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【プログラムの目的】 

北海道大学環境健康科学研究教育センターでは、平成 26 年 2 学期より、“「社会と健康」

Diploma Program（以下、本プログラム）”を開始しました。 

本プログラムは、自然環境や社会環境の変化に伴う、健康問題の増加や新しい健康問題に

ついて広い視野から総合的に学び、問題解決に向けて必要な理論と手法を体系的に修得する

ことを目的としています。 

 

【アドミッション・ポリシー】 

1. 北海道大学大学院に在籍するすべての大学院生 

2. 「社会と健康」領域において、環境要因と健康・予防に関する知識、研究技法を学ぶ意

欲がある大学院生 

 

【ディプロマ・ポリシー】 

本プログラムでは、本学の４つの基本理念（フロンティア精神、国際性の涵養、全人教

育、実学の重視）の下、たえず変化する「社会」と「健康」に資するための体系的な教育を

行うことにより、豊かな人間性、高い倫理観及び国際的視野を備え、その能力の実践及び発

展に寄与する人材を養成することを目的としています。本プログラムでは、この目標とする

人材像に求められる具体的な能力（ディプロマ授与水準）を以下に定め、当該能力を身につ

け、かつ、所定の単位を修得した学生にディプロマを授与します。 

1. 「社会と健康」領域を俯瞰し、人々を取り巻く環境要因と健康に関して基礎となる学識

と技術、倫理性を有する。 

2. 科学的な分析・根拠に基づいて健康問題の解決方策、予防対策樹立を提示するために必

要な、研究手法と技術について修得している。 

3. 世界の様々な健康安全ニーズ、健康増進や予防に向けた活動、地域保健活動や医療マネ

ージメントについて思考できる能力を有する。 

 

【カリキュラム・ポリシー】 

本プログラムでは、たえず変化する「社会」と「健康」に資するための体系的な教育を行

うことにより、豊かな人間性、高い倫理観及び国際的視野を備え、その能力の実践及び発展

に寄与する人材を養成する目的を達成するために、研究課題に必要な Public Health にかか

わる知識を得るとともに、ディプロマとしてその学習を証明するために、北海道大学大学院

共通講義「社会と健康」を５領域６科目群 20 単位（うち、必修科目 11 単位以上）として

体系的に学ぶカリキュラムを編成します。 
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５領域６科目群で学ぶ内容 

I. 概論・倫理科目群：公衆衛生学総論、生命倫理、他  

IIA. 研究方法論-疫学科目群：疫学の基礎、研究計画の立て方等の研究技法、他 

IIB. 研究方法論-統計科目群：疫学研究の実践に必要な統計解析法、他 

III.  環境保健科目群：環境要因と健康問題、他 

IV. 健康増進科目群：健康増進や予防にかかわる知識、他 

V. ヘルスリサーチ科目群：周辺領域、医療情報、政策・マネージメント、他 

 

本プログラムは、現在北海道大学に在籍している全ての修士課程・専門職学位課程・博士

課程の大学院生を対象としております。また、過年度に修得した「社会と健康」の単位も遡

って単位認定致します。 

 

【カリキュラム修了要件】 

本プログラムは、従来の専攻/研究科/学院のプログラムとは違い、単に科目選択の指針を

与えるものです。学位（修士や博士）はそれぞれの所属する研究科/学院から授与されま

す。本プログラムの指針に沿って科目選択し、単位が認められた学生に社会と健康に関する

知識と実践教育を受けたことを証明するディプロマを授与します。ディプロマは、北海道大

学環境健康科学研究教育センター長名で授与されます。 

 

