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授業科⽬名

⽣命倫理と医療倫理

授業形態

演習

英語科⽬名

Life Ethics and Medical Ethics

開講学期

後期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

⻑沼 淳

ナンバリング

4501

科⽬担当者
⻑沼

淳

授業の概要
医学医療の発展に伴い、多くの⼈たちがその恩恵にあずかり健康に暮らせるようになってきた。他⽅、その新技術は、
既存の価値観では対応しきれないような事態を⽣みだしている。再⽣医療や⽣殖補助医療は多くの⼈に福⾳がもたらす
が、他⽅⼈間存在の根幹に関わる問いを投げかけ、それに対して医療の発展に制限を設けるべきだとの主張もなされて
いる。⽇常的な医療の場⾯でも「患者主体の医療」がうたわれ、われわれ⼀般市⺠は⾃律した患者でいることが求めら
れるようになってきた。新技術は際限なく進歩して構わないということはないが、かといってわれわれも旧態依然とし
たままでいられなくなってきており、価値観の変更や態度の修正などは避けて通れないのが現状だ。本科⽬では、⼀般
市⺠として⾃律的に医療や⽣命科学の発展と向き合うとはどのようなことなのかについて考える。具体的には現代社会
における医療分野や⽣命科学分野で⽣じている問題を取り上げ、問題点及び⾃らの⾒解をまとめ、グループワークにて
議論し、理解を深め、グループ内もしくはクラス内で発表を⾏うといった⼀連の演習形式により実践的な学びを提供す
る科⽬とする。

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
授業の達成⽬標
1.
2.
3.
4.

医療倫理や⽣命倫理の対象を理解する。
医療や⽣命科学において発⽣する倫理問題を説明できる。
⼀般市⺠としてその問題にどのように向き合い、対処するべきかの基本的な課題を理解する。
実際にその問題に⽴ち会った際の⽴ち居振る舞いを想定できる。

成績評価⽅法
授業態度（10％）、授業内提出課題（10％）、期末試験（80％）を基本に総合的に評価する。2/3以上の出席を成績評価
の前提とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
ニュースなどで、医学医療、⽣命科学などの分野で⽣じている問題について、倫理的に考えるとどのように解釈できる
かを考え続ける姿勢を持ってほしい。そのような問題意識を前提に、倫理的に考えるとはどのようなことなのかを理解
できるようになってほしい。
｢倫理学｣の講義と関連させて授業を展開するので、「倫理学」を受講することが望ましい。
テキスト・参考書
テキストは⽤いない。参考図書は授業内で適宜指⽰する。
オフィスアワー
授業の前後1時間程度
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
⼩テストは授業内に返却する。
期末テストは次学期に返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

2

担当

⻑沼

⻑沼

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

淳

オリエンテーション
・授業の進め⽅、評価⽅法などに
ついて説明する。
・倫理学そのものについての概説

【予習】シラバスをよく読んでおくこと（90分）
【復習】授業の展開予定を確認し、授業に臨む基本姿勢を
再確認しておくこと。（90分）

淳

医療倫理の基本（1）
ヒポクラテスの誓いとジュネーブ
宣⾔

【予習】事前配布プリントを確認しておくこと
（90分）
【復習】医療倫理の起源とその現代的意義を整理しておく
こと
（90分）
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⻑沼

⻑沼

⻑沼

⻑沼

⻑沼

⻑沼

⻑沼

⻑沼

⻑沼

⻑沼

⻑沼

淳

医療倫理の基本（2）
【予習】事前配布プリントを確認し、⾃分のIC経験を書き
患者の権利とインフォームド･コン だしておくこと
セント(IC)
（90分）
【復習】患者として医療の臨むときに準備しておくべき⼼
構えを整理する
（90分）
医療倫理の基本課題（1）
患者の⾃律とは何か

【予習】事前配布プリント確認し、⾃⼰決定について書き
出しておくこと
（90分）
【復習】⾃律することと共⽣することを整理する
（90分）

淳

医療倫理の基本課題（2）
疾病構造の変化と受療⾏動の変化

【予習】事前配布プリントを確認し、近親者の医療経験を
書き出しておくこと
（90分）
【復習】感染症と⽣活習慣病の特性を整理する
（90分）

淳

⾃律した患者とは
⾃分らしく⽣きるために患者はど
のように医療に臨むべきか、医療
者の役割とは︖

【予習】討論の準備
（90分）
【復習】討論の結果、考え⽅がどのように変わったか整理
する
（90分）

淳

⽣命倫理の基本（1）
ニュルンベルク綱領とヘルシンキ
宣⾔

【予習】事前配布プリントを確認しておくこと
（90分）
【復習】患者の犠牲と医療の進歩についてまとめる
（90分）

淳

⽣命倫理の基本（2）
ベルモントレポートと倫理指針

【予習】事前配布プリントを確認しておくこと
（90分）
【復習】⼈格の尊重、恩恵、正義概念を整理する
（90分）

淳

先端医療と倫理（1）
遺伝⼦診断の意義と倫理的問題

【予習】事前配布プリントを確認しておくこと
（90分）
【復習】遺伝⼦診断の可能性と限界をまとめる
（90分）

淳

先端医療と倫理（2）
再⽣医療がわれわれにもたらすこ
と

【予習】事前配布プリントを確認しておくこと
（90分）
【復習】再⽣医療の意義と問題を整理する
（90分）

淳

先端医療と倫理（3）
⽣殖補助医療の問題

【予習】事前配布プリントを確認しておくこと
（90分）
【復習】選んで⼦どもを作ることの問題点をまとめる
（90分）

淳

先端医療の望ましい発展とは︖

【予習】討論の準備
（90分）
【復習】討論の結果、考え⽅がどのように変わったのかを
整理する
（90分）

淳

職業倫理としての医療倫理（1）
守秘義務について

【予習】事前配布プリントを確認しておくこと
（90分）
【復習】秘密を守るとはどのようなことかを整理する
（90分）
【予習】事前配布プリントを確認しておくこと
（90分）
【復習】輸⾎拒否は許容できるか考えてみよう
（90分）
【予習】試験の準備を始めよう（90分）
【復習】試験の準備を始めよう（90分以上）

淳

14

⻑沼

淳

職業倫理としての医療倫理（2）
宗教と⼈格

15

⻑沼

淳

まとめ
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授業科⽬名

ライフサイクルの理解〜誕⽣から発達・⽼化まで〜

授業形態

講義

英語科⽬名

Understanding for life cycle

開講学期

後期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

加藤

ナンバリング

4502

洋⼀

科⽬担当者
市村 浩⼀郎、⽻⿃ 浩三、Aurelien Kerever、加藤 洋⼀、⽯島
芳久、鈴⽊ 宏哉、岩崎 友弘、⼭下 由莉、中⽥ 智史

旨章、⽥村

好史、ニヨンサバ・フランソワ、⽩⼭

授業の概要
健全な成⼈になるためには、発達期のそれぞれの時期に必要で⼗分な⾝体活動が求められる。⼀⽅、⾝体機能の各要素
によって、発達の時期ならびに速度が異なることから、当該要素の発達に即した運動の選択が重要になってくる。ま
た、加齢により様々な疾患を発症しやすくなり、それに対する予防的な取り組みも重要になってくる。そこで、誕⽣か
ら⽼化までのライフサイクルに⽣じる⾝体的特徴を概説するとともに、各年齢期における運動や栄養の重要性について
論じる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
⽣涯を通じて健康でアクティブな⽣活を送るためには、発達の各段階において運動実施が必要である。すなわち、20歳
までの成⻑期、それ以降の加齢期において、最も適切な時期に科学的根拠に裏付けられた運動実施が求められる。ここ
では、加齢により⽣じる病気の知識と、それらの運動をどのように実施すべきか、その考え⽅と科学的な根拠を教授し
たい。
成績評価⽅法
担当講師より講義中の課題が提⽰された場合は、その課題の評価を定期試験の結果に加味して最終評価を⾏う。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
この授業の理解を深めるために、「⼈間と社会の理解」の授業科⽬群と合わせて受講されると、さらに理解が深まり、
⼈間の発達を総合的に理解できるものと期待される。また各回、特⾊ある講義のため、授業内容項⽬について不明な項
⽬はインターネット等で調べておくことが好ましい。復習のポイントなどは担当教員からの指⽰に従いましょう。
テキスト・参考書
講義時配布テキストを使⽤
オフィスアワー
専任教員は各オフィスアワーを確認すること、その他の⾮常勤等の教員は原則授業の前後とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

2

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

市村 浩⼀郎

個体発⽣は系統発⽣を繰返す、といわれることがある。本
章では、⼈類誕⽣の歴史とともに、動物としてのヒトのか
らだの特徴について概説し、⽣涯を通じて健康に過ごすた
受精・発⽣・ライフサイクル、⺟
めの⾝体活動の重要性について概説する。
児の健康に及ぼす出⽣前後の因⼦
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

市村 浩⼀郎

⼦どもは⼤⼈のミニチュア版ではないといわれるように、
成⻑の過程で⻑育、量育、幅育のそれぞれが同じ割合で発
育していくものではない。本章では、⾝体各部の発育の過
程を提⽰するとともに、それらと⾝体能⼒の発達との関係
について概説する。
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

形態的発育・成⻑
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⽻⿃ 浩三

⼿指動作・歩⾏の習得

4

岩崎 友弘

この世に⽣を受けて間もなく、ヒトは臥位から⽴位へと⼤
きな姿勢の転換を強いられる。この時期、神経系の発達と
ともに、⾝体機能や認知機能、情緒も著しく発達する。本
⾝体機能の発達、発達段階別に⾒ 章では、乳幼児期を中⼼とした⼩児期における成⻑・発達
た成⻑と発達
とその評価⽅法について概説する。
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

5

⽴つ、歩く、⾛る、跳ぶなどの基礎的能⼒を習得した後
に、全⾝動作が急速に発達する。これは全⾝を制御する
脳・神経系の機能が発達する時期と⼀致する。本章では、
このような機能がこの時期に発達する要因について、また
Aurelien Kerev 神経系の発達（運動・感覚・⾔語
この時期に全⾝動作を習得することの意義について概説す
er
機能の発達、知的・社会的発達）
る。
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

6

⾝体のねばり強さの発達

⾝体のねばり強さは、全⾝持久⼒で評価され、その能⼒は
⾝⻑の年間発育量がピークに達するあたりで急速に向上す
る。本章では、全⾝持久⼒が呼吸循環機能の発達に⼤きな
影響を受ける要因について、またこの時期にねばり強さを
習得することの意義について概説する。
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

好史

⾝体の⼒強さの発達

⾝体の⼒強さは、筋⼒で評価され、その能⼒は⾻格の成⻑
が完成に向かう頃に急速に向上する。本章では、筋⼒が筋
の特性に影響を受ける要因について、またこの時期に⼒強
さを習得することの意義について概説する。
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

由莉
智史

⻘年期以降、加齢に伴って脳機能・形態は変化する。その
結果、認知症を始めとした疾患を⾼齢者では発症する。本
章では、加齢に伴う脳形態・機能の変化について概説す
ライフサイクルと⾝体の変化（1）
る。
脳の⽼化
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

洋⼀

⽼化期にみられる⾝体の⽣理的機能の低下は、体⼒の低下
や⽇常動作の変容を引き起こす。本章では、加齢に伴う体
⼒・運動機能の変化、ならびに起⽴動作、歩⾏動作などの
ライフサイクルと⾝体の変化（2）
⽇常⽣活動作の変容について概説する。
⼼肺機能の⽼化
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）
加齢による低下で、QOLや社会的問題に直接繋がりやすい
のは運動器の⽼化である。本章では、加齢に伴う運動器の
⽼化のメカニズムを解説し、⾼齢者の転倒問題について概
ライフサイクルと⾝体の変化（3）
説する。
運動器の⽼化
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

3

7

8

9

加藤

⽥村

⼭下
中⽥

加藤

洋⼀

10

⽯島

旨章

11

⽥村

好史

⼿指は脳の出先器官ともいわれ、その機能は幼児期に急速
に発達する。これはヒトの局所の神経・感覚機能の発達に
依存する。本章では、⼿指の発達時期、ならびに動作習得
の意義について概説する。
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

ライフサイクルと⾝体の変化（4） 加齢に伴って基礎代謝量は減少する。この基礎代謝量の減
代謝の⽼化
少を起点として肥満が助⻑され⽣活習慣病へと進展すると
考えられている。また、⾎糖値を下げるインスリン分泌も
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加齢と共に低下する。本章では、中⾼年の代謝と⽣活習慣
病等の健康問題との関係について概説する。
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

12

中⾼齢者では若年者に⽐較して感染症にかかりやすく治り
にくくなる。これは、⽼化により免疫機能が低下すること
が原因と推測されている。本章では、免疫機能が加齢によ
ニヨンサバ フ ライフサイクルと⾝体の変化（5）
り低下するメカニズムやそのリスクについて概説する。
ランソワ
免疫機能の⽼化
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

13

芳久

今後超⾼齢化社会を迎える我が国では、寝たきり、認知症
など様々な社会的な問題が顕著となるのは間違いない。ま
た、グローバルヘルスの視点でも、今後⾼齢化社会は切実
な問題となっている。本章では、それらの諸問題に対する
⾼齢化社会の問題点と社会的施策
社会的施策について概説する。
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

宏哉

運動の効果を得るためには、運動を習慣的に実施すること
が重要である。運動は健康のために重要であることが理解
されていても、運動を継続することできないのが実情であ
る。グローバルヘルスの視点でも、⼦どもの時から運動習
慣を含む正しい⽣活習慣を⾝につけることが、⼤⼈になっ
⼦どもの体⼒・運動習慣の現状と てからの健康の獲得に繋がると考えられている。本章で
その課題
は、⼦どもの運動・スポーツや体⼒の現状を踏まえ、運動
の習慣化および体⼒の向上に向けた⽅策とその具体的アプ
ローチについて概説する。
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

⽩⼭

14

鈴⽊

15

⽣涯における⼈間の⾝体や健康の発達を考える場合、個⼈
個⼈を取り巻く環境（⼈間環境、社会⽂化的環境、⾃然環
境）との関係をふまえることが肝要である。本章では、⾼
⽥村 好史→
齢期において活動的な⽣活や健康寿命の延伸を具現化した
吉澤裕世に変 アクティブ・エイジングを⽬指し 例を紹介し、グローバルヘルスにおけるアクティブ・エイ
更になりまし て
ジングの実現に向け、個々⼈が運動をどのように活⽤すべ
た。
きかについて提案する。
【予習】授業内容について⾃分なりに調べておくこと（90
分）
【復習】授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
施

