHXWLFDOVPHGLFDOVXSSOLHVPHGLFDOH[DPLQDWLRQVDQGKHDOWKSROLF\SURJUDPV6WXGHQWVZLOO
XQGHUVWDQGDQGEHDEOHWRH[SODLQWKHGLIIHUHQFHVDQGUHVSHFWLYHDSSOLFDWLRQVRIWKHPDLQUHVHDUFKPHWKRGV
XVHGLQWKHVHHYDOXDWLRQVLQFOXGLQJFRVWDQDO\VHVFRVWHIIHFWLYHQHVVDQDO\VHVFRVWXWLOLW\DQDO\VHVDQGFRVW
EHQHILWDQDO\VHV6WXGHQWVZLOODOVROHDUQWKHFRUHFRQFHSWVRIFRVWFDOFXODWLRQVDQGRXWFRPHPHDVXUHPHQWV
WLPHEDVHGFRQFHSWVGLVFRXQWUDWHVVHQVLWLYLW\DQDO\VHVLQFUHPHQWDOFRVWHIIHFWLYHQHVVUDWLRVDQGWKH
DSSURSULDWHLQWHUSUHWDWLRQRIDQDO\WLFDOUHVXOWV
・%DVHGRQWKHDERYHVWXGHQWVZLOOEHDEOHWRFRQGXFWFULWLFDOUHYLHZVRIUHVHDUFKDUWLFOHVLQWKLVILHOGDQG
H[SODLQWKHLUVLJQLILFDQFH6WXGHQWVZLOODOVREHDEOHWRDSSO\WKHLUDFTXLUHGNQRZOHGJHDQGWHFKQLTXHVZKHQ
GHYHORSLQJUHVHDUFKSURWRFROVDQGFRQGXFWLQJUHVHDUFK
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
 $SULO (YDOXDWLQJWKHHFRQRPLFSHUIRUPDQFHRIKHDOWKFDUH
 $SULO (YDOXDWLQJWKHHFRQRPLFSHUIRUPDQFHRIKHDOWKFDUH
 $SULO (FRQRPLFHYDOXDWLRQPHWKRGVLQKHDOWKFDUH
 0D\ 0RGHOLQJLQHFRQRPLFHYDOXDWLRQV
 0D\ 0HWKRGRORJLHVLQFRVWHIIHFWLYHQHVVDQGFRVWXWLOLW\DQDO\VHV
 0D\ 0HWKRGRORJLHVLQFRVWHIIHFWLYHQHVVDQGFRVWXWLOLW\DQDO\VHV
 -XQ (FRQRPLFHYDOXDWLRQLQKHDOWKFDUH-RXUQDODUWLFOHUHYLHZDQGGLVFXVVLRQ
 -XQ (FRQRPLFHYDOXDWLRQLQKHDOWKFDUH-RXUQDODUWLFOHUHYLHZDQGGLVFXVVLRQ
&RQWLQXHWR医療技術の経済評価（0&5限定）  ↓↓↓

未更新
医療技術の経済評価（0&5限定） 

&RXUVHQXPEHU

338%./%
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.$:$.$0,.2-,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU1$.$<$0$7$.(2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU7$.$+$6+,<26+,0,768
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
3URIHVVRU,:$0,7$.8
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
$VVLVWDQW3URIHVVRU2.$%$<$6+,6$72(
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
$VVLVWDQW3URIHVVRU0$768=$.,.(,,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU,0$1$.$<88,&+,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU)858.$:$726+,$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU2*$:$<868.(
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU:$7$1$%( 125,2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVRFLDWH3URIHVVRU6$6$.,125,.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU7$.(8&+, 0$6$72
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
$VVLVWDQW3URIHVVRU.2%$<$6+,'$,68.(
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU<$0$0272<2868.(
$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
$VVRFLDWH3URIHVVRU6$.$*$0,<88

1RWH7KLVVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJH2YHUYLHZRIWKHVFKHGXOHZLOOEHVKRZQDWWKHILUVWGD\
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVRQO\RSHQWRVWXGHQWVLQYROYHGLQ0&5FRXUVH
$WWHQGDQFHUDWHRUPRUH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
 5HSRUW 
 &ODVVURRPSDUWLFLSDWLRQ 
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH

>7H[WERRNV@
5HDGLQJPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGDVQHHGHG

WLWOHLQ
(QJOLVK

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
・'UXPPRQG0)HWDO0HWKRGVIRUWKH(FRQRPLF(YDOXDWLRQRI+HDOWK&DUH3URJUDPPHVWK(G2[IRUG

・0\ULDP+XQLQN'HFLVLRQ0DNLQJLQ+HDOWKDQG0HGLFLQH,QWHJUDWLQJ(YLGHQFHDQG9DOXHV&DPEULGJH

・ 医療制度・医療政策・医療経済（丸善出版）
・+DQGERRNRI+HDOWK6HUYLFHV5HVHDUFK（6SULQJHU6FLHQFH%XVLQHVV0HGLD）
・「1(:予防医学・公衆衛生学 改訂第版」（編集小泉昭夫馬場園明今中雄一武林亨）南江堂．


7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV0RQ
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
%RWKJRRGSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZDUHQHHGHG

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
・3ODFHVDYDLODEOHIRUVWXGHQWVZLWKRXWIRUPHUH[SHULHQFHVRIVWXG\LQJHFRQRPLFV
・2XUGHSDUWPHQWKDVEHHQDFFHSWLQJJUDGXDWHVWXGHQWVZKRDUHLQWHUHVWHGLQUHVHDUFKUHODWHGWRKHDOWKFDUH
SROLFLHVKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWDQGKHDOWKFDUHTXDOLW\VDIHW\FRVW KWWSPHGHFRQXPLQDFMSLQW
1RWH7RSLFVUHODWHGWRSURFHVVDQGRXWFRPHPHDVXUHVFOLQLFDOSUDFWLFHYDULDWLRQKHDOWKFDUHHYDOXDWLRQVDQG
DVVHVVPHQWVKRVSLWDOIXQFWLRQDODVVHVVPHQWVDQGKHDOWKFDUHTXDOLW\ VDIHW\DUHLQFOXGHGLQWKHFRXUVH
(YDOXDWLRQRI4XDOLW\LQ+HDOWK&DUH :HGWKHODVWKDOIRIILUVWVHPHVWHU ,I\RXZRXOGOLNHWROHDUQ
DERXWWKHVHWRSLFVFRQVLGHUWRDSSO\IRUWKLVFRXUVH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

臨床研究計画法 ＩＩ
6HPLQDULQ6WXG\'HVLJQ,,

&ODVVVW\OH

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHZLOOGLVFXVVVWXG\GHVLJQVDQGSURWRFROVLQFOLQLFDOHSLGHPLRORJ\EDVHGRQVWXGHQW VFOLQLFDO
TXHVWLRQV
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・7REHDEOHWRFRQYHUWFOLQLFDOTXHVWLRQVWRVWUXFWXUHGUHVHDUFKTXHVWLRQ
・7REHDEOHWREXLOGVWXG\SURWRFROIURPUHVHDUFKTXHVWLRQ
・7REHDEOHWRFRPPXQLFDWHVWXG\SODQHIIHFWLYHO\ZLWKSHHUV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
①2FWREHU'LVFXVVLRQ
②2FWREHU'LVFXVVLRQ
③1RYHPEHU'LVFXVVLRQ
④1RYHPEHU'LVFXVVLRQ
&RQWLQXHWR臨床研究計画法 ＩＩ  ↓↓↓
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臨床研究計画法 ＩＩ 
⑤1RYHPEHU'LVFXVVLRQ
⑥'HFHPEHU'LVFXVVLRQ
⑦'HFHPEHU'LVFXVVLRQ
⑧'HFHPEHU'LVFXVVLRQ
⑨'HFHPEHU'LVFXVVLRQ
⑩-DQXDU\'LVFXVVLRQ
⑪-DQXDU\'LVFXVVLRQ
⑫-DQXDU\'LVFXVVLRQ
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
&ODVVIRU0&5UHVWULFWHG
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&RXUVHDVVLJQPHQW 
3UHVHQWDWLRQ 
>7H[WERRNV@
1RWXVHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
0HWKRGVRI,QVWUXFWLRQ
・'LGDFWLFOHFWXUHV
・6WXGHQW VSUHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQ
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KHUHDUHQRSUHUHTXLVLWHVIRUWKLVFRXUVH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%.6%

臨床研究計画法演習 ＩＩ
6SHFLDO6HPLQDULQ6WXG\'HVLJQ,,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV0RQ

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU<$0$0272<2868.(
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU2*$:$<868.(
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVLVWDQW3URIHVVRU6(., 7202768*8

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

6HPLQDU

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHZLOOGLVFXVVVWXG\GHVLJQVDQGSURWRFROVLQFOLQLFDOHSLGHPLRORJ\EDVHGRQVWXGHQW VFOLQLFDO
TXHVWLRQV
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・7REHDEOHWRFRQYHUWFOLQLFDOTXHVWLRQVWRVWUXFWXUHGUHVHDUFKTXHVWLRQ
・7REHDEOHWREXLOGVWXG\SURWRFROIURPUHVHDUFKTXHVWLRQ
・7REHDEOHWRFRPPXQLFDWHVWXG\SODQHIIHFWLYHO\ZLWKSHHUV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
①6HSWHPEHU'LVFXVVLRQ
②2FWREHU'LVFXVVLRQ
③2FWREHU'LVFXVVLRQ
④2FWREH'LVFXVVLRQ
⑤2FWREH 'LVFXVVLRQ
⑥1RYHPEHU'LVFXVVLRQ
⑧1RYHPEHU'LVFXVVLRQ
⑨1RYHPEHU'LVFXVVLRQ
⑩'HFHPEHU'LVFXVVLRQ
⑪'HFHPEHU'LVFXVVLRQ
⑫'HFHPEHU6XSSOHPHQWDU\FODVV
⑬-DQXDU\6XSSOHPHQWDU\FODVV
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
&ODVVIRU0&5UHVWULFWHG
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&RXUVHDVVLJQPHQW 

&RQWLQXHWR臨床研究計画法演習 ＩＩ  ↓↓↓

臨床研究計画法演習 ＩＩ 
>7H[WERRNV@
1RWXVHG

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%./%

ＥＢＭ・診療ガイドライン特論（0&5限定）
6SHFLDO/HFWXUHVRQ(%0DQGFOLQLFDOSUDFWLFHJXLGHOLQHV

(QJOLVK

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
0HWKRGVRI,QVWUXFWLRQ
・6WXGHQW VSUHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQ
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KHUHDUHQRSUHUHTXLVLWHVIRUWKLVFRXUVH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV)UL

&ODVVVW\OH

VSHFLDOOHFWXUH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU1$.$<$0$7$.(2
3DUWWLPH/HFWXUHU0,<$=$.,.,.8.2
7KH2WVX'LVWULFW&RXUW-XGJH
1,6+,2.$6+,*(<$68

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
・7KLVFRXUVHIRFXVHVRQHYLGHQFHEDVHGPHGLFLQH (%0 DQGFOLQLFDOSUDFWLFHJXLGHOLQHV
・7KLVFRXUVHZLOOSURYLGHH[HUFLVHWRDVVHVVDQGGHYHORSFOLQLFDOSUDFWLFHJXLGHOLQHV
・7KLVFRXUVHZLOOJLYHRSSRUWXQLW\WRFRQVLGHUFRPPXQLFDWLRQLVVXHVEHWZHHQFOLQLFLDQVDQGSDWLHQWIDPLO\
OHJDOLVVXHVDQGUHVRXUFHDOORFDWLRQ
'LGDFWLFOHFWXUHVDQGJURXSZRUN
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・([SODLQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ(%0DQGFOLQLFDOSUDFWLFHJXLGHOLQHV
・8QGHUVWDQGWKHEDVLFFRQFHSWVRIGHYHORSPHQWDQGDVVHVVPHQWRIHYLGHQFHEDVHGFOLQLFDOSUDFWLFH
JXLGHOLQHV
・([SODLQSRVVLELOLWLHVDQGVXEMHFWVRIFOLQLFDOSUDFWLFHJXLGHOLQHVIURPWKHVRFLDOYLHZSRLQWV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
2FWREHU(%0DQG&OLQLFDO3UDFWLFH*XLGHOLQHV &3*V
2FWREHU$VVHVVPHQWRI&3*V
2FWREHU'HYHORSPHQWRI&3*V
2FWREHU/HJDO,VVXHVRQ&3*V
1RYHPEHU)URP&3*VWR4XDOLW\,QGLFDWRUV
1RYHPEHU(YLGHQFHIURP5&7VIRUFOLQLFDOSUDFWLFHJXLGHOLQHVDFDVHLQSDOOLDWLYHFDUH
1RYHPEHU&3*V3DWLHQWV 9LHZDQG6KDUHG'HFLVLRQ0DNLQJ
'HFHPEHU:UDSXS'LVFXVVLRQ
（ 7KLVVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJH
7KHFODVVZLOOEHVFKHGXOHGWRDYRLGRYHUODSSLQJ +HDOWKLQIRUPDWLFV,, 
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KHFODVVLVOLPLWHGWR0&5VWXGHQWV
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
6KRUWUHSRUWIRUHDFKOHFWXUH（）

&RQWLQXHWRＥＢＭ・診療ガイドライン特論（0&5限定）  ↓↓↓
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未更新
ＥＢＭ・診療ガイドライン特論（0&5限定） 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

>7H[WERRNV@
7KHPDWHULDOQHFHVVDU\IRUWKHOHFWXUHZLOOEHSURYLGHGE\OHFWXUHUV

338%./-

臨床研究データ管理学（0&5・統計家限定）
'DWDPDQDJHPHQWIRU&OLQLFDO5HVHDUFK

(QJOLVK

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
1DND\DPD7 7VXWDQL.『5LQVKRNHQN\XWRHNLJDNXNHQN\XQRWDPHQRNRNXVDLUXUXVKX』（UDLKXVDLHQVX
VKXSSDQ）
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5DWKHUWKDQVSHQGLQJPRUHWLPHRQ\RXUSUHSDUDWLRQSOHDVHSXWPRUHHQHUJ\LQWRWKHUHYLHZ
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
6WXGHQWVZKROHDUQWKLVFRXUVHDUHH[SHFWHGWREHQRWRQO\JRRGXVHUVRIFOLQLFDOSUDFWLFHJXLGHOLQHVEXWDOVR
JRRGGHYHORSHUVRIFOLQLFDOSUDFWLFHJXLGHOLQH

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV7KX

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU7$.(8&+, 0$6$72

<HDUVHPHVWHUV 7KHILUVWKDOIRIVHFRQG

/HFWXUH

VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHFRQVLVWVRIOHFWXUHVDQGH[HUFLVHVRQPHWKRGRORJ\RIGDWDPDQDJHPHQWIRUFOLQLFDOUHVHDUFK
([HUFLVHVZLOOLQFOXGHGHWHUPLQDWLRQRIGDWDLWHPVGHVLJQLQJFDVHUHSRUWIRUPVSUHSDUDWLRQRIGDWDVHWVIRU
VWDWLVWLFDODQDO\VLVGDWDHQWU\DQGGDWDFKHFNDQGKDQGOLQJRIRXWSXWVIURPVWDWLVWLFDODQDO\VLV0&5
UHVWULFWHGDQGHOHFWLYH
>&RXUVHREMHFWLYHV@
7RXQGHUVWDQGPHWKRGRORJ\RIGDWDPDQDJHPHQWIRUFOLQLFDOUHVHDUFKHVWKURXJKOHFWXUHVDQGH[HUFLVHV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
2FWREHU2YHUYLHZ 7DQDND
2FWREHU'HWHUPLQDWLRQRI'DWD,WHPV 7DQDND
2FWREHU'HVLJQLQJ&DVH5HSRUW)RUP 7DQDND
2FWREHU'HVLJQLQJ&DVH5HSRUW)RUP 7DQDND
1RYHPEHU'DWD(QWU\DQG'DWD&KHFN 7DQDND
1RYHPEHU3UHSDUDWLRQRI'DWDVHWVIRU6WDWLVWLFDO$QDO\VLV 7DQDND
1RYHPEHU+DQGOLQJRI2XWSXWIURP6WDWLVWLFDO$QDO\VLV 7DQDND

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$WWHQGDQFH5HSRUW
>7H[WERRNV@
1RWXVHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
3OHDVHUHYLHZZKDW\RXOHDUQHGEHIRUHKDQGOLQJGDWDLQ\RXUUHVHDUFK
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
/DSWRS3&ZLWK([FHOLVUHTXLUHGLQWKHH[HUFLVH&RQWDFWWKHGLUHFWRULIQRWDYDLODEOH7KLVFRXUVHLVQRWRSHQ
WRVWXGHQWVLQ6FKRRORI+XPDQ+HDOWK6FLHQFH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

臨床研究特論 （0&5限定） 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

臨床研究特論 （0&5限定）
&OLQLFDOUHVHDUFKDGYDQFHG

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 月

$JHQF\IRU+HDOWK6DIHW\DQG(QYLURQPHQW
3URIHVVRU,:$0,7$.8

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

&ODVVVW\OH

>7H[WERRNV@
1RWXVHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
川村 孝 『臨床研究の教科書』（医学書院）
川村 孝 『エビデンスをつくる：陥りやすい臨床研究のピットフォール』（医学書院）

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
・臨床研究計画法,・,,で履修した研究方法について掘り下げる。
・学生から質問を提示し、教員と参加学生で検討する。
・教員から研究方法上の問題点を提示し、学生が検討する。

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
自らの研究に反映し、同僚の研究を支援する
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHREMHFWLYHV@
・各種研究方法について、その具体化、実践と結果の活用などについて具体的な研究事例に照らし
て深く理解する。
・仮説形成、研究計画立案のプロセスを理解し、自身の研究計画に反映できるようになる。
・研究費の獲得方法の具体例を知り、自身の研究推進に生かす。
・論文作成・査読への対応の具体例を知り、自身の研究に反映する。
・研究チームの構築、研究成果のフィードバック、社会還元の実際を知り、自身の研究活動に反映
することができるようになる。
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
・仮説形成、研究計画立案のプロセス
・研究費の獲得方法の具体例
・査読への対応方法
・研究チームの作り方、フィードバックの仕方
・研究成果の社会還元
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
0&5限定（選択）
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
意見発表の積極性、説明の明快さ

&RQWLQXHWR臨床研究特論 （0&5限定）  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

系統的レビュー（0&5限定） 

338%./%
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

系統的レビュー（0&5限定）
6\VWHPDWLF5HYLHZV

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV月・ 開講日注意&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU:$7$1$%( 125,2

>7H[WERRNV@
+LJJLQV-37HWDO『&RFKUDQH+DQGERRNIRU6\VWHPDWLF5HYLHZVRI,QWHUYHQWLRQV』（:LOH\）（(VVHQWLDO
EHFDXVHWKHSURWRFROZLOOIROORZWKLV+DQGERRN7KHODWHVWYHUVLRQKDVEHHQSXEOLVKHGVLQFH2FWREHU）
(VVHQWLDOVRIWZDUH
5HYLHZ0DQDJHU 5HY0DQ >&RPSXWHUSURJUDP@9HUVLRQ&RSHQKDJHQ7KH1RUGLF&RFKUDQH&HQWUH
7KH&RFKUDQH&ROODERUDWLRQ (HVVHQWLDOEHFDXVH\RXZLOOQHHGWKLVVRIWZDUHWRZULWHXSDSURWRFRODQG
HYHQWXDOO\WRDQDO\]HWKHGDWDDQGSXEOLVKWKHUHYLHZ

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU\HDUURXQG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

/HFWXUH

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&RPSOHWHGSURWRFRO 7RJHWFUHGLWLQWRWDOZLOOEHUHTXLUHG

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
,'HVFULSWLRQRIWKHFRXUVH
7KLVFRXUVHFRQVLVWVRIKRXUVHVVLRQVRYHUWKHFRXUVHRIPRQWKVLQZKLFKWKHSDUWLFLSDQWVZLOOOHDUQ
DQGILQLVKXSDSURWRFRORIDV\VWHPDWLFUHYLHZRQDWRSLFRIKLVKHURZQFKRLFH

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

,,0HWKRGVRI,QVWUXFWLRQ
(DFKKRXUVHVVLRQZLOOEHGLYLGHGLQWRWKHSUHVHQWDWLRQRIWKHSURWRFRODQGWKHOHFWXUH$IWHUWKHOHFWXUHWKH
SDUWLFLSDQWVDUHH[SHFWHGWRHODERUDWHWKHSURWRFRODFFRUGLQJO\DQGEHUHDG\WRSUHVHQWWKHUHOHYDQWVHFWLRQVLQ
WKHQH[WVHVVLRQ
>&RXUVHREMHFWLYHV@
○7RFRPSOHWHDSURWRFRORIDV\VWHPDWLFUHYLHZLQ(QJOLVKDQGLQDFFRUGDQFHZLWKWKH&RFKUDQH+DQGERRN
○7KRVHZKRZLVKWRFRPSOHWHWKHUHYLHZFDQIXUWKHUFROODERUDWHZLWKWKHFRXUVHGLUHFWRUXQWLO KRSHIXOO\ LW
ZLOOEHSXEOLVKHGLQWKH&RFKUDQH/LEUDU\RULQDMRXUQDO

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
5HJLVWUDWLRQZLWKWKH&RFKUDQH&ROODERUDWLRQLVQRWHDV\EXWZRUWKWU\LQJ/HDUQHUVPD\FRQVLGHUSXEOLVKLQJ
WKHV\VWHPDWLFUHYLHZLQMRXUQDOVLQVWHDG
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
-XQH,QWURGXFWLRQ
-XO\)RUPXODWLQJWKHFOLQLFDOTXHVWLRQ2EMHFWLYHVDQG&ULWHULDIRUFRQVLGHULQJVWXGLHV
-XO\6HDUFKPHWKRGV
6HSWHPEHU6HOHFWLRQRIVWXGLHV H[WUDFWLQJGDWD
2FWREHU$VVHVVPHQWRIULVNRIELDV
2FWREHU$QDO\VLV 
1RYHPEHU$QDO\VLV 
'HFHPEHU6XPPDU\
-DQXDU\3UHVHQWDWLRQ 
-DQXDU\3UHVHQWDWLRQ 
$XJXVW2SWLRQDOH[WUDGD\
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHVWDUWVLQ-XQHDQGWDNLQJFRXUVHVLQ%LRVWDWLVWLFVDQG(SLGHPLRORJ\LQ$SULOWKURXJK-XQHLV
UHFRPPHQGHG

&RQWLQXHWR系統的レビュー（0&5限定）  ↓↓↓

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

データ解析法特論（0&5限定） 

338%./-

データ解析法特論（0&5限定）
6SHFLDO6HPLQDURI'DWD$QDO\VLV

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 月

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU<$0$0272<2868.(

<HDUVHPHVWHUV 7KHVHFRQGKDOIRIILUVW
VHPHVWHU

VSHFLDOOHFWXUH

>7H[WERRNV@
1RWXVHG
基本的な学習資源はプリントにて配布。
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
東 尚弘、中村文明、林野泰明、杉岡 隆、山本洋介 『臨床研究のためのVWDWDマニュアル』（健康
医療評価研究機構（L+RSH））

