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国際医療福祉大学大学院
保健 •医療 • 福祉専門職のキャリアアップを支援

国際医療福祉大学 国際医療福祉大学
附属病院

「働きながら大学院で学びたい」社会人が学びやすい３つの特長

　　キャンパス
「働きながら大学院で学びたい」。こうした医療・福祉専門職
の方々のニーズに応えるため、本大学院は、大田原（栃木
県）、成田（千葉県）、赤坂（東京都）、小田原（神奈川県）、熱海
（静岡県）、福岡・大川（福岡県）に7つのキャンパスを開設し
ています。

。すまりあがスパンャキるれら限が講受りよに野分 ※

１ 　　同時双方向遠隔授業
キャンパスを同時双方向遠隔授業システムで結び、複
数のキャンパスで授業をリアルタイムで受講できるよう
にしています。このシステムはテレビ会議方式を授業に
取り入れたもので、テレビカメラによる映像や音声、書
画カメラの映像、パソコンのファイル情報などが、各キャ
ンパスでリアルタイムに共有できます。これにより、どの
キャンパスでも授業が行われている教室と同じ状態で
授業を受けることができ、質問やディスカッションなど
同時双方向のコミュニケーションも可能です。

３

　　カリキュラム
多くの授業を平日の夕方以降と土曜日の昼間に行い、社会人
が学びやすい環境を整備しています。
※専攻、分野により異なります。

２
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同時双方向
遠隔授業

医療福祉学研究科
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科究研学科薬科究研学薬

修士課程

博士課程

博士課程

博士課程

修士課程

保健医療学専攻
● 看護学分野
● 特定行為看護師養成分野
（   旧：ナースプラクティショナー養成分野）
● 助産学分野
● 理学療法学分野
● 作業療法学分野
● 言語聴覚分野
● 視機能療法学分野
● 福祉支援工学分野
● リハビリテーション学分野
● 放射線・情報科学分野
● 生殖補助医療胚培養分野
● 医療福祉教育・管理分野

● 臨床検査学分野
● 遺伝カウンセリング分野
● 災害医療分野
医療福祉経営専攻
● 医療経営管理分野
● 診療情報アナリスト養成分野
● 医療福祉国際協力学分野
● 先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
● 医療福祉学分野
● 医療福祉ジャーナリズム分野
● 医療通訳・国際医療マネジメント分野
臨床心理学専攻

医学専攻
● 基礎医学研究分野
● 臨床医学研究分野

● 社会医学研究分野

医療・生命薬学専攻

修士課程
生命薬科学専攻
● 生命薬学分野 ● 医療薬学分野

保健医療学専攻
● 看護学分野
● 助産学分野
● 理学療法学分野
● 作業療法学分野
● 言語聴覚分野
● 視機能療法学分野
● 福祉支援工学分野
● リハビリテーション学分野
● 放射線・情報科学分野
● 生殖補助医療胚培養分野
● 臨床検査学分野
● 医療福祉経営学分野
● 診療情報管理・分析学分野

● 医療福祉国際協力学分野
● 先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
● 医療福祉学分野
● 医療福祉ジャーナリズム分野
● 臨床心理学分野

公衆衛生学専攻
● 国際医療学分野
● 疫学・社会医学分野

● 医療福祉管理学分野
● 予防医学分野（2020年4月開設予定）

Tel  03-5574-3903 　E-mail  daigakuin-nyushi@iuhw.ac.jp 　 HP  https://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/

学生募集要項は次のいずれかの方法でご請求ください

大学院に関するお問い合わせ

大学院課程編成

東京赤坂キャンパス入試事務室　　Tel：03-5574-3903　　〒107-8402　東京都港区赤坂4-1-26
※修士課程は、専門学校等を卒業された満22歳以上の方も出願可能です（国家資格保持等の条件を満たしている必要があります）。