10⽉5⽇（⽕） 市村 浩⼀郎
10⽉12⽇（⽕） 市村 浩⼀郎
10⽉18⽇（⽉）6限 岩崎 友弘 *オンラインで実施
10⽉26⽇（⽕） ⽥村 好史
11⽉2⽇（⽕） 加藤 洋⼀
11⽉9⽇（⽕） Aurelien Kerever
11⽉16⽇（⽕） 加藤 洋⼀
11⽉30⽇（⽕） ⽥村 好史
12⽉7⽇（⽕） ⼭下 由莉・中⽥ 智史
12⽉14⽇（⽕） ニヨンサバ・フランソワ
12⽉21⽇（⽕） ⽩⼭ 芳久
12⽉28⽇（⽕） 鈴⽊ 宏哉
1⽉5⽇（⽔）6限 ⽻⿃ 浩三 *オンラインで実施
1⽉11⽇（⽕） ⽥村 好史→吉澤 裕世
1⽉12⽇（⽔）6限 ⽯島 旨章 *オンラインで実

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0410001

3/4

2021/5/18

JUNTENDO PASSPORT

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0410001

4/4

2021/5/18

JUNTENDO PASSPORT

2021/05/18(⽕)16:38
授業科⽬名

ヘルスプロモーション

授業形態

演習

英語科⽬名

Health Promotion

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

鈴⽊ 美奈⼦

ナンバリング

4503

科⽬担当者
鈴⽊美奈⼦
授業の概要
この授業では、WHOが21世紀の健康戦略として提唱しているヘルスプロモーション概念の始まりからその発展過程につ
いて学ぶ。この概念は、グローバルヘルスの最も中核的な概念のひとつである。具体的には、「⼈々が⾃らの⼈⽣・⽣
活の中で⾃らの健康を決定づける要因を、⾃らがよりよくコントロールできるようにしていく」ことが可能になるよう
な⽀援⽅法（知識と技術）について学ぶ。本演習では、講義による基本的知識を学習したうえで、グループに分かれ、
ディスカッションを⾏う。
また、与えられた課題に関する具体的政策を事前学習し、成果を発表し、参加者全員で討議することを通して、ペルス
プロモーションの課題や活動の条件の理解を深める。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
ヘルスプロモーションに関するオワタ憲章とバンコク憲章を通して、
１．基本概念を概説できる。
２．ヘルスプロモーションの成り⽴ちと定義を説明できる。
３．ヘルスプロモーションに基づく実際のプロジェクト事例について概説できる。
成績評価⽅法
授業への出席（20%)、受講態度/ディスカッションへの参加 (20%)、提出期末課題の内容 (60%)
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
WHOの活動と⾃分が住んでいる市町村の健康計画（健康⽇本21）について、インターネット等で調べておくこと
テキスト・参考書
＊テキスト
島内憲夫・鈴⽊美奈⼦ 『健康社会学講義ノート』、垣内出版
＊参考書
島内憲夫・鈴⽊美奈⼦ 『ヘルスプロモーション〜WHO︓オタワ憲章〜』、垣内出版
島内憲夫・鈴⽊美奈⼦ 『ヘルスプロモーション〜WHO︓バンコク憲章〜』、垣内出版
市村久美⼦・島内憲夫編・鈴⽊美奈⼦他著『ヘルスプロモーション』、メヂカルフレンド社
オフィスアワー
専任教員オフィスアワー⼀覧表を確認のこと。なお、mina-suzuki＠juntendo.ac.jpに前もって連絡すること。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で課題を共有するとともに、解説を⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当
鈴⽊ 美奈⼦

授業内容
ヘルスプロモーションへの招待
(1) オリエンテーション
(2) 主体性と関係性
(3) 健康（Health）とは【ディスカ
ッション】

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】
康とは何か︖⾃分⾃⾝の考えをまとめておく。
ヘルスプロモーションの概念について、事前に調べてお
く。
参考図書︓
① 島内憲夫・鈴⽊美奈⼦ 『ヘルスプロモーション〜WH
O︓オタワ憲章〜』、垣内出版、2013．
② 島内憲夫・鈴⽊美奈⼦『ヘルスプロモーション〜WHO︓
バンコク憲章〜』、垣内出版、2012．
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【復習】授業の振り返りを⾏う（90分）

2

3

4

5

6

7

8

鈴⽊ 美奈⼦

鈴⽊ 美奈⼦

【予習】ＷＨＯの健康の定義「健康とは、⾝体的・精神
的・社会的に完全に良好な状態であって、単に病気や虚弱
健康（Health）とは
でないだけではない。」について、⽬を通しておくこと。
(1) 健康とは何か【発表】
発表準備をしておくこと。（90分）
(2) 専⾨家の健康の定義
【復習】⼈々の主観的健康観（健康の考え⽅・定義）の多
(3) ⼈びとの健康の定義（主観的健
様性を理解すること。
康観）
（90分）

ヘルスプロモーションの起源と発
展
(1) 1946年︓健康憲章
(2) 1977年︓Health for All
(3) 1978年︓プライマリ・ヘル
ス・ケアに関するアルマアタ宣⾔
(4) 1986年︓ヘルスプロモーショ
ンに関するオタワ憲章
(5) 2005年︓ヘルスプロモーショ
ンに関するバンコク憲章

【予習】WHOが1946年に提唱した「健康憲章」について調
べてくる。「健康とは、⾝体的・精神的・社会的に良好な
状態であって、単に病気がないとか虚弱でないだけではな
い。」の定義について、⾃分なりの解釈について考えてく
る。（90分）
【復習】WHOについて講義で触れた部分について復習す
る。特に、1946年の健康憲章、1977年のHealth for All、19
77年のプライマリ・ヘルス・ケアに関するアルマアタ宣
⾔、1986年のヘルスプロモーションに関するオタワ憲章、
2005年のヘルスプロモーションに関するバンコク憲章につ
いて、理解しると共にその歴史的流れを把握する。（90
分）
【予習】【復習】オタワ憲章およびバンコク憲章について
テキストを参考にして、予習と復習をする。
オタワ憲章における3つのプロセス5つの活動について確認
をする。
バンコク憲章における5つのプロセスについて確認をする。
オタワ憲章とバンコク憲章の⽐較をまとめ理解を深める。
（各90分）

鈴⽊ 美奈⼦

ヘルスプロモーションの活動戦略
(1) オタワ憲章（3つのプロセス・5
つの活動）
(2) バンコク憲章（5つのプロセ
ス）
(3) オタワ憲章とバンコク憲章の⽐
較

鈴⽊ 美奈⼦

持続可能な開発⽬標（Sustainable
Development Goals :SDGs）とヘ
ルスプロモーション
グループに分かれて、SDGsとヘル
スプロモーションとの関連につい
てディスカッションを⾏い、発表
する。

【予習】健康に影響する要因について調べてくる具体的に
は、ラロンドレポートで明らかにされた①遺伝 ②ヘルスサ
ービス ③ライフスタイル ④環境の健康への影響性について
調べてくる。（90分）
【復習】授業の振り返りを⾏う（90分）

鈴⽊ 美奈⼦

健康と社会（セッティングアプロ
ーチ）①︓健康なまちづくりⅠ
(1) 健康なまちとは
(2) ヘルシーシティズプロジェクト
(3) 都市と健康
(4) 住⺠参加のまちづくり

【予習】市町村の健康計画（健康⽇本21）について調べて
くる。また、平成4年から始まった厚⽣省が提案した「健康
⽂化都市構想」について、理解しておく。（90分）
【復習】健康なまちづくりについて学んだ内容をまとめて
おく。（90分）

鈴⽊美奈⼦

健康と社会（セッティングアプロ
ーチ）①︓健康なまちづくりⅡ
グループに分かれて、「理想の健
康なまち」についてディスカッシ
ョンをし、発表する。

【予習】どのようなまちに住んでみたいと思うか。健康な
まちとはどのようなものか。⾃分の意⾒をまとめておく。
（90分）
【復習】ふりかえりシートをもとに、気付きをまとめてお
く。（90分）

鈴⽊美奈⼦

健康と社会（セッティングアプロ
ーチ）②︓健康な学校づくりⅠ
(1) 健康な学校づくりとは
(2) 健康な学校づくりを⽀える５つ
の活動
① 健康な学校づくり施策
② 康な学校づくりを⽀える環境づ
くり
③ 学校を中⼼とした地域健康づく
り活動の強化
④ ⼦どもが健康になるための個⼈
技術開発
⑤ 学校におけるヘルスサービスの
⽅向展開

【予習】⾃らの学校⽣活（⼩・中・⾼など）を振り返り、
学校での健康づくり活動についてどのようなものがあった
かをまとめておく。（90分）
【復習】「理想の健康な学校づくりのあり⽅」について、
⾃分なりにまとめておく。（90分）
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鈴⽊美奈⼦

健康と社会（セッティングアプロ
ーチ）②︓健康な学校づくりⅡ
グループに分かれて、「理想の健
康な学校」についてディスカッシ
ョンをし、発表する。

【予習】どのような学校に通ってみたいと思うか。健康な
学校とはどのようなものか。⾃分の意⾒をまとめておく。
（90分）
【復習】ふりかえりシートをもとに、気付きをまとめてお
く。（90分）

鈴⽊ 美奈⼦

健康と社会（セッティングアプロ
ーチ）③︓健康な職場づくり
(1) 労働と健康
(2) 職場の健康づくりの⽬的と必要 【予習】企業の健康経営やCSRについて調べてくる。（90
性
分）
(3) 健康経営とは
【復習】授業の振り返りを⾏う。（90分）
(4) CSRとヘルスプロモーション
(5) 企業におけるヘルスプロモーシ
ョンの展開

鈴⽊美奈⼦

健康と社会（セッティングアプロ
ーチ）④︓健康な病院づくりⅠ
(1) Health promoting hospital︓HP
H とは
(2) HPH の⽇本での取り組み
(3) ヘルスコミュニケーション（パ
ッチ・アダムスの取り組みから）

【予習】HPH（Health promoting Hospital）について事前に
調べておく。（90分）
【復習】映画化された「パッチ・アダムス」を鑑賞し
て、“ヘルスサービスの⽅向転換”を意識した病院づくりとの
関連についてまとめておく。（90分）

鈴⽊ 美奈⼦

健康と社会（セッティングアプロ
ーチ）④︓健康な病院づくりⅡ
グループに分かれて、「理想の健
康な病院」についてディスカッシ
ョンをし、発表する。

【予習】どのような病院に通ってみたいと思うか。健康な
病院とはどのようなものか。⾃分の意⾒をまとめておく。
（90分）
【復習】ふりかえりシートをもとに、気付きをまとめてお
く。（90分）

鈴⽊美奈⼦

ヘルスプロモーションの計画策定
（企画）・分野間協⼒Ⅰ
＊グループに分かれて、ヘルスプ
ロモーションの企画案を作成す
る。
＊プレゼンに向けた準備を⾏う。

【予習】興味のあるセッティングズについて調べたり、ア
イデアをまとめ、グループワークの準備に取り組む。（90
分）
【復習】ワークシートをもとに、グループでの提案や気づ
きについてまとめておく。（90分）

鈴⽊ 美奈⼦

ヘルスプロモーションの計画策定
（企画）・分野間協⼒Ⅱ
＊グループに分かれて、興味のあ
るセッティングズについて、ヘル
スプロモーションの企画案を作成
する。
＊プレゼンに向けた準備を⾏う。

鈴⽊ 美奈⼦

ヘルスプロモーションのまとめ
＊グループごとにヘルスプロモー
ション企画のプレゼンテーション
を⾏う
＊ふりかえりシートを使⽤し、⾃
分たちや他のグループからの気付
きをまとめる
＊解説をする
＊講義全体をふりかえりまとめを
⾏う。

【予習】興味のあるセッティングズについて調べたり、ア
イデアをまとめ、グループワークの準備に取り組む。（90
分）
【復習】ワークシートをもとに、グループでの提案や気づ
きについてまとめておく。（90分）

【予習】プレゼンテーションの準備を⾏う。また、今まで
の授業内容の振り返りをしていくこと。（90分）
【復習】プレゼンについてのふりかえりシートを作成する
とともに、講義全体の復習をしておく。（90分）
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2021/05/18(⽕)18:04
授業科⽬名

病気の仕組み

授業形態

講義

英語科⽬名

Disease Mechanisms

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

⽥村 好史

ナンバリング

4504

科⽬担当者
⽊南

英紀、⽥村

好史、ニヨンサバ・フランソワ、河合

祥雄、⻩⽥

常嘉、⼭⽥

京志

授業の概要
⼈は⽣まれてから死ぬまでの間に、何度も健康を損なう病気になる。その原因として、免疫、感染症、遺伝、⽣活習
慣、⽼化など多くの因⼦が含まれるが、それらを包括的に理解するためには、まず⽣命がどのように維持されているの
かを考え、理解する。⽂系学⽣等にも分かりやすいレベルで、病気になる仕組みを体系的に学び、病気についての理解
を深める。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
⼈の⽣命はどのようにして維持され、その破綻を来す要因は何かを理解する。その結果引き起こされるさまざまな病
気についての基本を知り、病気の仕組みについて理解を深める。病気から健康について考える視点を養う。
成績評価⽅法
講義中の課題（30％）、レポート（70％）により最終評価を⾏う
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
特⾊ある講義内容のため、授業内容項⽬について不明な項⽬はインターネット等で調べておくことが好ましい。復習
のポイントなどは担当教員からの指⽰に従いましょう。
テキスト・参考書
講義時配布テキストを使⽤
オフィスアワー
専任教員は各オフィスアワーを確認のこと。⾮常勤等は授業の前後を基本とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

1

⽊南

英紀

2

⽊南

英紀

授業内容
【⽣命とは何か】
私達が今⽣きている状態は、⾝体
にある無数の細胞が器官を作り、
それらが調和して維持されてい
る。しかも、様々なストレスに対
して⾝体は細胞レベルで適応し、
恒常性が維持される。病気を理解
するために、そもそも⽣命とは何
か、という概念を体系的に学ぶ。
【⽣体の構成成分︓細胞、DNA、
RNA、タンパク質】
ヒトの⾝体は脳、⼼臓、筋⾁、肝
臓など様々な臓器で成り⽴ってい
るが、それぞれの臓器はすべて沢
⼭の細胞によって構成されてい
る。細胞の⼀つ⼀つは独⽴して機
能が維持されており、その仕組み

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

【予習】
あなたが考える「⽣命とは何か」をまとめておくこと（90
分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

【予習】
DNA、RNA、タンパク質についてその働きを調べ、それぞ
れ200字でまとめておくこと（90分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）
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について、DNA, RNA, タンパク質
をキーワードにして学ぶ。