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
・この講義では、統計解析ソフトウェアVWDWDを用いて臨床研究のデータ解析を行う。
・実習の教材として用いる臨床研究データは、臨床研究の実例のデータを可能な限り用いる。
・学習の習熟度の確認のために、学習課題を課している。
・開講期間中は講習会コードを提供し、無償でVWDWDの試用が可能である（ただし開講期間終了後も
継続して使用を希望する場合には各自購入する必要あり）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
・予習：不要
・復習：次回講義までに当該回の復習を行うこと。課題がある場合には次回講義までにレポートを
提出すること。
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
面談希望はまずメールでご連絡下さい。

>&RXUVHREMHFWLYHV@
・統計解析ソフトを用いて基礎的な臨床研究データの解析ができる。
・解析ソフトの出力結果を正確に解釈することができる。

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
第回月日統計ソフトの基本的な使い方
第回月日連続変数の検定と推定
第回月日カテゴリ変数の検定と推定
第回月日相関と回帰
第回月日重回帰分析
第回月日ロジスティック回帰分析
第回月日生存時間解析
第回月日サンプルサイズの推定・その他の解析
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
VWDWDを用いて解析する予定のある人の履修をおすすめします。
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
・講義への積極的な参加（）
・課題に対するレポート（）

&RQWLQXHWRデータ解析法特論（0&5限定）  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

基礎人類遺伝学演習（*&限定） 

338%16-

基礎人類遺伝学演習（*&限定）
)XQGDPHQWDO+XPDQ*HQHWLFVH[HUFLVH

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 木６

&ODVVVW\OH

（特に&*+アレイ）を学ぶ
【第回】月日＜山田４＞「羊水染色体検査」羊水染色体検査の実施方法を理解し，その検査
に当たっての適切な説明について検討する。
【第回】月日＜山田５＞「バリアントの評価」検出されたバリアントの評価を行い，その解
釈を学ぶ
【第回】月日＜和田５＞「バリアントの評価」遺伝性疾患が疑われる症例の診断方法とその結
果を検討する。
【第回】月日＜小杉３＞「個人面談」
【第回】月日＜川崎２＞「診療録・医療文書の書き方」医学情報を書く際のコツを学ぶ。
＊開始時間遅延の可能性あり

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

6HPLQDU

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
【基本情報】
授業日時：後期木曜限（例外予定にご注意ください）
教室：*棟階演習室
レベル：応用
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・澤井英明（兵庫医科大学）・川崎秀徳

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
遺伝カウンセラーコース回生限定必修科目（事前確定科目）
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
積極的な演習への参加，レポート，発表，出席等を総合的に評価する

【コースの概要】
遺伝カウンセラーとしての基礎知識となる遺伝子・染色体の分析について，演習を通じで体験する
ことにより，具体的に理解することを目的とする．家系図作成，遺伝形式の推定，遺伝的リスクの
推定などについて，演習を行うほか，臨床の現場で行われる画像診断，医学的フォローの実践につ
いても学ぶ。

>7H[WERRNV@
ハンドアウトを配布

>&RXUVHREMHFWLYHV@
・家系図作成，遺伝形式推定，再発確率計算を正確に行うことができる
・遺伝学的検査の方法について具体的に理解し，正確に説明することができる

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
【第回】月日水曜限＜澤井＞「骨系統疾患とレントゲンエコー検査」胎児の先天異常で頻度
の高い骨系統疾患について概説し、その診断のために必要なレントゲン読影の知識を習得する。
【第回】月日＊＜小杉１＞「研究紹介」
【第回】月日＜山田１＞「胎児超音波検査」妊娠初期〜中期にかけての超音波検査，特に染色
体異常と関係するソフトマーカーについて理解する。妊娠後期に施行される超音波検査とその意義
について理解する
【第回】月日＜和田１＞「家系図作成演習」標準的家系図記載法を学び、遺伝形式および遺
伝的リスクの推定する演習．
【第回】月日＜川崎１＞「診療録からの情報収集・医療情報の収集」診療録からの情報収集
のコツを学ぶ。一般的な医療情報の収集に関して整理する。
【第回】月日＜和田２＞「分子遺伝学的解析を学ぶ」英語文献の症例報告から、分子遺伝学的
解析の方法とその解釈を学ぶ
【第回】月日＜山田２＞「放射線・環境因子・感染症の胎児への影響」先天異常の原因にお
いて５％程度を占める環境因子について理解する。
【第８回】月日＜和田３＞「染色体検査結果の解釈  」染色体検査の適応，検査法ならびに核
型解析．染色体検査結果の解釈を学ぶ．
【第回】月日＜山田３＞「流産絨毛検査」妊娠初期の流産では半数以上で染色体異常が生じて
いる。流産患者における検査の意義について理解する
【第回】月日＜和田４＞「染色体検査結果の解釈  」染色体検査以外の細胞遺伝学的検査法

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
適宜指示する
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
講義日程、講師、内容については、多少の変更がある可能性があります
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RQWLQXHWR基礎人類遺伝学演習（*&限定）  ↓↓↓

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

臨床遺伝学演習（*&限定）
&OLQLFDO*HQHWLFV([HUFLVH

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

臨床遺伝学演習（*&限定） 

338%16-
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV水５・６：開講日注意&ODVVVW\OH

6HPLQDU

・フィードバックは、遺伝カウンセリング担当者、クライアント役、0オブザーバ、その他のオ
ブザーバ、教員の順に行う。できるだけ全員に意見を求める 場面１と２いずれかで全員に発言し
てもらう 。重複コメントはあえて避ける必要ない。その際の進め方は、統一せず、指導教員の方
針に従う。フィードバック方法の多様性も重要である）
・でクライアント役、*&メンター、での情報交換
・授業終了後、メンターと院生0全員、担当教員でのフィードバック

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV 6HFRQGVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
【基本情報】別称：「遺伝カウンセリングロールプレイ演習」
授業日時：後期水曜限（隔週を原則とする。例外予定にご注意ください）
教室：*棟階演習室、レベル：応用
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・澤井英明（兵庫医科大学）・川崎秀徳・村上裕美、鳥嶋
雅子（遺伝子診療部認定遺伝カウンセラー）・秋山奈々・本田明夏・稲葉慧・松川愛未・吉田晶子
・岡田千穂・佐藤智佳
6&：模擬患者ボランティア（63+院生など）
【コースの概要】 ・演習開始１月前には、オリエンテーションを行い、クライントの人数・性別を
決めるが、その後の変更はしない。
・最初のクールはクライアントは可能であれば人とする（設定が複雑にならないようにするため）
（ただし、ダウン症などは夫婦が原則であり人クライアント設定は不適切）
・クライアント役を63+院生に呼びかけてリクルートする（性別は役と一致させる）。一部を*&院
生が担当するかは未定
・遺伝カウンセリング担当者が類似疾患にかぶらないようにする（家族性腫瘍、神経筋疾患、周産
期関連）・メンター役のクライアント調整役のほう（遺伝カウンセリング担当者担当メンターより
も）が寄与度が高いので、優先して決める（一人に偏らないように）
・基本シナリオは担当教員が最低週間前に関係者全員に通知する（ロールプレイのねらいを必ず
明示すること）。２場面を設定する。実際の遺伝カウンセリングは、臨床遺伝専門医と認定遺伝カ
ウンセラーで役割分担しながら、チーム医療として行うが、ロールプレイの特性として一人で実施
する必要があるため、遺伝学的検査の結果開示など、臨床遺伝専門医が実際には主に行っているこ
とについても、「遺伝カウンセリング担当者」としてロールプレイでは行う。これは遺伝カウンセ
ラーとして貴重な経験になるだけでなく、臨床遺伝専門医の立場を理解するのにも役立つ。また、
頻度の高い疾患については認定遺伝カウンセラーとして十分な知識を有しておくことは、クライア
ントから再度質問された場合などにも対応できる力となる。
・１週間前まで（期限厳守）にクライアント調整役の院生は、*&メンター及び担当教員と相談の
上で基本シナリオから詳細設定をし、クライアント役とメール等で打合せしておく。
・検討過程で基本シナリオに変更がある場合は、関係者全員に事前に必ずしらせる。
・詳細シナリオは家系図を入れて４ページ以内とする。
・遺伝カウンセリング担当者・担当メンター・担当教員での事前打合せも実施する
・当日、にクライアント役、担当教員、クライアント調整役院生が副室で内容確認を行
う。
・当日、に遺伝カウンセリング担当者の院生が教員や上級生、*&メンターと疾患説明の
確認、遺伝カウンセリング場所の整備などを行う。
・従前行っていた皆の前での疾患説明は行わないが、遺伝カウンセリングで使用する資料は
配布資料とすること。クライアント調整役が基本シナリオ設定等の説明を手短に行う。
・の予定でロールプレイを２場面行う。（例：場面１ 分 ＋フィードバック 分 ＋休
憩 分 ＋場面２ 分 ＋フィードバック 分 分）
&RQWLQXHWR臨床遺伝学演習（*&限定）  ↓↓↓

>&RXUVHREMHFWLYHV@
遺伝カウンセラーとしての実践的な技術を身に付け、現場での実践的な対応能力を獲得する。臨床
遺伝学の知識と遺伝カウンセリングの基本的技術を習得する。
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
【第回】月日限＜全員＞「ロールプレイの行い方とオリエンテーション、遺伝カウンセリン
グ実習」ロールプレイの目的、方法と意義について。遺伝カウンセリング実習についてのオリエン
テーション
【第回】月日＜小杉＞「/\QFK症候群」家系内に４０〜５０歳代で大腸癌で死亡した複数の
人があり、遺伝性の可能性を心配。遺伝学的検査の説明と実施、遺伝子変異があった場合の対応。
【第回】月日＜和田＞「'XFKHQQH型筋ジストロフィー」小児の'0'の診断法の理解と、;連
鎖性疾患における母親あるいは女性同胞の保因者診断の進め方を学ぶ
【第回】月日＜山田＞「ターナー症候群」思春期をすぎても無月経で来院して、性染色体検
査でターナー症候群と診断されたケースに診断の告知、疾患の説明、今後必要な治療について対応
する。
【第回】月日＜和田＞「強直性筋ジストロフィー」 トリプレットリピート病である'0にお
ける先天型と古典型の理解と発症前診断の進め方を学ぶ。
【第回】月日＜山田＞「遺伝性乳がん・卵巣がん」乳がん患者が多数いる家系での遺伝性
乳がんのリスクの評価および遺伝学的検査の適応。
【第回】月日＜和田＞「トランスサイレチン型家族性アミロイドニューロパチー」治療法
のある)$3のおける遺伝子診断の意義と発症前診断の進め方を学ぶ。
【第回】月日＜澤井＞「習慣流産」妊娠初期に３回続けて流産したケースについて、流産
の原因や次回妊娠での対応、必要であれば遺伝学的検査その他の検査についても対応する。着床前
診断についても聞かれたので対応が必要となった。
【第回】月日＜山田＞「ダウン症候群」ダウン症候群の出生前診断にかかわる遺伝カウン
セリングについて、ダウン症の症状と将来の療育、発症の仕組みと次回妊娠での再発率等も含めて
対応する。
・参加者：担当者、関係全教員、遺伝カウンセラー役院生（0）、クライアント調整役（0）、
オブザーバ（0、0、博士院生）、*&メンター
・記録：クライアント調整役（終了後参加教官へレポートを提出） 、オブザーバー担当（ビデオ撮
影およびファイルをサーバに保存：復習用）
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
遺伝カウンセラーコース１回生限定必修科目（事前確定科目）
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臨床遺伝学演習（*&限定） 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
演習における積極性、実践的能力、出席、レポート等を総合的に評価する

338%1/-

遺伝カウンセラーコミュニケーション概論（*&限定）
&RPPXQDWLRQIRU*HQHWLF&RXQVHORUV

(QJOLVK

>7H[WERRNV@
1RWXVHG

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV木１：開講日注意&ODVVVW\OH
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU\HDUURXQG

OHFWXUHDQGVHPLQDU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
【基本情報】授業日時：前期木曜限を毎週実施、後期木曜限を隔週実施を原則とする（例外予定
にご注意ください）
教室：*棟階演習室
レベル：基礎
担当者：小杉眞司・村上裕美・鳥嶋雅子・秋山奈々・本田明夏・稲葉慧・松川愛未・吉田晶子・勝
元さえこ・岡田千穂・佐藤智佳
【コースの概要】本講義では、コミュニケーションという観点から、遺伝カウンセリングの重要な
テーマについて、院生自身が主体となってディスカッションを行い、互いの学びを共有していく。
遺伝カウンセラーとして、クライエント・家族の支援のためのコミュニケ−ションは勿論のこと、
チーム医療のメンバーとして、異なった専門性を持つチームメンバーとのコミュニケーションのあ
り方についても学ぶ。また、本講義は、『遺伝カウンセリングロールプレイ演習』 『遺伝カウンセ
リング実習（病院での臨床実習）』で必要な基礎知識・理論を学ぶという役割も担っており、これ
らの講義・演習・実習を通して遺伝カウンセリング、そして遺伝カウンセラーについて学びを深め
ることを総合的な目標として掲げている。演習については、授業の進行状況に応じて、ロールプレ
イ、試行カウンセリング、ビデオ学習など様々な方法を用いる予定である。
【教育・学習方法】・ テキストを予習し、レポート提出
・ 講義内でのディスカッションおよび演習
・ 時間外に以下の学習も併せて行う。
ビデオ学習―「グロリアと人のセラピスト」医学部「遺伝医学」授業試行カウンセリング実施お
よび記録方法学習遺伝カウンセリングと日本人のコミュニケーション発表会遺伝カウンセリング
ロールプレイ振り返り病院実習振り返り

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
適宜指示する
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

みなさまの積極的な参加を希望します。授業内容に関する質問も随時歓迎です。メールで問い合わ
せてください。
>&RXUVHREMHFWLYHV@
１．遺伝カウンセラーとして、クライエント・家族をどのように支援していくのか最低限必要と考
えられる知識及び態度を身につける。
２．医療チームのメンバーとしてどのような動きをすることが望ましいか最低限必要な知識及び態
度を身につける。
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
＜前期＞
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
&RQWLQXHWR遺伝カウンセラーコミュニケーション概論（*&限定）  ↓↓↓

遺伝カウンセラーコミュニケーション概論（*&限定） 

遺伝カウンセラーコミュニケーション概論（*&限定） 

【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
「イントロ・基本的な考え方」遺伝カウンセラーのコミュニケーション： はじめに（自己紹介・授
業・宿題について）S 基本的な考え方 S
「内側（内的照合枠）からの理解」遺伝カウンセリングの基本的態度と内側（内的照合枠）からの
理解自分のコミュニケーションの特徴を知る
「共感的理解」共感的理解を理解する
「ラポール形成」遺伝カウンセリングの流れ及び信頼関係（ラポール）の形成
「フォローアップ」遺伝カウンセリングの終了とフォローアップ 電話受付の留意点
「情報提供」遺伝カウンセリングにおける情報提供
「意思決定」遺伝カウンセリングにおける意思決定
「ノンバーバルコミュニケーション」ノンバーバルコミュニケーションの重要性 日本人のコミュ
ニケーション
「倫理」遺伝カウンセリングにおける倫理
「*HQRPLF&RXQVHOLQJ」*HQRPLF&RXQVHORUの役割・*HQRPLF&RXQVHOLQJにおけるコミュニケーション
「臨床遺伝専門医とのコミュニケーション」臨床遺伝専門医とともに実施する遺伝カウンセリング
「出生前検査・遺伝カウンセリング室立ち上げ」出生前検査に伴う遺伝カウンセリング、遺伝カウ
ンセリング室を作ろう！
「障害」障害と社会の理解
「医療ソーシャルワーカーから学ぶ」医療ソーシャルワーカーの事例から学ぶ〜クライエント支援
のためのコミュニケーション〜

／当事者団体と関係機関との連携
「喪失体験」喪失体験の理解
「病とともに生きる・まとめ」遺伝性の病とともに生きる 評価とまとめ

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
遺伝カウンセラーコース１回生限定必修科目（事前確定科目）
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
前期・後期あわせて終了時に評価する。学習目標の到達度％レポート％プレゼンテーション
％
>7H[WERRNV@
・遺伝カウンセリングのためのコミュニケーション論京都大学大学院医学研究科遺伝カウンセラ
ーコース講義（メディカルドゥ） 
・自分を見つめるカウンセリング・マインド ヘルスケア・ワークの基本と展開（医歯薬出版）
,6%1
・カウンセリングを学ぶ（東京大学出版会） 理論・体験・実習 第版,6%1
・ヘルス・コミュニケーション 九州大学出版社 改訂版,6%1

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
適宜予習復習を求める

＜後期＞
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
【第回】
「日本人のコミュニケーション」日本人のコミュニケーションと遺伝カウンセリング
「家族面接」家族面接における遺伝カウンセラーの役割
「ライフステージ・メンタルヘルス・防衛機制の基本的考え」ライフステージとメンタルヘルス
遺伝カウンセリングと防衛機制
「親から子に「遺伝」について伝える」親から子に「遺伝」について伝える
「発症前診断」進行性で治療法のない遺伝性疾患に関する発症前検査を希望して来談した人との遺
伝カウンセリング
「視覚障害・当事者団体と関係機関との連携」視覚障害（網膜色素変性症）の遺伝カウンセリング

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RQWLQXHWR遺伝カウンセラーコミュニケーション概論（*&限定）  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

遺伝カウンセリング演習１（*&限定） 

338%16-

遺伝カウンセリング演習１（*&限定）
*HQHWLF&RXQVHOOLQJ([HUFLVH

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV・４週：金・限&ODVVVW\OH

6HPLQDU

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU\HDUURXQG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
【基本情報】授業日時：金曜（原則第２、第４）５・６限、教室：*棟セミナー室$ レベル：遺伝
カウンセリング演習１（基礎）・遺伝カウンセリング演習２（応用）
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・川崎秀徳・玉置知子・村上裕美・鳥嶋雅子・田村和朗・
巽純子・西郷和真・レクチャー担当者
【コースの概要】 実際の遺伝カウンセリング症例を提示し、遺伝的問題、医学的問題、療養問題、
社会的問題、法的問題、倫理的問題、心理的問題等について、他のカンファレンス参加者とともに
徹底的な討論を行う。１年次後期からは、実際の遺伝カウンセリング実習で体験した症例について
自ら提示を行い、カンファレンスを中心的に運営する。これは、京都大学と近畿大学の遺伝カウン
セラーコースのカリキュラムの中で最も重要なものであり、両大学の院生が積極的に参加するもの
である。実習期の院生（回生月―月ごろ、回生月ごろ―年度末、移行期は各コースの実情
による）は、原則として毎回症例提示を行うこと。ごろ：合同カンファレンス症例提示
・検討会（回例―例となるように調整し、進行は司会がタイムキーピングを行う）。ごろ
より分程度：京大・近大遺伝カウンセラーコースの修了者による遺伝カウンセラーとしての活動
などに関するプレゼン、あるいは合同カンファレンス出席者・招聘演者等によるレクチャー
【教育・学習方法】症例提示・討論、カンファレンス記録の作成（症例ごとに順番で担当）
>&RXUVHREMHFWLYHV@
症例の適切なプレゼンテーション、種々の問題点の整理と今後の対応方針の決定、討論への参加と
論理的な主張、適切なカンファレンス記録の作成ができる。
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
＜司会＞カンファレンスレクチャー担当者
【第１回】月日＜小杉＞小杉眞司「合同カンファレンスのイントロダクション」
【第２回】月日＜和田＞才津浩智「次世代シークエンスデータ解析」○
【第３回】月日＜和田＞和田「エピジェネシスの破綻により発症する先天性疾患と治療法の開
発」
【第４回】月日＜西郷＞濱野裕太「和歌山医大遺伝診療部における認定遺伝カウンセラーの役
割」
【第５回】月日＜村上＞張香理「ゲノム医療（難病領域）における認定遺伝カウンセラーの役
割」〇
【第６回】月日＜山田＞田原康玄「地域住民コホートにおけるゲノム・疫学研究の潮流と展望」
【第７回】月日＜山田＞久具宏司「」〇
【第８回】月日＜田村＞松本光史 兵庫県立がんセンター部長 「遺伝性腫瘍LQ がん薬物療
法専門家と臨床遺伝専門家が協働して生む力」

【第９回】月日＜鳥嶋＞中川奈保子「京大病院における,58'未診断疾患解析研究の取り組み」
【第１０回】月日＜川崎＞岡本新悟「男子性腺機能低下症の診断と治療―カルマン症候群とク
ラインフェルター症候群を中心にー」〇
【第１１回】月日＜和田＞斎藤伸治「小児神経疾患の遺伝学とエピジェネティクス」〇
【第１２回】月日＜巽＞丹羽由衣「神戸大学医学部附属病院における&*&としての活動」
【第１３回】月日＜本田＞本田明夏「」
【第１４回】月日＜小杉＞新年懇談会〇
【第１５回】月日＜田村＞福嶋伸之 近大理工学部 「細胞内情報伝達とその破綻」
＜合同カンファレンスの具体的進行方針＞１）目的：実習報告会ではない。同席者の感想等は除外
症例検討を主題とし、適切な遺伝カウンセリングがなされたか、誤った点や不足する点はなかった
か等、専門家の意見、討議を聞きそれに参加する。多くの人の意見を聞けるよう、今後の遺伝カウ
ンセリングに実質的に生かせるように討議の時間を確保する。
２）
プレゼンテーション準備：開始前にあらかじめプレゼンテーションを行う全てのパワーポイントフ
ァイルを開けておき、速やかに次のプレゼンへ移れるようにする。
３）プレ
ゼンテーション：客観的な事実を端的にまとめる。まず、背景と主訴を参加者に理解してもらう。
遺伝カウンセリングの経過、問題点も簡潔に示す。発表時間分以内、議論分程度。４）スライ
ド：議論が整理しやすいように箇条書きが望ましい。次の枚数を原則とする。前半：タイトル（日
付・発表者・担当医名を含む） 枚 、疾患理解のための説明（枚）、受診の背景・主訴、家系図
を含めて（枚）。後半：遺伝カウンセリング経過（枚）、課題・問題点（枚） ５）進行：
冗長なプレゼンに対しては簡潔に行うよう指導し、建設的ディスカッションを行う。
６）アセスメントについて：質問や自分の意見、感想は全体の議論の話題になったら自分の意見と
して発言する。どうしても最初から出す必要がある場合は指導教官・同席医師と相談の上で行う。
７）終了後：ディスカッションの内容を含んだスライドを枚追加する。担当医確認の後、「遺伝
カウンセリング記録」および「カンファレンス記録」の箇所に保存する。（カンファ後週間以内
個人情報に接することがあるため、初回参加時には「誓約書」を提出する。遺伝カウンセリング
内容についての会話は、他者のいるところではしないこと、内容を記したノートは、他者の目にふ
れないようにすること、ノートの貸し借りは禁止。
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
遺伝カウンセラーコース限定必修科目（事前確定科目）１回生は「遺伝カウンセリング演習１」、
２回生は「遺伝カウンセリング演習２」
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
プレゼンテーション、討論への積極的な参加、カンファレンス記録の作成などを総合的に評価する。
>7H[WERRNV@
1RWXVHG
ハンドアウトの配布は、原則としてありません
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