必修科目 選択科目 

社会と健康 

（注 1・２） 

学院・研究科 

（注 3） 

社会と健康 

（注 1・２） 

学院・研究科 

（注 3） 

Ⅰ 
概論 2  

必修科目と合わせて 

20 単位以上になるよう

に自由に選択 

倫理科目群  1（注 4） 

ⅡＡ 研究方法論-疫学科目群 2 

ⅡＢ 研究方法論-統計科目群 2 

Ⅲ 環境保健科目群 2 

Ⅳ 健康増進科目群 1 

Ⅴ ヘルスリサーチ科目群 1 

合計 11 

注 1： 北海道大学大学院在籍中に取得した単位は遡って認定 

注 2： 「社会と健康」から合計 10 単位以上を修得すること  

注 3： 振替科目についてはシラバスにて内容を確認した上でガイドラインを提示 

注 4： 倫理（生命倫理に関する講義を含むもの）に関する科目に限定 
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必修科目 11 単位 

 それぞれ、「社会と健康」の該当する科目群、あるいは所属する学院・研究科またはその

他の大学院共通授業から履修すること。 

(1)社会と健康Ⅰ [概論・倫理科目群]

「パブリックヘルス総論-研究と活動の最前線」(必修 2 単位)および

倫理関係科目（生命倫理に関する講義を含むもの）から 1 単位以上 

(2)社会と健康ⅡA [研究方法論-疫学科目群]  合計 2 単位以上 

(3)社会と健康ⅡB [研究方法論-統計科目群]  合計 2 単位以上 

(4)社会と健康Ⅲ [環境保健科目群]      合計 2 単位以上 

(5)社会と健康Ⅳ [健康増進科目群]      合計 1 単位以上 

(6)社会と健康Ⅴ [ヘルスリサーチ科目群]   合計 1 単位以上 

選択科目 

社会と健康で必修科目として履修しなかった科目、あるいは、学院・研究科またはその

他の大学院共通講義が提供する振替可能科目の中から必修科目と合わせて 20 単位以上

になるよう自由に選択 

【「社会と健康」開講科目一覧】 

別紙を参照のこと。 

【読替科目】 

下記の科目は「社会と健康」への読替科目として認めます。 

1. 「社会と健康」が各学院・研究科の科目として提供されている場合

2. 過年度の「社会と健康」提供科目

【振替可能科目】 

「社会と健康」への振替科目として認める科目は別紙を参照してください。最新情報は WEB 

（https://www.cehs.hokudai.ac.jp/）に公開しているのでご確認ください。記載以外の各

学院・研究科の科目の振替については、事務局までお問い合わせください。 

【プログラムの申し込み方法】 

本プログラムに参加したい人は、本「履修の手引き」巻末の「『社会と健康』ディプロマ

プログラム登録申込書」に記入し、あなたの指導教員の了解を得て、環境健康科学研究教育

センター事務担当に提出してください。（履修確認の欄が「済」の科目がある場合は、成績

表を提出してください。） 

本プログラムの登録申込締め切りは毎年 6 月末、12 月末です。また、必要科目を履修し

て単位を取得したら（あるいは取得見込みになったら）「『社会と健康』ディプロマプログラ

https://www.cehs.hokudai.ac.jp/
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ム認定申請書」に記入し、成績証明書を添えて、環境健康科学研究教育センター事務担当に

提出してください。履修中で成績証明書に反映されていない科目がある場合は、単位修得見

込証明書をつけてください。本プログラムの認定申請書提出締め切りは毎年７月末、1 月末

です。 

＊注 

「社会と健康」は大学院共通授業科目ですので、それぞれの科目について各研究科教務担

当を通して履修手続を必ず行ってください。また、あなたが所属していない専攻や研究科の

講義の履修にも手続きが必要です。この手続きはあなた自身であなたの所属する研究科/学

院の教務係で行ってください。『社会と健康』ディプロマプログラムへの申し込みだけでは

大学院共通授業科目の履修手続きとはなりませんので、くれぐれも注意してください。 

【プログラムの認定スケジュール】 

前期認定 

登録申込受付： 6 月末日締め切り 

認定申込受付： 7 月末日締め切り 

認定審査実施： 8 月中 

ディプロマ授与： 9 月中 

後期認定 

登録申込受付： １２月末日締め切り 

認定申込受付： １月末日締め切り 

認定審査実施： ２月中 

ディプロマ授与： ３月中 

【申し込み・連絡先】 

環境健康科学研究教育センター 事務 

中央キャンパス 総合研究棟 1 号館 

Tel : 706-4746  

Fax : 706-4725 

E-mail : jimu3@cehs.hokudai.ac.jp

mailto:jimu3@cehs.hokudai.ac.jp
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【手続きの流れ】 