3

⽊南

英紀

【絶え間ない流れの中にある⽣
命︓動的平衡】
ヒトは、⾒た⽬が変わらなくと
も、器官を構成する細胞は常に⼊
れ替わっている。つまり、変わら
ないということは、⽣命において
は動的平衡動態が保たれているこ
とを意味しており、その仕組みに
ついて学ぶ。

【予習】
「動的平衡動態」とは何か、300字で考えておくこと（90
分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

英紀

【タンパク質は壊れないと⽣きら
れない】
ヒトの器官、細胞を構成する重要
な要素としてタンパク質がある。
タンパク質は劣化や修飾などされ
ることから、常に新しく⼊れ替え
る必要があることに加え、飢餓状
態では、⾎糖値の維持のために蛋
⽩が壊されて利⽤される。それら
の機構や必要性について学ぶ。

【予習】
飢餓状態での「タンパク質」の働きを考えておくこと（90
分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

英紀

【⽣命維持は死ぬまで続く⾃転⾞
操業︓⽼化現象】
ヒトの⾝体の恒常性は動的平衡に
より保たれている。この動的平衡
が崩れると病気や死に繋がる。⽼
化がなぜ⽣じるのか、ということ
について動的平衡の崩壊というキ
ーワードを通して学ぶ。

【予習】
「⽼化」はなぜ⽣じるのか、考えておくこと（90分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

英紀

【なぜガンになるのか︖】
ヒトの⾝体では、細胞が常に⼊れ
替わっているが、新しい細胞が正
常とは限らず、⼀部はガン化す
る。遺伝レベルで傷ついた細胞が
どのように⽣じて、がん細胞とし
てどのように成⻑するのかについ
て学ぶ。

【予習】
遺伝⼦とガンの関係について調べておくこと（90分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

好史
祥雄

【突然死の原因】
予防医学が発達した現代において
も、突然死を来す⼈は少なくな
い。動的平衡という観点から、⽣
命の危機をもたらすショックや多
臓器不全について、その発症メカ
ニズムと経過を理解する。

【予習】
突然死を動的平衡という観点から考えておくこと。多臓器
不全について調べておくこと（90分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

ニヨンサバ
フランソワ

【ウイルス、細菌、カビとの戦
い︓感染症】
⼈に感染症をおこす微⽣物はごく
⼀部にすぎない。このような⼈と
微⽣物のかかわりを正しく理解し
た上で、⼈に備わった微⽣物に対
する防御のしくみと微⽣物がこれ
を突破して感染症をおこすメカニ
ズムを学ぶ。

【予習】
ウイルス、細菌、カビの違いを調べておくこと（90分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

9

ニヨンサバ
フランソワ

【免疫と病気】
免疫の働きのより⼈は感染症から
⾝を守っている。その⼀⽅で、そ
の働きの異常により⾃⼰免疫疾
患、アレルギー疾患、免疫不全を
発症する。これらの免疫と病気の
関係を体系的に学ぶ。

【予習】
「⾃⼰免疫疾患」「アレルギー疾患」「免疫不全」の違い
を調べておくこと（90分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

10

⽥村

【病気と遺伝】
病気の中には、遺伝によって発症

【予習】
⽣活習慣病は遺伝するか、⾃分の考えをまとめておくこと

4

5

6

7

8

⽊南

⽊南

⽊南

⽥村
河合

好史
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⽥村

⽥村

⽥村

⻩⽥

⽥村
⼭⽥

が⼤きく左右されるものがある。
様々な遺伝形式によりなり易さが
決まる難病や⽣活習慣病について
学ぶ。

（90分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

【⼥性特有の病気】
⼥性に多い病気、特有の病気が幾
つかある。ここでは、⼦宮や卵巣
の病気や、⾷思不振症、更年期障
害、⾻粗鬆症などについて学ぶ。

【予習】
⼥性に多い病気、特有の病気を挙げられるようにしておく
こと（90分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

好史

【病気の原因・成り⽴ちを調べ
る】
病院やクリニックでは、病⼈をど
のように診て、どのように診断し
て、治療に移っていくのであろう
か︖Problem oriented, patient orien
ted, evidence based medicineとい
った基本的な考え⽅について学
ぶ。

【予習】
病院やクリニックでは、病⼈をどのように診て、どのよう
に診断して、治療に移るか、患者の⽴場から推察して考え
ておくこと（90分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

好史

【様々な症状と病気１】
多くの⼈がかかる⼀般的な病気に
ついて学ぶ。頭痛や腹痛といった
典型的な症状と疑う病気について
概説する。

【予習】
頭痛と腹痛の典型的な症状について、それぞれ5個ずつ考え
ておくこと（90分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）

好史

常嘉

好史
京志

【様々な症状と病気２】
精神疾患は五⼤疾病の⼀つと数え
られるほどに社会的な関⼼事とな
っている。誰しも⽣きていると暗
い気持ちになったり、不安に思う
ことが少なからずあるが、そもそ
もこころはどのように育まれ、病
んでしまうのであろうか︖代表的
な精神疾患の概念、症状について
概説する。
【救急のABC】
街中で意識を失った⼈を⾒つけた
ら、何をするべきか︖⽣活してい
ると⼀度は遭遇する状況で、市⺠
としての迅速な対応法を学ぶ。

【予習】
メンタル不調にどのようなものがあるか、メンタル不調に
よって社会的にどのような問題が起こっているか、調べて
みること。（90分）
【復習】
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出てくる専⾨
⽤語等をよく調べ理解し、説明できるようにしておく。定
期試験のための準備しておく。（90分）
【予習】
街中で意識を失った⼈を⾒つけたら、⾃分はどのような⾏
動をとるか、考えておくこと（90分）
【復習】
授業内容の振り返りを⾏うこと（90分）
第1回 4⽉9⽇（⾦） ⽥村 好史
第2回 4⽉16⽇（⾦） ⽥村 好史
第3回 4⽉23⽇（⾦） ⽥村 好史
第4回 5⽉7⽇（⾦） 河合 祥雄
第5回 5⽉14⽇（⾦） ⽊南 英紀
第6回 5⽉21⽇（⾦） ⽊南 英紀
第7回 5⽉28⽇（⾦） ニヨンサバ・フランソワ
第8回 6⽉4⽇（⾦） ⽊南 英紀
第9回 6⽉11⽇（⾦） ⽊南 英紀
第10回 6⽉18⽇（⾦） ニヨンサバ・フランソワ
第11回 6⽉21⽇（⽉） ⻩⽥ 常嘉 *オンデマンド配信の予
定
第12回 6⽉25⽇（⾦） ⽥村 好史
第13回 7⽉2⽇（⾦） ⽊南 英紀
第14回 7⽉9⽇（⾦） ⽊南 英紀
第15回 7⽉17⽇（⼟） ⼭⽥ 京志
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授業科⽬名

疫学・統計

授業形態

英語科⽬名

Epidemiological Statistics

開講学期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

⽩⼭ 芳久

ナンバリング

4505

科⽬担当者
⽩⼭芳久
JICA専⾨家(保健分野)や、特別職国家公務員(国会の政策⽴案及び⽴法活動の補佐)等として実務経験を5年以上有する。
授業の概要
疫学(Epidemiology)とは、公衆衛⽣の基礎となる科学であり、集団を対象とした疾病の発⽣・予防などを研究する学問で
ある。
この講義では、疫学について初習者向け講義を⾏う。
とりわけ、以下の者に履修をすすめる。
ー医学研究科⼤学院進学希望者
ーヘルス領域の卒業論⽂研究等において量的調査を実施したいと計画している者
ー健康総合⼤学の⼀員として、疫学についての理解がコロナ後のニューノーマルを⽣き抜く上で必須であると感じてい
る者
ー１年次必修科⽬「わかりやすい統計」講義で統計を学ぶ楽しさを知った者
ー統計・リテラシーゼミナール３・４年⽣
講義だけでなく、group work や peer instruction などを取り⼊れたアクティブ・ラーニングを実践した授業を⾏う。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
保健健医療職の国家試験出題（疫学・統計関連）の内容と同様のものに、合格ラインで正答することができる。
記述統計・量的分析のチャレンジ演習課題を、peer instruction があれば完了することができる。
成績評価⽅法
国家試験形式の授業内試験の成績(60%)、演習課題の提出(30%)、その他グループワークの参加・パフォーマンス(10%)
等から学修成果を包括的に評価する。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
この授業は運営上、40名程度までを履修上限とする。
前期後半の8週間(⽔曜の3-4限⽬の2コマ連続開講)の演習を含む講義科⽬である。
下の授業計画の⽇付を確認して、授業⽇の⽇程をあらかじめスケジュール確保しておくこと。
授業内試験ー保健医療職の国家試験出題（公衆衛⽣学ー疫学・統計分野）の過去問と同形式のものを実施する。
Excel演習課題の提出が確認されない場合は、定期試験への参加を認めないことがある。
Microsoft Office Excel がインストールされたパソコン端末(Windows/Macかは問わない）を各⾃⽤意する必要がある。
iPadなどタブレットのみでは、演習課題に取り組むのが難しいかもしれない。Excelソフトや端末が⽤意できない場合
は、キャンパス内の施設等で利⽤可能な端末を適宜使⽤すること(初回ガイダンスにて詳しく説明する予定）。
ZoomによるLIVE授業の他に、Google Classroomでの録画よる講義動画の視聴、GoogleFormによる課題提出、Google S
lideでグループ発表のスライドを協同作成するといった、IT教育ツールを使いこなして講義に参加する演習講義となる。
テキスト・参考書
適宜、授業内で必要な資料をGoogle Classroom等を通じて共有する。
Excelを⽤いた保健統計、医療統計、アンケート調査の集計・分析法など
操作⼿順を詳しく説明した解説書籍が多数出版されているので、
図書館に所蔵されているものを⼿にとって、⾃分のレベルや好みにあったものを選ぶと良い。
参考書︓
中村好⼀著

基礎から学ぶ楽しい疫学

第４版

医学書院 2020年
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オフィスアワー
⾯談予約の申し出やメールにより、随時相談。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
演習の中で直接指導していく。

定期試験後に、試験問題の解答・解説、リフレクション等まとめの授業を⾏う。

授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

⽩⼭芳久

初回ガイダンス
(1)専⽤Google Classroom への登
録等
(2)履修上の注意
(3)授業の概要・進め⽅（講義形式
の部分と、演習形式の部分）

②
6/2(⽔） ⽩⼭芳久
４限⽬

6/2 (⽔）４限⽬
公衆衛⽣の定義と⽬標、公衆衛⽣
と健康、公衆衛⽣と予防医学
公衆衛⽣活動(PDCAサイクル)

①
6/2(⽔)
3限⽬

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】 シラバス熟読 （90分）
【復習】︓この科⽬を履修し、疫学・統計について学ぶこ
とが、⼤学での学びや将来のキャリアとどのように関連す
るか⾃分なりに考えておく （90分）
【予習】 授業内容キーワードについて、⾃分なりに調べ
てみる（90分）
【復習】 国家試験問題の出題例（過去問）への解答（90
分）

○保健統計ー健康、疾病、⾏動に関
わる統計資料
国勢調査、⼈⼝静態統計、⼈⼝動
態統計
平均余命、平均寿命
死因統計、患者調査、国⺠⽣活基
礎調査
③
6/9(⽔)
3限⽬

⽩⼭芳久

【予習】 授業内容キーワードについて、⾃分なりに調べ
てみる（90分）
○疫学ー健康状態・疾病の測定およ 【復習】 国家試験問題の出題例（過去問）への解答（90
び評価
分）
疫学の定義と対象
疾病の頻度︓死亡率、致命率、罹
患率、有病率
リスク評価︓相対危険(RR)、オッ
ズ⽐(Odds ratio)
計算問題

④
6/9(⽔)
4限⽬

⽩⼭芳久

疫学の⽅法論︓観察的疫学研究と
介⼊研究
横断研究、コホート研究、症例対
照研究、介⼊研究、ランダム化⽐
較試験(RCT)
バイアス・交絡の制御と機序・因
果関係

【予習】 授業内容キーワードについて、⾃分なりに調べ
てみる（90分）
【復習】 国家試験問題の出題例（過去問）への解答（90
分）

計算問題

⑤
6/16(⽔)
⽩⼭芳久
３限⽬

EBM (Evidence Based Medicine)と
政策
系統的レビュー、メタアナリシス
ハイリスクアプローチ、ポピュレ
ーションアプローチ
疫学研究に必要な倫理的配慮︓イ
ンフォームド・コンセント、倫理
指針、利益相反(COI)

【予習】 授業内容キーワードについて、⾃分なりに調べ
てみる（90分）
【復習】 国家試験問題の出題例（過去問）への解答（90
分）

○健康格差、健康の社会的決定要因
（SDH)
⑥
6/16(⽔) ⽩⼭芳久
4限⽬

○スクリーニング
感染症の疫学調査を例に

【予習】 授業内容キーワードについて、⾃分なりに調べ
てみる（90分）
【復習】 国家試験問題の出題例（過去問）への解答（90
分）
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⑦
⽩⼭芳久
6/23(⽔)
３限⽬

⑧
6/23(⽔) ⽩⼭芳久
4限⽬

○疫学研究と情報検索ー実践
【予習】 授業内容キーワードについて、⾃分なりに調べ
医中誌、PubMedなど⽂献検索デー てみる（90分）
タベース
【復習】 国家試験問題の出題例（過去問）への解答（90
分）
疫学研究の種類を⾒極めるーグル
ープワークで疫学研究を実際に⾒
つけて、どの種類の疫学研究なの
かを⾒極め、ここの研究の強みや
弱みを論⽂から読み解く。

【予習】 授業内容キーワードについて、⾃分なりに調べ
てみる（90分）
【復習】 国家試験問題の出題例（過去問）への解答（90
分）

⑨
6/30(⽔) ⽩⼭芳久
３限⽬

Excelでできるデータの要約・分析 【予習】 Microsoft Excelの基本的な操作に親しんでおく
ー演習形式（１）
（90分）
データの⼊⼒・訂正、注意点
【復習】 授業内で習った操作を、教員のインストラクシ
ョン無しで⾃分でも操作できるよう練習する（90分）

⑩
6/３０
(⽔)
３限⽬

⽩⼭芳久

【予習】 Microsoft Excelの基本的な操作に親しんでおく
Excelでできるデータの要約・分析
（90分）
ー演習形式（２）
【復習】 授業内で習った操作を、教員のインストラクシ
関数を使った計算、記述統計
ョン無しで⾃分でも操作できるよう練習する（90分）