&RQWLQXHWR遺伝カウンセリング演習１（*&限定）  ↓↓↓

&RQWLQXHWR遺伝カウンセリング演習１（*&限定）  ↓↓↓

遺伝カウンセリング演習１（*&限定） 
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
適宜指示する。

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ
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遺伝カウンセリング演習２（*&限定）
*HQHWLF&RXQVHOOLQJ([HUFLVH

(QJOLVK

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV・週：金・限&ODVVVW\OH

6HPLQDU

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU\HDUURXQG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
【基本情報】授業日時：金曜（原則第２、第４）５・６限、教室：*棟セミナー室$ レベル：遺伝
カウンセリング演習１（基礎）・遺伝カウンセリング演習２（応用）
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・川崎秀徳・玉置知子・村上裕美・鳥嶋雅子・田村和朗・
巽純子・西郷和真・レクチャー担当者
【コースの概要】 実際の遺伝カウンセリング症例を提示し、遺伝的問題、医学的問題、療養問題、
社会的問題、法的問題、倫理的問題、心理的問題等について、他のカンファレンス参加者とともに
徹底的な討論を行う。１年次後期からは、実際の遺伝カウンセリング実習で体験した症例について
自ら提示を行い、カンファレンスを中心的に運営する。これは、京都大学と近畿大学の遺伝カウン
セラーコースのカリキュラムの中で最も重要なものであり、両大学の院生が積極的に参加するもの
である。実習期の院生（回生月―月ごろ、回生月ごろ―年度末、移行期は各コースの実情
による）は、原則として毎回症例提示を行うこと。ごろ：合同カンファレンス症例提示
・検討会（回例―例となるように調整し、進行は司会がタイムキーピングを行う）。ごろ
より分程度：京大・近大遺伝カウンセラーコースの修了者による遺伝カウンセラーとしての活動
などに関するプレゼン、あるいは合同カンファレンス出席者・招聘演者等によるレクチャー
【教育・学習方法】症例提示・討論、カンファレンス記録の作成（症例ごとに順番で担当）
>&RXUVHREMHFWLYHV@
症例の適切なプレゼンテーション、種々の問題点の整理と今後の対応方針の決定、討論への参加と
論理的な主張、適切なカンファレンス記録の作成ができる。
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
＜司会＞カンファレンスレクチャー担当者
【第１回】月日＜小杉＞小杉眞司「合同カンファレンスのイントロダクション」
【第２回】月日＜和田＞才津浩智「次世代シークエンスデータ解析」○
【第３回】月日＜和田＞和田「」
【第４回】月日＜西郷＞濱野裕太「和歌山医大遺伝診療部における認定遺伝カウンセラーの役
割」
【第５回】月日＜村上＞張香理「ゲノム医療（難病領域）における認定遺伝カウンセラーの役
割」〇
【第６回】月日＜山田＞田原康玄「地域住民コホートにおけるゲノム・疫学研究の潮流と展望」
【第７回】月日＜山田＞久具宏司「」〇
【第８回】月日＜田村＞松本光史 兵庫県立がんセンター部長 「遺伝性腫瘍LQ がん薬物療
法専門家と臨床遺伝専門家が協働して生む力」
【第９回】月日＜鳥嶋＞中川奈保子「」
&RQWLQXHWR遺伝カウンセリング演習２（*&限定）  ↓↓↓
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【第１０回】月日＜川崎＞岡本新悟「男子性腺機能低下症の診断と治療―カルマン症候群とク
ラインフェルター症候群を中心にー」〇
【第１１回】月日＜和田＞斎藤伸治「」〇
【第１２回】月日＜巽＞丹羽由衣「神戸大学医学部附属病院における&*&としての活動」
【第１３回】月日＜本田＞本田明夏「」
【第１４回】月日＜小杉＞新年懇談会〇
【第１５回】月日＜田村＞福嶋伸之 近大理工学部 「細胞内情報伝達とその破綻」
＜合同カンファレンスの具体的進行方針＞１）目的：実習報告会ではない。同席者の感想等は除外
症例検討を主題とし、適切な遺伝カウンセリングがなされたか、誤った点や不足する点はなかった
か等、専門家の意見、討議を聞きそれに参加する。多くの人の意見を聞けるよう、今後の遺伝カウ
ンセリングに実質的に生かせるように討議の時間を確保する。
２）
プレゼンテーション準備：開始前にあらかじめプレゼンテーションを行う全てのパワーポイントフ
ァイルを開けておき、速やかに次のプレゼンへ移れるようにする。
３）プレ
ゼンテーション：客観的な事実を端的にまとめる。まず、背景と主訴を参加者に理解してもらう。
遺伝カウンセリングの経過、問題点も簡潔に示す。発表時間分以内、議論分程度。４）スライ
ド：議論が整理しやすいように箇条書きが望ましい。次の枚数を原則とする。前半：タイトル（日
付・発表者・担当医名を含む） 枚 、疾患理解のための説明（枚）、受診の背景・主訴、家系図
を含めて（枚）。後半：遺伝カウンセリング経過（枚）、課題・問題点（枚） ５）進行：
冗長なプレゼンに対しては簡潔に行うよう指導し、建設的ディスカッションを行う。
６）アセスメントについて：質問や自分の意見、感想は全体の議論の話題になったら自分の意見と
して発言する。どうしても最初から出す必要がある場合は指導教官・同席医師と相談の上で行う。
７）終了後：ディスカッションの内容を含んだスライドを枚追加する。担当医確認の後、「遺伝
カウンセリング記録」および「カンファレンス記録」の箇所に保存する。（カンファ後週間以内
個人情報に接することがあるため、初回参加時には「誓約書」を提出する。遺伝カウンセリング
内容についての会話は、他者のいるところではしないこと、内容を記したノートは、他者の目にふ
れないようにすること、ノートの貸し借りは禁止。

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
適宜指示する。
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
遺伝カウンセラーコース限定必修科目（事前確定科目）１回生は「遺伝カウンセリング演習１」、
２回生は「遺伝カウンセリング演習２」
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
プレゼンテーション、討論への積極的な参加、カンファレンス記録の作成などを総合的に評価する。
>7H[WERRNV@
1RWXVHG
ハンドアウトの配布は、原則としてありません
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
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遺伝カウンセリング実習１（*&限定）
*HQHWLF&RXQVHOOLQJ3UDFWLFH

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV2WKHU

&ODVVVW\OH

3UDFWLFDOWUDLQLQJ

３．クライアント氏名は記載しないが、診療施設の名称などは全て実名記載する。
４．時間（終了時間、所要時間）も入れる。
５．家系図はパワーポイントで、別ファイルに。ファイル名は、上記のワードファイルと同じ。

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

【学会・研修会への参加】
より幅広い知識・経験を積むため、下記の学会・研修会等への参加は原則として年間必修とする
（経費はできるだけサポートする）。学会発表、セミナーでの積極的な活動が奨励される。下記以
外の学会・セミナーについても遺伝カウンセリングに関係の深いものについては参加を推奨する、
また、これらの機会を利用し積極的な人脈作りを行うべきである。また、患者会・サポートグルー
プなどへ積極的に参加することが勧められる。適宜情報を提供する。

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU\HDUURXQG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
【, コースの概要】
遺伝カウンセリングの現場に同席し、その現状を体験するとともに、予診の聴取（プレカウンセリ
ング）、家系図の作成、電話フォローアップなどを実際のクライアントに対しておこなう。
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・川崎秀徳・玉置知子・三宅秀彦・山田重人・澤井英明・
四本由郁・村上裕美・鳥嶋雅子・本田明夏
【,, 教育・学習方法】
実習（準備・プレカウンセリング・同席実習・症例記録作成・カンファレンスでの症例報告・討議
・電話フォローアップ）。関連学会・セミナーに出席、積極的に参加し、レポートをまとめる。
月―月は、「遺伝カウンセラー業務実習」として遺伝カウンセリング電話予約対応などの認定遺
伝カウンセラー業務の実際についても実習する。

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
遺伝カウンセラーコース限定必修（事前確定科目）１回生は「遺伝カウンセリング実習１」、２回
生は「遺伝カウンセリング実習２」
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
実習への積極的な参加などを総合的に評価する。
>7H[WERRNV@
実際のクライアントに接した経験ほど重要な資源はない。

>&RXUVHREMHFWLYHV@
クライアントへの適切な接し方を体得する。予診の聴取、家系図の作成が適切に可能となる。症例
の問題点について、担当医らと討議できる。症例をまとめ、医学的・心理社会的・倫理的問題につ
いて文献を検索し、最新情報を入手できる。カンファレンスで、症例を提示し、討論を行うことが
できる。関連する部局と適切な情報交換、連携が可能であり、チーム医療を実践できる。

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
【遺伝カウンセリング実習】
１年次の後半ころから遺伝カウンセリング実習を開始する。学生個人個人の知識・到達度や実習の
DYDLODELOLW\から判断して、実習の開始時期や頻度を決定する。年間で症例程度を経験する。ごく
初期は同席のみであるが、できるだけ実際の遺伝カウンセリングに少しでも参加することが望まれ
る。そこで、予診や家系図作成などの初期インテーク（プレカウンセリング）を行う。個々のケー
スについて症例記録・ログブックを作成し、担当教員に確認の上、できるだけ早く（遅くとも１週
間以内に）確定し、所定の場所に保存する。類型化シートも作成する。また、経験した症例をカン
ファレンスで発表し、討論する。ケースあたり、（準備や検索を含めると）６時間程度が必要と
なる。家族性腫瘍、神経変性疾患、出生前診断・染色体異常、遺伝性難聴、眼科疾患、先天奇形、
先天性代謝異常、その他、できるだけバラエティに富んだ疾患の症例の経験をするようにつとめる。
・京都大学医学部附属病院遺伝子診療部（耳鼻科遺伝難聴外来含む）：月―金（コース全員で交代）
・兵庫医科大学臨床遺伝部：火曜（名）・高槻病院小児科・産婦人科（不定期）
遺伝カウンセリング後の電話フォローアップについては原則として遺伝カウンセラーコース院生
が対応し、実質的な2-7 RQWKHMREWUDLQLQJ 、インターンシップを行う。
＜症例記録の書き方の注意：抜粋＞
１．ファイル名：カルテ番号＋短い疾患名＋受診日とする（例）)$3
再診のときは、前回のものに追記したものに再診日と回数を記載。 例 )$3
２．本文のタイトルの前にカルテ番号を入れる。

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
【年度の必須参加予定】（変更ある場合はその都度連絡します）
 金 （土 日本遺伝性腫瘍学会＊シティプラザ大阪
 金  日 日本遺伝カウンセリング学会＊沖縄コンベンションセンター
 金  日 遺伝カウンセリング研修会 回生のみ 金沢大学
 金  土 日本遺伝子診療学会＊トークネットホール仙台
 金  日 遺伝医学セミナー三井ガーデンホテル千葉
 木  日 日本人類遺伝学会・全国遺伝子医療部門連絡会議＊ 名古屋国際会議場
１（土） 日 遺伝カウンセリングアドバンストセミナー 回生のみ 郡山（星総合病院）
（年度入学者が回生になった際の参加学会・研修会は上記と同一ではありません。）
経費補助を受けて学会・セミナー等へ参加した場合は、レポートを提出すること。レポートはＡ４
用紙で参加日数枚数分を目安とし、速やかに提出すること 最大ヶ月以内 。また、これらのレポー
トについては、報告書として冊子化されることがあることを了解すること。回生は＊のいずれか
の学会で一度は研究発表をおこなうことが望ましい。

&RQWLQXHWR遺伝カウンセリング実習１（*&限定）  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
クライアントのいかなる情報についても守秘を徹底すること。遺伝カウンセリング内容についての
会話は、部外者のいるところではしないこと、内容を記したノート類は、部外者の目にふれないよ
うにすること。ノートの貸し借りは禁止。守秘できない場合は、退学処分とする。

338%13-

遺伝カウンセリング実習２（*&限定）
*HQHWLF&RXQVHOOLQJ3UDFWLFH

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV2WKHU

&ODVVVW\OH

3UDFWLFDOWUDLQLQJ

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU.268*,6+,1-,

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU\HDUURXQG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
【, コースの概要】
遺伝カウンセリングの現場に同席し、その現状を体験するとともに、予診の聴取（プレカウンセリ
ング）、家系図の作成、電話フォローアップなどを実際のクライアントに対しておこなう。
担当者：小杉眞司・和田敬仁・山田崇弘・川崎秀徳・玉置知子・三宅秀彦・山田重人・澤井英明・
四本由郁・村上裕美・鳥嶋雅子・本田明夏
【,, 教育・学習方法】
実習（準備・プレカウンセリング・同席実習・症例記録作成・カンファレンスでの症例報告・討議
・電話フォローアップ）。関連学会・セミナーに出席、積極的に参加し、レポートをまとめる。
月―月は、「遺伝カウンセラー業務実習」として遺伝カウンセリング電話予約対応などの認定遺
伝カウンセラー業務の実際についても実習する。
>&RXUVHREMHFWLYHV@
クライアントへの適切な接し方を体得する。予診の聴取、家系図の作成が適切に可能となる。症例
の問題点について、担当医らと討議できる。症例をまとめ、医学的・心理社会的・倫理的問題につ
いて文献を検索し、最新情報を入手できる。カンファレンスで、症例を提示し、討論を行うことが
できる。関連する部局と適切な情報交換、連携が可能であり、チーム医療を実践できる。
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
【遺伝カウンセリング実習】
１年次の後半ころから遺伝カウンセリング実習を開始する。学生個人個人の知識・到達度や実習の
DYDLODELOLW\から判断して、実習の開始時期や頻度を決定する。年間で症例程度を経験する。ごく
初期は同席のみであるが、できるだけ実際の遺伝カウンセリングに少しでも参加することが望まれ
る。そこで、予診や家系図作成などの初期インテーク（プレカウンセリング）を行う。個々のケー
スについて症例記録・ログブックを作成し、担当教員に確認の上、できるだけ早く（遅くとも１週
間以内に）確定し、所定の場所に保存する。類型化シートも作成する。また、経験した症例をカン
ファレンスで発表し、討論する。ケースあたり、（準備や検索を含めると）６時間程度が必要と
なる。家族性腫瘍、神経変性疾患、出生前診断・染色体異常、遺伝性難聴、眼科疾患、先天奇形、
先天性代謝異常、その他、できるだけバラエティに富んだ疾患の症例の経験をするようにつとめる。
・京都大学医学部附属病院遺伝子診療部（耳鼻科遺伝難聴外来含む）：月―金（コース全員で交代）
・兵庫医科大学臨床遺伝部：火曜（名）・高槻病院小児科・産婦人科（不定期）
遺伝カウンセリング後の電話フォローアップについては原則として遺伝カウンセラーコース院生
が対応し、実質的な2-7 RQWKHMREWUDLQLQJ 、インターンシップを行う。
＜症例記録の書き方の注意：抜粋＞
１．ファイル名：カルテ番号＋短い疾患名＋受診日とする（例）)$3
再診のときは、前回のものに追記したものに再診日と回数を記載。 例 )$3
２．本文のタイトルの前にカルテ番号を入れる。
&RQWLQXHWR遺伝カウンセリング実習２（*&限定）  ↓↓↓

遺伝カウンセリング実習２（*&限定） 

遺伝カウンセリング実習２（*&限定） 

３．クライアント氏名は記載しないが、診療施設の名称などは全て実名記載する。
４．時間（終了時間、所要時間）も入れる。
５．家系図はパワーポイントで、別ファイルに。ファイル名は、上記のワードファイルと同じ。

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
クライアントのいかなる情報についても守秘を徹底すること。遺伝カウンセリング内容についての
会話は、部外者のいるところではしないこと、内容を記したノート類は、部外者の目にふれないよ
うにすること。ノートの貸し借りは禁止。守秘できない場合は、退学処分とする。

【学会・研修会への参加】
より幅広い知識・経験を積むため、下記の学会・研修会等への参加は原則として年間必修とする
（経費はできるだけサポートする）。学会発表、セミナーでの積極的な活動が奨励される。下記以
外の学会・セミナーについても遺伝カウンセリングに関係の深いものについては参加を推奨する、
また、これらの機会を利用し積極的な人脈作りを行うべきである。また、患者会・サポートグルー
プなどへ積極的に参加することが勧められる。適宜情報を提供する。

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
遺伝カウンセラーコース限定必修（事前確定科目）１回生は「遺伝カウンセリング実習１」、２回
生は「遺伝カウンセリング実習２」
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
実習への積極的な参加などを総合的に評価する。
>7H[WERRNV@
実際のクライアントに接した経験ほど重要な資源はない。
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
【年度の必須参加予定】（変更ある場合はその都度連絡します）
 金 （土 日本遺伝性腫瘍学会＊シティプラザ大阪
 金  日 日本遺伝カウンセリング学会＊沖縄コンベンションセンター
 金  日 遺伝カウンセリング研修会 回生のみ 金沢大学
 金  土 日本遺伝子診療学会＊トークネットホール仙台
 金  日 遺伝医学セミナー三井ガーデンホテル千葉
 木  日 日本人類遺伝学会・全国遺伝子医療部門連絡会議＊ 名古屋国際会議場
１（土） 日 遺伝カウンセリングアドバンストセミナー 回生のみ 郡山（星総合病院）
（年度入学者が回生になった際の参加学会・研修会は上記と同一ではありません。）
経費補助を受けて学会・セミナー等へ参加した場合は、レポートを提出すること。レポートはＡ４
用紙で参加日数枚数分を目安とし、速やかに提出すること 最大ヶ月以内 。また、これらのレポー
トについては、報告書として冊子化されることがあることを了解すること。回生は＊のいずれか
の学会で一度は研究発表をおこなうことが望ましい。

&RQWLQXHWR遺伝カウンセリング実習２（*&限定）  ↓↓↓
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未更新
&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

臨床統計家の実務スキル（&%限定） 

338%+/-

臨床統計家の実務スキル（&%限定）
3UDFWLFDO6NLOOVIRU&OLQLFDO%LRVWDWLVWLFLDQV

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV0RQ

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU'2, 0$6$$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVLVWDQW3URIHVVRU2PL\D0DVDWRPR
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVLVWDQW3URIHVVRU,0$, 7258

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&ODVVSDUWLFLSDWLRQDQGUHSRUWV
>7H[WERRNV@
:HGRQRWXVHWH[WERRNV+RZHYHULWLVVWURQJO\UHFRPPHQGHGWKDWVWXGHQWVSXUFKDVHWKHUHIHUHQFHERRNV
VSHFLILHG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

3UDFWLFDOWUDLQLQJ

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
・7KLVFRXUVHLVOLPLWHGWRVWXGHQWVWDNLQJWKH&OLQLFDO6WDWLVWLFLDQ7UDLQLQJFRXUVH
・3OHDVHEULQJDODSWRSZLWK6$6DQG5LQVWDOOHGWRFODVV

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
6WXGHQWVZLOODFTXLUHWKHPLQLPXPNQRZOHGJHRIVWDWLVWLFDOSURJUDPPLQJUHTXLUHGRIFOLQLFDOVWDWLVWLFLDQV
DQGSUDFWLFHSURJUDPPLQJVLPSOHDJJUHJDWLRQDQGDQDO\VLV7KLVFRXUVHZLOODOVRSUHSDUHVWXGHQWVIRU
FRXUVHVRQSURJUDPPLQJLQVWDWLVWLFVWKDWDUHRIIHUHGLQWKHVHFRQGVHPHVWHU:HXVH6$6VWDWLVWLFDOVRIWZDUH
PDLQO\DQG5LQVRPHSDUWV
>/HFWXUHVDQGSUDFWLFXPVXVLQJ3RZHU3RLQWVOLGHV@

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
<RKHL7DNDQDPL1REXR)XQDR  統計解析ソフト 「6$6」 &XWW6\VWHPV ,6%1
>'HVLJQDWHG5HIHUHQFH%RRN@SXUFKDVHVWURQJO\UHFRPPHQGHG1REXR)XQDR  7KH57LSV第
版 データ解析環境5の基本技・グラフィックス活用集 2KP&R/WG ,6%1
,NXNR)XQDWRJDZDDQG7DNDVKL)XQDWRJDZD  経時データ解析 $VDNXUD6KRWHQ ,6%1
 7KLVDOVRVHUYHVDVUHIHUHQFHPDWHULDOIRU6WDWLVWLFDO0RGHOVDQGWKHLU$SSOLFDWLRQV<DVXR
2KDVL&KLNXPD+DPDGD5\XML8R]XPL  生存時間解析>応用編@6$6による生物統計 8QLYHUVLW\
RI7RN\R3UHVV ,6%1 7KLVDOVRVHUYHVDVUHIHUHQFHPDWHULDOIRU6XUYLYDO7LPH$QDO\VLV


>&RXUVHREMHFWLYHV@
%\OHDUQLQJSURJUDPPLQJIRUVWDWLVWLFDOVRIWZDUHEHOHDUQKRZWR
・&UHDWHGDWDVHWVVXLWDEOHIRUDQDO\VLV
・&UHDWHVLPSOHDJJUHJDWLRQVDQGFKDUWV
・%DVLFVWDWLVWLFDODQDO\VLV
・7KHEDVLFVRIDQDO\VLVRISHULRGLFPHDVXUHPHQWGDWDDQG
・7KHEDVLFVRIVXUYLYDOWLPHDQDO\VLV

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
/HDUQLQJWKHSURJUDPWDNHVDFRQVLGHUDEOHDPRXQWRIWLPH7KLVFRQWHQWLVXVHIXOIRUFRXUVHVLQWKHVHFRQG
VHPHVWHUVRVWXGHQWVDUHDGYLVHGWRWDNHWLPHWRUHYLHZDQGZULWHPDQ\SURJUDPV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ$SULO3HULRG,QWURGXFWLRQWR6$6 'RL 
6HVVLRQ$SULO3HULRG&DOFXODWLRQRIEDVLFVWDWLVWLFVDQGFUHDWLQJVLPSOHFKDUWV 'RL 
6HVVLRQ$SULO3HULRG&RUUHODWLRQDQG5HJUHVVLRQ 'RL 
6HVVLRQ0D\3HULRG'DWD+DQGOLQJXVLQJ6$6 'RL 
6HVVLRQ0D\3HULRG'DWD+DQGOLQJXVLQJ6$6 'RL 
6HVVLRQ0D\3HULRG6$63UDFWLFDO 2PL\D'RL,PDL 
6HVVLRQ-XQH3HULRG7KHW7HVWDQGWKH:LOFR[RQ5DQN6XP7HVW 'RL 
6HVVLRQ-XQH3HULRG&DOFXODWLQJ5DWLRVDQG/RJLVWLF5HJUHVVLRQ 'RL 
6HVVLRQ-XQH3HULRG7KH*HQHUDO/LQHDU0RGHO 'RL 
6HVVLRQ-XQH3HULRG$QDO\VLVRI7HPSRUDO'DWD 'RL 
6HVVLRQ-XQH3HULRG$QDO\VLVRI7HPSRUDO'DWD 'RL 
6HVVLRQ-XO\3HULRG6XUYLYDO$QDO\VLV 'RL 
6HVVLRQ-XO\WK3HULRG6XUYLYDO$QDO\VLV 'RL 
6HVVLRQ-XO\3HULRG)XQGDPHQWDOVLQ5 'RL2PL\D,PDL