※履修確認の欄が「済」の科目がある場合は、
成績証明書を提出してください。
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【Program Objective】 
Hokkaido University Center for Environmental and Health Sciences (HU CEHS) launched 
“Diploma Program ‘Health, Society and Environment’ “in the second semester of 2014.  
This program aims to educate comprehensively about the increases of health-related 
problems and new health concerns from a broad perspective and help students to 
systematically acquire the theories and methods necessary to address such issues. 

【Admissions policy】 
1. All graduate school students of Hokkaido University
2. Graduate school students who are motivated to learn about the relationship between

environmental factors and health/disease prevention and related research techniques
in the field of ‘Health, Society and Environment‘

【Diploma Policy】 
Under the university’s four basic philosophies (Frontier Spirit, Global Perspectives, All-
round Education, and Practical Learning), the goal of the Diploma Program is to nurture 
human resources with a rich sense of humanity, high sense of ethics and global viewpoint 
who are highly-motivated to develop their abilities and put them into practice, by 
providing a systematic education with the aim of contributing to a continuously changing 
society and human health. The specific abilities required for individuals who have 
completed this program (diploma-awarding standards) are defined as below. The diploma 
is granted to students who have acquired the abilities and the required credits. 

1. Students who have an overall understanding of the field of ‘Health, Society and
Environment’ and the basic knowledge/skills and ethical principles to understand
environmental factors and health-related issues in our daily living

2. Students who have acquired the research methods and skills necessary to present
approaches to resolve or prevent health-related problems based on scientific analysis
and reasoning

3. Students who have the ability to conceive ideas for community health activities and
healthcare management to meet the diversified global needs for health and safety and
to improve health and prevent disease

【Curriculum Policy】 
In order to achieve the Diploma Program’s goal of developing human resources with a 
rich sense of humanity, high sense of ethics and global viewpoint who are motivated to 
develop their abilities and put them into practice to contribute to a constantly changing 

http://www.study.cam.ac.uk/undergraduate/info/policy.html
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society and human health, the Diploma Program is organized based on the systematic 
curriculum employed by HU’s Inter-graduate School ‘Health, Society and 
Environment‘ Course (20 credits in five fields) to allow students to acquire the strong 
knowledge of public health necessary for their research projects and to attain a diploma 
as proof of their knowledge in the field. 

Five fields, Six subjects group 

I. Overview/Ethics: public health overview, principles of bioethics, etc.
IIA. Research Method “Epidemiology”: methods used in epidemiologic research,

 including the design of epidemiologic studies 
IIB. Research Method “Statistics”: analysis of epidemiological data 
III. Environmental Health: multi-facetted discipline which deals with issues that

impact on the health and wellbeing
IV. Health Promotion: methods and action to improve the health of individuals

and communities
V. Health Research: relating fields such as medical information, policy and

management, etc.

This “Diploma Program ‘Health, Society and Environment’ “ is open to all graduate 
students currently enrolled in master’s degree programs, professional degree programs 
and doctoral degree programs at Hokkaido University. Credits earned in “Health, Society 
and Environment” Course past fiscal year are recognized toward the Diploma Program. 