＊2020年4月開設予定

□ 大田原キャンパス
　●    保健医療学部：看護学科、理学療法学科、作業療
法学科、言語聴覚学科、視機能療法学科、放射線・
情報科学科

　●   科学トンメジネマ・祉福療医：部学祉福療医 
　●    薬学部：薬学科（6年制）

□ 成田キャンパス
　●    医学部：医学科
　●   科学護看：部学護看田成 
　●    成田保健医療学部：理学療法学科、作業療法学科、
言語聴覚学科、医学検査学科、放射線・情報科学科＊

□ 東京赤坂キャンパス
　●    赤坂心理・医療福祉マネジメント学部：心理学科、
医療マネジメント学科

□ 小田原キャンパス
　●    小田原保健医療学部：看護学科、理学療法学科、
作業療法学科

□ 福岡キャンパス
　●    福岡看護学部：看護学科

□ 大川キャンパス
　●     福岡保健医療学部：理学療法学科、作業療法学科、
言語聴覚学科、医学検査学科

　●    福岡薬学部＊：薬学科（6年制）
＊ 2020 年 4月開設予定

■ 国際医療福祉大学病院（栃木県）
■ 国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県）
■ 国際医療福祉大学三田病院（東京都）
■ 国際医療福祉大学熱海病院（静岡県）
■ 国際医療福祉大学市川病院（千葉県）
■ 国際医療福祉大学成田病院（千葉県）＊

博士課程 医学専攻 （４年間）
IUHW GRADUATE SCHOOL OF MEDICINE

修士課程 公衆衛生学専攻 （２年間）
IUHW GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC HEALTH



学生納付金 （単位：円）

学生納付金
専  攻

博士課程
医学専攻

一  括

分  割

入学手続き時

入学手続き時

200,000

200,000

600,000

300,000

入学後（９月） 300,000

100,000

50,000

50,000

550,000 900,000 3,000,000

350,000

納入方法 入学金 授業料 施設整備費 分割納入額 初年度合計 4年間合計

（単位：円）

公衆衛生学専攻  修士課程／2年間

国際医療福祉大学大学院医学研究科組織図

大学院長・医学研究科長
三浦  総一郎 （みうら そういちろう） 研究を支える附属病院と関連施設（臨床医学研究センター）
慶應義塾大学医学部卒業、医学博士。
前防衛医科大学校長。防衛医科大学校
名誉教授、慶應義塾大学客員教授。2017年
６月より本学大学院長。