⽩⼭芳久

Excelでできるデータの要約・分析
ー演習形式（３）
データのグラフ化（⾒える
化）、
⽬的にあったグラフを作成する

⽩⼭芳久

【予習】 Microsoft Excelの基本的な操作に親しんでおく
Excelでできるデータの要約・分析
（90分）
ー演習形式（４）
【復習】 授業内で習った操作を、教員のインストラクシ
相関、回帰分析（将来予測）
ョン無しで⾃分でも操作できるよう練習する（90分）

⽩⼭芳久

定期試験直前対策ー試験範囲の復
習と実際の試験問題例（過去問）
でリハーサル

⽩⼭芳久

【予習】 Microsoft Excelの基本的な操作に親しんでおく
Excel演習 ー チャレンジ課題に （90分）
挑戦 (peer instructionを含む）
【復習】 授業内で習った操作を、教員のインストラクシ
ョン無しで⾃分でも操作できるよう練習する（90分）

⑪
7/7(⽔)
３限⽬
⑫
7/7(⽔)
4限⽬
⑬
7/14
3限⽬
⑭
7/14
4限⽬

⑮
授業内試
験
⽩⼭芳久
(⽇時は
後⽇相談
の上）

授業内試験ー保健健医療職の国家
試験出題（疫学・統計関連）の内
容と同様のものを予定

まとめ 試験問題の解答・解説、
リフレクション

【予習】 Microsoft Excelの基本的な操作に親しんでおく
（90分）
【復習】 授業内で習った操作を、教員のインストラクシ
ョン無しで⾃分でも操作できるよう練習する（90分）

【予習】 Microsoft Excelの基本的な操作に親しんでおく
（90分）
【復習】 授業内で習った操作を、教員のインストラクシ
ョン無しで⾃分でも操作できるよう練習する（90分）

予習︓定期試験のための勉強（90分）
復習︓講義15回を通して⾝につけた学習内容の復習、教員
や友⼈のインストラクション無しで⾃分1⼈でもExcelの操
作ができるよう引き続き練習する（90分）
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2021/05/18(⽕)16:36
授業科⽬名

ヘルスコミュニケーション

授業形態

講義

英語科⽬名

Communication: Health Services

開講学期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

⼤野 直⼦

ナンバリング

4506

科⽬担当者
⼤野直⼦
授業の概要
本講義の⽬的は、医療とコミュニケーションの理論と実践⽅法を体系的に習得することである。医療とコミュニケーシ
ョンは、医療従事者相互、医療従事者と患者間、患者相互等における医学・医療分野に関係した知識や情報のやりとり
を意味する。医学・医療において、どのようなコミュニケーションが⾏われているかを講義により学習する。⽣命に関
わる職業⼈となることを念頭におき、それにふさわしい⾏動・態度をとることができるようになるために、⼈との共感
的態度を⾝に着け、信頼関係を築き、さらに⻑期にわたってそれらを向上させる知識を⾝に着ける。本講義では、医療
に関する知識・情報を正確かつ効果的に伝達し、受け⼿に理解してもらうために必要なコミュニケーションの理論体
系、コミュニケーションの実務的⽅法論等を医療者、患者の双⽅の視点から⾝に着ける。少⼈数によるグループワーク
により、患者、同僚、地域社会との信頼関係を確⽴できるようになるために、相⼿の⼼理、⽴場、環境を理解するため
の基本的知識、技能、態度を⾝に着ける。本講義の受講によって、医療とコミュニケーションを様々な⽴場から概観
し、またコミュニケーションを実践し、改善していくために必要な基礎的な知識とスキルを習得することができる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
本授業では、下記の能⼒を⾝に付ける。
・医療と医療制度の歴史の概要を説明できる。
・医療関連の最新トピックについて、知識を得た上で議論できる。
・患者-医療者間、医療者同⼠、医療者-⼀般市⺠等の様々なコミュニケーションを分析できる。
・医療コミュニケーションの諸問題に関して、知識を得た上で議論できる。
成績評価⽅法
出席（20％）、授業内ディスカッション参加度（30％）、発表（25％）、期末試験（25％）
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
本講座はグループワークを多く含むため、積極的な関与と前向きな態度が望ましい。
進度により授業内容を変更することがある。その際には、授業内の指⽰に従うこと。
テキスト・参考書
オリジナルテキストを使⽤
（参考書）Communicating About Health: Current Issues and Perspective (5th edition) by Athena du Pre
オフィスアワー
⽉・⽕）時間帯はメールで応相談
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内やＪ－Ｐａｓｓを使⽤し適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当
⼤野直⼦

授業内容
Introduction

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【復習】下記について資料の関連する場所を読み、不明点
を調査すること（90分）。
Introduction
・Definition of health communication
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・Medical models
・Current Issues

⼤野直⼦

【予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献
をインターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
【復習】下記について資料の関連する場所を読み、内容を
The Landscape for Health Commu 確認すること（90分）。
nication
The Landscape for Health Communication
・History of health care
・Managed care
・Health care reform

⼤野直⼦

⽶国医療保険に関連する映画鑑
賞・討論

【予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献
をインターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
【復習】授業内討論の結果としての、⾃分の意⾒をまとめ
る（90分）。

⼤野直⼦

医療保険制度に関するディベート
実践

予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献を
インターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
【復習】授業内討論の結果としての、⾃分の意⾒をまとめ
る（90分）。

Patient Perspectives

【予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献
をインターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
【復習】下記について資料の関連する場所を読み、内容を
確認すること（90分）。
Patient Perspectives
・Socialization
・Satisfaction
・Cooperation/consent
・Informed consent
・Illness and identity

⼤野直⼦

Caregiver Perspectives

【予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献
をインターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
【復習】下記について資料の関連する場所を読み、内容を
確認すること（90分）。
Caregiver Perspectives
・Medical education
・Satisfaction/burnout
・Managing medical mistakes
・Multidisciplinary teamwork
・Privacy

⼤野直⼦

【予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献
医療者-患者のコミュニケーション をインターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
に関連するグループワーク
【復習】授業内討論の結果としての、⾃分の意⾒をまとめ
る（90分）。

⼤野直⼦

【予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献
医療者-患者のコミュニケーション をインターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
に関連するグループワーク
【復習】授業内討論の結果としての、⾃分の意⾒をまとめ
る（90分）。

⼤野直⼦

eHealth, mHealth, and Telehealth

【予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献
をインターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
【復習】下記について資料の関連する場所を読み、内容を
確認すること（90分）。
eHealth, mHealth, and Telehealth
・Theories of online information seeking
・Advantages and disadvantages of technology
・Forecast for the future

⼤野直⼦

Health Images in the Media

【予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献
をインターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
【復習】授業内討論の結果としての、⾃分の意⾒をまとめ
る（90分）。

11

⼤野直⼦

ヘルスメッセージを伝える広告を
作成する

【予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献
をインターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
【復習】授業内討論の結果としての、⾃分の意⾒をまとめ
る（90分）。

12

⼤野直⼦

ヘルスメッセージを伝える広告を

【予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献

2

3

4

5

6

7

8

9

10

⼤野直⼦
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作成する ︓コンペティション

をインターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
【復習】授業内討論の結果としての、⾃分の意⾒をまとめ
る（90分）。
【予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献
をインターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
【復習】下記について資料の関連する場所を読み、内容を
確認すること（90分）。
Diversity and Health Care
・Health literacy
・Social status, gender, sexual orientation, race, language,
disabilities, age

⼤野直⼦

Diversity and Health Care

14

⼤野直⼦

【予習】授業内容に記載されているキーワードを含む⽂献
をインターネットで検索し、読んでおくこと（90分）。
【復習】下記について資料の関連する場所を読み、内容を
確認すること（90分）。
Cultural Conceptions of Health and Cultural Conceptions of Health and Illness
Illness
・Health as organic condition or harmony
・Health as stigma or curse
・Health as expanded consciousness
・Patient caregiver roles
・Paternalism

15

⼤野直⼦

まとめ、期末試験

13

【予習】期末試験の準備（120分〜）。
【復習】これまで配布された資料全体を読み、内容を確認
すること（90分）。
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授業科⽬名

メンタルヘルス論

授業形態

講義

英語科⽬名

Mental Health

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

吉武 尚美

ナンバリング

4507

科⽬担当者
吉武

尚美

授業の概要
⼤戦以降，⼼理学は⼼に何らかの問題を抱える⼈たちに対して，苦悩の軽減や問題解決に寄与する⽅法を探求してき
た。そこでの問いは，"What's wrong with you?"である。⼀⽅，逆境に直⾯してなお回復する強さやポジティブな感情・
認知など，⼈間本来の強みに焦点を当て，⼼理社会的問題の回避と予防の⽅途を探るポジティブ⼼理学という領域も21
世紀初頭に誕⽣した。そこでの問いは，"What's right with you?" である。本科⽬は2つの問いから⼈間の健全な⼼のあり
様を考えていく。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
講義，⼼理テスト，⾏動実験などを通して以下の知識とスキルの獲得を⽬指す︓
(1)⻘年期にり患しやすい精神障害の症状・機序・介⼊の⽅法がわかる
(2) ポジティブ⼼理学の概要を学び，メンタルヘルスの維持と向上のスキルが⾝につく
成績評価⽅法
1. 成績評価⽅法︓以下をもとに，総合的に判断する。
リアクションペーパー (10%)，課題レポート(30%)，Well-Being Journal (20%) ，期末試験 (40%)
※いずれか1つでも提出がない場合には評価の対象とはならない。
2. 成績評価基準
・主要な精神障害の概要を理解したか
・ポジティブ⼼理学の特徴的な概念を理解したか
・授業課題を通してよりよく⽣きる⽅法を模索したか
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
・毎回の授業準備として，テーマについて経験と照らし合わせ，イメージを持って臨むこと。
・学習理解を促すため，⼼理テスト，⾏動実験，グループワークを⾏う。受講⽣の積極的な参加を求める。
・授業後半からは，授業内容と関連付けた⽇記を毎週書いて提出してもらう（Well-Being Journal）。⽇記を書くのを厭
わないこと。
テキスト・参考書
テキスト︓下⼭晴彦「⾯⽩いほどよくわかる︕臨床⼼理学」（⻄東社）
参考図書︓
Cピーターソン（著）宇野カオリ（監訳）「幸福だけが⼈⽣か︖ ポジティブ⼼理学55の科学的省察」（春秋社）
Peterson, C. (2010). A Primer in Positive Psychology. Oxford University Press.
オフィスアワー
⽉曜⽇＆⾦曜⽇12︓00〜13︓00
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
・リアクションペーパーの記載内容は授業内でフィードバックする。
・レポートのFBはGoogleClassroomを使⽤して⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

担当

吉武

尚美

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

受講ガイダンス

【予習】これまでの⼈⽣に起きたつらい体験と克服の過程
についてまとめる。他者を感動させるようなストーリーを
作る (90分)
【復習】受講⽣の⼈⽣に触れ，⾃分の⽣き⽅に有⽤な要素
を取り込む(90分)

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0460001

1/3

2021/5/18

JUNTENDO PASSPORT

2

吉武

尚美

What's wrong with you? (1)
不安障害

【予習】テキストの該当箇所を読む。(90分)
【復習】不安障害の症状，機序，介⼊⽅法を整理し，理解
を定着させる (90分)

3

吉武

尚美

What's wrong with you? (2)
気分障害

【予習】テキストの該当箇所を読む。(90分)
【復習】気分障害の症状，機序，介⼊⽅法を整理し，理解
を定着させる (90分)

4

吉武

尚美

What's wrong with you? (3)
統合失調症

【予習】テキストの該当箇所を読む。(90分)
【復習】統合失調症の症状，機序，介⼊⽅法を整理し，理
解を定着させる (90分)

5

吉武

尚美

What's wrong with you? (4)
素⾏障害

【予習】テキストの該当箇所を読む。(90分)
【復習】素⾏障害の症状，機序，介⼊⽅法を整理し，理解
を定着させる (90分)

6

吉武

尚美

What's wrong with you? (6)
発達障害①

【予習】テキストの該当箇所を読む。(90分)
【復習】ASDの症状，機序，介⼊⽅法を整理し，理解を定
着させる (90分)

7

吉武

尚美

What's wrong with you? (7)
発達障害②

【予習】テキストの該当箇所を読む。(90分)
【復習】ADHDの症状，機序・介⼊⽅法を整理し，理解を
定着させる (90分)

8

吉武

尚美

What's right with you? (1)
ウェルビーイングとは

【予習】予習課題に取り組む。（90分）
【復習】授業内容について⾃分の⼈⽣に関連付けながら考
察を深め，⽇記に書く (90分)

9

吉武

尚美

What's right with you? (2)
ポジティブ感情の効⽤

【予習】予習課題に取り組む。（90分）
【復習】授業内容について⾃分の⼈⽣に関連付けながら考
察を深め，⽇記に書く (90分)

10

吉武

尚美

What's right with you? (3)
⼈格特性の強み

【予習】予習課題に取り組む。（90分）
【復習】授業内容について⾃分の⼈⽣に関連付けながら考
察を深め，⽇記に書く (90分)

11

吉武

尚美

What's right with you? (4)
楽観性

【予習】予習課題に取り組む。（90分）
【復習】授業内容について⾃分の⼈⽣に関連付けながら考
察を深め，⽇記に書く (90分)

12

吉武

尚美

What's right with you? (5)
対⼈関係とソーシャルサポート

【予習】予習課題に取り組む。（90分）
【復習】授業内容について⾃分の⼈⽣に関連付けながら考
察を深め，⽇記に書く (90分)

13

吉武

尚美

What's right with you? (6)
感謝，共感性，許し

【予習】予習課題に取り組む。（90分）
【復習】授業内容について⾃分の⼈⽣に関連付けながら考
察を深め，⽇記に書く (90分)

14

吉武

尚美

What's right with you? (7)
レジリエンスとPTSG

【予習】予習課題に取り組む。（90分）
【復習】授業内容について⾃分の⼈⽣に関連付けながら考
察を深め，⽇記に書く (90分)

今，そして将来のウェルビーイン
グのためにできること

【予習】⽇記を読み返し，今，そして将来のウェルビーイ
ングを向上させるためにやりたいことを考えてくる (90
分)。
【復習】授業で得た励ましやサポートをもとに，ウェルビ
ーイングを維持向上させる⽣き⽅を具体化する(90分)。