【Curriculum completion requirements】 
This “Diploma Program ‘Health, Society and Environment’ “ course differs from existing 
Major subjects in Graduate programs in that it provides course selection guidance. Post-
graduate degrees (Master or Doctoral) are still conferred by the student’s respective 
graduate school or research institution. In this program students select subjects 
according to the program guidelines, credits are obtained and diplomas are awarded to 
students who demonstrate that they recognize the importance of Society and Health. 
Those students who complete this program will be awarded a Diploma from the director 
of CEHS. 
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Compulsory lectures Elective lectures 
Health, Society 
and 
Environment1)2) 

graduate 

schools3) 

Health, Society 
and 
Environment1)2) 

graduate 

schools3) 

Ⅰ 
Overview 2 

Choose freely to become  
20 or more credits in total 
with Compulsory lectures. 

Ethics 14) 

ⅡＡ Research Method: 
Epidemiology 2 

ⅡＢ Research Method: 
Statistics 2 

Ⅲ Environmental 
Health 2 

Ⅳ Health Promotion 1 
Ⅴ Health Research 1 

total 11 
1) Credits previously earned at Hokkaido University may be recognized.
2) At least 10 credits from ‘Health, Society and Environment’.
3) Guidelines for transferable subjects are determined after reviewing subject descriptions
in syllabi.

4) Transferable credits are limited to ethics-related subjects that including the lecture
about the life ethics.

【Compulsory lectures 11 credits】 
Choose over 11credits from “Health, Society and Environment”, or provided at 
graduate schools to which the student belongs or that are provided in other HU Inter-
graduate School courses 

(1) Health, Society and Environment Ⅰ [Overview]
- “Public Health Overview: Hot Topics of the Researches and Activities” (Compulsory

lectures) ; 2credits
- Ethics-related subjects, including the lecture about the life ethics; over 1credit

(2) Health, Society and Environment ⅡA [Research Method: Epidemiology]  ; over
2credits

(3) Health, Society and Environment ⅡB [Research Method: Statistics] ; over 2credits
(4) Health, Society and Environment Ⅲ [Environmental Health] ; over 2credits
(5) Health, Society and Environment Ⅳ [Health Promotion] ; over 1credit
(6) Health, Society and Environment Ⅴ [Health Research] ; over 1credit
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【Elective lectures】 
Choose freely to become 20 or more credits in total with Compulsory lectures selected 
from subjects provided in “Health, Society and Environment” (other than compulsory 
subjects) or transferable subjects provided at graduate schools. 

【List of lecture of “Health, Society and Environment”】 
Please refer to the attached sheet. 

【Substitutable subjects】 
The following subjects are recognized as substitutable for subjects of “Health, Society 
and Environment” Course.  
1. “Health, Society and Environment” subjects that are provided in graduate schools as
their course subjects
2. “Health, Society and Environment” subjects provided in previous years

【Transferable subjects】 
Please refer to the attached sheet for transferable subjects of “Health, Society and 
Environment” Course. Please visit the website (https://www.cehs.hokudai.ac.jp/en) to 
check up-to-date information regarding transferable subjects on the website. For the 
credit transfer of graduate course subjects other than that list, please contact the 
administration bureau. 

【Program application procedure】 
Persons wishing to apply for the Diploma Program should fill out “the Application Form 
for ‘Health, Society and Environment’ Diploma Program Registration” contained at the 
end the course guidelines, obtain the approval of their supervisor, and then submit it to 
the CEHS office. The program registration deadlines are at the end of June and the end 
of December each year. Once you have completed (or are expected to complete) the 
required subjects, fill out “the Application Form for ‘Health, Society and Environment’ 
Diploma Program Accreditation” and submit the form to the CEHS staff in charge of the 
program along with your transcript record. If there are some subjects you have already 
registered but not yet reflected on your transcript record, submit “Expected Credit 
Transcripts” with the instructor's name and seal are on. The deadline of the application 
is the end of July and the end of January every year. 

https://www.cehs.hokudai.ac.jp/en
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【Notice】 
The lectures provided as ‘Health, Society and Environment’ are also open lectures for 
graduate courses and as such, each student should ensure that he/she follows the 
procedures required for each subject by the Academic Affairs Section of his/her respective 
Graduate School. In addition, the requirements for some lectures may involve Graduate 
school(s) to which the student does not belong. Completing the necessary procedures is 
the student’s own responsibility. As such, students are expected to visit the relevant 
Academic Affairs Office themselves. The ‘Health, Society and Environment’ diploma 
program application does not complete the procedures for registration of open lectures 
for a graduate course. Therefore, please do not forget to submit the registration form 
(rishu-todoke) to your faculty's academic affairs section. 