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RQWLQXHWR臨床統計家の実務スキル（&%限定）  ↓↓↓

未更新
&RXUVHQXPEHU

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

臨床研究実地研修 ,

338%+/%

臨床研究実地研修 , （&%限定）
&OLQLFDO5HVHDUFK7UDLQLQJ,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

3UDFWLFDOWUDLQLQJ

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF3URIHVVRU7$1$.$6+,528
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
3URIHVVRU0RULWD6DWRVKL
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
6HQLRU/HFWXUHU8R]XPL5\XML
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
$VVLVWDQW3URIHVVRU$%(+,52<$68
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
3URJUDP6SHFLILF$VVLVWDQW3URIHVVRU1$.$.85$$NL\RVKL
1DWLRQDO&HUHEUDODQG&DUGLRYDVFXODU&HQWHU
220$(.$768+,52
1DWLRQDO&HUHEUDODQG&DUGLRYDVFXODU&HQWHU
$6$.85$.28.2

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH\HDUURXQG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVWUDLQLQJIDFLOLWDWHVDKDQGVRQXQGHUVWDQGLQJRIKRZWKHVWDWLVWLFDOWKLQNLQJDFTXLUHGLQWKH&OLQLFDO
6WDWLVWLFLDQ7UDLQLQJFRXUVHFDQEHDSSOLHGWRUHDOZRUGVLWXDWLRQVWKURXJKSUDFWLFDOWUDLQLQJDWDKRVSLWDO
)URPWKLVSUDFWLFDOH[SHULHQFHVWXGHQWVZLOOXQGHUVWDQGWKHUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVRIWHVWVWDWLVWLFLDQVLQ
FOLQLFDOWULDOVDQGZLOOEHHTXLSSHGZLWKWKHIXQGDPHQWDOFDSDELOLWLHV DWWLWXGHVNLOOVNQRZOHGJH QHFHVVDU\
IRURQHWRSODQFRQGXFWDQGUHSRUWRQFOLQLFDOWULDOVDVDWHVWVWDWLVWLFLDQ&OLQLFDO5HVHDUFK2Q6LWH3UDFWLFXP
,,FRQWLQXHVIURP,DQGRIIHUVPRUHDGYDQFHGFRQWHQW7UDLQLQJZLOOWDNHSODFHDWWZRORFDWLRQV.\RWR
8QLYHUVLW\+RVSLWDODQGWKH1DWLRQDO&HUHEUDODQG&DUGLRYDVFXODU&HQWHU6WXGHQWVDUHDVNHGWRFKRRVHWKH
IDFLOLW\WKH\ZLVKWRWUDLQDWLQDGYDQFH7UDLQLQJDWWKH.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDOPDLQO\FRPSULVHVSODQQLQJ
DQGFRQGXFWLQJFOLQLFDOWULDOVIRUWKHGHYHORSPHQWRILQQRYDWLYHQHZPHGLFDOWHFKQRORJLHV SKDUPDFHXWLFDOV
HWF 7UDLQLQJWDNHVSODFHDWWZRORFDWLRQV.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDODQGWKH1DWLRQDO&HUHEUDODQG
&DUGLRYDVFXODU&HQWHU'HWDLOVRIWKHWUDLQLQJZLOOEHSXEOLVKHGRQWKHZHEVLWH
>&RXUVHREMHFWLYHV@
8QGHUVWDQGWKHSURFHVVRISODQQLQJDQGFRQGXFWLQJFOLQLFDOWULDOVWKHRSHUDWLRQVDQGV\VWHPUHOLHGRQLQ
FDUU\LQJRXWFOLQLFDOWULDOVDQGWKHUROHVDQGDUHDVRIUHVSRQVLELOLW\RIUHVHDUFKHUVUHVHDUFKDVVLVWDQWVDQGWHVW
VWDWLVWLFLDQV
8QGHUVWDQGWKHVWDWLVWLFDOLWHPVWREHLQFOXGHGLQFOLQLFDOWULDOSURWRFROVDQGREWDLQWKHIXQGDPHQWDO
NQRZOHGJHDQGWHFKQLTXHVUHTXLUHGWREHDEOHWRFRQWULEXWHWRWKHFUHDWLRQRIFOLQLFDOWULDOSURWRFROV
$FTXLUHWKHIXQGDPHQWDONQRZOHGJHDQGVNLOOVWREHDEOHWRSODQDQGFDUU\RXWDVWDWLVWLFDODQDO\VLV
DSSURSULDWHO\DQGVXPPDUL]HWKHUHVXOWV
8QGHUVWDQGWKHIXQGDPHQWDOVRIUHVHDUFKHWKLFVDQGFRQIOLFWVRILQWHUHVWLQFOLQLFDOWULDOVDQGWKHSURWHFWLRQ
RISHUVRQDOGDWDDQGEHFDSDEOHRIFRQWULEXWLQJWRWKHSODQQLQJDQGH[HFXWLRQRIUHOLDEOHFOLQLFDOWULDOV
/HDUQWRXVHYDULRXVH[SODQDWRU\PHWKRGVDQGPHDQVDQGWKHDWWLWXGHVDQGPHWKRGVWRFRQYH\VWDWLVWLFDO
FRQFHSWVLQFOLQLFDOWULDOVLQDZD\WKDWLVHDVLO\XQGHUVWRRG
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
,QWHQVLYHOHFWXUHVDQGSUDFWLFXPVZLOOEHKHOGRYHUILYHGD\VEHWZHHQ-XO\DQG6HSWHPEHU 3HULRGV
&RQWLQXHWR臨床研究実地研修 , （&%限定）  ↓↓↓

（&%限定） 


'D\
3HULRG3UH7UDLQLQJ3UHSDUDWLRQ
3HULRG5HDGLQHVVDVD%LRVWDWLVWLFLDQ  
3HULRG(WKLFVLQPHGLFDOUHVHDUFK
3HULRG6HHG'HYHORSPHQW
3HULRG6WDWLVWLFV&RQVXOWLQJ6LWXDWLRQV
3HULRG&UHDWLQJ5HSRUWV
'D\
3HULRG3UH7UDLQLQJ3UHSDUDWLRQ
3HULRG5HDGLQHVVDVD%LRVWDWLVWLFLDQ  
3HULRG0RQLWRULQJ7DVNV
3HULRG&OLQLFDO7HVW6LWHV
3HULRG6WDWLVWLFV&RQVXOWLQJ6LWXDWLRQV
3HULRG&UHDWLQJ5HSRUWV
'D\
3HULRG3UH7UDLQLQJ3UHSDUDWLRQ
3HULRG5HDGLQHVVDVD%LRVWDWLVWLFLDQ  
3HULRG3URMHFW0DQDJHPHQW7DVNV
3HULRG7KH+LVWRU\DQG)XWXUH3RWHQWLDORI7UDQVODWLRQDO5HVHDUFK
3HULRG6WDWLVWLFV&RQVXOWLQJ6LWXDWLRQV
3HULRG&UHDWLQJ5HSRUWV
'D\
3HULRG3UH7UDLQLQJ3UHSDUDWLRQ
3HULRG'DWD0DQDJHPHQW7DVNV
3HULRG7KH5ROHRI&5&
3HULRG,QYHVWLJDWLRQDO1HZ'UXJ0DQDJHPHQW6\VWHP6FHQDULRV
3HULRG6WDWLVWLFV&RQVXOWLQJ6LWXDWLRQV
3HULRG&UHDWLQJ5HSRUWV
'D\
3HULRG3UH7UDLQLQJ3UHSDUDWLRQ
3HULRG&RUUHVSRQGLQJZLWK$XWKRULWLHV
3HULRG5DGLRGLDJQRVLV6FHQDULRV
3HULRG$GYDQFHG0HGLFDO7HFKQRORJ\6FHQDULRV
3HULRG'HYHORSPHQWRI,QQRYDWLYH0HGLFDO7HFKQRORJLHV8VLQJL36&HOOV
3HULRG&UHDWLQJ5HSRUWV
1DWLRQDO&HUHEUDODQG&DUGLRYDVFXODU&HQWHU
7KLVZLOOEHKHOGRYHUDWRWDORIVL[GD\V7KHILUVWGD\ZLOOEHLQ$XJXVWZLWKWKHUHPDLQLQJILYHGD\VKHOG
EHWZHHQ'HFHPEHUDQG-DQXDU\ (DFKVHVVLRQLVPLQXWHVORQJ  

'D\
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&RQWLQXHWR臨床研究実地研修 , （&%限定）  ↓↓↓

臨床研究実地研修 ,

（&%限定） 

臨床研究実地研修 ,

（&%限定） 

6HVVLRQ7UDLQLQJ2YHUYLHZDQG([SODQDWLRQ9LVLWWRD+RVSLWDO3XUSRVHDQG&RQWHQWRI7UDLQLQJ
6HVVLRQ&DUGLRYDVFXODU'LVHDVH)XQGDPHQWDOV  7KH%DVLFVRI$UUK\WKPLD
6HVVLRQ&DUGLRYDVFXODU'LVHDVH)XQGDPHQWDOV  7KH%DVLFVRI&DUGLDF)DLOXUH
6HVVLRQ0HGLFDO'HYLFH5HVHDUFKDQG'HYHORSPHQW9LVLWWRDQ$QLPDO([SHULPHQWDWLRQ)DFLOLW\

>7H[WERRNV@
1RWXVHG

'D\
6HVVLRQ&OLQLFDO7ULDO3ODQQLQJ  %DVLF0DWWHUVRI&OLQLFDO7ULDO3ODQQLQJ
6HVVLRQ&OLQLFDO7ULDO3ODQQLQJ  %DVLF3URFHGXUHVLQ&OLQLFDO7ULDO3ODQQLQJ
6HVVLRQ5DQGRPL]HG$VVLJQPHQW  7KH5ROHRI5DQGRPL]HG$VVLJQPHQWLQ&OLQLFDO7ULDOV
6HVVLRQ5DQGRPL]HG$VVLJQPHQW  *HQHUDO0HWKRGVRI5DQGRPL]HG$VVLJQPHQW

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
,QGLFDWHGGXULQJSUDFWLFXPV

'D\
6HVVLRQ*URXS:RUN5DQGRPL]HG$VVLJQPHQW6\VWHP([HUFLVH 
6HVVLRQ*URXS:RUN5DQGRPL]HG$VVLJQPHQW6\VWHP([HUFLVH 
6HVVLRQ6DPSOH6L]H'HVLJQ  0HWKRGVRI6DPSOH6L]H'HVLJQLQ&OLQLFDO7ULDOV
6HVVLRQ6DPSOH6L]H'HVLJQ  3URFHGXUHVIRU6DPSOH6L]H'HVLJQLQ&OLQLFDO7ULDOV

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
+XPDQKHDOWKVFLHQFHPDMRUVDUHQRWHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLQWKLVFRXUVH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

'D\
6HVVLRQ*URXS:RUN6DPSOH6L]H'HVLJQ([HUFLVH 
6HVVLRQ*URXS:RUN6DPSOH6L]H'HVLJQ([HUFLVH 
6HVVLRQ6WDWLVWLFDO$QDO\VLV3ODQV  )XQGDPHQWDO3RLQWVWR'HVFULEHLQD6WDWLVWLFDO$QDO\VLV3ODQV
6HVVLRQ6WDWLVWLFDO$QDO\VLV3ODQV  6WDQGDUG7DVNVDQG3URFHVVHVIRU6WDWLVWLFDO$QDO\VLVLQ&OLQLFDO
7ULDOV
'D\
6HVVLRQ$FFRPSDQ\LQJ&5&3DWLHQWV
6HVVLRQ$FFRPSDQ\LQJ&5&3DWLHQWV
6HVVLRQ*URXS:RUN  5DQGRPL]HG$VVLJQPHQW6\VWHP([HUFLVH 
6HVVLRQ*URXS:RUN  5DQGRPL]HG$VVLJQPHQW6\VWHP([HUFLVH 
'D\
6HVVLRQ*URXS:RUN  6DPSOH6L]H'HVLJQ([HUFLVH 
6HVVLRQ*URXS:RUN  6DPSOH6L]H'HVLJQ([HUFLVH 
6HVVLRQ6XPPDU\3UHVHQWDWLRQ  5HSRUWLQJRQWKH5HVXOWVRIWKH5DQGRPL]HG$VVLJQPHQW6\VWHP
([HUFLVH
6HVVLRQ6XPPDU\3UHVHQWDWLRQ  5HSRUWRQWKH5HVXOWVRIWKH6DPSOH6L]H'HVLJQ([HUFLVH

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
(YDOXDWLRQLVEDVHGRQWKHFRQWHQWRIWKHUHSRUWVDQGSUHVHQWDWLRQVFUHDWHGLQSUDFWLFXPV&ODVVSDUWLFLSDWLRQ
DWWHQGDQFHHWF ZLOODOVREHWDNHQLQWRDFFRXQW

&RQWLQXHWR臨床研究実地研修 , （&%限定）  ↓↓↓

未更新
&RXUVHQXPEHU

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

臨床研究実地研修,, （&%限定） 

338%+3%

臨床研究実地研修,, （&%限定）
&OLQLFDO5HVHDUFK7UDLQLQJ,,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

VW\HDUVWXGHQWVRUDERYH1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

3UDFWLFDOWUDLQLQJ

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF3URIHVVRU7$1$.$6+,528
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
3URIHVVRU0RULWD6DWRVKL
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
6HQLRU/HFWXUHU8R]XPL5\XML
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
$VVLVWDQW3URIHVVRU$%(+,52<$68
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
3URJUDP6SHFLILF$VVLVWDQW3URIHVVRU1$.$.85$$NL\RVKL
1DWLRQDO&HUHEUDODQG&DUGLRYDVFXODU&HQWHU
220$(.$768+,52
1DWLRQDO&HUHEUDODQG&DUGLRYDVFXODU&HQWHU
$6$.85$.28.2

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH\HDUURXQG

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVWUDLQLQJIDFLOLWDWHVDKDQGVRQXQGHUVWDQGLQJRIKRZWKHVWDWLVWLFDOWKLQNLQJDFTXLUHGLQWKH&OLQLFDO
6WDWLVWLFLDQ7UDLQLQJFRXUVHFDQEHDSSOLHGWRUHDOZRUGVLWXDWLRQVWKURXJKSUDFWLFDOWUDLQLQJDWDKRVSLWDO
)URPWKLVSUDFWLFDOH[SHULHQFHVWXGHQWVZLOOXQGHUVWDQGWKHUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVRIWHVWVWDWLVWLFLDQVLQ
FOLQLFDOWULDOVDQGZLOOEHHTXLSSHGZLWKWKHIXQGDPHQWDOFDSDELOLWLHV DWWLWXGHVNLOOVNQRZOHGJH QHFHVVDU\
IRURQHWRSODQFRQGXFWDQGUHSRUWRQFOLQLFDOWULDOVDVDWHVWVWDWLVWLFLDQ&OLQLFDO5HVHDUFK2Q6LWH3UDFWLFXP
,,FRQWLQXHVIURP,DQGRIIHUVPRUHDGYDQFHGFRQWHQW7UDLQLQJZLOOWDNHSODFHDWWZRORFDWLRQV.\RWR
8QLYHUVLW\+RVSLWDODQGWKH1DWLRQDO&HUHEUDODQG&DUGLRYDVFXODU&HQWHU6WXGHQWVDUHDVNHGWRFKRRVHWKH
IDFLOLW\WKH\ZLVKWRWUDLQDWLQDGYDQFH7UDLQLQJDWWKH.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDOPDLQO\FRPSULVHVSODQQLQJ
DQGFRQGXFWLQJFOLQLFDOWULDOVIRUWKHGHYHORSPHQWRILQQRYDWLYHQHZPHGLFDOWHFKQRORJLHV SKDUPDFHXWLFDOV
HWF 7UDLQLQJWDNHVSODFHDWWZRORFDWLRQV.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDODQGWKH1DWLRQDO&HUHEUDODQG
&DUGLRYDVFXODU&HQWHU'HWDLOVRIWKHWUDLQLQJZLOOEHSXEOLVKHGRQWKHZHEVLWH
>&RXUVHREMHFWLYHV@
8QGHUVWDQGWKHSURFHVVRISODQQLQJDQGFRQGXFWLQJFOLQLFDOWULDOVWKHRSHUDWLRQDQGV\VWHPIRUFDUU\LQJRXW
FOLQLFDOWULDOVDQGWKHUROHVDQGDUHDVRIUHVSRQVLELOLW\RIUHVHDUFKHUVUHVHDUFKDVVLVWDQWVDQGWHVWVWDWLVWLFLDQV
8QGHUVWDQGWKHVWDWLVWLFDOLWHPVWKDWDUHWREHLQFOXGHGLQFOLQLFDOWULDOSURWRFROVDQGREWDLQWKHIXQGDPHQWDO
NQRZOHGJHDQGWHFKQLTXHVQHHGHGLQRUGHUWRFRQWULEXWHWRWKHFUHDWLRQRIFOLQLFDOWULDOSURWRFROV
*DLQIXQGDPHQWDONQRZOHGJHDQGVNLOOVWRSODQDQGFDUU\RXWDVWDWLVWLFDODQDO\VLVDSSURSULDWHO\DQG
VXPPDUL]HWKHUHVXOWV
8QGHUVWDQGWKHIXQGDPHQWDOVRIUHVHDUFKHWKLFVDQGFRQIOLFWVRILQWHUHVWLQFOLQLFDOWULDOVDQGWKHSURWHFWLRQ
RISHUVRQDOGDWDDQGOHDUQWRFRQWULEXWHWRWKHSODQQLQJDQGH[HFXWLRQRIUHOLDEOHFOLQLFDOWULDOV
/HDUQWRXVHYDULRXVH[SODQDWRU\PHWKRGVDQGPHDQVDQGWKHDWWLWXGHVDQGPHWKRGVWRFRQYH\VWDWLVWLFDO
FRQFHSWVLQFOLQLFDOWULDOVLQDZD\WKDWLVHDVLO\XQGHUVWRRG
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
.\RWR8QLYHUVLW\+RVSLWDO
,QWHQVLYHOHFWXUHVDQGSUDFWLFXPVZLOOEHKHOGRYHUILYHGD\VEHWZHHQ-XO\DQG6HSWHPEHU 3ODQQHG  3HULRGV
 
&RQWLQXHWR臨床研究実地研修,, （&%限定）  ↓↓↓

'D\
3HULRG3UH7UDLQLQJ3UHSDUDWLRQ
3HULRG$GYDQFHGSUHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQRIDVVLJQPHQWV
3HULRG6WDQGDUG2SHUDWLQJ3URFHGXUHV
3HULRG,QWURGXFWLRQWR5HDO&OLQLFDO7ULDOVE\D&OLQLFLDQ
3HULRG3URWRFRO&UHDWLRQDQG'DWDEDVH&RQVWUXFWLRQ
'D\
3HULRG3UH7UDLQLQJ3UHSDUDWLRQ
3URWRFRO3UHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQRIWKHUHVXOWVRIWKHSURWRFROSUDFWLFXP
3HULRG6WDWLVWLFDODQDO\VLVSODQQLQJSUDFWLFXP
'D\
3HULRG3UH7UDLQLQJ3UHSDUDWLRQ
3HULRG3UHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQRIVWDWLVWLFDODQDO\VLVSODQQLQJ
3HULRG6$63URJUDPSUDFWLFXP
3HULRG9DOLGDWLQJWKHTXDOLW\RIWKHUHVXOWVRIVWDWLVWLFDODQDO\VLV
3HULRGV6WDWLVWLFDODQDO\VLVSUDFWLFXP
'D\
3HULRG3UH7UDLQLQJ3UHSDUDWLRQ
3HULRG6XPPDU\5HSRUWV
3HULRG&OLQLFDO7ULDO5HSRUW3DSHU3UDFWLFXP
3HULRGV6WDWLVWLFDO$QDO\VLV5HSRUW3UDFWLFXP
'D\
3HULRGV3UH7UDLQLQJ3UHSDUDWLRQV
3HULRGV6WDWLVWLFDO$QDO\VLV5HSRUW3UHVHQWDWLRQ
3HULRG&RQFOXVLRQ
3HULRG5HSRUW&UHDWLRQ
1DWLRQDO&HUHEUDODQG&DUGLRYDVFXODU&HQWHU
7KLVZLOOEHKHOGRYHUDWRWDORIVL[GD\V+HOGEHWZHHQ-XO\DQG6HSWHPEHU (DFKVHVVLRQODVWVIRU
PLQXWHV   ．
'D\
6HVVLRQ7UDLQLQJ2YHUYLHZDQG([SODQDWLRQ9LVLWWRD+RVSLWDO3XUSRVHDQG&RQWHQWRI7UDLQLQJ
6HVVLRQ&DUGLRYDVFXODU'LVHDVH)XQGDPHQWDOV  7KH%DVLFVRI&HUHEURYDVFXODU'LVHDVH
6HVVLRQ&DUGLRYDVFXODU'LVHDVH)XQGDPHQWDOV  7KH%DVLFVRI&UDQLDO1HUYH'LVHDVH
6HVVLRQ(WKLFVDQG3DWLHQW&RQVHQW
'D\
6HVVLRQ6WDWLVWLFDO$QDO\VLV  %DVLF0DWWHUVLQ6WDWLVWLFDO$QDO\VLV
6HVVLRQ6WDWLVWLFDO$QDO\VLV  7DVNVDQG3URFHGXUHVLQ6WDWLVWLFDO$QDO\VLV
6HVVLRQ6WDWLVWLFDO$QDO\VLV5HSRUWV6XPPDU\5HSRUWVDQGWKH3XEOLFDWLRQRI3DSHUV
6HVVLRQ6WDWLVWLFDO$QDO\VLV&RQVXOWDWLRQDQG&OLQLFDO7ULDO&RQVXOWDWLRQ
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&RQWLQXHWR臨床研究実地研修,, （&%限定）  ↓↓↓

臨床研究実地研修,, （&%限定） 

臨床研究実地研修,, （&%限定） 

'D\
6HVVLRQ'DWD0DQDJHPHQWIRU&OLQLFDO7ULDOV7KH)XQGDPHQWDOVRI'DWD0DQDJHPHQW
6HVVLRQ'DWD0DQDJHPHQWIRU&OLQLFDO7ULDOV'DWD0DQDJHPHQW7DVNVDQG3URFHVVHV
6HVVLRQ*URXS:RUN  'DWD0DQDJHPHQW([HUFLVH 
6HVVLRQ*URXS:RUN  'DWD0DQDJHPHQW([HUFLVH 