医学専攻  博士課程／4年間

基礎医学研究分野

社会医学研究分野医学専攻
博士課程／4年間

分野横断的選択コース（任意）

・国際医療協力コース
・感染症研究コース
・医療政策研究コース
・医学教育研究コース

臨床医学研究分野

     しおみ たかゆき

（責任者：潮見 隆之 教授）

    つじ しょうじ

（専攻主任：辻 省次 教授）

    いけだ しゅんや

（専攻主任：池田 俊也 教授）

                やまざき  つとむ　　　  

（責任者：山崎  力  教授）

                やまざき  つとむ　　　  

（責任者：山崎  力  教授）

                 はたけ   きよひこ　　　   

（責任者：畠  清彦  教授）

専  攻

修士課程
公衆衛生学専攻

一  括

分  割

入学手続き時

入学手続き時

200,000

200,000

600,000

300,000

入学後（９月） 300,000

100,000

50,000

50,000

550,000 900,000 1,600,000

350,000

納入方法 入学金 授業料 施設整備費 分割納入額 初年度合計 ２年間合計

ごあいさつ
　国際医療福祉大学大学院は、保健医療福祉の分野において指導的役割を果たすこと
ができる高度医療専門職の育成を目的として、1999年に開設されました。2018年に開
設いたしました医学研究科では、医学部と連携し保健医療福祉の向上に貢献する有能
な人材を育てることをめざしています。医学専攻（博士課程）と公衆衛生学専攻（修士課
程）を擁し、国際的な医療交流拠点として機能できるよう、教育・研究環境を一層充実させ
る所存です。
　本大学院では、深い学識と学術の理論と応用を極めるとともに、仕事を持つ社会人にも
良好な研究環境を提供できるよう、利便性とICTを活用した教育内容に特長があります。
大きく変貌を遂げる日本の未来を担うべく、ゲノムやがん医療、国際感染症、遠隔画像診断、
医学教育学、医療福祉管理学、国際保健学や予防医学など、さらなる発展が期待されてい
る分野に力を注ぎ、絶えずイノベーションを実現できるよう総合的大学院教育や研究を推
進していきたいと考えております。
皆様のご入学を心より期待申し上げます。

国際医療福祉大学成田病院 （2020年4月開設予定）
成田キャンパス、成田国際空港にも近い成田市畑ケ田
地区に、最先端の医療を提供する642床の附属病院を
開設します。「国際遠隔診断センター」「感染症国際研究
センター」「ゲノム医療研究センター」などを設置して、国
際的な医療ニーズに対応します。多言語に対応できる体
制を整備し、世界基準のハブ病院をめざします。

臨床医学研究センター

附属病院

国際医療福祉大学三田病院
（東京都港区）

国際医療福祉大学塩谷病院
（栃木県矢板市）

国際医療福祉大学市川病院
（千葉県市川市）

国際医療福祉大学熱海病院
（静岡県熱海市）

国際医療福祉大学病院
（栃木県那須塩原市）

高木病院
（福岡県大川市）

柳川リハビリテーション病院
（福岡県柳川市）

※臨床医学研究センターとは、本学の教育・研究・人事面において全面的に協力するという位置づけの関連医療福祉施設です。

山王病院/山王バースセンター
（東京都港区）

福岡山王病院
（福岡県福岡市）

私費外国人留学生への授業料減免制度について
入学までに「留学」の在留資格が取得可能な私費外国人留学生で、経済的理由により学生納付金の納入が困難と認められる者は、授業料
減免制度（授業料を30％免除）の適用を受けることができます。授業料減免制度の適用条件については学生募集要項をご確認ください。

基礎医学・社会医学を志望する医師に対する奨学生制度について
基礎医学・社会医学を志望する医師（歯科医師、獣医師を除く）を対象に、授業料の50％相当額の奨学金を給付します。ただし、奨学金は
各年度の授業料に振り替えます。
※日本の医師免許保有者に限らず外国の医師免許保有者を含みます。 ※私費外国人留学生授業料減免制度と本制度の併用はできません。
【対象とする分野】 博士課程 ・・・・・ 基礎医学研究分野、社会医学研究分野
 修士課程 ・・・・・ 国際医療学分野、医療福祉管理学分野、疫学・社会医学分野

1 2

国際医療学分野

医療福祉管理学分野
公衆衛生学専攻
修士課程／2年間

医学研究科

医療福祉データサイエンス領域
医療福祉政策学領域

感染症領域
国際保健領域

疫学・社会医学分野
疫学・生物統計学領域
社会医学領域

                    わだ    こうじ　　　　　

（責任者：和田 耕治 教授）

                 むとう   まさき　　　　

（責任者：武藤 正樹 教授）

                 なかた  あきのり　　　

（責任者：中田 光紀 教授）

予防医学分野 健診医学領域
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交番医学研究科
医学部

成田看護学部
成田保健医療学部

セブンイレブン

ローソン

公津の杜駅

成田キャンパス
〒286-8686
千葉県成田市公津の杜4-3
京成本線「公津の杜」駅前
（徒歩1分）

東京赤坂キャンパス
〒107-8402
東京都港区赤坂4-1-26
東京メトロ「赤坂見附」駅
A出口より徒歩3分

キャンパス所在地



医学専攻（博士課程）
　
　概  要 　専攻主任ごあいさつ
■ 専攻種別 ： 医学専攻（博士課程／4年間）
　　　　　　 入学定員20名

■ 取得学位 ： 博士（医学）
 （Doctor of Philosophy （PhD） in Medical Science）

■ 開 設 地 ： ・成田キャンパス （千葉県成田市）
   ・東京赤坂キャンパス （東京都港区）
   ・大田原キャンパス （栃木県大田原市）
   ・福岡キャンパス （福岡県福岡市）
   ・大川キャンパス （福岡県大川市）