【Diploma Schedule】 
- First Diploma Accreditation
Registration form deadline：end of June
Accreditation form deadline：end of July
Application Material Assessment：August
Awarding of Diploma：September

- Second Diploma Accreditation
Registration deadlines：end of Dec
Accreditation form deadline：end of January
Application Material Assessment：in February
Awarding of Diploma：in March

【Contact】 
Center for Environmental and Health Sciences 
Kita 12, Nishi 7. Kita-ku, Sapporo, 060-0812 
Tel  : 706-4746   
Fax  : 706-4725    
E-mail  : jimu3@cehs.hokudai.ac.jp
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【Flow of the procedure】 

 
 
 



 

 
 

「社会と健康」ディプロマプログラム登録申込書 
 

環境健康科学研究教育センター長 殿 

『社会と健康』ディプロマプログラムへの参加を申し込みいたします。 
 

20 年 X月 X日 

学生番号： 

XXXXXXXXX 
氏名
ふりがな

： 

環境 E

かんきょう
A AE科子 E

か こ
 

英文表記（氏名）： 

Kako Kankyo 

研究科・学院 / 専攻 / 課程 / 学年 

 医学研究科 / 医科学専攻 / 修士課程 / ２年 

連絡先： 

TEL. 090-XXXX-XXXX FAX. 

E-mail address：読みやすい字で記入すること。 

(PC 用メールアドレスに限る。） 

  kakoka@XXX.XX.jp 

受講を希望する当該学生の本プログラムへの参加に同意いたします。 

所属 XXXX 

職名 教授 指導教員氏名 健康 教一 ㊞ 

履 修 計 画 

 

必要単位数 履修済みまたは履修予定科目 

社会と 

健康 

学院 

研究科 

履修

年度 
科目名 

単位

数 
履修確認 

必修科目 11    

Ⅰ 
概論 2  パブリックヘルス総論-研究と活動の最前線 ２ 済・履修中・予定 

倫理科目群  １    済・履修中・予定 

ⅡＡ 研究方法論-疫学科目群 2 
   済・履修中・予定 

   済・履修中・予定 

ⅡＢ 研究方法論-統計科目群 2 
   済・履修中・予定 

   済・履修中・予定 

Ⅲ 環境保健科目群 2 
   済・履修中・予定 

   済・履修中・予定 

Ⅳ 健康増進科目群 1    済・履修中・予定 

Ⅴ ヘルスリサーチ科目群 1    済・履修中・予定 

選択科目      

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

合計 20    

※この申込書に必要事項を記入して、印刷するか、メールの添付ファイルとして環境健康科学研究教育センター 事務

担当に提出して下さい。履修済みの科目がある場合は、成績証明書も提出してください。登録申込には指導教員の同意

が必要です。所定欄に捺印またはサインを得て下さい。 
E-mail: jimu3@cehs.hokudai.ac.jp  電  話：011-706-4746 Fax：011-706-4725 

この申込書は、環境健康科学研究教育センターのホームページ（http://www.cehs.hokudai.ac.jp/） からダウンロードできます。 
 

以下事務局記入欄 

受理日：        受理番号：        

書き方見本 

健
康 

必修科目単位数を超える
科目、および振替可能か
不明の科目はここに記入
すること 

「社会と健康」受講科目、
あるいは振替可能科目で
あることが明らかな科目
について記入すること 

mailto:jimu3@cehs.hokudai.ac.jp
http://www.cehs.hokudai.ac.jp/


 

 
 