15

吉武

尚美

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0460001

2/3

2021/5/18

JUNTENDO PASSPORT

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0460001

3/3

2021/5/10

JUNTENDO PASSPORT

2021/05/10(⽉)17:24
授業科⽬名

開発途上国におけるグローバルヘルス

授業形態

講義

英語科⽬名

Health Issues in Developed Countries

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

湯浅

ナンバリング

4508

資之

科⽬担当者
湯浅 資之
授業の概要
本講座は、開発途上国におけるグローバルヘルスを学ぶ科⽬です。
本科⽬では、世界の⼈々の健康課題や健康格差に関する実態を知り、そうした健康問題を解決するための基本的戦略や
政策にはどのようなものがあるかを学びます。
前半では、国際協⼒とは何か、グローバルヘルスとは何か、開発とは何か、グローバルヘルスにおけるプライマリヘル
スケアとヘルスプロモーションの2⼤健康戦略について学びます。
後半では、開発途上国の出⾝者や国際的な現場で活躍する実践者をお招きして、実例を通してグローバルヘルスや開発
ついて理解を深めます。
（この科⽬は社会福祉主事任⽤資格を得るための該当科⽬です。）
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
１．国際協⼒の意義について説明できる。
２．グローバルヘルスの⽬的・使命について説明できる。
３．健康に関する開発の様々な形態や歴史について概説できる。
４．世界の健康政策の基本となるプライマリヘルスケアとヘルスプロモーションについて説明できる。
５．開発途上国におけるグローバルヘルスの実態について実例を挙げて説明できる。
成績評価⽅法
授業内で課題が⽰されるレポートの提出で評価します。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
本科⽬は、すべてオンデマンド（録画）により実施されます。
⽇頃から、グローバルヘルスの政策に関連する情報を収集するよう、⽇々のニュースを積極的に視聴するように努めて
ください。
後半では、開発途上国出⾝者が⽇本で講義をします。⽇本語を勉強して講義に臨むため、聞きなれない発⾳や単語が出
てきても、寛容な態度で受け⽌めてください。
テキスト・参考書
⽇本国際保健医療学会編
ておいてください。

「国際保健医療学

第３版」

杏林書院出版をテキストとして使⽤するので、事前に購⼊し

オフィスアワー
湯浅資之︔⽉・⽊・⾦曜⽇の13︓00〜17︓00
（外部講師の場合には授業の前後とする。）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
課題に対する模範解答は授業時間内に提⽰します。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

1
(4/13)

湯浅

資之

ようこそ国際協⼒

【予習】国際協⼒機構（JICA）や⻘年海外協⼒隊について
事前に調べておくこと（90分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）

2
(4/20)

湯浅

資之

国際協⼒の意味

【予習】国際協⼒の意味について事前に調べ、⾃分の考え
⽅を整理しておくこと（90分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）
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湯浅

資之

グローバルヘルスとは何か

4
(5/11)

湯浅

資之

開発とは何か

【予習】開発にはどのような考え⽅やアプローチがあるの
かを事前に調べておき、整理しておくこと（90分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）

5
(5/18)

湯浅

資之

開発の歴史

【予習】先進国が途上国を⽀援してきた開発の歴史を⾃分
で調べておくこと（90分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）

6
(5/25)

湯浅

資之

保健における開発の歴史

【予習】途上国に対する保健分野における開発⽀援の歴史
を調べておくこと（90分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）

資之

グローバルヘルスの憲法︔プライ
マリヘルスケア

【予習】テキスト『国際保健医療学 第３版』の「プライ
マリヘルスケア」（P.7〜）を事前に読んでおくこと（90
分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）

資之

グローバルヘルスにおけるヘルス
プロモーション

【予習】テキスト『国際保健医療学 第３版』の「ヘルス
プロモーション」（P.12〜）を事前に読んでおくこと（90
分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）

3
(4/27)

7
(6/1)

湯浅

【予習】テキスト『国際保健医療学 第三版』の「グロー
バル化の中の国際保健」（P.4〜）を事前に読んでおくこと
（90分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）

8
(6/8)

湯浅

9
(6/15)

湯浅 資之、
途上国におけるグローバルヘルス
Ei Thinzar Khi
の現実と理想（１）〜ミャンマー
n

10
(6/22)

途上国におけるグローバルヘルス
湯浅 資之、
の現実と理想（２）〜新疆ウイグ
Nadira Murat
ル⾃治区

11
(6/29)

湯浅 資之、 途上国におけるグローバルヘルス
Ahmad Ishtiaq の現実と理想（３）〜パキスタン

12
(7/6)

湯浅
⼿島

資之、 途上国におけるグローバルヘルス
祐⼦
の現実と理想（４）

【予習】これまでの授業内容を確認しておくこと（90分）
【復習】講師が講義した内容を含む単元をテキスト『国際
保健医療学 第３版』から選んで読み、講義内容を復習
し、理解を深めておくこと（90分）

13
(7/13)

湯浅
渡辺

資之、 途上国におけるグローバルヘルス
⻑
の現実と理想（５）

【予習】これまでの授業内容を確認しておくこと（90分）
【復習】講師が講義した内容を含む単元をテキスト『国際
保健医療学 第３版』から選んで読み、講義内容を復習
し、理解を深めておくこと（90分）

資之、 途上国におけるグローバルヘルス
健⼀
の現実と理想（６）

【予習】これまでのグローバルヘルスの授業内容をよく⾒
なおしておくこと（90分）
【復習】講師が講義した内容を含む単元をテキスト『国際
保健医療学 第３版』から選んで読み、講義内容を復習
し、理解を深めておくこと（90分）

14
(7/27)

湯浅
稲葉

【予習】ミャンマーについて事前に調べておくこと（90
分）
【復習】授業の振り返りを⾏うこと（90分）
【予習】新疆ウイグル⾃治区について事前に調べておくこ
と（90分）
【復習】授業の振り返りを⾏うこと（90分）
【予習】パキスタンについて事前に調べておくこと（90
分）
【復習】授業の振り返りを⾏うこと（90分）

スケジュール
第9回⽬ 6⽉15⽇（Eiさん）から開始。
1-8回⽬は後⽇、オンデマンド配信。

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0470001
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授業科⽬名

ヘルスサービスと経済

授業形態

講義

英語科⽬名

The Economics of Health Services

開講学期

前期（集中）

対象学年

3

単位数

1

科⽬責任者

川渕 孝⼀

ナンバリング

4509

科⽬担当者
川渕 孝⼀
授業の概要
ヘルスサービスの役割は苦痛の除去のみならず、豊かな⾷⽣活、良好な⼈間関係といった⽣活の質に深く及んでい
る。しかし、グローバル市⺠としてヘルスサービスのあり⽅について改めて考えるとき、これまでの議論があまりにも
政治⼒学や利害関係者の動機から出たものが多すぎた。その結果として、肝⼼の国⺠の実態、ヘルスサービスが社会に
還元した成果という最も基本的な視点が確⽴されていない。
そこで本授業では、医学、⻭学、看護、介護、薬学などに「横串し」を⼊れる。より具体的には、忘れがちだったヘ
ルスサービスの成果を経済学の視点から学際的に再確認しながら、そのあるべき姿を探る。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
すべてが不確実だと⾔われる時代においてわが国を先頭に諸外国でも遅かれ早かれ未曾有の少⼦・⾼齢社会が到来す
ることは確実である。しかしながら、ヘルスサービス分野は、規制が多く産業構造も複雑なので、未だ前近代的な部分
が散⾒される。そこで本授業では、質の向上と経営の効率化の同時達成を実現するグローバル⼈材育成を⽬指して、ヘ
ルスサービス分野における成功の鍵を探る。
より具体的には、ヘルスケア業界で起こっている現象をマクロ・ミクロ経済の視点から分析する。到達⽬標は次の3
点とする。
①医学、⻭学、看護、介護、薬学に関する諸問題を経済的視点から横断的に解決できる。
②効率的な医療、介護、福祉のあり⽅について政策提⾔ができる。
③医学、看護、経済、経営、会計、統計など各種の専⾨性の融合と相互発展をすることができる。
成績評価⽅法
J-PASSに掲載済みの課題レポート56％（35課題のうち7回×8%※締切厳守）+⽇々の学習状況7回×1%+クイズ37問（37
回×1%）=100％
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
（1）都合4⽇間の集中講義なので可能な限り、⽋席・遅刻・退出は避けて欲しい。
（2）座学中⼼の⼀⽅的な講義を改め、極⼒、双⽅向反転化授業に努める。具体的には予習中⼼にヘルスサービスに関す
るケーススタディおよび⼝頭発表を含めて毎回、課題レポートと学⽣との討論を⾏うので、下記の教科書・参考図書を
事前に学習することを勧める。
（3）チュートリアルを通じて「論理的に考える」学⽣の積極的参加を強く希望する。
（4）あわせて、医療経営⼠（3級）並びに介護福祉経営⼠（2級）の受験も⽬指す。

テキスト・参考書
テキスト︓「“⾒える化”医療経済学⼊⾨」（医⻭薬出版株式会社）は適宜、無償配布するので購⼊する必要はない。
参考書︓「コロナ後の医療経済と⽇本」（薬事⽇報社）、「⾒える⾵景が変わるか〜2040年の薬局」（薬事⽇報社）、
「Introduction to Health Care Economics」（薬事⽇報社）、「Health Care Issues in the United States and Japan」（C
hicago University Press）、「国⺠皆保険はまだ救える」（⾃由⼯房）、「病院の品格」（⽇本医療企画）、「医療再⽣
は可能か」（ちくま新書）、「第六次医療法改正のポイントと対応戦略60」（⽇本医療企画）、「地域包括ケアシステ
ムの成功の鍵（公益財団法⼈⽇本都市センター）」
オフィスアワー
授業の前後を基本とする。（なお、本務先は東京医科⻭科⼤学M&Dタワー6F）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
課題提出締切後、⼀定の添則をして次回以降の授業内で返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0480001
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授業回数
1

2

3

4

5

6

7
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担当
川渕 孝⼀

川渕 孝⼀

川渕 孝⼀

川渕 孝⼀

川渕 孝⼀

川渕 孝⼀

川渕 孝⼀

授業内容
オリエンテーション

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
医療経済学の特徴を紹介する。（90分）

国⺠医療費の構造分析を試みる。 【予習】①国⺠医療費の負担、②国⺠医療費の分配、③国
⺠医療費の使途、④年齢階級別・疾病分類別医療費分析に
テキストの第3章
ついて事前に調べてくる。（90分）
【復習】わが国の医療費はマクロ的に⾒て⾼いか否か、⼀
定の⽂献検索を⾏う。（90分）
【予習】①保険収載プロセスと未収載品の取扱い、②“デビ
公的医療保険の守備範囲について ルの川”と“死の⾕”、③費⽤対効果分析の功罪について事前
考える。
学習する。（90分）
【復習】国⺠皆保険制度の持続可能性についてレポートす
テキストの第12章
る。（90分）

【予習】①混合診療禁⽌の原則、②保険外併⽤療養費制
わが国の診療報酬制度の現状と課
度、③「⼀物⼀価」の功罪、④分配上の弊害、⑤出来⾼算
題について学習する。
定から包括評価などについて事前にまとめ考える。（90
分）
テキストの第2、10、11章
【復習】「いわゆる混合診療を全⾯解禁すべし」という議
論の是⾮をレポートする。（90分）

「予防に勝る良薬なし」とされる
【予習】①終末期医療費と、②⾼齢者透析に関する医療経
中、スタートした特定保健指導と
済分析について⼀定の⽂献検索を⾏う。（90分）
医療費適正化について学習する。
【復習】予防によって医療費が浮くかどうかレポートす
る。（90分）
テキストの第4章
【予習】①⽶国におけるMHSプロジェクトの結果、②減量
指導にみるメタボ対策の効果、③OTCの費⽤対効果、④ワ
セルフメディケーションのあり⽅ クチン⾏政の現状と課題、⑤PET検診の功罪などについて
について検討する。
まとめ、どうすれば効果的な予防政策が実現できるかを⾏
動経済学の観点から事前に学習する。（90分）
テキストの第13章
【復習】2017年1⽉から始まったセルフメディケーション税
制の現状と課題をレポートする。（90分）

DPC/PDPSの現状と課題について
【予習】DPCの功罪と解消すべき課題について事前に考え
学習した後に同制度導⼊による外
てくる。（90分）
来抗がん剤治療の変化について考
【復習】①DPC/PDPSによる外来シフトの有無、②外来抗
える。
ガン治療の現状と課題についてまとめる。（90分）
テキストの第5、6章

8

9

10

川渕 孝⼀

川渕 孝⼀

川渕 孝⼀

【予習】①質の向上と効率化の同時達成に経済的動機付け
“医療の⾒える化”が叫ばれる中で は有⽤か、②P4Pの先⾏事例や③P4Pによる⾏動変容につい
「病院可視化ネットワーク」にお て⽂献検索する。（90分）
ける試みを紹介する。
【復習】①電⼦パスの課題とその解決策、②医療安全に向
けた可視化の試み、③医療事故防⽌対策、④クリニカルパ
テキストの第7、8章
スの科学的根拠等などについてまとめる。（90分）
医療の“量的効果”および「選択と
集中」政策について学習する。
テキストの第9章

【予習】①“規模の経済”、②量的効果に関する先⾏研究、③
⼼臓疾患・⻭科分野における量的効果などについて⼀定の
⽂献検索を⾏う。（90分）
【復習】どうすれば医療の質向上と効率化の同時達成が可
能かをレポートする。（90分）

医師と⽐較しながら⻭科医師の技 【予習】⽇⽶の診療報酬体系を⽐較した上で望まれる適正
術料の国際⽐較を試みる。
な技術料について⾃分なりに調べておくこと。（90分）
【復習】「ドクタフィー」と「ホスピタリティー」を分け
テキストの第10章

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0480001
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る是⾮をレポートする。（90分）

11

12

13

川渕 孝⼀

川渕 孝⼀

川渕 孝⼀

救急医療を題材に経済学の視点か 【予習】わが国の救急医療の実態を事前に調査する。（90
ら検討する。
分）
【復習】タクシー代わりに救急⾞を利⽤する患者に対する
テキストの第15章
有料化の是⾮をレポートする。（90分）
精神医療の現状と課題について学 【予習】わが国の精神医療の特徴を事前に⾃分なりに調べ
習する。
ておく。（90分）
【復習】精神科の診療報酬の妥当性について検討する。（9
テキストの第14章
0分）
”範囲の経済”の有無並びに地域包
括ケアシステムについて学習す
る。
テキストの第16章

14

15

川渕 孝⼀

川渕 孝⼀

事例研究

【予習】保健・医療・福祉の複合体の実態を事前に調査す
る。（90分）
【復習】地域包括ケアシステムの先進事例について考察す
る。（90分）
拙著「国⺠皆保険はまだ救える（⾃由⼯房）」のP.24〜40
を通読して、何が真因でどうすれば解決するか⼝頭発表す
る。