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
+XPDQKHDOWKVFLHQFHPDMRUVDUHQRWHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLQWKLVFRXUVH

'D\
6HVVLRQ*URXS:RUN
6HVVLRQ*URXS:RUN
6HVVLRQ*URXS:RUN
6HVVLRQ*URXS:RUN






3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

'DWD0DQDJHPHQW([HUFLVH 
'DWD0DQDJHPHQW([HUFLVH 
6WDWLVWLFDO$QDO\VLV([HUFLVH 
6WDWLVWLFDO$QDO\VLV([HUFLVH 

'D\
6HVVLRQ&OLQLFDO7ULDO0RQLWRULQJ
6HVVLRQ&OLQLFDO7ULDO0RQLWRULQJ)LHOG7ULS
6HVVLRQ*URXS:RUN  6WDWLVWLFDO$QDO\VLV([HUFLVH 
6HVVLRQ*URXS:RUN  6WDWLVWLFDO$QDO\VLV([HUFLVH 
'D\
6HVVLRQ*URXS:RUN  6WDWLVWLFDO$QDO\VLV([HUFLVH 
6HVVLRQ*URXS:RUN  6WDWLVWLFDO$QDO\VLV([HUFLVH 
6HVVLRQ6XPPDU\3UHVHQWDWLRQ  'DWD0DQDJHPHQW([HUFLVH5HVXOWV5HSRUW
6HVVLRQ6XPPDU\3UHVHQWDWLRQ  6WDWLVWLFDO$QDO\VLV([HUFLVH5HVXOWV5HSRUW

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
6WXGHQWVPXVWKDYHFRPSOHWHG&OLQLFDO5HVHDUFK3UDFWLFXP,
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
(YDOXDWLRQLVEDVHGRQWKHFRQWHQWRIWKHUHSRUWVDQGSUHVHQWDWLRQVFUHDWHGLQSUDFWLFXPV&ODVVSDUWLFLSDWLRQ
DWWHQGDQFHHWF ZLOODOVREHWDNHQLQWRDFFRXQW
>7H[WERRNV@
1RWXVHG
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
2WKHUPDWHULDOVZLOOEHLQGLFDWHGGXULQJSUDFWLFXPV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
,QGLFDWHGGXULQJSUDFWLFXPV

&RQWLQXHWR臨床研究実地研修,, （&%限定）  ↓↓↓

未更新
&RXUVHQXPEHU

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

統計的推測の基礎・演習（&%限定） 

338%+6%

統計的推測の基礎・演習（&%限定）
3UDFWLFXPLQ)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO,QIHUHQFH

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

VW\HDUVWXGHQWVRUDERYH1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 木・

&ODVVVW\OH

6HPLQDU

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URIHVVRU6$72726,<$
統計数理研究所
+(10, 0$6$<8.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVRFLDWH3URIHVVRU'2, 0$6$$.,
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF$VVLVWDQW3URIHVVRU,0$, 7258
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
$VVLVWDQW3URIHVVRU2PL\D0DVDWRPR

6HVVLRQ-XQH7KH%DVLFVRI/LQHDU5HJUHVVLRQ$QDO\VLV,
6HVVLRQ-XQH7KH%DVLFVRI/LQHDU5HJUHVVLRQ$QDO\VLV,,
6HVVLRQ-XO\)XQGDPHQWDO$V\PSWRWLF0HWKRGV, /LPLW7KHRUHP0D[LPXP/LNHOLKRRGDQGLWV
3URSHUWLHV
6HVVLRQ-XO\)XQGDPHQWDO$V\PSWRWLF0HWKRGV,, 7HVWVEDVHGRQPD[LPXPOLNHOLKRRG 
6HVVLRQ-XO\)XQGDPHQWDO$V\PSWRWLF0HWKRGV,,, 'HOWDPHWKRGPHWKRGVRIHVWLPDWLRQRWKHUWKDQ
WKHPD[LPXPOLNHOLKRRGPHWKRG
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVOLPLWHGWRWKRVHWDNLQJWKH&OLQLFDO6WDWLVWLFLDQ7UDLQLQJFRXUVH

<HDUVHPHVWHUV )LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KLVFRXUVHIRFXVHVRQWKHFRQWHQWRIWKH)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO,QIHUHQFHDQGWDFNOHVH[HUFLVHV
UHODWLQJWRWKHIXQGDPHQWDOSRLQWVLQOHDUQLQJVXEMHFWVUHODWHGWRVWDWLVWLFV,QWKHILUVWKDOIZHWDFNOHH[HUFLVHV
RQIXQGDPHQWDOSRLQWVFRQFHUQLQJVWDWLVWLFDOLQIHUHQFHLQJHQHUDODQGLQWKHVHFRQGKDOIZHWDFNOHVSHFLILF
VWDWLVWLFDOLQIHUHQFHH[HUFLVHV HVWLPDWLRQK\SRWKHVLVWHVWLQJDQGFRQILGHQFHLQWHUYDOV 7KHRYHUDOOSXUSRVH
RIWKHFRXUVHLVWRXQGHUVWDQGDQGFRPHWRJULSVZLWKHDFKRIWKHWRSLFVDGGUHVVHGLQ)XQGDPHQWDOVRI
6WDWLVWLFDO,QIHUHQFHWKURXJKVSHFLILFSUREOHPVDQGWRWHDFKWKHIXQGDPHQWDOFRQFHSWVRIVWDWLVWLFDOLQIHUHQFH
REWDLQHGIURPWKHVH7KURXJKH[HUFLVHVLQWKHILUVWKDOIVWXGHQWVZLOODFTXLUHWKHQHFHVVDU\PDWKHPDWLFDOVNLOO
WRVWXG\VWDWLVWLFVUHODWHGVXEMHFWVZKLOHH[HUFLVHVLQWKHODWWHUKDOIWHDFKPHWKRGVWRDSSO\VWDWLVWLFDO
LQIHUHQFHE\ZRUNLQJRQSUREOHPVHWVWKDWDUHVLPLODUWRUHDOZRUOGLVVXHVDVDSSOLHGWRFOLQLFDOWULDOVDQGZLOO
XQGHUVWDQGWKHLUXWLOLW\6LQFHVWXGHQWVRIWKLVFRXUVHDUHH[SHFWHGWRFRPHIURPYDULRXVEDFNJURXQGVDODUJH
QXPEHURIWHDFKLQJVWDIIZLOOEHDVVLJQHGDQGH[HUFLVHVZLOOSURFHHGDFFRUGLQJWRWKHSURJUHVVRIHDFKVWXGHQW

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
6WXGHQWVZLOOEHDVNHGWRVXEPLWDQVZHUVWRH[HUFLVHVLQHDFKVHVVLRQ*UDGHVVKDOOEHDVVLJQHGDFFRUGLQJWR
WKHFRQWHQW
>7H[WERRNV@
2WKHUPDWHULDOVZLOOEHLQWURGXFHGGXULQJSUDFWLFXPVEDVHGRQSURJUHVVPDGH
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
2WKHUPDWHULDOVZLOOEHLQWURGXFHGGXULQJSUDFWLFXPVEDVHGRQSURJUHVVPDGH
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
・3UHSDUDWLRQZLOOQRWEHUHTXLUHGZKHQWKLVFRXUVHLVWDNHQWRJHWKHUZLWK)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO
,QIHUHQFHZKLFKLVKHOGRQWKHVDPHGD\+RZHYHULIVWXGHQWVDUHFRQFHUQHGDERXWEDVLFPDWKHPDWLFDO
WHFKQLTXHVVXFKDVFDOFXOXVDQGOLQHDUDOJHEUDWKH\DUHDGYLVHGWRHQJDJHLQVHOIVWXG\LQFRQVXOWDWLRQZLWK
WKHLULQVWUXFWRU
・)RUTXHVWLRQVWKDWFDQQRWEHVROYHGVWXGHQWVVKRXOGDVNWKHLULQVWUXFWRUGXULQJRUDIWHUWKHLUVHPLQDUVDQG
EHVXUHWRVROYHWKHVHEHIRUHWDNLQJUHSHDWH[HUFLVHV(YHQLIDVWXGHQWVROYHVDTXHVWLRQRQFHLWLVDGYLVDEOH
WRDWWHPSWLWDJDLQDIWHUDZKLOH

>3UDFWLFXP)RUPDW@ +HOGLQVL[WKSHULRGXQWLO-XQHWKHQILIWKSHULRGIURP-XQH
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・8QGHUVWDQGWKHWHFKQLTXHVQHFHVVDU\IRUPHWKRGVRIVWDWLVWLFDOLQIHUHQFHDQGUHODWHGPHWKRGVDQGOHDUQ
KRZWRDSSO\WKHP
・/HDUQWKHPHDQLQJDQGSURSHUWLHVRIEDVLFVWDWLVWLFVDQGZD\VWRPDNHFDOFXODWLRQVE\PDNLQJXVHRIWKHP
E\\RXUVHOIDQG
・8QGHUVWDQGWKHVLWXDWLRQVLQZKLFKWKHIXQGDPHQWDOVRIVWDWLVWLFDOLQIHUHQFHDUHUHTXLUHGVXFKDVDFWXDO
FOLQLFDOWULDOVDQGOHDUQWRVROYHEDVLFSUREOHPVWKDWDUHLPSRUWDQWLQDSSOLFDWLRQ

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ$SULO&RQILUPDWLRQRI%DVLF0DWKHPDWLFVDQG&DOFXODWLQJ3UREDELOLW\
6HVVLRQ$SULO%DVLF3URSHUWLHVRI'LVFUHWH5DQGRP9DULDEOHV
6HVVLRQ$SULO%DVLF3URSHUWLHVRI&RQWLQXRXV5DQGRP9DULDEOHV
6HVVLRQ$SULO0XOWLSOH5DQGRP9DULDEOHV,
6HVVLRQ0D\0XOWLSOH5DQGRP9DULDEOHV,,
6HVVLRQ0D\3UREDELOLW\'LVWULEXWLRQDVLW5HODWHVWR1RUPDO6DPSOHV
6HVVLRQ0D\)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO(VWLPDWLRQ
6HVVLRQ-XQH)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO+\SRWKHVLV7HVWLQJ,
6HVVLRQ)XQGDPHQWDOVRI6WDWLVWLFDO+\SRWKHVLV7HVWLQJ,,
&RQWLQXHWR統計的推測の基礎・演習（&%限定）  ↓↓↓
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未更新
&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

&RXUVHQXPEHU
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

メタアナリシス
0HWDDQDO\VLV

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

未更新

338%+/%

VW\HDUVWXGHQWVRUDERYH1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF3URIHVVRU7$1$.$6+,528

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%0/-

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

アントレプレナーシップ
(QWUHSUHQHXUVKLS

(QJOLVK

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH\HDUURXQG

3DUWWLPH/HFWXUHU<26+,.$:$ 72026$'$

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK

6HPLQDU

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URMHFW3URIHVVRU7(5$1,6+,<87$.$
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF3URIHVVRU68=8.,6+,12%8
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU<$0$*8&+, 7$52

3DUWWLPH/HFWXUHU<27680272.(1,&+,

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
/HFWXUHVDQGSUDFWLFXPVRQPHWDDQDO\VLVDVWDWLVWLFDOPHWKRGIRUV\VWHPDWLFUHYLHZZLOOEHKHOGLQOLQHZLWK
JXLGDQFHIURPWKHWH[WERRNWLWOHG,QWURGXFWLRQWR0HWD$QDO\VLV1HZ(GLWLRQ7KLVLVDQHOHFWLYHFRXUVH
IRUERWK&%DQG03+
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・/HDUQWHFKQLTXHVIRUWKHSHUIRUPDQFHRIPHWDDQDO\VLVXVLQJ67$7$
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
・/HFWXUHDQGSUDFWLFXPIRUPDW$VZHZLOOSHUIRUPGDWDDQDO\VLVXVLQJ6$6VWDWLVWLFDOVRIWZDUHSOHDVHVHW
WKLVXSRQ\RXURZQ3&67$7$LQVWDOODWLRQZLOOEHH[SODLQHGLQ6HVVLRQ$SUDFWLFXPDVVLVWDQWZLOOEH
SURYLGHGE\WKHFOLQLFDOVWDWLVWLFVVWDII
6HVVLRQ$XJXVW3HULRG7\SLFDO0HWKRGVRI0HWD$QDO\VLV &KDSWHUV  0DUXR 
6HVVLRQ$XJXVW3HULRG7\SLFDO0HWKRGVRI0HWD$QDO\VLV &KDSWHUV  7DQDND*XDQ 
6HVVLRQ$XJXVW3HULRG7\SLFDO0HWKRGVRI0HWD$QDO\VLV &KDSWHUV  7DQDND*XDQ 
6HVVLRQ$XJXVW3HULRG7\SLFDO0HWKRGVRI0HWD$QDO\VLV &KDSWHUV  7DQDND*XDQ 
6HVVLRQ$XJXVW3HULRG0XOWLYDULDWH1HWZRUN0HWD$QDO\VLV &KDSWHUV  7DQDND*XDQ 
6HVVLRQ$XJXVW3HULRG0XOWLYDULDWH1HWZRUN0HWD$QDO\VLV &KDSWHUV  7DQDND*XDQ
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&ODVVSDUWLFLSDWLRQDQG5HSRUWV

7DUJHW\HDU

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 月６

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
&RXUVHRYHUYLHZ
・(PSKDVLVLVSODFHGRQOHDUQLQJJHQHUDOSXUSRVHEXVLQHVVPDQDJHPHQWWHFKQLTXHVLQWKHILUVWKDOIRIWKH
FRXUVH:HFRPELQHOHFWXUHVZLWKFDVHVWXG\H[HUFLVHVWRPDNHXVHRIWKHWKLQNLQJVW\OHVDQGEDVLFEXVLQHVV
PDQDJHPHQWWHFKQLTXHVUHTXLUHGRIHQWUHSUHQHXUV
・/HFWXUHVDQGZRUNVKRSV IRFXVLQJRQWKHFUHDWLRQRIEXVLQHVVSODQVDQGFRQFHSWV ZLOOEHFRPELQHGLQWKH
VHFRQGKDOIRIWKHFRXUVH:HDOVRWRXFKXSRQFKDUDFWHULVWLFVRIWKHLQGXVWULDOVWUXFWXUHRIWKHPHGLFDODQG
SKDUPDFHXWLFDOLQGXVWU\DVZHOODVWKHODWHVWWRSLFVLQWKHILHOG
・3ULRULWL]HGWKHPHVFKDQJHHDFK\HDUDQGWKLV\HDUZHDGGUHVVWZRWKHPHVGHVLJQWKLQNLQJEXVLQHVV
PRGHOVDQGYHQWXUHEXVLQHVVGHYHORSPHQW,QWKHIRUPHUVWXGHQWVZLOOOHDUQWKHVNLOOVQHFHVVDU\WRFUHDWH
EXVLQHVVPRGHOVEDVHGRQGHVLJQWKLQNLQJ,QWKHODWWHUVWXGHQWVZLOOOHDUQYHQWXUHVSHFLILFPHWKRGVRI
ILQDQFLQJ LQFOXGLQJYHQWXUHFDSLWDOILQDQFLQJSXEOLFILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVOHDVLQJLQGXVWULDOILQDQFHHWF 
DQGWKHVNLOOVWRFUHDWHEXVLQHVVSODQVWKURXJKOHFWXUHVDQGH[HUFLVHV
0HWKRGVRIHGXFDWLRQDQGOHDUQLQJ
・7KLVFRXUVHZLOOLQYROYHOHFWXUHVFDVHVWXG\H[HUFLVHVDQGZRUNVKRSV7KHUHZLOOEHVPDOOJURXS
SUHVHQWDWLRQVRQFDVHVWXG\H[HUFLVHVDQGZRUNVKRSV
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・$FTXLUHVNLOOVDVDPHGLFDOHQWUHSUHQHXUE\XWLOL]LQJWKLQNLQJVW\OHVEXVLQHVVPDQDJHPHQWWHFKQLTXHVDQG
LQGXVWU\UHODWHGNQRZOHGJHREWDLQHGIURPWKLVFRXUVH
・$FTXLUHDELOLWLHVWRKDQGOHWKHSURFHVVULJKWIURPWKHVHDUFKIRUEXVLQHVVVHHGVDOOWKHZD\WKURXJKWR
IRUPXODWLQJEXVLQHVVGHYHORSPHQWSODQV
・7KHXOWLPDWHDLPRIWKLVFRXUVHLVWRSURGXFHDQGGHYHORSWDOHQWZLWKWKHTXDOLWLHVRIERWKHQWUHSUHQHXUV
DQGUHVHDUFKHUVDQGWRFRQWULEXWHWRZDUGLQFUHDVLQJWKHSUREDELOLW\RIVXFFHVVIXOFRPPHUFLDOL]DWLRQ

>7H[WERRNV@
7RVKLUR7DQJR新版メタ・アナリシス入門─エビデンスの統合をめざす統計手法─ 6KLQSDQ0HWD
$QDULVKLVX1\XXPRQ(ELGHQVXQR7RXJRXZR0H]DVX7RXNHL6KXKRX ,QWURGXFWRU\0HWD$QDO\VLV
0HWKRGVRI6WDWLVWLFV$LPHGDW(YLGHQFH,QWHJUDWLRQ1HZ(GLWLRQ  $VDNXUD6KRWHQ ,6%1;
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ$SULO2ULHQWDWLRQ(QWUHSUHQHXUVKLSDQG'HVLJQ7KLQNLQJ
6HVVLRQ$SULO7\SHVRI%XVLQHVV0RGHO3URILW6WUXFWXUHDQG&XVWRPHU6WUDWHJ\
6HVVLRQ$SULO6HOHFWLQJ2SWLPDO%XVLQHVV0RGHOVDQG6WUDWHJ\ (WKQRJUDSK\ 
6HVVLRQ0D\6KRUW&DVH([HUFLVH 8VLQJDSURILWDQGORVVVWDWHPHQW 
6HVVLRQ0D\+RZWR5HDG)LQDQFLDO6WDWHPHQWV ([WHUQDO/HFWXUHU 
6HVVLRQ0D\/HJDO$FFRXQWLQJDQG7D[$IIDLUV5HODWLQJWR)RXQGLQJD&RPSDQ\ ([WHUQDO/HFWXUHU 

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
,IVWXGHQWVXQGHUVWDQGWKHEDVLFPHWKRGVRIXVLQJ67$7$WKH\VKRXOGEHDEOHWRGHDOZLWKWKHSUDFWLFXPV
ZLWKRXWDQ\LVVXH
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
+XPDQKHDOWKVFLHQFHPDMRUVDUHQRWHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLQWKLVFRXUVH

&RQWLQXHWRアントレプレナーシップ  ↓↓↓

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

アントレプレナーシップ 

アントレプレナーシップ 

6HVVLRQ-XQH3UHVHQWDWLRQRI,QGLYLGXDOV %XVLQHVV,GHDV
6HVVLRQ-XQH)XQGUDLVLQJ ([WHUQDO/HFWXUHU 
6HVVLRQ-XQH'HYHORSPHQWRI6FLHQFH&DIH)RUPDW,GHDV 7HDPXS 
6HVVLRQ-XQH0LG7HUP3UHVHQWDWLRQ
6HVVLRQ-XQH$+LVWRU\RI%LR9HQWXUHV ([WHUQDO/HFWXUHU 
6HVVLRQ-XO\1HZ%XVLQHVV'HYHORSPHQW ([WHUQDO/HFWXUHU 
6HVVLRQ-XO\7KH&XUUHQW6WDWHRI,QGXVWU\$FDGHPLD&ROODERUDWLRQDQG8QLYHUVLW\/HG9HQWXUHV
6HVVLRQ-XO\%XVLQHVV0RGHO&RPSHWLWLRQ3UHVHQWDWLRQ
6HVVLRQ-XO\%XVLQHVV0RGHO&RPSHWLWLRQ3UHVHQWDWLRQ
2ZLQJWRVFKHGXOLQJUHTXLUHPHQWVZHSODQWRKROG6HVVLRQVDQGRQWKHVDPHGD\ -XO\ 
7KHVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJHEDVHGRQWKHDYDLODELOLW\RIH[WHUQDOOHFWXUHUV

・7KLVLVEDVHGRQDEXVLQHVVPRGHOFUHDWHGXVLQJWKHFRQWHQWRIOHFWXUHVE\FRXUVHSDUWLFLSDQWVLQ
ZKLFKZRQDEXVLQHVVFRPSHWLWLRQVSRQVRUHGE\1LNNDQ.RJ\R6KLPEXQ7KHEXVLQHVVPRGHOFUHDWHGE\
SDUWLFLSDQWVLQZDVFLWHGLQWKHEXVLQHVVLQWURGXFWLRQDWWKH&%)RUXP2VDNDVSRQVRUHGE\WKH
2VDND&KDPEHURI&RPPHUFHDQG,QGXVWU\DQGWKH2VDND132&HQWHUDQGEHFDPHWKHVXEMHFWRI2VDND
132&HQWHUEXVLQHVVVXSSRUW
・3HRSOHWDNLQJWKLVFRXUVHZLOOEHDEOHWRWDNHWKH06XPPHU,QWHQVLYH/HFWXUHVRQ$GYDQFHG
(QWUHSUHQHXUVKLS  ,QWURGXFWRU\&RXUVHRQ&DVK)ORZ0DQDJHPHQWDQG0DQDJHPHQW$FFRXQWLQJXVLQJ
%XVLQHVV*DPHV 
+XPDQKHDOWKVFLHQFHPDMRUVDUHHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLQWKLVFRXUVH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVPDQGDWRU\IRU,3DQGDQHOHFWLYHIRU03+
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
7KHIROORZLQJWKUHHSRLQWVVKDOOEHFRQVLGHUHGDQGDVVHVVHGFRPSUHKHQVLYHO\
 &ODVVSDUWLFLSDWLRQ LQFOXGLQJDWWHQGDQFH IUHTXHQF\RIVSHDNLQJXS SUHVHQWDWLRQVGXULQJFDVHVWXG\
H[HUFLVHVDFWLYHSDUWLFLSDWLRQLQGLVFXVVLRQVHWF 
 7HDPZRUN
 %XVLQHVV0RGHO3UHVHQWDWLRQ RUUHSRUWVXEPLVVLRQ
>7H[WERRNV@
2WKHUUHTXLUHGWH[WV1RQH3RZHUSRLQWSUHVHQWDWLRQVFUHDWHGE\WKHOHFWXUHUVDUHXVHGLQVWHDGRIWH[WV
5HIHUHQFHPDWHULDOVZLOODOVREHSUHVHQWHGDVDSSURSULDWHGXULQJOHFWXUHV5HFRPPHQGHGWH[WV
バイオデザイン %DLRGH]DLQ %LRGHVLJQ 6WHIDQRV=HQLRV-RVK0F&RZHUHWDO <DNXML1LSSR 
コーポレートファイナンス第版上・下 .RRSRUHHWR)DLQDQVX'DL5RNX%DQ &RUSRUDWH)LQDQFHWK
(G9ROV  5LFKDUG%UHDOH\6WHZDUW0\HUV 1LNNHL%3 
ビジネスモデル・ジェネレーション：ビジネスモデル設計書 %LMLQHVX-HQHUHHVKRQ%LMLQHVX
0RGHUX6HNNHLVKR %XVLQHVV*HQHUDWLRQ%XVLQHVV0RGHO'HVLJQ3ODQV $OH[2VWHUZDOGHU 6KRKHLVKD 
リーン・スタートアップ 5LLQ6XWDDWRDSSX /HDQ6WDUWXSV (ULF5LHV 1LNNHL%3
>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
,WLVHVVHQWLDOIRUWKHWHDPVUHVSRQVLEOHWRFDUU\RXWUHVHDUFKZKLOHFUHDWLQJWKHLUEXVLQHVVPRGHOV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
・7KHOHFWXUHFRQWHQWLVZHOOGHILQHG:HKDYHDUHDVRQDEOHFXUULFXOXP5DWKHUWKDQPHUHO\DFTXLULQJ
NQRZOHGJHZHZDQWVWXGHQWVWRDFTXLUHSUDFWLFDOWKLQNLQJVNLOOVWKDWFRPPRQO\UHOLHGRQLQWKHEXVLQHVV
ZRUOG
&RQWLQXHWRアントレプレナーシップ  ↓↓↓
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未更新
&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

