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帝京大学ＳＰＨの概要と特徴



お話すること

１．What ?

１） 公衆衛生大学院（School of Public Health）
２） 帝京大学SPHの特徴とは？

２．Why ?   帝京の特徴の背景

３．How ?   どのような教育を行うのか？
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公衆衛生学研究科＝公衆衛生大学院

取得できる学位

Master of Public Health（MPH）
Doctor of Public Health （DrPH）

School of Public Health
（SPH）



School of Public Health
公衆衛生大学院

• 公衆衛生の実務家を育てる専門職大学院

• 公衆衛生を体系的に学ぶ場

• 「公衆ノ生ヲ衛ル」ことを考えているなら
バックグラウンドを問わない。

→ 医療従事者以外も入学可能

日本では2000年代以降に設立されてきた。



お話すること

１．What ?

１） 公衆衛生大学院（School of Public Health）
２） 帝京大学SPHの特徴とは？

２．Why ?   帝京の特徴の背景

３．How ?   どのような教育を行うのか？



１．公衆衛生学を体系的に身につける大学院

基本5分野を多様な方法で学ぶ。

２．問題解決を目指す。

課題研究（MPH）と学位論文（DrPH）

３．世界的標準の独立型大学院

帝京大学SPHの特徴
－だから、帝京大学で学ぶ価値がある。
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公衆衛⽣（Public Health）を体系的に学ぶ
ための基本5分野

米国公衆衛生大学院協会（Association of Schools of Public Health）
Master of Public Health Core Competency より



ディスカッション、グループワーク、等
さまざまな教育方法を通して

基本的5分野の素養を“身につける”



ハーバード大学特別講義（毎年1月）
各種国際シンポジウムなど

世界から専門家が集まる“場”



国内外の第一線で活躍する
ゲストが本当に

遭遇した“事例（ケース）”



学びの場は沢山あります。
写真：SPH 国際保健実習



１．公衆衛生学を体系的に身につける大学院

基本5分野を多様な方法で学ぶ。

２．問題解決を目指す

課題研究（MPH）と学位論文（DrPH）

３．世界的基準の独立型大学院

帝京大学SPHの特徴
－だから、帝京大学で学ぶ価値がある。



おことわり

帝京大学が求める
課題研究（ＭＰＨ）と学位論文（DrPH）は
ただの学術論文の提出ではありません。

実務の専門職を養成するため
公衆衛生上の問題解決に取り組みます。

注）その成果を学術論文に出版した研究（執筆途中）も
あります。どうぞご心配なく。



問題の認知・発見

問題の定式化

問題の程度の定量化

文献と情報収集・批判的検討

利害関係者（ステークホルダー）特定

対策案作成・優先順位決定

実施計画立案 ・ 実施

評 価
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MPH 2013年度卒業生の問題解決型による課題研究
フィリピンのコミュニティに対する栄養改善のための介入調査



１．公衆衛生学を体系的に身につける大学院

基本5分野を多様な方法で学ぶ。

２．問題解決を目指す

課題研究（MPH）と学位論文（DrPH）

３．世界的基準の独立型大学院

帝京大学SPHの特徴
－だから、帝京大学で学ぶ価値がある。



日本のSPHの特徴

疫学教室 生物統計
学教室

医療政策
学教室

社会・行動
科学教室

環境衛生学
教室

etc ・・・・・

医学部・医学（系）研究科

束ねてSPHと称する。



帝京大学大学院

・ 医学研究科 ・ 法学研究科

・ 薬学研究科 ・ 経済学研究科

・ 医療技術学研究科 ・ 文学研究科

・ 公衆衛生学研究科 ・ 外国語研究科

・ 教職研究科 ・ 理工学研究科

独立型



帝京大学SPHの特徴

公衆衛生学研究科

・・・

・・・

・・・

※ 赤が研究指導教官 青がアカデミックアドバイザー





学生の集合部屋＝何かがはじまる場所



お話すること

１．What ?