【予習】①オバマケアの功罪、②北欧における構造改⾰、
グローバルヘルスサービスが抱え ③中国・タイにおける医療格差、④バングラディッシュに
る諸課題を学習する。
おける少額医療保険について事前に学習してくる。（90
分）
テキストの17章
【復習】未曾有の超⾼齢社会を「円熟した看取り社会」に
するための⽅策をレポートする。（90分）
[講義⽇程]
8/10︓2-4限

および 8/16, 18, 20︓各⽇2-5限

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0480001
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授業科⽬名

テクノロジーの進展とグローバルヘルス

授業形態

講義

英語科⽬名

Technology and Health

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

1

科⽬責任者

猪俣 武範

ナンバリング

4510

科⽬担当者
猪俣 武範
授業の概要
2020年は、COVID-19の感染拡⼤により歴史の転換点となった。これまでのグローバリゼーションに⻭⽌めがかかり、
⽣活様式の⼤幅な修正が迫られた。このような中、医療においては、COVID-19感染拡⼤による医療崩壊や、オンライン
診療の時限的な規制緩和、デジタルヘルスに対するアンメットメディカルニーズなど新たな変⾰を迎えようとしてい
る。
このようなウィズ・アフターコロナの時代において、医療におけるデータ駆動型思考やテクノロジーの進展は、予
防、予測、個別化、参加型医療に資する形で、注⽬が集まっている。
本コースでは、ヘルスケアにおけるテクノロジーとグローバルヘルスをアップデートし、様々な⾓度から学ぶ。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
1.医療におけるテクノロジーの進歩について説明することができる
2.グローバルヘルスについて理解することができる
3.⾃分の主張を論理的に議論できる
4.医療に関わる様々な教養を⾝につけることができる
成績評価⽅法
成績評価⽅法︓授業点(70%)、定期試験(30%)を総合して評価する。
成績評価基準︓
1.授業の出席状況を評価する
2.授業中の発⾔やグループワークにおける貢献を評価する
3.定期試験における本講義の理解度を評価する
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
本講義では、最新のテクノロジーやグローバルヘルスの理解を⽬指す。まだ未確定な様々な事象について触れるため、
必ずしも授業において明確な正解がない場合もある。
テキスト・参考書
・ハーバード×MBA×医師 ⽬標を次々に達成する⼈の最強の勉強法 (猪俣 武範)
・超絶解説 医学論⽂の難解な統計⼿法が⼿に取るようにわかる本 (康永 秀⽣, ⼭名 隼⼈, 岩上 将夫)
・⼈⼯知能は⼈間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの (松尾 豊)

オフィスアワー
猪俣武範
⽉曜⽇ 14:00-17:00
⽔曜⽇ 9:00-12:00
⾦曜⽇ 14:00-17:00
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
試験、レポート、演習に関しては、講義中に適宜フィードバックを⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

2021/10/
猪俣武範
6

授業内容
コースオリエンテーション
テクノロジーと医療概論
ゲーム理論

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
授業テーマについて⾃分なりに調べて授業に臨むこと（９
０分）。授業の振り返りを⾏うこと（９０分）。

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0490001

1/2

2021/5/18

JUNTENDO PASSPORT

2021/10/ 岩上将夫 (筑波 世界の疫学 (Global epidemiology) 授業テーマについて⾃分なりに調べて授業に臨むこと（９
13
⼤学、London
０分）。授業の振り返りを⾏うこと（９０分）。
School of Hygi
ene and Tropic
al Medicine)
中村正裕 (東京
⼤学⼤学院⼯
学系研究科バ
2021/10/
イオエンジニ ⼈⼯知能と医療
20
アリング専攻
個別化保健医
療講座)

授業テーマについて⾃分なりに調べて授業に臨むこと（９
０分）。授業の振り返りを⾏うこと（９０分）。

⼭本和⼦ (⻑崎
2021/10/
COVID-19パンデミックから⾒る
⼤学病院 呼
27
医療科学とグローバルヘルス
吸器内科)

授業テーマについて⾃分なりに調べて授業に臨むこと（９
０分）。授業の振り返りを⾏うこと（９０分）。

2021/11/
清⽔英輔
10

授業テーマについて⾃分なりに調べて授業に臨むこと（９
０分）。授業の振り返りを⾏うこと（９０分）。

Smart Eye Cameraを⽤いた途上
国における失明予防

市川 衛 (REA
DYFOR（株）
室⻑
⼀般社団法⼈
2021/11/
国際⽐較でみたヘルスコミュニケ 授業テーマについて⾃分なりに調べて授業に臨むこと（９
メディカルジ
17
―ションの現状と課題
０分）。授業の振り返りを⾏うこと（９０分）。
ャーナリズム
勉強会代表
広島⼤学医学
部客員准教授)
北澤耕司 (Buc
k Institute for R
2021/11/ esearch on Agi
⽼化研究最前線
24
ng, USA, 京都
府⽴医科⼤学
眼科学教室)
2021/12/
猪俣武範
1

コースのまとめと今後の展望
リーダーシップ概論

授業テーマについて⾃分なりに調べて授業に臨むこと（９
０分）。授業の振り返りを⾏うこと（９０分）。

授業テーマについて⾃分なりに調べて授業に臨むこと（９
０分）。授業の振り返りを⾏うこと（９０分）。
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2021/05/18(⽕)12:39
授業科⽬名

健康教育とヘルスリテラシー

授業形態

講義

英語科⽬名

Health Literacy and Education

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

鈴⽊

ナンバリング

4511

美奈⼦

科⽬担当者
鈴⽊ 美奈⼦、⼤久保 菜穂⼦
授業の概要
本授業では、⼈々が健康で幸せに⽣きていくために必要な知識・態度・⾏動様式を主体的に⾝につけていくための⽀
援⽅法を学習する。「健康教育とは何か︖」について歴史を踏まえて学習する中で健康教育の世界に導く。次に「健康
教育関連科学（健康⾏動科学）」、特に「健康⾏動論・動機づけ理論」について学び意欲を⾼める。そして「地域での
健康教育・ボランティア」「⽣涯健康学習の課題と⽅法」「健康教育の計画・実施・評価」等について学んだ後、地
域・家庭・学校・職場等における健康教育のあり⽅や具体的な課題について、⼩グループを形成し、グループ討議を⾏
い、まとめのプレゼンテーションをする等の⼀部演習的な要素を取り⼊れ、最終的に実践的な健康教育の⼒、具体的に
は①地域・家庭・学校・職場等における健康教育の知識や技術、②⼈々のQOL向上に向け、ライフステージや⽣活の場
の視点からの健康教育の知識・技術を⾝につけて⾏く。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
健康教育の歴史および⼈々のQOL向上に向けたライフステージや⽣活の場の視点から健康教育についての基礎知識を
獲得し、地域・家庭・学校・職場等における健康教育の指導に必要な基礎知識や技術を獲得する。
成績評価⽅法
授業への出席（20%)、受講態度/ディスカッションへの参加 (20%)、提出期末課題の内容 (60%)で評価する。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
主体的に予習復習を⾏い、講義に参加することを望む。
授業計画は授業の進⾏状況により多少前後することがある。
適宜、参考書籍を紹介するとともに、必要な資料を配布する。
テキスト・参考書
宮坂忠夫・川⽥智恵⼦・吉⽥亨︓健康教育論、メヂカルフレンド社、2012．
島内憲夫︓科学からみた健康⾏動、平野かよ⼦他編著︓健康と社会・⽣活、メディカ出版、2016．
福⽥洋・江⼝秦正編著︓ヘルスリテラシー、⼤修館書店、2016
オフィスアワー
専任教員オフィスアワー⼀覧表を確認のこと。なお、mina-suzuki@juntendo.ac.jpに前もって連絡すること。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内でディスカッション等をする際に共有するとともに、発表の際に解説する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

1

鈴⽊ 美奈⼦、
オリエンテーション
⼤久保菜穂⼦

【予習】 健康教育の概要について調べる。（90分）
【復習】 授業のねらい、授業の進め⽅及び評価⽅法を確
認する。（90分）

2

⼤久保菜穂
⼦、鈴⽊美奈
⼦

健康教育とは何か
＊教育学と健康教育との関連

【予習】健康教育の⽬的について調べる。（90分）
【復習】健康教育の⽬的・定義についてまとめる。（90
分）

3

⼤久保菜穂
⼦、鈴⽊美奈
⼦

【予習】 ライフステージについて調べる。（90分）
ライフステージにおける健康教育
【復習】 ⺟⼦・乳幼児・⼦どもに対する健康教育を整理
Ⅰ
する。（90分）

4

⼤久保菜穂

ライフステージにおける健康教育 【予習】ライフステージについて調べる。（90分）
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⼦、鈴⽊美奈
⼦
5

6

7

8

Ⅱ

【復習】成⼈・⾼齢者に対する健康教育を整理する。（90
分）

⼤久保菜穂
⼦、鈴⽊美奈
⼦

健康教育の計画づくりⅠ

【予習】健康教育の計画について調べる。（90分）
【復習】ニーズアセスメント、⽬的・⽬標、内容について
整理する。（90分）

⼤久保菜穂
⼦、鈴⽊美奈
⼦

健康教育の計画づくりⅡ
＊⽅法︓健康相談・講演会・ＴＶ
など
【予習】健康教育の計画について調べる。（90分）
＊教育媒体︓ポスター・ビデオ・ 【復習】⽅法・教育媒体・評価について整理する。（90
スライド・パンフレットなど
分）
＊評価︓⽬標の設定・⽬標の達成
評価・など

⼤久保菜穂
⼦、鈴⽊美奈
⼦

健康教育の計画づくりⅢ
＊⽅法︓健康相談・講演会・ＴＶ
など
【予習】健康教育の計画について調べる。（90分）
＊教育媒体︓ポスター・ビデオ・ 【復習】⽅法・教育媒体・評価について整理する。（90
スライド・パンフレットなど
分）
＊評価︓⽬標の設定・⽬標の達成
評価・など

鈴⽊美奈⼦

健康教育とヘルスプロモーション
＊ＷＨＯヘルスプロモーションの
概念と活動戦略との関連
＊ヘルスリテラシー

【予習】 WHOが提唱する21世紀の健康戦略（ヘルスプロ
モーション）について調べる。（90分）
【復習】 健康教育の歴史について整理する。ヘルスリテ
ラシーについてまとめる。（90分）
【予習】 健康の定義について調べる。（90分）
【復習】 健康の定義・主観的健康観についてまとめる。
（90分）

9

鈴⽊美奈⼦

健康とは・主観的健康観

10

鈴⽊美奈⼦

健康⾏動とその変容
＊動機づけ理論・健康⾏動変容
理論との関連

【予習】 健康⾏動について調べる。（90分）
【復習】 動機づけ理論・健康⾏動変容理論について整理
する。（90分）

11

鈴⽊美奈⼦

幸福と健康⾏動
＊幸福とは
＊幸福と健康との関連
＊幸福感を⾼める⾏動

【予習】 ⾃分にとっての幸福とは何か考えをまとめてお
く。（90分）
【復習】 幸福と健康⾏動についてまとめる。（90分）

12

鈴⽊美奈⼦

⽣と死の教育

【予習】
【復習】

鈴⽊美奈⼦

⽣活の場における健康教育
＊健康教育の⽅法と実際
＊ヘルスリテラシー教育の活⽤

【予習】⽣活の場における健康教育について調べる。（90
分）
【復習】職場・病院等での健康教育について整理する。（9
0分）

鈴⽊美奈⼦

健康教育計画の提案（⼦ども・成
⼈・⾼齢者）
＊グループに分かれてディスカッ
ションを⾏い、健康教育の実践に
ついて提案しまとめる。

【予習】⼦どもや成⼈を対象とした、健康教育について⾃
分のアイデアをまとめておく。（90分）
【復習】グループで出た意⾒や気づきについてまとめる。
（90分）

鈴⽊美奈⼦

まとめ（総括）
＊グループごとに、健康教育の提
案についてプレゼンテーションす
る。
＊ふりかえりシートを使⽤して学
びをまとめる。
＊健康教育学のまとめ

【予習】プレゼンテーションの準備を⾏う。また、今まで
の授業内容の振り返りをしていくこと。（90分）
【復習】プレゼンについてのふりかえりシートを作成する
とともに、講義全体の復習をしておく。（90分）

13

14

15

⽣と死について調べる。（90分）
⽣と死の健康教育について整理する。（90分）
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授業科⽬名

健康と情報管理・活⽤

授業形態

演習

英語科⽬名

Health and Information Management and Utilization

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

阿曽沼 元博

ナンバリング

4512

科⽬担当者
阿曽沼 元博
授業の概要
⼈間の健康は「ライフステージ」という概念で捉える必要がある。現在の知⾒において「健康」と判断できるステー
ジ、そして数値的に⾚信号がともる「要注意」と判断できるステージ、その後「病期」と判断され治療を⾏うステー
ジ、更に「回復期」「介護期」「終末期」等、⼈間が⽣を全うする上で多くの⼈々が避けて通れない道と舞台が⽤意さ
れている。
⽣活のQOLを維持していく上で、健康維持、⽣活習慣改善、病気治療、機能回復、終末期等には個々⼈の問題意識改⾰
と努⼒の他に、多くの⼈々（医療・介護・福祉等のステークホルダー）や医療機関等多くの関連組織⼤きく関わってい
くことになる。我々は乳幼児から⾼齢者になるまで健康に関わる多くの情報発信をする「情報提供者」でもある。
それら情報は、健康維持や治療に関わる医療者等には重要な情報となりうる。また⾏政的視点では地域での医療サービ
ス計画や医療機関設置計画にも重要な情報となる。しかし、その利活⽤は必ずしも充分ではない。それらの情報は多く
の場合、蓄積されず、また蓄積されていたとしてもバラバラの場所で、バラバラなメディア（媒体）で管理（管理と⾔
えるかは疑問であるが）されており、「何時でも」「どこでも」「必要な時に」「必要とする⼈」が利活⽤出来るもの
ではない。
また情報社会と云われる現代、残念ながら⼈間は⼀番知らなければならない「⾃分の情報」をマネジメント（管理し利
活⽤すること）出来ていない。健康な⽣活を送り、なるべく⼈に迷惑をかけないで、責任を持って⽣きていく上で、情
報の管理の在り⽅を考え、多くの壁を超える必要がある。
本事業では、健康情報や医療資源情報を活⽤する⽅策をケーススタディーで学ぶ（マーケティング⼿法やデータ分析⼿
法等）と共に、国の施策や地域での情報利活⽤事例を学ぶ。ケーススタディーでは、健康医療情報×ＩＣＴ技術というテ
ーマで、新たな事業（サービス）モデルを創造を⾏い、チーム毎にその事業性を競うこととする。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
1. 健康情報や医療資源情報の管理に重要性を具体的事例やケーススタディーを通じて学び理解する。
2. 健康情報や医療資源情報管理の国レベルの施策とナショナルプロジェクトの状況を学び理解する。
3.健康情報や医療資源情報等を活⽤し、健康医療情報×ＩＣＴの新たな事業創造の基本を学び理解する。
成績評価⽅法
講義への積極的な参加と問題意識の持ち⽅（３０％）、ケーススタディーへの取り組（３０％）、レポート評価（４
０％）
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
本授業は、情報管理の⽬的を確認し、情報活⽤する上での課題とソリューションの⽅策（課題解決の⽅策）を学ぶもの
である。常に⼈間、社会、制度、⽂化に対する好奇⼼を持って望んで欲しい。
テキスト・参考書
テキストは授業開始時及び適宜配布する。基本的には配布テキストに沿って授業を進める。必要な参考⽂献、情報ソー
スは適宜紹介する。
オフィスアワー
授業の前後を基本とする。なお、asonuma-m@juntendo.ac.jpに問い合わせ適宜連絡も可。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却していく。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当
阿曽沼