　国際的に活躍できる医学研究者、および専
門医や行政官等、博士号を取得し高度専門
職業人をめざす方を募集します。事前に指導
教員と相談の上、希望する研究内容を決定
し、入学時には基礎医学研究分野、社会医学
研究分野、臨床医学研究分野のいずれかに
所属します。各授業科目を通じて、英語の運用
能力も身に付きます。さらに、希望する方は分
野横断型の国際医療協力、感染症研究、医療
政策研究、医学教育研究の4コースを受講し
修了認定を追加で取得することが可能です。東京大学医学部卒業。医学博士。前

東京大学大学院医学研究科脳神経
医学専攻長。前東京大学ゲノム医
科学研究機構長。東京大学名誉教
授。日本学術会議連携会員。

　受験資格

修了要件 ： 30単位以上の修得と博士論文の作成
① 必修科目 （専門科目20単位）（医学研究特論2単位、医学特別研究18単位）
② 選択科目 （10単位以上）

　修了要件　

修士の学位を取得した方（取得見込みを含む）、
または6年制の課程（医学、歯学、獣医学、薬学）を卒業した方（卒業見込みを含む）。
（詳しくは募集要項をご覧ください）

　特長とカリキュラム
3つの主要分野、４つのコース ̶ 国際的に活躍しうる研究者を育成する

〈基礎医学研究分野〉
海外経験、臨床経験が豊富な教員体制で、国際的な研究者を養成し、診療現場の疑問を科学的に解決する
「トランスレーショナル・リサーチ」の実現をめざします。

分野横断的に選択して学べる魅力的な4コース（任意）
〈国際医療協力コース〉 〈感染症研究コース〉 〈医療政策研究コース〉 〈医学教育研究コース〉
コース選択科目を履修した学生には履修証を発行するほか、一定の条件を満たした学生にはコース修了認定証を発行します。

〈社会医学研究分野〉
国際社会・地域社会の健康増進、保健福祉の向上、医学教育の発展などに貢献できる研究者を養成します。
予防医学や公衆衛生学の視点で、統計学や医療情報学などの手法を修得することをめざします。

〈臨床医学研究分野〉
細胞生物学、分子生物学などの新知見や、遺伝細胞工学、再生医療などの新技術を取り入れた先進的臨床研究が
できる専門家を養成し、国内外の臨床研究の発展に貢献します。

区 分 科目名

必修科目 医学研究特論
必修の研究倫理に加え、
分野横断型の多様なコー
スワークを選択
・学術論文収集・作成法
・生物統計演習
・研究発表技法
・研究語学演習
・医学研究概論

医学特別研究
各分野での研究テーマに
沿って研究を実践し、博
士論文を作成

分野系
選択科目
（基礎医学
 研究分野）

分野系
選択科目
（社会医学
 研究分野）

法医学特論 、 感染症学特論
公衆衛生学特論
医学教育学特論

区 分 科目名

分野系
選択科目
（臨床医学
 研究分野）

呼吸器内科学特論
呼吸器外科学特論
循環器内科学特論
心臓外科学特論
血管外科学特論
消化器内科学特論
消化器外科学特論
腎臓内科学特論
泌尿器科学特論
糖尿病・代謝・内分泌学特論
産婦人科学特論
乳腺外科学特論
小児科学特論
小児外科学特論
整形外科学特論
皮膚科学特論
リウマチ・膠原病学特論
形成外科学特論
リハビリテーション医学特論
神経内科学特論
精神科学特論
脳神経外科学特論
眼科学特論
耳鼻咽喉科学特論