１） 公衆衛生大学院（School of Public Health）
２） 帝京大学SPHの特徴とは？

２．Why ?   帝京の特徴の背景

３．How ?   どのような教育を行うのか？



建学の精神

努力をすべての基とし、偏見を排し幅広い
知識を身につけ国際的視野に立って判断が

でき、実学を通して想像力および人間味豊かな
専門性ある人材の養成を目的とする。

１） 帝京大学の理念

実学 ・ 国際性 ・ 開放性

Since 1966



(President Shoichi Okinaga and President Neil L.Rudenstein)

２） ハーバード大学との連携

帝京―ハーバードプログラム開設
調印式 （1993年）



帝京ーハーバードフェロー
ー日本と世界で活躍するリーダー



西暦 テーマ 場所

１ 1994 21世紀の環境・健康・メディカルケア 東京

２ 1996 職場の環境と健康 ボストン

３ 1998 医療とヘルスケアの評価：EBMに向けて 東京

４ 2000 高齢化と健康：環境，労働，そして行動 米国ケンブリッジ

５ 2002 遺伝科学，政策，そして公衆衛生 英国ケンブリッジ

６ 2006 災害に備えその被害を最小に ボストン

７ 2009 The Healthy Hospital  東京

８ 2012 医師の役割：過去・現在・未来 英国ダーラム

９ 2014 公衆衛生の新しい大学院教育 ボストン

帝京ハーバード国際シンポジウム

✔



The ７th Symposium in 2009

The Healthy Hospital

2011年4月
School of Public Health 設立



帝京大学とハーバード大学の20年
そして次の10年へ

冲永荘一帝京大学総長・

ハーバード大学のニール・ルーデン

シュタイン総長（1993年当時）

冲永佳史総長・Ｄｒ．David Hunter・冲永寛子副学長
2013年



Harvard Special Session 2014 
Lectures by five Professors 

from Harvard etc.



疫学
Ｄｒ．Kenneth Rothman in 2014
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帝京大学ＳＰＨではこんな人を育てたい。

問題解決力

基本5分野

コンピテンシ―



コンピテンシ―を育てる。

高い成果や業績を上げる人の
行動特性＝能力・資質

コンピテンシ―基盤型教育



コンピテンシ―基盤型教育

「アウトカム基盤型教育」とも呼ばれる。

知識、技能、態度を併せ持つ、包括的な実践力を磨く。

knows  → knows how → shows how → does

（参考）Miller の臨床能力評価

知識 応用力 表現力 行動



Frenk J, et al. 

Health Professionals 
for a new century: 
transforming 
education to 
strengthen health 
systems in an 
interdependent world

Lancet 2010; 376: 
1923‐1958.

画像 http://www.hsph.harvard.edu/deans‐office/



ヘルスシステムが抱える挑戦・課題

１．疫学転換・人口転換

Epidemiological and Demographic transition

２．医療技術の革新 Technological innovation

３．専門職の分化 Professional differentiation

４．人々からの需要 Population demands



新しい公衆衛生大学院教育の一例

ハーバード大学も新しいDrPH教育を今年夏に始める。

ポートフォリオ

・ DrPHプロジェクト 100ページ程度の文書

・ Personal History Statement 
・ 資料 （media, published report, 

communications materials…）

政策へのインパクトの根拠となりうるものを。



公衆衛生専門家のコンピテンシ―（米国）

Doctor of Public Health (DrPH) 
Core Competency Model  Version 1.3.  

2009

Master of Public Health (MPH)
Core Competency Model  Version 2.3  

2006 

Standard models for public health higher education
by Association of Schools of Public Health



帝京大学SPHコアコンピテンシ―（2014）

MPH DrPH
職業意識
公衆衛生生物学
多様性と文化
コミュニケーションと

情報科学
計画策定
指導力（リーダーシップ）
システム思考

国際通用性

職業意識と倫理
批判的分析
地域および文化への志向
コミュニケーション
運営管理（マネジメント）
指導力（リーダーシップ）
アドボカシ―
国際通用性



帝京大学ＳＰＨではこんな人を育てたい。

問題解決力

基本5分野

コンピテンシ―

学校と教育が持つ力



今年度 同窓会設立



お話したこと

１．What ? 帝京大学SPHの特徴

１） 5分野を体系的に身につける。
２） 問題解決能力を養う課題研究・学位論文
３） 独立型大学院

２．Why ?   １）大学の理念
２）ハーバード大学との連携

３．How ?   コンピテンシ―基盤型教育



その一歩は多分
あなたのキャリアを変えます。

そして、
未来の社会を少し変えます。

きっと。