&RXUVHQXPEHU

メディカル分野技術経営学概論
,QWURGXFWLRQWR7HFKQRORJ\0DQDJHPHQWLQ0HGLFDO6FLHQFH

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

未更新

338%0/-
,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 木６

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

3DUWWLPH/HFWXUHU<$0$0272+,52.$=8
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU,.('$7$.$)80,

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU)LUVWVHPHVWHU

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

特許法特論・演習（前期）
6SHFLDO/HFWXUHDQG3UDFWLFXPIRUWKH3DWHQW/DZ,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

338%06-

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 水６

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

&ODVVVW\OH

3DUWWLPH/HFWXUHU)8-,,$7686+,

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU)LUVWVHPHVWHU

VSHFLDOOHFWXUH

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
,&RXUVHRYHUYLHZ
7RFUHDWHHIIHFWLYHLQWHOOHFWXDOSURSHUW\VWUDWHJLHVDWUHVHDUFKLQVWLWXWHVLQFOXGLQJXQLYHUVLWLHVDQGDPRQJ
PDQXIDFWXUHUVLWLVHVVHQWLDOWRJDLQDZDUHQHVVRIDQGNQRZOHGJHRQWKHLQWHOOHFWXDOSURSHUW\RIUHVHDUFKHUV
,QRWKHUZRUGVZKLOHSURFHHGLQJZLWKDQLQWHOOHFWXDOSURSHUW\VWUDWHJ\LWLVLQVXIILFLHQWWROHDYHLWWRWKH
SHUVRQUHVSRQVLEOHIRULQWHOOHFWXDOSURSHUW\DQGVXSSRUWIURPWKHLQYHQWRU UHVHDUFKHU DVKHVKHLVZHOO
YHUVHGZLWKWKHLQYHQWLRQLVDOVRLQGLVSHQVDEOH
3DUWLFXODUO\LQWKHILHOGRIOLIHVFLHQFHV LQFOXGLQJPHGLFLQHFKHPLVWU\HWF WKHVLJQLILFDQFHRIH[SHULPHQWDO
GDWDLVH[WUHPHO\KLJKDQGLWVKDQGOLQJFDQRIWHQPDNHDVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHWRLQWHOOHFWXDOSURSHUW\
VWUDWHJ\,QWKLVFRXUVHWKHUHIRUHLQDGGLWLRQWREDVLFPDWWHUVRISDWHQWODZZHZLOOH[SODLQWKHPLQLPXP
OHYHORISDWHQWSUDFWLFHWKDWUHVHDUFKHUVVKRXOGEHIDPLOLDUZLWK
,,&RXUVHDWWDLQPHQWJRDOV :KDWVWXGHQWVFDQH[SHFWWRKDYHOHDUQHGE\WKHHQGRIWKLVFRXUVH 
・,QDGGLWLRQWRJHQHUDOSDWHQWSUDFWLFHVWXGHQWVZLOOOHDUQDERXWSDWHQWSUDFWLFHVVSHFLILFWRWKHFKHPLFDODQG
ELRVFLHQFHILHOGVDQGDFTXLULQJWKHEDVLFNQRZOHGJHRISDWHQWVUHTXLUHGWRHIIHFWLYHO\SURWHFWEXVLQHVV
DFWLYLWLHVDWUHVHDUFKLQVWLWXWLRQVDQGLQFRPSDQLHV
・/HDUQWKHPLQLPXPUHTXLUHGNQRZOHGJHWRDUULYHDWDVPRRWKXQGHUVWDQGLQJZLWK,3H[SHUWVVXFKDVSDWHQW
DWWRUQH\VSDWHQWRIILFHH[DPLQHUVDQGMXGJHV

>&RXUVHREMHFWLYHV@

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
1RQH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@

,,,0HWKRGVRIHGXFDWLRQDQGOHDUQLQJ
・/HFWXUHVXVH3RZHU3RLQWDQGZHEPDWHULDOV
・&DVHVWXGLHVVKDOOEHLQWURGXFHGWKURXJKFDVHPDWHULDOVLQFOXGLQJVWXGHQWVRZQSUHSDUDWRU\VWXGLHV

>7H[WERRNV@

>&RXUVHREMHFWLYHV@
,QDGGLWLRQWRJHQHUDOSDWHQWSUDFWLFHXQGHUVWDQGSDWHQWSUDFWLFHVVSHFLILFWRWKHFKHPLFDODQGELRVFLHQFH
ILHOGVDQGJDLQDEDVLFOHYHORINQRZOHGJHRISDWHQWVUHTXLUHGWRHIIHFWLYHO\SURWHFWEXVLQHVVDFWLYLWLHVDW
UHVHDUFKLQVWLWXWLRQVDQGLQFRPSDQLHV/HDUQWKHPLQLPXPUHTXLUHGOHYHORINQRZOHGJHWRDUULYHDWDVPRRWK
XQGHUVWDQGLQJZLWK,3H[SHUWVVXFKDVSDWHQWDWWRUQH\VSDWHQWRIILFHH[DPLQHUVDQGMXGJHV

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ$SULO2YHUYLHZRI3DWHQW/DZ3ULQFLSOHVRIWKH3DWHQW6\VWHPDQG2SWLPDO3DWHQW6WUDWHJ\
6HVVLRQ$SULO&DWHJRULHVRILQYHQWLRQDQGWKHHIILFDF\RISDWHQWULJKWVWKHSDWHQWDELOLW\RIVSHFLDO
IRUPVRIFODLPH[SUHVVLRQFRPPRQO\XVHGLQFKHPLFDODQGELRVFLHQFHSDWHQWV LQYHQWLRQRIXVHSURGXFWE\
SURFHVVIXQFWLRQFODLPV DQGVFRSHRIULJKWVFRQFHSWV
6HVVLRQ$SULO:KDWDUHLQYHQWLRQVXQGHU3DWHQW/DZ"'LVWLQJXLVKLQJEHWZHHQLQYHQWLRQVDQG
GLVFRYHULHVLQFKHPLVWU\DQGELRVFLHQFHGLVFRYHU\RIDPHFKDQLVPRIDFWLRQDQGSDWHQWDELOLW\WKHKDQGOLQJ
RIPHWKRGVRIWUHDWPHQWLQ-DSDQWKH86DQG(XURSHWKHKDQGOLQJRILQYHQWLRQVLQUHJHQHUDWLYHPHGLFLQH
DQGWKHKDQGOLQJRIGHOLYHUDEOHVLQFOLQLFDOWULDOV

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RQWLQXHWR特許法特論・演習（前期）  ↓↓↓

特許法特論・演習（前期） 

特許法特論・演習（前期） 

6HVVLRQ0D\'HVFULSWLRQUHTXLUHPHQWV  'HVFULSWLRQRIVSHFLILFDWLRQVUHTXLUHPHQWVIRU
LPSOHPHQWDWLRQH[DPSOHVRILPSOHPHQWDWLRQ KDQGOLQJRIH[SHULPHQWDOGDWDLVVXHVZLWKWKHTXDQWLW\RU
TXDOLW\RIH[SHULPHQWDOGDWDLGHQWLI\LQJPHDVXUHPHQWFRQGLWLRQVSKDUPDFHXWLFDOLQYHQWLRQDQG
SKDUPDFRORJLFDOGDWDRSWLPDOVHQVRU\HYDOXDWLRQLGHQWLILFDWLRQRIFRPPHUFLDOO\DYDLODEOHPDWHULDOV
SURGXFWLRQRIH[SHULPHQWDOGDWD PLFURRUJDQLVPEDQNVV\VWHP
6HVVLRQ0D\'HVFULSWLRQUHTXLUHPHQWV  'HVFULSWLRQUHTXLUHPHQWVLQWKHVFRSHRISDWHQWFODLPV
FODULW\ SRLQWVWRWDNHQRWHRIZKLOHGUDIWLQJFODLPVIRUFKHPLFDORUELRVFLHQFHWHFKQRORJLHV
6HVVLRQ0D\1RYHOW\RILQYHQWLRQ7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQVXERUGLQDWHDQGVXSHURUGLQDWHFRQFHSWV
WKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHPHWKRGRIPDQXIDFWXUHDQGLQYHQWLRQRIDSURGXFWWKHKDQGOLQJRIQXPHULFDOO\
OLPLWHGLQYHQWLRQVWKHKDQGOLQJRIH[FHSWLRQVWRORVVRIQRYHOW\LQ-DSDQWKH86DQG(XURSHH[FHSWLRQVWR
ORVVRIQRYHOW\DQGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ3&7DSSOLFDWLRQVDQG86DSSOLFDWLRQV
6HVVLRQ-XQH,QYHQWLYHVWHSLQDQLQYHQWLRQ  7KHFRQFHSWRILQYHQWLYHVWHSLQSUDFWLFHPRWLYDWLRQVLQ
MXGJLQJDQLQYHQWLYHVWHSKLQGHULQJIDFWRUVZKDWLVKLQGVLJKWDQGWKHKDQGOLQJRIZHOONQRZQWHFKQRORJLHV
DQGFRPPRQJHQHUDOWHFKQLFDONQRZOHGJHLQLQYHQWLYHVWHSMXGJPHQWV
6HVVLRQ-XQH,QYHQWLYHVWHSLQDQLQYHQWLRQ  :KDWLVWKHXQSUHGLFWDELOLW\RIWKHUHVXOWRIDQ
LQYHQWLRQWKHFRQFHSWVRIHDVHRIDFTXLVLWLRQDQGREYLRXVWRWU\LQFKHPLFDODQGELRVFLHQFHUHODWHGLQYHQWLRQV
WKHFRQFHSWRIVHOHFWLRQLQYHQWLRQDQGSUDFWLFDOH[DPSOHV
6HVVLRQ-XQH3ULRUDSSOLFDWLRQV$UWLFOHVDQGRIWKH3DWHQW$FWWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
VXSHURUGLQDWHDQGVXERUGLQDWHFRQFHSWV$UWLFOHDQGLQKRXVHSULRUDSSOLFDWLRQFRXQWHUPHDVXUHV
6HVVLRQ-XQH3URFHGXUHVWKDWDUHLPSRUWDQWLQSUDFWLFH  3URFHGXUDODPHQGPHQWVDQGLGHDVIRU
DGGLQJQHZLWHPVQHZLWHPVDQGUHDVRQVIRUUHIXVDORULQHIILFDF\LVVXHVVSHFLILFWRFKHPLVWU\DQGELRVFLHQFH
QXPHULFDOOLPLWDWLRQVDGGLWLRQVRUGHOHWLRQVWRH[SHULPHQWDOGDWDHWF 
6HVVLRQ-XO\3URFHGXUHVWKDWDUHLPSRUWDQWLQSUDFWLFH  7KHEDVLFVDQGSUDFWLFDOXVDJHRIVSHFLDO
DSSOLFDWLRQV GLYLVLRQDODQGGRPHVWLFSULRULW\DSSOLFDWLRQV XVHRIWKHDFFHOHUDWHGLQVSHFWLRQV\VWHPV\VWHPV
IRUUHJLVWHULQJH[WHQVLRQVWRSDWHQWULJKWVIRUSKDUPDFHXWLFDOVDQGDJULFXOWXUDOFKHPLFDOV
6HVVLRQ-XO\)RUHLJQ3DWHQW6WUDWHJ\)RUHLJQSDWHQWDSSOLFDWLRQVWUDWHJ\3DULV&RQYHQWLRQSULRULW\
FODLPVDQGIRUHLJQDSSOLFDWLRQVWKHSUDFWLFHRI3&7ILOLQJDQGWKHFRVWVDQGHIIHFWVRIILOLQJRYHUVHDV
6HVVLRQ-XO\3DWHQWHIILFDF\7KHXVHRISDWHQWULJKWVOLFHQVLQJVWUDWHJLHV/LFHQVLQJIXQGDPHQWDOV
OLFHQVLQJSUDFWLFHVEDVLFSRLQWVLQFRQWUDFWVOLFHQVHVDQG07$V
6HVVLRQ-XO\3DWHQW,QIULQJHPHQW/LWLJDWLRQ7KH3UDFWLFHDQG&XUUHQW6WDWHRI3DWHQW,QIULQJHPHQW
/LWLJDWLRQ  2YHUYLHZRI3DWHQW,QIULQJHPHQW/LWLJDWLRQ6HVVLRQ-XO\3DWHQW,QIULQJHPHQW/LWLJDWLRQ
7KH3UDFWLFHDQG&XUUHQW6WDWHRI3DWHQW,QIULQJHPHQW/LWLJDWLRQ  2YHUYLHZRI3UDFWLFHVDQG5HVSRQVHDV
D3ODLQWLIIRU'HIHQGDQWLQ3DWHQW,QIULQJHPHQW/LWLJDWLRQ

XVHGDVDUHIHUHQFHWH[W
1RSDUWLFXODUUHIHUHQFHERRNVDUHVSHFLILHG3OHDVHUHIHUWRWKHIROORZLQJPDWHULDOVDVH[DPSOHV
5HIHUHQFHERRNV 
D 企業実務家のための実践特許法 .LJ\RX-LWVXPXNDQRWDPHQR-LVVHQ7RNN\RKRX 3UDFWLFDO3DWHQW
0HWKRGVIRUWKH$FWXDO%XVLQHVVSHUVRQ  +LGHDNL7RJDZD&KXR.HL]DLVKD 
E 特許法 7RNN\RKRX 3DWHQW0HWKRGRORJ\  6KLJHNL&KDHQ<XKLNDNX 
F -32%ULHILQJ6HVVLRQ7H[W-32:HEVLWH!,QIRUPDWLRQ!(YHQW,QIRUPDWLRQ!-32%ULHILQJVDQG6\PSRVLD
!%ULHILQJ6HVVLRQ7H[W

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
6WXGHQWVVKRXOGUHDGWKHUHOHYDQWVHFWLRQVRIWKHDERYH-32WH[WWKDWZLOOEHGLVWULEXWHGVXFKDV6HFWLRQ
2YHUYLHZRIWKH3DWHQW6\VWHP
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
・:HUHFRPPHQGWKDWVWXGHQWVWDNH)XQGDPHQWDOVRI,QWHOOHFWXDO3URSHUW\0DQDJHPHQWDORQJVLGHWKLV
FRXUVH
+XPDQKHDOWKVFLHQFHPDMRUVDUHHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLQWKLVFRXUVH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVPDQGDWRU\IRU,3DQGDQHOHFWLYHIRU03+

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&ODVVSDUWLFLSDWLRQ LQFOXGLQJDWWHQGDQFH DQG5HVXOWVRI([DPLQDWLRQDIWHUDOO6HVVLRQV
>7H[WERRNV@
+DQGRXWVZLOOEHGLVWULEXWHGDVWH[WVIRUHDFKOHFWXUH
7KH-32WH[W 7H[WIRU%ULHILQJVRQWKH,QWHOOHFWXDO3URSHUW\5LJKWV6\VWHP IRUEHJLQQHUV VKDOOEH
&RQWLQXHWR特許法特論・演習（前期）  ↓↓↓
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&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

特許法特論・演習（後期） 

338%06-

特許法特論・演習（後期）
6SHFLDOOHFWXUHDQGSUDFWLFXPIRUWKH3DWHQW/DZ,,

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 水６

&ODVVVW\OH

VSHFLDOOHFWXUH

3DUWWLPH/HFWXUHU7$1$.$-81<$

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU6HFRQG
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
&ODVVRYHUYLHZ
・/HDUQDERXWSDWHQWSUDFWLFHWKURXJKH[HUFLVHVLQYROYLQJWKHLGHQWLILFDWLRQRILQYHQWLRQVWKDWDUHDUHVXOWRI
UHVHDUFKRQSDWHQWDSSOLFDWLRQVDQGWKHDFTXLVLWLRQRISDWHQWULJKWVZKLOHIRFXVLQJRQWKHILHOGVRIFKHPLVWU\
DQGELRVFLHQFH OLIHVFLHQFHV 8QGHUVWDQGWKHSUDFWLFDOLWLHVRISDWHQWVWUDWHJ\XVLQJVSHFLILFH[DPSOHVRI
SDWHQWVHDUFKHVDQGSDWHQWDELOLW\MXGJPHQWVFUHDWLRQRIVSHFLILFDWLRQVEDVHGRQH[SHULPHQWDOGDWD LQYHQWLRQ
GHVFULSWLRQ DQGFDVHVWXGLHV

6HVVLRQ1RYHPEHU.H\3RLQWV&RQFHUQLQJ3DWHQWVLQWKHILHOGRI/LIH6FLHQFH 
6HVVLRQ1RYHPEHU$QDO\]LQJ3DWHQW6SHFLILFDWLRQV  $QDO\]HSUHVHQWDQGGLVFXVVSDWHQW
VSHFLILFDWLRQV
6HVVLRQ'HFHPEHU3DWHQW6HDUFKDQG3DWHQWDELOLW\-XGJPHQWV  &KRRVHDSDWHQWSXEOLFDWLRQUHSRUW
FDUU\RXWDSDWHQWVHDUFKDQGGHWHUPLQHSDWHQWDELOLW\SUHVHQWDQGGLVFXVV
6HVVLRQ'HFHPEHU3DWHQW6HDUFKDQG3DWHQWDELOLW\-XGJPHQWV  &KRRVHDSDWHQWSXEOLFDWLRQUHSRUW
FDUU\RXWDSDWHQWVHDUFKDQGGHWHUPLQHSDWHQWDELOLW\SUHVHQWDQGGLVFXVV
6HVVLRQ'HFHPEHU.H\3RLQWV&RQFHUQLQJ3DWHQWVLQWKHILHOGRI/LIH6FLHQFHV 
6HVVLRQ-DQXDU\&DVH6WXG\  'LVFXVVLRQRIH[DPSOHVRIOLWLJDWLRQWRUHVFLQGWULDOGHFLVLRQVLQ
ELRVFLHQFHDQGFKHPLVWU\WKURXJKLQGLYLGXDOOHDUQLQJDQGSUHVHQWDWLRQV
6HVVLRQ-DQXDU\&DVH6WXG\  'LVFXVVLRQRIH[DPSOHVRIOLWLJDWLRQWRUHVFLQGWULDOGHFLVLRQVLQ
ELRVFLHQFHDQGFKHPLVWU\WKURXJKLQGLYLGXDOOHDUQLQJDQGSUHVHQWDWLRQV
6HVVLRQ-DQXDU\3UDFWLFDO3RLQWVLQ3DWHQW6WUDWHJ\LQWKHILHOGRI/LIH6FLHQFHV  
6HVVLRQ-DQXDU\&DVH6WXG\  'LVFXVVLRQRIH[DPSOHVRIOLWLJDWLRQWRUHVFLQGWULDOGHFLVLRQVLQ
ELRVFLHQFHDQGFKHPLVWU\WKURXJKLQGLYLGXDOOHDUQLQJDQGSUHVHQWDWLRQV
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
5HTXLUHGFRXUVHIRU,3DQGHOHFWLYHFRXUVHIRU03+
6WXGHQWVDUHH[SHFWHGWRKDYHFRPSOHWHG$GYDQFHG3DWHQW/DZDQG3UDFWLFH )LUVWVHPHVWHU LQDGYDQFH

0HWKRGVRIHGXFDWLRQDQGOHDUQLQJ
・/HFWXUHVZLWK3RZHU3RLQWSUHVHQWDWLRQVDQGH[HUFLVHVLQYROYLQJUHDOH[DPSOHV
・&DVHVWXG\OHFWXUHVXVLQJFDVHPDWHULDOVLQFOXGLQJVHOIVWXG\LQDGYDQFH

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&RPSUHKHQVLYHHYDOXDWLRQRIUHSRUWV SUHVHQWDWLRQVRQWRSLFV DQGSDUWLFLSDWLRQLQFDVHVWXGLHV
>&RXUVHREMHFWLYHV@
&RXUVHDWWDLQPHQWJRDOV :KDW\RXFDQH[SHFWWRKDYHOHDUQHGE\WKHHQGRIWKLVFRXUVH 
'HHSHUXQGHUVWDQGLQJRISDWHQWVWUDWHJ\LQSUDFWLFHDQGNQRZOHGJHDQGVNLOOVWKDWIRUPWKHIXQGDPHQWDO
UHTXLUHPHQWVIRUVXFKSUDFWLFHWKURXJKVHPLQDUVLQFOXGLQJSHUVRQDOOHDUQLQJDQGUHVHDUFK

>7H[WERRNV@
2WKHUUHTXLUHGWH[WV1RQH7KHPLQLPXPUHTXLUHGPDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGGXULQJOHFWXUHV
5HFRPPHQGHGWH[WVLQFOXGH特許の知識 7RNN\RQR&KLVKLNL .QRZOHGJHRI3DWHQWV  .D]XKLNR7DNHGD
'LDPRQG&R 
産業財産権標準テキスト特許編 6DQJ\RX=DLVDQ+\RXMXQ7HNLVXWR7RNN\R+HQ ,QGXVWULDO3URSHUW\
6WDQGDUG7H[W3DWHQWV  -DSDQ,QVWLWXWHRI,QYHQWLRQDQG,QQRYDWLRQ 
知的財産権法文集 &KLWHNL=DLVDQ.HQSRX%XQVKXX ,QWHOOHFWXDO3URSHUW\5LJKWV/DZ&ROOHFWHG:RUNV 
-DSDQ,QVWLWXWHRI,QYHQWLRQDQG,QQRYDWLRQ 