区 分 科目名

分野系
選択科目
（臨床医学
 研究分野）

血液内科学特論
臨床腫瘍学特論
総合診療学特論
心療内科学特論
老年病学特論
麻酔科学特論
救急医学特論
放射線科学特論
臨床検査医学特論

コース系
選択科目
（分野横断型）

医療システム学特論
国際医療協力学特論
感染症疫学特論
国際感染症学特論
医療政策学特論
医学教育技法特論
シミュレーション医学教育技法
臨床医学教育技法
医学教育専門家特論

辻 省次  （つじ しょうじ）
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生理学特論 、生化学特論
薬理学特論 、免疫学特論
分子生物学特論 、解剖学特論
病理学特論 、 遺伝医学特論

私は作業療法士としての急性期病院勤務経験から、治療やリハビリに
加え、疾患・障害の予防の重要性を強く感じてきました。そのような中で公
衆衛生学、特に産業衛生学に関心を持ち大学院進学を決めました。本学
の魅力は、まず先生方のきめ細かい指導です。毎週の公衆衛生学合同ゼ
ミでは、公衆衛生学系の先生方や院生が集まり、研究指導や研究進捗報
告等が行われます。様々な視点からご意見、ご質問をいただけるので、私の
考えや理解の不十分さが分かり、研究がさらに深まります。また、講義では
英語プレゼン演習や学術論文収集・作成法等、単に“学位取得”ではなく、
将来を見据えた内容を学べます。
現在、私は労働者の健康増進や疾患・障害の予防をめざした疫学研
究、職場環境の改善をめざした介入研究に取り組んでいます。予定通りに
進まず大変なことは多いですが、指導教員の先生、他の先生方、院生仲間
に支えられ、関心のある分野を深く研究できることはとても幸せです。

頓所 つく実さん
医学専攻（博士課程）
社会医学研究分野
公衆衛生学領域　2018年入学

〈現在の職場〉
・ 国立国際医療研究センター（特任研究員）
・ 都内特別養護老人ホーム（作業療法士）

〈受賞歴〉
・ 2018年11月 第1回アジア太平洋地区職場の心理社会的要因に関
  する国際会議 （ニュージーランド） 最優秀ポスター賞
・ 2019年9月 第9回世界睡眠学会2019 （カナダ） 若手研究者賞

日進月歩で発展する医療の現場では、がんや難病の
分野においてゲノム医療に注目が集まっており、病理学
の分野においても従来の形態学にとどまらず、新たに分
子病理学的な知識が求められています。私はこうした潮
流に乗り遅れないよう多くの知識と高い研究技術を取
得すべく病理学領域に入学しました。
この国際医療福祉大学大学院医学研究科では最先
端の次世代シーケンサーなどの充実した研究設備が導
入され、質の高い研究をすすめることができます。またe
ラーニングシステムによって自分のペースで講義を受け
ることができるので、現在は主に本学附属病院での日々
の診断業務で臨床的な力を養いながら、空いた時間を
使って研究のための基礎的な知識や新たな知見を得る
ように努めています。
実際に仕事と研究を両立することは容易ではないで