授業内容
元博 健康・医療情報及び医療資源情報
の管理の状況

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】健康情報や医療資源情報とはなにかを⾃分なりに
考えピックアップしておく。（90分）
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【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）
健康・医療情報及び医療資源情報
の利活⽤の状況と課題

【予習】前回授業を踏まえて利活⽤状況に関して調べてみ
る。（90分）
【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）

阿曽沼

元博

3

阿曽沼

健康・医療情報活⽤の実際（１）
【予習】経産省主宰のナショナルプロジェクトである「ど
「どこでもMy病院」プロジェクト
元博
こでもMy病院」の計画概要等を調べてみる。（90分）
の概要
【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）

4

健康・医療情報活⽤の実際（２）
【予習】⼩児がん患者さんがかかえている課題を調べてみ
阿曽沼 元博 「どのでもMy病院」⼩児がんプロ
る。（90分）
(外部講師)
ジェクトの概要
【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

健康・医療情報活⽤の実際（３）
阿曽沼 元博 「千年カルテプロジェクト」の概
(外部講師)
要
健康・医療情報活⽤の実際（４）
阿曽沼 元博 「⼤規模診療データの収集と利活
(外部講師)
⽤プロジェクト」の概要

【予習】内閣官房主宰のナショナルプロジェクトである
「千年カルテプロジェクト」の内容等を調べてみる。（90
分）
【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）
【予習】内閣官房主宰のナショナルプロジェクトである
「SS-MIX2を基礎とし、代理機関を前提とした⼤規模診療
データの収集と利活⽤システム概要」を調べてみる。（90
分）
【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）

阿曽沼

ケーススタディー（ヘルスケア×IC
T基盤活⽤をベースとした新規事業
創造を実践）①
【予習】電⼦カルテシステム、モバイル活⽤のヘルスケア
元博 ?ヘルスケアにおけるICT活⽤の各 事業の現状を調べておく。（90分）
種事業の実際や新規事業⽴ち上げ 【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）
に資する最新技術を概観するを学
ぶ。

阿曽沼

ケーススタディー（ヘルスケア×IC
T基盤活⽤をベースとした新規事業 【予習】事業環境分析、ターゲット分析、事業コンセプト
元博 創造を実践）②
策定の考え⽅を調べてみる。（90分）
?ケーススタディーの課題定時と事 【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）
業計画の作り⽅を学ぶ。

阿曽沼

ケーススタディー（ヘルスケア×IC
T基盤活⽤をベースとした新規事業
創造を実践）③
元博
?学⽣をグループ分けし、グループ
単位でのディスカッションで事業
計画を作ってみる。

【予習】授業時間以外でもグループディスカッションをし
ておく。PC、スマホ、タブレットなどを活⽤し情報収集を
しておく。授業でも持ち込み必要。（90分）
【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）

ケーススタディー（ヘルスケア×IC
T基盤活⽤をベースとした新規事業
創造を実践）④
【予習】実際の事業計画を聞き、参考にする。事業計画資
阿曽沼 元博 ?新規事業の⽴ち上げを計画してい
料はPP５枚以内に纏める。（90分）
(外部講師)
る企業担当者の話を聞く
【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）
?グループ毎に、更なる事業計画を
練り、プレゼン資料を作成する。

阿曽沼

阿曽沼

ケーススタディー（ヘルスケア×IC
T基盤活⽤をベースとした新規事業
創造を実践）⑤
【予習】グループディスカッションを深める。（90分）
元博
?グループ毎に、更なる事業計画を 【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）
練り、プレゼン資料を作成する。
ケーススタディー（ヘルスケア×IC
T基盤活⽤をベースとした新規事業 【予習】プレゼンでは、サービス（製品、サービス）の提
元博 創造を実践）⑥
供価格も設定するので、価格設定を考えておく。（90分）
?学⽣プレゼンと講評
【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）

企業の健康・医療情報ビジネス戦
略の実際①
【予習】健康・医療分野のネットビジネスの状況を調べて
阿曽沼 元博
?健康・医療関連ビジネス事業者の みる。（90分）
(外部講師)
戦略を聞く。
【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）
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阿曽沼 元博 企業の健康・医療情報ビジネス戦 【予習】健康・医療分野のネットビジネスの状況を調べて
(外部講師)
略の実際②
みる。（90分）
?健康・医療関連ビジネス事業者の 【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）
戦略を聞く。

阿曽沼

元博

全体のまとめと課題レポートの書
き⽅

【予習】今までの授業の振り返りを⾏っておくこと（90
分）
【復習】授業の総振り返りを⾏うこと（90分）
レポートの課題は授業の８回⽬に提⽰する
授業で学んだ事、ケーススタディーの実践を通じて学んだ
事をベースに提⽰する。
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授業科⽬名

持続可能な⾼齢社会の特徴と課題

授業形態

後期

英語科⽬名

Japan's Path to a Healthy Society

開講学期

講義

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

湯浅

ナンバリング

4513

資之

科⽬担当者
湯浅

資之、⽩⼭

芳久

授業の概要
本講座は、激動する世界にあって少⼦⾼齢化の課題先進国と称される⽇本の現状と課題について学び、考えるための科
⽬です。⽇本国内の⾼齢化問題を考えるためには、世界の動向についても学ぶ必要があります。そのため、初回に世界
の現状と⽇本の少⼦化、⾼齢化、⼈⼝減少がもたらす様々な課題についての講義を受講した上で、2回⽬以降はディベー
ト形式で⽇本社会の保健医療の仕組みの問題点や⼈⼝問題等のテーマで討議してもらいます。
（この科⽬は社会福祉主事任⽤資格を得るための該当科⽬です。）
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
１．世界と⽇本の⼈⼝動態について説明できる。
２．⽇本の少⼦化、⾼齢化、⼈⼝減少についてより詳しく説明できる。
３．⽇本の少⼦⾼齢化に関する問題を挙げ、それを概説できる。
４．⽇本の保健所や保健センター、医療費の問題に関して概説できる。
５．持続可能な視点から、少⼦⾼齢化社会の問題に対する⾃分の意⾒を提案できる。
成績評価⽅法
授業・演習参加度（40%）とディベート評価票の提出（60%）から総合評価します。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
本科⽬はディベート形式で進めるため、授業効果を⾼める⽬的から⼈数を最⼤で80名に限定いたします。ディベートと
は学⽣グループが⼆⼿に分かれて根拠をもとにあるテーマに関して議論を戦わせます。最後に聴衆の学⽣から、どちら
のグループが根拠をもとに最も論理的に持論を主張できたかを評価します。ディベートに参加する前には、当該課題に
ついてよく理解するまで情報を収集し、⾃分の⾔葉で意⾒できるように事前に準備する必要があります。また、⾃分と
は異なる意⾒に対しても傾聴する態度を⾝につけ、どこが⾃分の主張と異なるのか冷静に判断する⼒も求められます。
テキスト・参考書
⽇本の⾼齢者に対する医療介護を概観する参考資料として『厚⽣の指標増刊
の最新版を薦めます。他に必要資料は講義中に配付します。

国⺠衛⽣の動向』厚⽣労働統計協会発刊

オフィスアワー
湯浅資之︔⽕・⽊曜⽇の13︓00~17︓00
⽩⼭芳久︔⽕・⽊曜⽇の13︓00~17︓00
（⾯接の場合は事前に予約すること）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
J PassもしくはGoogle Classroom等を通じて戻します。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

1
(10/1)

湯浅

資之

世界と⽇本の⾼齢社会の現状分析

【予習】世界と⽇本の⾼齢化についてどのようなトピック
ス（課題）があるかについて事前に調べておくこと（90
分）
【復習】世界と⽇本の⾼齢化問題について整理しておくこ
と（90分）

2

⽩⼭

芳久

ディベート⼊⾨

【予習】ディベートとは何かについて事前に調べておくこ
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と（90分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）

(10/1)

3
(10/8)

湯浅

資之

4
(10/8)

湯浅
⽩⼭

「⽇本の地域保健を担うのは、保
資之、
健所か市町村保健センターか︖」
芳久
についてのディベート

5
(10/15)

湯浅

資之

6
(10/15)

湯浅
⽩⼭

「海外移⺠労働者を積極的に受け
資之、 ⼊れるべきか、受け⼊れるべきで
芳久
はないか︖」についてのディベー
ト

7
(10/22)

8
(10/22)

⽇本地域保健医療福祉の仕組み

⽇本の⼈⼝減少

湯浅

資之

⽇本の少⼦化問題

湯浅
⽩⼭

「⼥性の社会進出（就労）と少⼦
資之、
化対策は両⽴するか、しない
芳久
か︖」についてのディベート

【予習】⽇本の保健医療福祉の仕組みについて事前に調べ
ておくこと（90分）
【復習】⽇本の保健医療福祉の制度について整理しておく
こと（90分）
【予習】保健所と保健センターの役割について事前に調べ
ておくこと（90分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）
【予習】⽇本の⼈⼝の推移について事前に調べておくこと
（90分）
【復習】⽇本の⼈⼝減少問題について整理しておくこと（9
0分）
【予習】⽇本の移⺠労働者受け⼊れについて事前に調べて
おくこと（90分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）
【予習】⽇本の少⼦化問題について事前に調べておくこと
（90分）
【復習】⽇本の少⼦化対策とその課題について整理してお
くこと（90分）
【予習】⽇本における⼥性の社会進出について事前に調べ
ておくこと（90分）
【復習】⽇本における⼥性の晩婚化、未婚化について整理
しておくこと（90分）
【予習】⽇本の介護問題について事前に調べておくこと（9
0分）
【復習】⽇本の介護問題と対策について整理しておくこと
（90分）

9
(10/29)

湯浅

資之

10
(10/29)

湯浅
⽩⼭

「家族の介護離職は防⽌すべき
資之、
か、介護離職は仕⽅ないか︖」に
芳久
ついてのディベート

【予習】⽇本の介護離職について事前に調べておくこと（9
0分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）
【予習】⽇本の⾼齢者医療費について事前に調べておくこ
と（90分）
【復習】⽇本の⾼齢者の社会保障について整理しておくこ
と（90分）

⽇本の介護問題

11
(11/5)

湯浅

資之

12
(11/5)

湯浅
⽩⼭

「⾼齢者医療費は⽉額定額制にす
資之、
べきか、すべきでないか︖」につ
芳久
いてのディベート

13
(11/12)

湯浅

資之

14
(11/12)

湯浅
⽩⼭

「⽇本のC型肝炎治療の新薬は保険 【予習】⽇本の国⺠医療費問題について事前に調べておく
資之、
適⽤か、⾃⼰負担か︖」について こと（90分）
芳久
のディベート
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）

湯浅
⽩⼭

【予習】これまでの講義ノート、配布資料、参考⽂献等を
事前に読みなおし、理解が不⼗分な箇所、質問事項を各⾃
整理しておくこと（90分）
【復習】試験後に配付される模範解答を⾒て、復習を⾏う
こと（90分）

15
(11/19)

⽇本の社会保障（１）

⽇本の社会保障（２）

資之、
授業内試験
芳久

【予習】⽇本の社会保障制度について事前に調べておくこ
と（90分）
【復習】授業で学んだことを整理しておくこと（90分）
【予習】⽇本の国⺠医療費について事前に調べておくこと
（90分）
【復習】⽇本の医療費問題について整理しておくこと（90
分）
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授業科⽬名

保健医療システム

授業形態

講義

英語科⽬名

Medical Health Systems

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

1

科⽬責任者

⽥村 好史

ナンバリング

4514

科⽬担当者
⽥村 好史、佐藤 裕之、奥澤 淳司、後藤（平野） 景⼦、⽥城 孝雄
授業の概要
現在の⽇本の医療は確固たる保健医療システムの上に成り⽴っている。皆保険制度により、⽇本全国どこでも⼀定の質
の医療が受けられ、国⺠の健康の維持・増進に⼤きな役割を担ってきた。その⼀⽅で超⾼齢化社会を迎える我が国にお
いては、現状の保健医療システムの維持が難しくなっておており、健康寿命の延伸に向けた取り組みが進められてき
た。本科⽬においては、我が国の保健医療システムについて包括的に学ぶ。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
1.現在の⽇本の保健医療制度の概要について説明できる。
2.現在の⽇本の保健医療制度の⻑所と短所について説明できる。
成績評価⽅法
講義中の課題（30％）、レポート（70％）の合計により最終評価とする。なお、３分の２以上の出席と試験期間中に⾏
われる授業内ディスカッションへの出席の両⽅を満たさない者は評価しない。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
講義を⼀⽅的に聞くのではなく、⾃ら調べ、考え、意⾒を述べる積極性をもつこと。医療提供サービスの効率や品質の
問題は、社会⽣活と切り離せない実学であるという意識をもつこと。
テキスト・参考書
教科書 : 各回資料を配布
参考書 : 国⺠衛⽣の動向 厚⽣労働統計協会、病院機能評価 評価項⽬解説集 公財)⽇本医療機能評価機構 ほか
オフィスアワー
専任教員は各オフィスアワーを確認のこと。その他の⾮常勤等の教員は原則授業の前後とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
必要時にフィードバックを⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

2

佐藤

裕之

【予習】診療報酬制度に関する現在の⽇本の状況について
ＤＰＣ制度について︓診療報酬制
調べておく。（90分）
度であるDPCの仕組みや、医療の
【復習】DPC制度とはなにかをまとめる。今⽇の授業に関
標準化について理解する。
係したレポートを提出する。（90分）