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ2FWREHU+RZWR5HDGDQG:ULWH3DWHQW6SHFLILFDWLRQV  ([SODQDWLRQRIKRZWRUHDGDQGZULWH
SDWHQWVSHFLILFDWLRQVZLWKUHIHUHQFHWRDFWXDOSDWHQWVSHFLILFDWLRQV
6HVVLRQ2FWREHU+RZWR5HDGDQG:ULWH3DWHQW6SHFLILFDWLRQV  ([SODQDWLRQRIKRZWRUHDGDQG
ZULWHSDWHQWVSHFLILFDWLRQVZLWKUHIHUHQFHWRDFWXDOSDWHQWVSHFLILFDWLRQV
6HVVLRQ2FWREHU+RZWR&UHDWHD3DWHQW6SHFLILFDWLRQ ,QYHQWLRQ'HVFULSWLRQ   ,GHQWLILFDWLRQDQG
FRPSLODWLRQRIWKHHVVHQWLDOSDUWVRIDQLQYHQWLRQEDVHGRQVLPXODWHGH[SHULPHQWDOGDWDDQGVFHQDULRVXSWR
WKHFRPSOHWLRQRIWKHLQYHQWLRQ
6HVVLRQ2FWREHU+RZWR&UHDWHD3DWHQW6SHFLILFDWLRQ ,QYHQWLRQ'HVFULSWLRQ   ,GHQWLILFDWLRQDQG
FRPSLODWLRQRIWKHHVVHQWLDOSDUWVRIDQLQYHQWLRQEDVHGRQVLPXODWHGH[SHULPHQWDOGDWDDQGVFHQDULRVXSWR
WKHFRPSOHWLRQRIDQLQYHQWLRQ
6HVVLRQ1RYHPEHU+RZWR&UHDWHD3DWHQW6SHFLILFDWLRQ ,QYHQWLRQ'HVFULSWLRQ   ,GHQWLILFDWLRQDQG
FRPSLODWLRQRIWKHHVVHQWLDOSDUWVRIDQLQYHQWLRQEDVHGRQVLPXODWHGH[SHULPHQWDOGDWDDQGVFHQDULRVXSWR
WKHFRPSOHWLRQRIDQLQYHQWLRQ
6HVVLRQ1RYHPEHU+RZWR&UHDWHD3DWHQW6SHFLILFDWLRQ ,QYHQWLRQ'HVFULSWLRQ   ,GHQWLILFDWLRQDQG
FRPSLODWLRQRIWKHHVVHQWLDOSDUWVRIDQLQYHQWLRQEDVHGRQVLPXODWHGH[SHULPHQWDOGDWDDQGVFHQDULRVXSWR
WKHFRPSOHWLRQRIDQLQYHQWLRQ

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV
>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
,QRUGHUWRJLYHSUHVHQWDWLRQVRQSDWHQWDSSOLFDWLRQSXEOLFDWLRQVDQGFRXUWMXGJPHQWVDPRQJRWKHUWRSLFVLQ
FODVVVWXGHQWVPXVWVWXG\WKHFDVHVWKRURXJKO\EHIRUHDWWHQGLQJFODVV

&RQWLQXHWR特許法特論・演習（後期）  ↓↓↓

&RQWLQXHWR特許法特論・演習（後期）  ↓↓↓

特許法特論・演習（後期） 
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
・/HDUQDERXWSDWHQWSUDFWLFHWKURXJKH[HUFLVHV3OHDVHFRQVXOWZLWKXVILUVWLI\RXDUHXQVXUH
・7KRVHZLWKRXWEDVLFNQRZOHGJHRISDWHQWVSOHDVHWDNHWKH$GYDQFHG3DWHQW/DZDQG3UDFWLFH )LUVW
VHPHVWHU ILUVW
+XPDQKHDOWKVFLHQFHPDMRUVDUHHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLQWKLVFRXUVH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%06-

契約実務演習
%XVLQHVV&RQWUDFW3UDFWLFH

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 火６

&ODVVVW\OH

6HPLQDU

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URMHFW3URIHVVRU$%(6(,-,
3DUWWLPH/HFWXUHU62-<2,6$08
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF3URIHVVRU6$2720(&+,.$.2

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU6HFRQG
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
&RXUVHRYHUYLHZ
,QSUDFWLFDOVLWXDWLRQVVXFKDVLQWHOOHFWXDOSURSHUW\SURWHFWLRQHIIHFWLYHXVHDQGOLFHQVHSUDFWLFDOVNLOORI
FRQWUDFWVEDVHGRQDEDVLFXQGHUVWDQGLQJRIFRQWUDFWODZDUHUHTXLUHGIRUPRUHHIIHFWLYHPDQDJHPHQW
SUHYHQWLRQRIGLVSXWHVDQGWKHUHVROXWLRQRIGLVSXWHV6WXGHQWVOHDUQWKHEDVLFVRIFRQWUDFWODZOHJDOUHVHDUFK
PHWKRGVDQRYHUYLHZRIDQWLWUXVWODZDQGSRLQWVWRQRWHLQFROODERUDWLYHUHVHDUFKDJUHHPHQWVSDWHQW
OLFHQVLQJDJUHHPHQWVHWFDVZHOODVEDVLFVNLOOVIRUFRQWUDFWQHJRWLDWLRQVEDVHGRQFDVHVIURPWKHILHOGRI
GUXJGLVFRYHU\
0HWKRGVRIHGXFDWLRQDQGOHDUQLQJ
3DUWLFLSDWLRQLQOHFWXUHVDQGH[HUFLVHV
>&RXUVHREMHFWLYHV@
・8QGHUVWDQGWKHEDVLFVRIFRQWUDFWODZ
・8QGHUVWDQGWKHSRLQWRIFRQWUDFWVIURPWKHLUIORZWKURXJKWRQHJRWLDWLRQDQGXOWLPDWHO\WRWKHLUFRQFOXVLRQ
・8QGHUVWDQGKRZWRFUHDWHDVLPSOHFRQWUDFW
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ2FWREHU $EH 2YHUYLHZRI&RQWURO/DZ
6HVVLRQ2FWREHU 6RMR ,QWHOOHFWXDO&DSLWDO0DQDJHPHQWDQG&RQWUDFWV
6HVVLRQ2FWREHU $EH $QWLWUXVW/DZ
6HVVLRQ2FWREHU $EH &RQWUDFWVDQG3DWHQWV
6HVVLRQ1RYHPEHU $EH &RQILGHQWLDOLW\$JUHHPHQWV
6HVVLRQ1RYHPEHU $EH 0DWHULDO7UDQVIHU$JUHHPHQWV 07$V 
6HVVLRQ1RYHPEHU 6DRWRPH /HJDO6HDUFK
6HVVLRQ'HFHPEHU 6DRWRPH 1HJRWLDWLRQ7HFKQLTXHV
6HVVLRQ'HFHPEHU $EH -RLQW5HVHDUFKDQG'HYHORSPHQW$JUHHPHQWV  
6HVVLRQ'HFHPEHU $EH -RLQW5HVHDUFKDQG'HYHORSPHQW$JUHHPHQWV  
6HVVLRQ'HFHPEHU $EH -RLQW5HVHDUFKDQG'HYHORSPHQW$JUHHPHQWV  
6HVVLRQ-DQXDU\ $EH 3DWHQW/LFHQVLQJ$JUHHPHQWV  
6HVVLRQ-DQXDU\ $EH 3DWHQW/LFHQVLQJ$JUHHPHQWV  
6HVVLRQ-DQXDU\ $EH &RQWUDFW1HJRWLDWLRQ([HUFLVH  
6HVVLRQ-DQXDU\ $EH &RQWUDFW1HJRWLDWLRQ([HUFLVH  
7KHVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJHEDVHGRQWKHDYDLODELOLW\RIH[WHUQDOOHFWXUHUV

&RQWLQXHWR契約実務演習  ↓↓↓
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契約実務演習 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVPDQGDWRU\IRU,3DQGDQHOHFWLYHIRU03+
6WXGHQWVSUHIHUDEO\KDYHDOUHDG\WDNHQRUFRQFXUUHQWO\WDNHWKHIROORZLQJFRXUVHV)XQGDPHQWDOVRI
,QWHOOHFWXDO3URSHUW\0DQDJHPHQWDQG$GYDQFHG3DWHQW/DZDQG3UDFWLFH

338%06-

知的財産法演習
3UDFWLFXPIRU,QWHOOHFWXDO3URSHUWLHV3URWHFWLRQ/DZ

(QJOLVK

7DUJHW\HDU

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&ODVVSDUWLFLSDWLRQ LQFOXGLQJDWWHQGDQFH DVVLJQPHQWVXEPLVVLRQVSDUWLFLSDWLRQLQH[HUFLVHVDQG
SUHVHQWDWLRQV

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 月６

&ODVVVW\OH

3DUWWLPH/HFWXUHU720$+,52)80,
3DUWWLPH/HFWXUHU62-<2,6$08

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU6HFRQG
VHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

/HFWXUH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
,&RXUVHRYHUYLHZ
・6WXGHQWVDUHJLYHQDQRYHUYLHZRIKRZLQWHOOHFWXDOSURSHUW\LQWKHILHOGVRIFKHPLVWU\DQGELRVFLHQFHV OLIH
VFLHQFHV LVSURWHFWHGDQGXVHGLQ-DSDQZLWKUHIHUHQFHWRFRXUWFDVHV7KH\DOVROHDUQDERXWWKHFXUUHQWVWDWH
RIWKHILHOGDQGUHODWHGLVVXHV
・6WXGHQWVJHWWRDQDO\]HWKHHVVHQFHRIDQGWUHQGVYLVLEOHLQSDVWMXGJPHQWVDQGOHDUQWKHEDVLF
PHWKRGRORJLHVQHFHVVDU\WRSURWHFWDQGXWLOL]HLQWHOOHFWXDOSURSHUW\SURSHUO\
・6WXGHQWVOHDUQDERXWWKHFXUUHQWVWDWHRILQWHOOHFWXDOSURSHUW\LQWKHILHOGRIOLIHVFLHQFHV

>7H[WERRNV@
2WKHUUHTXLUHGWH[WV1RQH0DWHULDOVZLOOEHSURYLGHGE\WHDFKLQJVWDII
5HFRPPHQGHGWH[WERRN知っておきたい特許契約の基礎知識 6KLWWH2NLWDL7RNN\R.HL\DNXQR.LVR
&KLVKLNL )XQGDPHQWDO.QRZOHGJHRQ3DWHQW&RQWUDFWV:RUWK.QRZLQJ 1DWLRQDO&HQWHUIRU,QGXVWULDO
3URSHUW\,QIRUPDWLRQDQG7UDLQLQJ,QIRUPDWLRQDQG7UDLQLQJ&HQWHUKWWSZZZLQSLWJRMS

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV

>&RXUVHREMHFWLYHV@
,,&RXUVHDWWDLQPHQWJRDOV :KDW\RXFDQH[SHFWWRKDYHOHDUQHGE\WKHHQGRIWKLVFRXUVH 
・7RJHWKHUZLWKDQDO\]LQJNH\LVVXHVLQLPSRUWDQWMXGJPHQWVWRXQGHUVWDQGWKHLUORJLFDOVLJQLILFDQFHDFTXLUH
WKHSUDFWLFDOVNLOOVQHFHVVDU\WRSURWHFWLQWHOOHFWXDOSURSHUW\DSSURSULDWHO\WKURXJKVSHFLILFFDVHH[HUFLVHV
・%\VWXG\LQJWKHHVVHQFHRISDVWMXGJPHQWFDVHVDQGUHFHQWWUHQGVDFTXLUHSUDFWLFDOFDSDELOLWLHVZLWK
UHVSHFWWRPHWKRGVRISURWHFWLRQDQGXVHRILQWHOOHFWXDOSURSHUW\VSHFLILFWRWKHOLIHVFLHQFHVILHOG
・)XUWKHU\RXUXQGHUVWDQGLQJRIWKHFXUUHQWVWDWHRILQWHOOHFWXDOSURSHUW\LQILHOGRIOLIHVFLHQFH

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
,QGLFDWHGDVDSSURSULDWH
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
+XPDQKHDOWKVFLHQFHPDMRUVDUHHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLQWKLVFRXUVH SOHDVHFRQWDFWXVLQDGYDQFH 

,,,0HWKRGVRIHGXFDWLRQDQGOHDUQLQJ
・6WXGHQWVZLOOEHWDXJKWWKURXJKOHFWXUHVUHO\LQJRQ3RZHU3RLQWSUHVHQWDWLRQVDQGGLVFXVVLRQVDQGH[HUFLVHV
XVLQJFDVHPDWHULDOV

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
6HVVLRQ2FWREHU2ULHQWDWLRQDQG*HQHUDO5HPDUNV
6HVVLRQ2FWREHU7KH,PSRUWDQFHRI5HFRJQL]LQJ,QYHQWRUV
6HVVLRQ2FWREHU3URIHVVRU6RM\R$LPLQJIRU,QWHOOHFWXDO&DSLWDO0DQDJHPHQW
6HVVLRQ2FWREHU3URIHVVRU.XPDJDL7KH5ROHRI7ULDODQG$SSHDO
6HVVLRQ2FWREHU+RZWR5HDG7ULDO'HFLVLRQVDQG-XGJPHQWV7KH-XGJPHQW6\VWHP
6HVVLRQ1RYHPEHU/LWLJDWLRQUHVFLQGLQJDWULDOGHFLVLRQ 1RYHOW\DQGLQYHQWLYHVWHS 
6HVVLRQ1RYHPEHU/LWLJDWLRQUHVFLQGLQJDWULDOGHFLVLRQ ,QYHQWLYHVWHSV 
6HVVLRQ1RYHPEHU/LWLJDWLRQUHVFLQGLQJDWULDOGHFLVLRQ 'HVFULSWLRQUHTXLUHPHQWVDPHQGPHQWVDQG
FRUUHFWLRQV
6HVVLRQ1RYHPEHU&DVH6WXGLHV ,QYHQWLYHVWHSV  3UHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQ 
6HVVLRQ1RYHPEHU/LWLJDWLRQUHVFLQGLQJDWULDOGHFLVLRQ $SSOLFDWLRQVWRUHJLVWHUDSDWHQWWHUP
H[WHQVLRQ
6HVVLRQ'HFHPEHU3DWHQW,QIULQJHPHQW/DZVXLWV  (IILFDF\RI3DWHQW5LJKWVWKH7HFKQLFDO6FRSHRI
3DWHQWHG,QYHQWLRQV
6HVVLRQ'HFHPEHU3DWHQW,QIULQJHPHQW/DZVXLWV  'RFWULQHRI(TXLYDOHQFH'HIHQVH
&RQWLQXHWR知的財産法演習  ↓↓↓

未更新
知的財産法演習 

&RXUVHQXPEHU
&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH

6HVVLRQ'HFHPEHU3DWHQW,QIULQJHPHQW/DZVXLWV  ,QGLUHFW,QIULQJHPHQWV
6HVVLRQ-DQXDU\&DVH6WXG\ ,QIULQJHPHQWOLWLJDWLRQ  3UHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQ 
6HVVLRQ-DQXDU\3URIHVVRU.XPDJDL7KH3DWHQW6\VWHPLQ*HQHUDO
1RH[DPLQDWLRQ

WLWOHLQ

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
6WXGHQWVVKRXOGVWXG\WKHMXGJPHQWVWREHLQWURGXFHGLQOHFWXUHVLQDGYDQFHDQGLGHQWLI\UHOHYDQWLVVXHV
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
・+LJKOHYHOH[SHUWLVHLQFKHPLVWU\ELRVFLHQFHHWFLVQRWUHTXLUHG WHFKQLFDOFRQWHQWVKDOOEHH[SODLQHGDV
QHFHVVDU\ 
・1RWHWKDWWKHOHFWXUHVFKHGXOHLVWHQWDWLYHDQGVXEMHFWWRFKDQJH
・&RQVHFXWLYHOHFWXUHVDFURVV3HULRGVDQGVKDOOEHKHOGRQ2FWREHU1RYHPEHUDQG'HFHPEHU
+XPDQKHDOWKVFLHQFHPDMRUVDUHHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLQWKLVFRXUVH

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV 火６

$EDVLFNQRZOHGJHRIWKHSUDFWLFHRISDWHQWODZ SDWHQWUHTXLUHPHQWVLQVSHFWLRQFULWHULDHWF LV
UHFRPPHQGHG
6WXGHQWVVKRXOGKDYHDOUHDG\WDNHQRUVKRXOGFRQFXUUHQWO\WDNHWKHIROORZLQJFRXUVHV$GYDQFHG3DWHQW/DZ
DQG3UDFWLFH ILUVWDQGVHFRQGVHPHVWHUV 

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
,QWURGXFHGGXULQJFODVV

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF3URIHVVRU6$2720(&+,.$.2
3DUWWLPH/HFWXUHU)8-,,$7686+,
3DUWWLPH/HFWXUHU7$1$.$-81<$

7DUJHW\HDU

>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
7KLVFRXUVHLVPDQGDWRU\IRU,3DQGDQHOHFWLYHIRU03+

>7H[WERRNV@
2WKHUUHTXLUHGWH[WV1RQH1HFHVVDU\PDWHULDOVZLOOEHGLVWULEXWHGGXULQJOHFWXUHV
5HFRPPHQGHGWH[W別冊ジュリスト 特許判例百選 第５版 1R  %HWVXEDQ-XULVXWR7RNN\R
+DQUHL+\DNXVHQ'DL*R%DQ 7KH-XULVW6HOHFWHG3UHFHGHQWVRQ3DWHQWV 6XSSOHPHQWDU\9ROXPHWK
(G  ,VVXHG$XJXVW 

知的財産経営学 基礎
,QWHOOHFWXDO3URSHUW\0DQDJHPHQWLQ0HGLFDO6FLHQFH

(QJOLVK

7KHVFKHGXOHLVVXEMHFWWRFKDQJHEDVHGRQWKHDYDLODELOLW\RIH[WHUQDOOHFWXUHUV

>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
&RPSUHKHQVLYHDVVHVVPHQWZLOOEHPDGHEDVHGRQFODVVSDUWLFLSDWLRQ LQFOXGLQJDWWHQGDQFH DQGVXEPLVVLRQ
RIDVVLJQPHQWUHSRUWV

338%0/-

&ODVVVW\OH

/HFWXUH

<HDUVHPHVWHUV ,UUHJXODU)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KHFRXUVHSURYLGHVEDVLFNQRZOHGJHRISDWHQWDQGDJUHHPHQWRIFROODERUDWLRQEHWZHHQDFDGHPLDDQG
LQGXVWU\LQOLIHVFLHQFHDUHD
>&RXUVHREMHFWLYHV@
7ROHDUQDERXWPDQDJHPHQWRILQWHOOHFWXDOSURSHUW\LQOLIHVFLHQFHUHVHDUFK
7ROHDUQDERXWFROODERUDWLRQZLWKLQGXVWU\
>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
$SULO,QWURGXFWLRQ
$SULO:KDWLV,QWHOOHFWXDOSURSHUW\
$SULO3UDFWLFHRISDWHQW
0D\3DWHQWGHVFULSWLRQ
0D\6HDUFKRISULRUDUW 
0D\)RUHLJQSDWHQWDSSOLFDWLRQ
0D\6HDUFKRISULRUDUW 
-XQH0DWHULDO7UDQVIHU$JUHHPHQW
-XQH&ROODERUDWLYHUHVHDUFK
-XQH:ULWLQJRIODERUDWRU\QRWHERRN
-XQH3UDFWLFHRIPDNLQJLQYHQWLRQGLVFORVXUHGRFXPHQW 
-XO\7RSLFVRISDWHQWLQOLIHVFLHQFHDUHD
-XO\,36WUDWHJ\
-XO\3UDFWLFHRIPDNLQJLQYHQWLRQGLVFORVXUHGRFXPHQW 
-XO\7HFKQRORJ\WUDQVIHUDQG&2,
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
0DQDJHPHQWRI7HFKQRORJ\DQG,3VHOHFWLYH03+VHOHFWLYH
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$WWLWXGHDQGDWWHQGDQFH3UHVHQWDWLRQDQGUHSRUWV

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV
&RQWLQXHWR知的財産経営学 基礎  ↓↓↓
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未更新
知的財産経営学 基礎 

&RXUVHQXPEHU

>7H[WERRNV@
1RWXVHG

&RXUVHWLWOH
 DQGFRXUVH
WLWOHLQ

338%0/-

アントレプレナーシップ特論
6SHFLDO/HFWXUHIRU(QWUHSUHQHXUVKLS

(QJOLVK

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）
隅藏 康一 『これからの生命化学研究者のためのバイオ特許入門講座』（羊土社）,6%1

廣瀬 隆行 『企業人・大学人のための知的財産権入門 ー特許権を中心にー』（東京化学同人）
,6%1

7DUJHW\HDU

,QVWUXFWRU V
QDPHMREWLWOH
DQGGHSDUWPHQW
RIDIILOLDWLRQ

3URIHVVLRQDOGHJUHHVWXGHQWV1XPEHURIFUHGLWV 

'D\VDQGSHULRGV,QWHQVLYH

&ODVVVW\OH

*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF3URIHVVRU6$2720(&+,.$.2
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URMHFW3URIHVVRU7(5$1,6+,<87$.$
*UDGXDWH6FKRRORI0HGLFLQH
3URJUDP6SHFLILF6HQLRU/HFWXUHU<$0$*8&+, 7$52
*UDGXDWH6FKRRORI0DQDJHPHQW
3URJUDP6SHFLILF$VVLVWDQW3URIHVVRU,&+,+$5$<8,&+,

<HDUVHPHVWHUV ,QWHQVLYH)LUVWVHPHVWHU

/DQJXDJHRILQVWUXFWLRQ-DSDQHVH

VSHFLDOOHFWXUH

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
UHTXLUHSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZDVDSSURSULDWH

>2YHUYLHZDQGSXUSRVHRIWKHFRXUVH@
7KHDLPRIWKLVFRUVHLVWROHDUQEXVLQHVVDFFRXQWLQJWKURXJKWKHEXVLQHVVJDPH
(DFKJURXSFRQVLVWLQJWZRVWXGHQWVUXQVDPDQXIDFWXULQJFRPSDQ\LHVHWXSDSODQWKLUHHPSOR\HHVPDNH
DQGVHOOSURGXFWVDQGFDOFXODWHWKHSURILWE\PDNLQJDILQDQFLDOVWDWHPHQW6RPHDFFLGHQWVXFKDVILUHDOVR
RFFXU

（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KHFODVVLVRSHQWRVWXGHQWVIURP*UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ+HDOWK6FLHQFH

>&RXUVHREMHFWLYHV@
8QGHUVWDQGEDVLVRIEXVLQHVVDFFRXQWLQJ

3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV

>&RXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWV@
$XJXVW,QWURGXFWLRQ
$XJXVW'HVFULSWLRQRIUXOHVRIWKHJDPH
$XJXVW'HPRJDPH
a$XJXVW%XVLQHVVJDPH,a,,,
$XJXVW/HFWXUHRIEDVLVRIDFFRXQWLQJ
$XJXVW%XVLQHVVPDQDJHPHQWDQGLQYHVWPHQW
a$XJXVW%XVLQHVVJHPH,9a9,,
$XJXVW0DNLQJSUHVHQWDWLRQDERXWUHVXOWVRIWKHJDPH
$XJXVW/HFWXUHRIPDQDJHPHQWRIYHQWXUHEXVLQHVV
$XJXVW3UHVHQWDWLRQDERXWUHVXOWVRIEXVLQHVVJDPH
>&RXUVHUHTXLUHPHQWV@
03+HOHFWLYH
$WWHQGDQFHRIDOOOHFWXUHLVQHHGHGEHFDXVHRISUDFWLFHRIEXVLQHVVJDPH
7DNLQJWKH(QWUHSUHQHXUVKLSLVUHFRPPHQGHG
>(YDOXDWLRQPHWKRGVDQGSROLF\@
$WWLWXGHDQGDWWHQGDQFH3UHVHQWDWLRQDQGUHSRUWV