すが、こうした充実した環境のなかで研鑽を積むことは
今後の大きな力になると確信しています。

松岡 亮介さん
医学専攻（博士課程）
基礎医学分野
病理学領域　2018年入学

〈現在の職場〉
・ 国際医療福祉大学附属病院
 病理診断科

◯ 在学生のメッセージ

◯ 開講科目



公衆衛生学専攻（修士課程）
　概  要

　特長とカリキュラム

■ 専攻種別 ： 公衆衛生学専攻 
   （修士課程／２年間）
   入学定員10名

■ 取得学位 ： 〈国際医療学分野、医療福祉管理学分野、
   疫学・社会医学分野〉

   修士（公衆衛生学） 
   （Master of Public Health）

   〈予防医学分野〉 修士（医科学）
   （Master of Medical Science）

■ 開 設 地 ： ・成田キャンパス （千葉県成田市）
   ・東京赤坂キャンパス （東京都港区）

公衆衛生学専攻主任 

池田 俊也（いけだ しゅんや）

　社会人の方が働きながら学べるカリ
キュラム構成です。１年次前期では、基本
5科目を体系的に学び、その後、各領域に
分かれて専門的な教育・指導を受けます。
東京赤坂キャンパスには、医療経済研究や
臨床疫学研究、予防医学、医療ビッグデー
タの解析など幅広い専門性を持つ教授
陣がそろっています。成田キャンパスでは、
国際保健に関する諸外国との共同研究
や、感染症国際研究センターとの連携に
よる感染症研究も可能です。時代と社会
のニーズに対応した「知の拠点」で、一緒に
学びましょう。

慶應義塾大学医学部卒業。医学博士。
ハーバード大学公衆衛生大学院修了。
元ペンシルベニア大学訪問研究員。
前慶應義塾大学医学部専任講師。

4つの主要分野
① 国際医療学分野
◇ 国際保健領域＝国際的な健
康課題の解決の提案に向け
て、現場で対話を行い、データ
を収集、解析し、まとめられる
人材を育成します。

◇ 感染症領域＝公衆衛生の観
点から感染症の予防やリスクの
評価と対策を実践的にできる人
材を育成します。

② 医療福祉管理学分野
◇ 医療福祉政策学領域＝医療・福
祉政策に幅広い知見を持ち、政策の
現状と課題を理解しながら解決策を
打ち出せる人材を育成します。

◇医療福祉学データサイエンス領域
＝システム科学・情報科学の知識を
基盤にして、日々専門化・複雑化が
進む医療福祉の分野で、データを収
集・解析し、個々の医療福祉専門領
域にフィードバックできる人材また
これらのストラテジーを立案できる
人材を育成します。

③ 疫学・社会医学分野
◇ 疫学・生物統計学領域＝臨
床試験に不可欠な統計学、医
学研究のデザイン等に役立つ
疫学、薬剤疫学など、医療全般
でのデータ解析・評価ができる
専門家を養成します。

◇ 社会医学領域＝母子保健、
老人保健、産業衛生など医学・
公衆衛生上の諸問題に適切に
対処し、課題を解決できる人材
を育成します。

④ 予防医学分野
◇ 健診医学領域＝健診および
検診の場における高度な知識・
技能を有する指導者、健診医療
に関するデータ分析から有用
な健診・検診方法や政策につい
て提言できる者、人間ドック運
営や健診事業に積極的に関わ
れる者、あるいは予防医学にお
けるヘルスプロモーションの専
門家などの人材を育成します。

以前、青年海外協力隊の作業療法士隊員として南米のコロ
ンビアに赴任したことをきっかけに、リハビリテーションをはじ
めとする各国の医療制度に関心を持つようになりました。そこ
で、国際保健領域のある本大学院で各国の医療制度・政策を
本格的に学びたく入学しました。また、予防医学にも興味があ
り、日本ではまだ少ない公衆衛生学を専攻できる大学院である
ことも入学を決めた理由の一つです。
社会人大学院生は、皆さんの想像通り忙しいです。しかし、研
究指導教授をはじめ、その他の先生方も学生の立場を理解し
て下さり、対面やメールでの指導をしてくださいます。授業では
難しい内容もありますが、教授の面白いネタ話やディスカッショ
ンがあり、学生同士楽しく、助け合いながら受けることができま
す。ゼミでは、時には厳しい指摘もいただきますが、様々な分野
で活躍されている先生方から貴重なアドバイスを頂けます。
私は本学の大学院生になり日々充実しています。時に辛い気
持ちになる時はありますが、共に学ぶ仲間と親身になって受け
とめてくれる教授がいつも助けてくれます。これからもたくさん
の方 と々一緒に学び合い、研究成果をまとめていきたいと思い
ます。