3

奥澤

淳司

⽇本の医療保険情勢について

【予習】授業テーマについて⾃分なりに要点を整理してお
くこと（90分）
【復習】授業の振り返りを⾏うこと（90分）

医療経済・経営学１
経済学の基本、特にミクロ経済の
市場原理を理解し、公共財として
の医療サービス、保険システムの
情報の⾮対称性の実際を学ぶ

【予習】①経済学を扱う⼊⾨書や情報は数多く存在するの
で、１冊読んでおくか、ネット上で確認すること。（90
分）※予習は医療経済に限定するより経済学全般に触れる
ことをおすすめする。
【⼩テスト】最終回の授業開始時に⼩テストを実施する。
【復習】本授業で扱われた⽤語の意味をまとめておくこ
と。（90分）

医療経済・経営学２
経済学の基本、特にマクロ経済指

【予習】①経済学を扱う⼊⾨書や情報は数多く存在するの
で、１冊読んでおくか、ネット上で確認すること。（90

6

後藤

景⼦

8

後藤

景⼦
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標と診療報酬、政府の政策アプロ
ーチと経営組織論、デジタルマー
ケティングと費⽤対効果分析の⼊
⾨的内容を概説す
る。

4

5

1

7

分）
【⼩テスト】医療経済・経営学１の⼩テストを授業開始時
に⾏う。
【復習】様々な経済的概念に触れた上で、世代間格差や将
来の医療財源の再配分（保険）の在り⽅、授業で扱った分
野のいずれか興味深い領域の⾃分の意⾒をまとめる。（90
分）

⽥城 孝雄

【国・⾃治体のﾍﾙｽｹｱ⾏動計画】
世界でこれまで経験したことのな
い⾼齢化の加速度的進⾏に対して
国は、どうアプローチして、どん
な対策を推進しているか。また、
健康問題へのグローバル化への対
応はどうか、⾃治体は健康寿命の
伸延に具体的にどんな⾏動計画を
打ち出しているか検証する。

【予習】⾼齢化社会に対する⾃治体の対策について考えを
まとめておく。（90分）
【復習】⾃分の居住する地区での⾃治体の活動と授業での
講義内容を関連づけて整理する。（90分）

⽥城 孝雄

【ﾍﾙｽｹｱにおける企業、医療機関・
⼤学の役割】
グローバルヘルスにおける様々な
課題を克服するためには、産学官
の連携が⽋かせない。企業は、地
域産業そして医療機関・⼤学と連
携してヘルイノべーションを創出
し、医療費の削減・地域の活性化
を推進する。医療機関・⼤学は国
内外の機関・⼤学とネットワーク
を組み、⾒解やアイディアを集約
し、政策提⾔する。また、グロー
バルヘルスに必要な⼈材を育成す
る。現状と今後を学び、考察す
る。

【予習】産官学の連携とヘルスケアの関係について調べて
考えをまとめておく。（90分）
【復習】ヘルスイノベーションについて、⾝の回りで⽣じ
ていることと関連付けて考えを整理する。（90分）

【保健医療システム 概論】
⽇本の保健医療システムの全体像
を俯瞰的に概説し、⾃分や家族が
医療を受ける時の仕組みや財源に
ついて学ぶ。

【予習】⾃分が病院で診察を受ける時に掛かる費⽤はどの
ように計算されているのかを調べておく。（90分）
【復習】⽇本全体の医療費が何により規定されているのか
を復習する。（90分）

【保健医療の限界とこれから】
⽇本の保健医療システムの全体を
学んだ上で、今後の適切な保健医
療システムの在り⽅についてグル
ープディスカッションし、⾃分の
意⾒をまとめる。

【予習】保健医療の財政的な問題に関してその解決策を80
0字以内でまとめてくる（90分）
【復習】ディスカッションを元にして、⾃分のレポートを
加筆修正する（90分）

⽥村

⽥村

好史

好史

オンデマンド形式講義
第1回 6⽉9⽇(⽔) ⽥村 好史
第2回 6⽉16⽇(⽔) 佐藤 裕之
第3回 6⽉23⽇(⽔) 奥澤 淳司
第4回 6⽉30⽇(⽔) ⽥城 孝雄
第5回 7⽉7⽇(⽔) ⽥城 孝雄
第6回 7⽉14⽇(⽔) 後藤（平野）景⼦
第7回 7⽉21⽇(⽔) ⽥村 好史
※第7回のみZOOMでのライブ形式の予定
第8回 7⽉28⽇(⽔) 後藤（平野）景⼦
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2021/05/10(⽉)17:18
授業科⽬名

医療サービス機関の組織・職種・役割

授業形態

講義

英語科⽬名

HealthCare System Organization and Roles

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

1

科⽬責任者

⽥村

ナンバリング

4515

好史

科⽬担当者
⽥村 好史、⼩林 弘幸、飯島 佐知⼦、芳⼠⼾ 治義、荒川 降太郎、⾼橋 哲也、⽶澤 和彦、杉村 雅⽂
授業の概要
⽇本における患者中⼼の医療のあるべき姿を学び、医療提供サービスのための病院の組織や、そこで働くさまざまな医
療関係職種の役割を正しく理解し、チーム医療の重要性を認識する。医療提供の経済的な側⾯、病院の経営、医療事故
とその防⽌、医療におけるICT(Information Communication Technology)の活⽤等について学習する。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
1．我が国の医療の優れた⾯と問題と考えられる点を述べることができる。
2．適切な医療が具備すべき要件を理解し、その実現のための⽅法論を述べることができる。
3．病院経営について、経済的な側⾯および医療の質・安全・効率の側⾯について述べることができる。
4．医療提供サービスの品質向上の第⼀歩としての、多職種連携・チーム医療が説明できる。
成績評価⽅法
講義におけるレポート評価及び期末試験により最終評価を⾏う。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
講義を⼀⽅的に聞くのではなく、⾃ら調べ、考え、意⾒を述べる積極性をもつこと。医療提供サービスの効率や品質の
問題は、社会⽣活と切り離せない実学であるという意識をもつこと。
※5⽉11⽇(⽕)から開始します。すべてオンデマンド形式の講義です。
テキスト・参考書
教科書 : 各回資料を配布
参考書 : 国⺠衛⽣の動向 厚⽣労働統計協会、病院機能評価 評価項⽬解説集 公財)⽇本医療機能評価機構 ほか
オフィスアワー
授業の前後とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1
(6⽉22
⽇)

担当

⽶澤

2
⼩林
(6⽉8⽇)

3
(6⽉29
⽇)

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】さまざまな医療機関の特徴について役割を考えて
くる。（90分）
【⼩テスト】前回授業に関する⼩テストを実施する。
【復習】印象に残った部⾨を１つあげ、その役割をまとめ
る。今⽇の授業に関係した質問を１つ考える。病院経営を
構成する要素、⼀般産業との違いを整理する。（90分）

和彦

医療機関とは何か、医療機関の経
営管理とは︓組織と部⾨の働きお
よび経営・管理について多⾯的に
学ぶ。

弘幸

【予習】医療の安全性とは質の⼀部なのか、別のものなの
かを考えてくる。（90分）
医療における危機管理について︓
【⼩テスト】前回授業に関する⼩テストを実施する。
安全で適切な医療について学ぶ。
【復習】適切な医療の要件を⾃分の案として列記する。今
⽇の授業に関係した質問を１つ考える。（90分）

飯島 佐知⼦

良質な医療・看護とは何か、それ 【予習】良質な医療とは何か︖社会・国⺠の視点、患者の
を⾼めていくための評価の⽅法に 視点、医療従事者の視点、健康投資の視点から考えてこよ
ついて学んでいく。
う。医療提供サービスの質を⾼めていく⽅法としての評価
についても考える。（90分）
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【⼩テスト】前回授業に関する⼩テストを実施する。
【復習】授業の振り返り（90分）
4
杉村
(7⽉6⽇)

5
(5⽉11
⽇)

6
(5⽉18
⽇)

7
(5⽉25
⽇)

⽥村

雅⽂

病院情報システムの概要と特⻑︓
【予習】病院の業務を⽀援するコンピューターシステム
情報システムの⽬的、システムの
（病院情報システム）は、何を⽬的に運⽤され、どんなシ
構成を理解する。なぜ今電⼦カル
ステムで構築されているかを調べておくこと。（90分）
テになっているかを考える。

好史

【予習】⾃分が病院に受診する時に、どのような⼿続きを
病院における医師の役割と様々な 踏み、医師の診療を受け、帰宅するのかを考え、医療にお
職種と連携について学ぶ
ける職種について考える。（90分）
【復習】授業の振り返り（90分）

芳⼠⼾ 治義

荒川 隆太郎

8
髙橋
(6⽉1⽇)

哲也

【⼩テスト】前回の授業に関する⼩テストを実施する。
【予習】放射線の基礎知識と有効活⽤について学び、医療
医療における放射線の安全利⽤と 放射線の安全利⽤について考える（90分）
診療放射線技師の役割
【復習】授業の振り返りとして、放射線について正しく理
解した上で、診療放射線業務を知る（90分）

医療における薬剤師の役割

【予習】
医療関連の雑誌を利⽤したり、⽇本病院薬剤師会https://ww
w.jshp.or.jp/や東京都病院薬剤師会https://www.thpa.or.jp/、
⽇本薬剤師会https://www.nichiyaku.or.jp/などのHPにアクセ
スして薬剤師について、またその業務等について事前に知
識を積んでおくこと（90分）
【復習】
講義内容の振り返りのみならず、医療に関わる多くの有資
格者の事を調べ知っていただきたい（90分）

【予習】普段から⽿にするリハビリテーションについて、
どのようなものがあるか、その役割についても考えてく
医療におけるリハビリテーション
る。（90分）
の役割や位置づけを学び、そこで
【復習】リハビリテーション専⾨職の種類や役割の違いに
働くリハビリテーション専⾨職に
ついてまとめる。ノーマライゼーションと多様化の関係を
ついて理解を深める。
整理する。（90分）
第1回 5⽉11⽇(⽕) ⽥村 好史
第2回 5⽉18⽇(⽕) 芳⼠⼾ 治義
第3回 5⽉25⽇(⽕) 荒川 隆太郎
第4回 6⽉1⽇(⽕) ⾼橋 哲也
第5回 6⽉8⽇(⽕) ⼩林 弘幸
6⽉15⽇(⽕) 休講
第6回 6⽉22⽇(⽕) ⽶澤 和彦
第7回 6⽉29⽇(⽕) 飯島 佐知⼦
第8回 7⽉6⽇(⽕) 杉村 雅⽂
※すべてオンデマンド形式の講義です。
講義動画は学部⽣専⽤サイトにアップロードします。
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2021/05/18(⽕)15:55
授業科⽬名

国際救護論

授業形態

講義

英語科⽬名

International Relief

開講学期

前期

対象学年

4

単位数

1

科⽬責任者

市原 正⾏

ナンバリング

4516

科⽬担当者
近藤

久禎、市原

正⾏、豊國

義樹、河嶌

譲、千島

佳也⼦、江津

繁、⼤野

⿓男

授業の概要
国際社会において、救援が必要となる災害の特徴を知り、国際的な現状の対応体制の概要と課題を理解する。そのうえ
で、様々な様相を呈する災害時における被災者の健康課題をいかに解決するかを学ぶ。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
(1)災害の定義、災害の種類、災害サイクル、災害に対する社会の仕組みについて述べることができる。
(2)被災者の⼼理・援助者の⼼理について説明できる。
(3)⼈道⽀援に関する最低基準の必要性を述べる事ができる。
(4)国際⼈道⽀援を⾏う際に必要な機関やそれらとの調整や連携について説明できる。
(5)⼈道⽀援を⾏う上で必要なロジスティクスについて理解する。
(6)⾃然災害における事例を通して実践を⽬指すことができる。
(7)社会災害における事例を通して実践を⽬指すことができる。
成績評価⽅法
１．成績評価⽅法
課題レポート1題（40％）、定期試験（50％）、⽇々の学習状況（10％）を総合的に評価
２．成績評価基準
災害対応・⼈道⽀援の実施⽅法について説明することが出来るか
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
予習・復習の記⼊内容（WEB⼊⼒）を⽇々の学習状況の⼀部として評価するため、時間外学習も⼗分⾏うこと。
テキスト・参考書
１．テキスト
必要時、プリントを授業の際に配布する。
２．参考書
１）スフィア・ハンドブック ⽇本語版第４版 2018年
２）スフィア・ハンドブック 英語版第４版 2018年
オフィスアワー
授業前後に質問を受け付ける。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
JUNTENDO-PASSPORTのクロスプロファイル機能を使⽤して⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容
災害対応概論と対応戦略
災害の定義、災害の種類、災害サ
イクル、災害に対する社会の仕組
み、災害対応戦略について学ぶ。

1

市原

正⾏

2

河嶌
千島

PFA（Psychological First Aid）
譲
被災者の⼼理・援助者の⼼理につ
佳也⼦ いて学ぶ。

3

千島

⼈道⽀援に関する国際基準①
佳也⼦ スフィアプロジェクトを踏まえ
た、⼈道⽀援に関する最低基準の
必要性について学ぶ。

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】不要。
【復習】授業内容をまとめてWEB⼊⼒する（90分）。

【予習】不要。
【復習】授業内容をまとめてWEB⼊⼒する（９0分）。

【予習】スフィアプロジェクトについて調べたことをWEB
⼊⼒する（90分）。
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4

5

JUNTENDO PASSPORT

千島

豊國

佳也⼦ ⼈道⽀援に関する国際基準②
スフィアプロジェクトを踏まえ
た、⼈道⽀援に関する最低基準の
必要性について学ぶ。

【復習】授業内容をまとめてWEB⼊⼒する（90分）。

義樹

関係機関との調整・連携
国際⼈道⽀援を⾏う際に必要な機
関や、それらとの調整・連携につ
いて学ぶ。

【予習】クラスターミーティングについて調べたことをWE
B⼊⼒する（９0分）。
【復習】授業内容をまとめてWEB⼊⼒する（９0分）。
【予習】不要。
【復習】授業内容をまとめてWEB⼊⼒する（９0分）。

6

⼤野

⿓男

ロジスティクス論
⼈道⽀援を⾏う上で必要なロジス
ティクス（後⽅⽀援）について学
ぶ。

7

江津

繁

事例紹介（⾃然災害）

【予習】不要。
【復習】授業内容をまとめてWEB⼊⼒する（９0分）。

事例紹介（社会災害）

【予習】不要。
【復習】授業内容をまとめてWEB⼊⼒する（90分）。
【課題レポート】
講義１〜8受講後、災害時のマネジメント及び⼈道⽀援に必
要な対応（⼼理ケア・後⽅⽀援含む）ついて課題レポート
を提出。

8

近藤

久禎

[講義⽇程]
8/16, 17︓ 各⽇1-4限
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