&RQWLQXHWRアントレプレナーシップ特論  ↓↓↓

アントレプレナーシップ特論 
>7H[WERRNV@
1RWXVHG

>5HIHUHQFHVHWF@
（5HIHUHQFHERRNV）

>6WXG\RXWVLGHRIFODVV SUHSDUDWLRQDQGUHYLHZ @
6WXGHQWVVKRXOGXQGHUVWDQGUXOHVRIWKHJDPHLQDGYDQFHDVZHSURYLGHDUXOHERRNDQGVKRZWKH'9'EHIRUH
OHFWXUH
（2WKHULQIRUPDWLRQ RIILFHKRXUVHWF ）
7KHFODVVLVRSHQWRVWXGHQWVIURP*UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ+HDOWK6FLHQFH
3OHDVHYLVLW.8/$6,6WRILQGRXWDERXWRIILFHKRXUV
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科目ナンバリング

現代社会と科学技術$（政策） 

*0('=/%

授業科目名 現代社会と科学技術$（政策）
英訳!
5HVHDUFK0HWKRGVIRU3ROLF\$

配当
学年 回生以上 単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 木
開講期
前期

教授

授業
形態 演習

川上 浩司
使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
本講義は、「政策のための科学」プログラムの選択科目のつである。
本講義は、現代社会と科学技術%と一貫した講義であり、受講者は原則として本講義を先に受講す
る必要がある。

>教科書@
使用しない

>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する
>授業外学修（予習・復習）等@
適宜予習復習を求める。

>到達目標@
「政策のための科学」プログラムにおいては、科学と社会、政策とを「つなぐ人材」の育成を目標
としている。この目標のために、様々な関連トピックを取り上げて、講師からの話題提供と、それ
に基づいた学生間のディスカッションを行い、科学の多様性と社会、政策を考えるための端緒とす
る。

（その他（オフィスアワー等））
面談希望は必ずメールでNDZDNDPLNRMLH#N\RWRXDFMSまでご連絡下さい。

>授業計画と内容@
【予定・内容】
第回>@ 大学における学問とは？分野融合・越境のダイナミクス（学際融合教育研究推進セン
ター 准教授 宮野公樹）
第回>@ 科学的方法について（学術情報メディアセンター 教授 小山田耕二）
第回>@現代社会の問題と政策のための科学的考え方（政策のための科学ユニット 特任教授 カ
ール・ベッカー）
第回>@社会と科学の関わり方（L36細胞研究所 准教授 田渕敬一）
第回・第回［］現場から学ぶ政策のための科学・課題発表（：〜：）
第回>科学技術と大学の役割（経済研究所 准教授 関根仁博）
第回>@高騰する薬剤費と医療保険制度（L36細胞研究所 特命講師 荒川裕司）
第回>@持続可能性と人口減少社会のデザイン（こころの未来研究センター 教授 広井良典）
第回［］トランザクション・コストと経済政策（経営管理大学院 教授 末広千尋）
第回>@ 研究プロジェクト中間発表会（参画教員）

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

第回・回（ は土曜日の実施となるため留意すること（：〜：）
>履修要件@
本講義は、現代社会と科学技術と一貫した講義であり、受講者は原則として本講義を先に受講する
必要がある。
>成績評価の方法・観点@
平常点（出席及び演習への貢献度）、レポート（提出状況及び内容）により総合的に判断する。

現代社会と科学技術$（政策）  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

現代社会と科学技術%（政策） 

*0('=/%

授業科目名 現代社会と科学技術%（政策）
英訳!
5HVHDUFK0HWKRGVIRU3ROLF\%

配当
学年 回生以上 単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
曜時限 木
開講期
後期

教授

授業
形態 演習

川上 浩司
使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
本講義は、「政策のための科学」プログラムの必修科目の１つ（入門必修科目）である。
本講義は、現代社会と科学技術$と一貫した講義であり、受講者は現代社会と科学技術$の講義か
ら継続した受講が必要である。

>成績評価の方法・観点@
平常点（出席及び演習への貢献度）、レポート（提出状況及び内容）により総合的に判断する。
>教科書@
使用しない
特になし
>参考書等@
（参考書）
授業中に紹介する

>到達目標@
「政策のための科学」プログラムにおいては、科学と社会、政策とを「つなぐ人材」の要請を目標
としている。この目的のために、様々な関連トピックを取り上げて、講師からの話題提供と、それ
に基づいた学生間のディスカッションを行い、科学の多様性と社会、政策を考えるための端緒とす
る。

>授業外学修（予習・復習）等@
特になし

>授業計画と内容@
【予定・内容】＊講師の都合により日程を変更することがある
第回>@ 価値の対立と合意形成（人間・環境学研究科 教授 佐野亘）
第回>@ 責任ある研究・イノベーションとは何か（大阪大学&2デザインセンター 教授 平川秀
幸）
第回>@ 研究プロジェクト中間発表会（参画教員）
第回>@ クリティカルシンキングの観点からみた科学技術と社会（文学研究科 准教授 伊勢田
哲治）
第回>@ 健康福祉政策と情報の利活用（医学研究科 教授 川上浩司）
第回>@ データ可視化と政策立案（学術メディアセンター 教授 小山田耕二）
第回>@ ビッドコインにおける非中央集権の理想と現実（公共政策大学院 教授 岩下直行）

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

第回>@ まちづくり・地域づくりとソーシャル・キャピタル（経営管理大学院農学研究科 特
定教授 吉田恭）
第回>@ 日本型直接支払制度の政策評価とその方法（農学研究科 教授 伊藤順一）
第回［］森林の生態系サービスと政策（情報学研究科 教授 大手信人）
第回>@技術の質の評価（工学研究科 教授 富田直秀）
第回［］医療費の増加と医療技術評価（慶應義塾大学経営管理研究科 准教授 後藤励）
第回［］医療の経済評価：その現状と課題（医学研究科 教授 中山健
第回>@ 移植医療の社会的価値（同志社大学商学部 准教授 瓜生原葉子）
第回>@ 振り返りワークショップ（学際融合教育研究推進センター 准教授 宮野公樹）
>履修要件@
本コースは現代社会と科学技術入門と一貫した講義であり、受講者は現代社会と科学技術入門の講
義から継続した受講が必要である。

現代社会と科学技術%（政策）  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング
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科目ナンバリング

授業科目名 科学技術イノベーション政策総合演習（政策 担当者所属・
医学研究科 教授
英訳!
$GYDQFHG6HPLQDURQ6FLHQFH7HFKQRORJ\DQG,QQRYDWLRQ3ROLF\ 職名・氏名

配当
学年 回生以上 単位数 

開講年度・ ・
授業
前期集中 曜時限 集中講義 形態 講義
開講期

*0('=3%

授業科目名 研究プロジェクト（政策）
英訳!
5HVHDUFKSURMHFW

川上 浩司
使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
本講義は、「政策のための科学」プログラムのオリジナル科目の一つ 選択科目,基軸科目群 である。

配当
学年 回生以上 単位数 

担当者所属・
医学研究科
職名・氏名

開講年度・ ・
通年不定 曜時限 その他
開講期

教授

授業
形態 実習

川上 浩司
使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
本講義は、「政策のための科学」プログラムの必修科目の一つである。プログラム２年目に履修す
ること。

プログラム年目に履修することが望ましい。

>到達目標@
当該分野の先端的な知見を得るとともに、様々な視点から検討する。問題分析や政策提言等のグル
ープワークを通じて、得られた知識の応用力を高めるとともに、各拠点の学生間の知的交流を促進
する。

>到達目標@
公共的視点から科学技術と政策や社会とをつなぐ活動や成果物の作成を行うことにより、自らの
専攻分野を生かしつつ、プログラムで学んだ知識やスキルを活用する能力を獲得する。
>授業計画と内容@
科学技術イノベーション政策に関連する具体的なトピックと方法論を用いて、「政策のための科学」
に関連する個人研究もしくは共同研究のプロジェクトを実施し、小論文・研究レポート（日英可）
を作成する。それぞれの研究テーマや進捗に合わせ、プログラム関連教員による個別指導を中心に
進める（プロジェクトの内容に関しては、各自の専門の学位論文に関連したもので可）。
年次に研究計画を策定し，テーマ発表会を行う。
年次に京都大・大阪大の合同発表会を実施する。
時期については追って説明する。

>授業計画と内容@
科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」基盤的研究・人材育成拠点 京都大学
・大阪大学連携、政策研究大学院大学、東京大学、一橋大学、九州大学 合同の合宿セミナー。各
拠点およびゲスト講師による講義とともに、共同で問題分析や政策提言等の作成を行うグループワ
ークを行う。夏期休暇中に、泊日程度の合宿形式で行われる。
本年度は月日から月日に、政策研究大学院大学での実施を予定している。尚、大阪大学にて
月日に合宿事前ワークショップを開催する。

>履修要件@
履修前に、所属研究科の指導教員、および、本科目の担当教員に、研究計画等について相談するこ
と。
※政策のための科学プロジェクト受講者のみ履修可。

>履修要件@
プログラム１年目に履修することが望ましい。

>成績評価の方法・観点@
成果物・提出物により、総合的に判断する。

>成績評価の方法・観点@
成果物・提出物により、総合的に判断する。

>教科書@
使用しない

>教科書@
研究指導担当教員の指示による。

>参考書等@
（参考書）
特になし

>参考書等@
（参考書）
研究指導担当教員の指示による。

>授業外学修（予習・復習）等@
特になし

>授業外学修（予習・復習）等@
適宜予習復習を求める。

（その他（オフィスアワー等））
授業外学習については、受講生に対して事前に連絡する。
面談希望は必ずメールでNDZDNDPLNRMLH#N\RWRXDFMSまでご連絡。

（その他（オフィスアワー等））
研究指導担当教員の指示による。

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

科目ナンバリング

政策のための研究方法論 政策 
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授業科目名 政策のための研究方法論 政策
英訳!
5HVHDUFK0HWKRGVIRU3ROLF\

配当
学年 専門職

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

単位数 

担当者所属・ 医学研究科 教授
川上 浩司
職名・氏名
学際融合教育研究推進センター 特任教授 %HFNHU，&DUO%UDGOH\

開講年度・ ・
曜時限 水
開講期
前期

授業
形態 演習

毎回の出席と宿題提出：、と計算して評価する。
なお、５回以上授業を欠席した場合、単位は認められない。

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
本講義は、「政策のための科学」プログラムのオリジナル科目の一つ（選択科目,,：イシュー科目
群）である。

>教科書@
授業中に紹介・配布する。
>参考書等@
（参考書）
高橋昭男 『仕事文の書き方』（岩波新書）
小笠原誠 『読み書きの技法』（筑摩書房）

社会政策を研究するためには、社会学、心理学、科学史、政治経済などの学問体系を股がらざるを
得ない。本演習では、それぞれの学問領域の研究方法論を土台に、情報の検索・収集・分析から、
論理構造や政策作りまで、学会発表を含め、高度な論文の研究法と書き方を目指して指導する。本
演習によって、院生は信憑性と注目度の高い情報を直ぐに探せ、自分の研究論文の先行研究として
位置付けられる様になる。そして論文の論理的構築と標準的形式を理解して、研究論文や出版投稿
論文の基礎知識を身に付ける。

>授業外学修（予習・復習）等@
授業外学習としては、毎回、受講者の研究テーマに関する作文か、図書館やデータベースで資料に
基づく調査か、いずれかの作業を必要とする。毎週提出された作文や資料は、次週に返却され、そ
の積み重ねで成果が上がってゆく。またディスカッションの種にもなるので、その予習と提出は欠
かせない。

>到達目標@
本演習によって、学生は信憑性と注目度の高い情報を直ぐに探せ、それらを自分の研究論文の先行
研究として位置付けられるようになる。そして論文の倫理的構成と標準的形成を理解して、卒業論
文や出版論文の基礎知識を身に付ける。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>授業計画と内容@
下記の様な内容を毎週紹介し、それぞれに関する宿題を一緒に添削・訂正する
１） オリエンテーションメモの取り方、学術的集中法等
２） 研究テーマの選ひ方・絞り方・目的と研究題目
３） 論文調の表現や注意点・中心的概念の定義の種類
４） 基礎文献の特定・確認・検索方法
５） &LQLL:HERI6FLHQFHによる有用記事目的の明瞭化
６） 書評で注目される著書の検索
７） 被引用件数て雑誌記事を検索
８） アブストラクトの使い方と書き方
９） アウトライン・目次 論理構造の形成
１０）新聞記事・大宅壮一 文献表
１１）アウトライン・目次 の実例再検討
１２）英語と日本語の博論・非売品a政府白書から科研・財団報告書
１３）目次の最終構成・文献表作成確認
１４）総まとめ、宿題提出
１５）フィートバック
>履修要件@
論文作成は、数冊の本を読めば出来る作業ではなく、広範囲な文献収集を要するので、計画的な時
間配分を心がけられる大学院生を期待する。
>成績評価の方法・観点@
中間の提出：、学期末レポート試験：、
政策のための研究方法論 政策  へ続く↓↓↓
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科目ナンバリング

配当
学年 専門職

「医療政策の(/6,」 （政策） 

*0('=6%

授業科目名 「医療政策の(/6,」 （政策）
英訳!
(/6,LQ+HDOWK3ROLF\

単位数 

担当者所属・ 医学研究科 教授
川上 浩司
職名・氏名
学際融合教育研究推進センター 特任教授 %HFNHU，&DUO%UDGOH\

授業
形態 演習

開講年度・ ・
曜時限 水
開講期
後期

使用
言語 日本語及び英語

>授業の概要・目的@
本演習は「政策のための科学」プログラムのオリジナル科目の一つ
（選択科目,,：イシュー科目群）である。

>成績評価の方法・観点@
平常点評価 出席％、中間課題％、期末課題％
>教科書@
多くのビデオや参考資料を授業中に紹介する
>参考書等@
（参考書）

本演習は、倫理・法律・社会学（(/6,）の立場から高齢社会の問題を
文化論的に探求する。例えばインフォームド・コンセント（治療選択・
自己 決定権）や7UXWK7HOOLQJ 告知 、情報の公開・透明性・所有権
などを出発点として、公共資源分配と医療保険制度の問題点を提起し、
また公共倫理の思考法の問題点も検討する。

>授業外学修（予習・復習）等@
毎回、宿題を提出してもらい、前回の宿題を返却する。
その積み重ねの過程によって、スキルが身に付くので、
途中で休んだりすると、次の段階が分からなくなる。
よって、毎回の出席と宿題提出が重要になる。

>到達目標@
マニュアルやルールブックによる絶対唯一の正解ではなく、その文化
と状況に応じて最も相応しい倫理行動を探る、頭の訓練を繰り返す。
コンフリクトに出遭う時、狭い主観的な見地から、より多元・多様な
見解・理解ができるようになることは、本授業の取り上げる問題解決
のみならず、今後の人生に於いても有益なスキルになると期待される。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは毎週の火曜日、及び院生の希望に応じて開く。

>授業計画と内容@
下記の様な内容を毎週紹介し、それぞれに関する宿題を一緒に添削する
第回 自己紹介と生命倫理の紹介：倫理とは？ 政策の(/6,とは？
第回 症例紹介とその分析法・ステークホルダー論
第回 人口と医療福祉費配分問題
第回 家庭内暴力・虐待
第回 重大欠陥新生児
第回 障害者福祉
第回 致命的選択優先順位
第回4$/<V医療政策
第回$&3・$'・32/67と尊厳死・安楽死・自死
第回 脳死・臓器移植
第回 死別と悲嘆のケア
第回 自己健康管理
第回 動物実験・研究倫理と&2,
第回 総まとめ
第回 フィードバック

※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

>履修要件@
特になし

「医療政策の(/6,」 （政策）  へ続く↓↓↓

科目ナンバリング

科学技術コミュニケーション演習 政策） 
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授業科目名 科学技術コミュニケーション演習 政策） 担当者所属・
医学研究科 教授
英訳!
6FLHQFH7HFKQRORJ\DQG&RPPXQLFDWLRQ6HPLQDU 職名・氏名

配当
学年 専門職

単位数 

授業
形態 演習

開講年度・ ・
通年不定 曜時限
開講期

川上 浩司

>教科書@
使用しない

使用
言語 日本語

>授業の概要・目的@
本講義は「政策のための科学」プログラムの必修科目の１つ（必修科目）である。
「政策のための科学」プログラムにおける研究プロジェクトを進めるうえで必要となる、問いの立
て方、仮説検証に関する方法論、プレゼンテーションスキルの習得等を目的とする。あわせて、受
講生におけるディスカッションを通じて、研究に関する批判的考察能力を涵養する。

>参考書等@
（参考書）

（関連ＵＲＬ）
KWWSVVFLUH[FRUHJULSVDFMS

>到達目標@
科学技術を巡る社会的課題を各分野における分析のフレームワークで捉え、政策分析手法によって
論理的に論じられることを到達目標とする。受講生におけるディスカッションによって、実践的に
能力の習得を目指す。

>授業外学修（予習・復習）等@
特になし。

>授業計画と内容@
受講生は事前に発表等の準備を行うこと、また、ディスカッションには積極的に参加することを期
待する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

【予定・内容】
前期・後期に渡り、以下回を予定する。具体的な日程は、講義開始前に連絡予定。
◇前期
第回 ユニットオリエンテーション（ にて講義概要を説明。
第回から第回 問いの立て方議題検討
課題各自のテーマの建て方と絞り方を一緒に検討する。
第回〜第回 先行研究の収集方法、分析法、レビュー
課題上記を含むプレゼンを用意する。
◇後期
第回〜第回 科学的政策分析の手法
課題研究プロジェクトで用いる論理と分析手法を確認し合う。
第回〜第回 効果的なプレゼンテーション術
課題研究の状況をパワーポイントにまとめ、発表の準備を行う。
>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
中間 回 の発表計、期末発表、毎回の出席と宿題提出、と計算して評価する。
なお、回以上授業を欠席した場合、単位は認めない。

科学技術コミュニケーション演習 政策）  へ続く↓↓↓

− 144 −

㻌
㻌
㻌
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ࣊ࣝࢫᏛ㝿⼥ྜࣘࢽࢵࢺࠖ
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ᤵᴗ⛉┠

− 145 −

科目ナンバリング

グローバルヘルス通論 

338%=/%

授業科目名 グローバルヘルス通論
英訳!
*OREDOKHDOWK

配当
学年 回生以上 単位数 

担当者所属・ 医学研究科
職名・氏名
医学研究科

教授
助教

授業
形態 講義

開講年度・ ・
曜時限 水
開講期
後期

中山 健夫
328'<$/，+HPDQW

&ODVVSDUWLFLSDWLRQ 
)LQDOUHSRUW 

使用
言語 英語

>教科書@
使用しない
7KHUHLVQRRIILFLDOWH[WERRNIRUWKLVFRXUVH

>授業の概要・目的@
7KLVFRXUVHLVRIIHUHGE\WKH*OREDO+HDOWK,QWHUGLVFLSOLQDU\8QLW *+,8
7KLVFRXUVHLQFOXGHVDZLGHYDULHW\RIFODVVHVWRSURYLGHVWXGHQWVZLWKLQVLJKWLQWRWKHFXUUHQWFKDOOHQJHVIRU
JOREDOKHDOWK6WXGHQWVZLOOEHLQWURGXFHGWRWKHVRFLRFXOWXUDOHFRQRPLFSROLWLFDODQGHQYLURQPHQWDOIDFWRUV
WKDWDIIHFWWKHKHDOWKRISRSXODWLRQVJOREDOO\$VHULHVRIJXHVWVSHDNHUVZLOOEHGUDZQIURPGLYHUVHILHOGVWR
VKDUHWKHLUH[SHUWLVH
>到達目標@
7RJDLQDQXQGHUVWDQGLQJRIZK\WDFNOLQJJOREDOKHDOWKLVVXHVLVVXFKDQLPSRUWDQWHQGHDYRUZLWKWKH
SRWHQWLDOWRUHGXFHSRYHUW\EXLOGVWURQJHUHFRQRPLHVDQGSURPRWHSHDFH

>参考書等@
（参考書）
6NROQLN5LFKDUG『*OREDO+HDOWK UGHG 』（-RQHVDQG%DUWOHWW3XEOLVKHU）
6NROQLN5 著  木原 正 監訳  木原 雅 監訳 『グローバルヘルス世界の健康と対処戦略の最新動向』
（メディカル・サイエンス・インーナショナル）
$GGLWLRQDOUHDGLQJVPD\EHVXJJHVWHGZKHQQHFHVVDU\
>授業外学修（予習・復習）等@
5HTXLUHSUHSDUDWLRQDQGUHYLHZIRUHDFKFODVV

>授業計画と内容@
後期水曜日限目 医学部先端科学研究棟階小セミナー室
:HGQHVGD\WR UGSHULRG
0HGLFLQH&DPSXV6FLHQFH)URQWLHU/DERUDWRU\6PDOO6HPLQDU5RRP)

（その他（オフィスアワー等））
6WXGHQWVPD\FRQWDFWWKHLQVWUXFWRUE\HPDLO PHGVRFLRN\RGDL#JPDLOFRP
※オフィスアワーの詳細については、.8/$6,6で確認してください。

,QSULQFLSOHZHZLOOFRYHUWKHIROORZLQJWRSLFV
,QWURGXFWLRQ:K\VWXG\JOREDOKHDOWK"
8QGHUVWDQGLQJWKHVRFLDOGHWHUPLQDQWVRIKHDOWK
$FKLHYLQJWKHKHDOWKUHODWHG6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV
,QIHFWLRXV'LVHDVH
1RQFRPPXQLFDEOHGLVHDVHV
6H[XDODQG5HSURGXFWLYH+HDOWK
*OREDO+HDOWKDQG0HGLFDO$QWKURSRORJ\
7KH(QYLURQPHQWDQG+HDOWK
+XPDQ(FRORJ\DQG*OREDO+HDOWK
5ROHRI,QQRYDWLRQDQG7HFKQRORJ\LQ&KDQJLQJ3HRSOH VOLYHV
*OREDO+HDOWKDQG$JLQJ
0LJUDWLRQDQG*OREDO+HDOWK
1DWXUDO'LVDVWHUVDQG*OREDO+HDOWK&KDOOHQJHV
3XEOLF3ULYDWH3DUWQHUVKLSLQ*OREDO+HDOWK
)HHGEDFN
>履修要件@
特になし
>成績評価の方法・観点@
/HFWXUHVGLVFXVVLRQ
グローバルヘルス通論  へ続く↓↓↓
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