基本の５科目 〈公衆衛生学の基本５科目を網羅する〉

８つのコア・コンピテンシー 〈8つのコア・コンピテンシーの修得を実現する〉

Evidence-based Approaches to Public Health 
（公衆衛生へのエビデンスに基づくアプローチ）

　受験資格

修了要件：３０単位以上の修得（修士論文の作成を含む） 
① 医学系学部出身者 国際医療学分野／医療福祉管理学分野／疫学・社会医学分野 ： 必修24単位、選択6単位 
　  予防医学分野 ： 必修20単位、選択10単位 
② 医学系学部出身者以外 国際医療学分野／医療福祉管理学分野／疫学・社会医学分野 ： 必修26単位、選択4単位 
　  予防医学分野 ： 必修22単位、選択8単位 

● 国際性を備えた指導的立場に立つ高度な専門職業人の養成
● 4分野・7領域からなる総合的な公衆衛生大学院として幅広い教育の実施
● 医学・公衆衛生学における多数の専門家と、国際医療福祉大学グループの多様な医療機関・施設の活用による充実した教育管理体制
● 米国公衆衛生大学院の認証機関であるCouncil on Education for Public Health（CEPH）の基準に則った教育カリキュラムの提供
● 英語と日本語のバイリンガルによる大学院教育
● 医師のみならず医療分野・公衆衛生学分野の幅広い人材への公衆衛生教育を実現し、社会人学生にも対応した教育環境の提供

　修了要件

4年制大学を卒業（卒業見込みを含む）、ならびに入学時点で22歳以上であり本大学院による出願資格審査において4年制大学を卒業と
同等以上と認められた方。（詳しくは募集要項をご覧ください）

Public Health & Health Care Systems
（公衆衛生と医療制度）

Planning & Management to Promote Health
（健康増進のための計画とマネジメント）

4. Policy in Public Health 
 （公衆衛生政策）

5. Leadership 
 （リーダーシップ）

6. Communication
 （コミュニケーション）

7. Inter-professional Practice
 （多職種連携）

1.

2.

3.

8. Systems Thinking
 （システム思考）

生物統計学 疫　学 環境保健学 医療管理学 社会行動科学
　専攻主任ごあいさつ
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区 分 科目名

必修科目（各領域共通）

各領域の必修科目

医療倫理学概論（※1）　生物統計学概論（※1）　疫学概論（※1）　環境・産業保健学概論　医療管理学概論　社会行動科学概論

選択科目（各領域共通） 医学概論（※2）　臨床疫学概論　医療経済学概論　国際機関論　研究デザイン入門　研究デザイン演習　ほか
※1．予防医学分野の必修科目　※2．医学系学部出身者以外の方は必修科目

感染症学　国際保健学　医療福祉政策学　疫学・生物統計学各論　社会医学各論　医療福祉データサイエンス
予防医学概論　予防医学演習

齋藤 真里さん
公衆衛生学専攻（修士課程）
国際医療学分野
国際保健領域　2018年入学

〈現在の職場〉
・ 都内訪問看護ステーション（作業療法士）

I am a medical doctor from Myanmar. I entered this 
Master of Public Health course after working in the 
NGO as a malaria team leader in Myanmar. 
My experience in this university was beyond what I 
expected at the enrollment. I learnt various global 
health issues from faculty across disciplines with great 
classmates and professors who had a lot of 
experiences and supportive administrative staff during 
the first year. The second year was the next step to 
apply the knowledge gained in the first year and more 
focus on the research. I conducted data collection for 
my master’s thesis in Myanmar and conducting the 
field research in a clinic, I could obtain the basic skill of 
scientific research. 
In second year, I guess all the students experienced 
some problems related to research and those 
challenges will be taught to find a way of making it 
work. These experiences will be the great opportunity 
in our future career.

Aung Kyaw Thwinさん
公衆衛生学専攻（修士課程）
国際医療学分野
国際保健領域　2018年入学

◯ 在学生のメッセージ

◯ 開講科目