「社会と健康」ディプロマプログラム認定申請書 
 

環境健康科学研究教育センター長 殿 

『社会と健康』ディプロマプログラムへの認定を申請いたします。 
 

20 年 X月 X日 
 

学生番号： 

XXXXXXXXX 
氏名
ふりがな

： 

環境 E

かんきょう
A AE科子 E

か こ
 

英文表記（氏名）： 

Kako Kankyo 

 

必要単位数 履修済みまたは履修中科目 

社会と 

健康 

学院 

研究科 

履修

年度 
科目名 単位数 履修 

必修科目 11 
   

Ⅰ 
概論 2  27 パブリックヘルス総論-研究と活動の最前線 ２ 済・履修中 

倫理科目群  １ 26 医倫理学 １ 済・履修中 

ⅡＡ 研究方法論-疫学科目群 2 
26 Epidemiology I ２ 済・履修中 
   済・履修中 

ⅡＢ 研究方法論-統計科目群 2 
29 統計解析の基礎 １ 済・履修中 
29 統計解析の応用 １ 済・履修中 

Ⅲ 環境保健科目群 2 
28 Global Health and Human Ecology I ２ 済・履修中 
   済・履修中 

Ⅳ 健康増進科目群 1 27 健康科学特論 ２ 済・履修中 

Ⅴ ヘルスリサーチ科目群 1 27 医療マネージメント特論 ２ 済・履修中 

選択科目      

I  26 Basic Medical Biology I 2 済・履修中 
IIA  28 Epidemiology II  ２ 済・履修中 
IIA  29 疫学研究のデザインと実際 １ 済・履修中 
IIB  27 統計学事例研究 １ 済・履修中 
III  29 環境と子どもの健康・発達 １ 済・履修中 
V  26 地域保健活動 ２ 済・履修中 
     済・履修中 
     済・履修中 
     済・履修中 
     済・履修中 

     済・履修中 

     済・履修中 
     済・履修中 

合計 20  ２２  

※この申込書に必要事項を記入して、印刷するか、メールの添付ファイルとして、成績証明書を添えて環境健康科学研

究教育センター 事務担当に提出して下さい。 

E-mail: jimu3@cehs.hokudai.ac.jp  電  話：011-706-4746 Fax：011-706-4725 

この申請書は、環境健康科学研究教育センターのホームページ（http://www.cehs.hokudai.ac.jp/） からダウンロードできます。 

 

以下事務局記入欄

受理日：        受理番号：       DP 審査日：        DP 番号：        

書き方見本 

mailto:jimu3@cehs.hokudai.ac.jp
http://www.cehs.hokudai.ac.jp/


 

 
 

 “Health, Society and Environment” Diploma Program 
Application for Registration 

To the Director of the Center for Environmental and Health Sciences 

The following student will register for the “Health, Society and Environment” Diploma Program 

                                                     Date:   20XX.XX.XX  
Student Number：
XXXXXXX 

Full Name： 
Kankyo Kako 

Name in katakana： 
カンキョウ カコ 

 

 
Graduate school / Department / Course / School Year 
 Graduate school of Medicine / Medical Science / Master / 2 

 
  
Contact： 
 
TEL. XXX-XXX-XXXX   FAX. XXX-XXX-XXXX 

E-mail address：(Please print. Only PC e-mail address are acceptable 
 

kakoka@XXX.XXXX.XX.jp 

I agree that the above-mentioned student can participate in this program. 

Affiliation  XXXX 

Title    Professor    Full Name   Kenko Kyoichi ㊞ 

Course Planning 

 

Number of credits required Finished, Registered or Planned Lectures 
Health, 

Society and 
Environment 

graduate 
schools  

Lectures Credits Status 

Compulsory lectures 11    

Ⅰ 
Overview 2  

Public Health Overview: Trend of 
Researches and Activities ２ A ・ B ・ C 

Ethics  １   A ・ B ・ C 

ⅡＡ 
Research Method 

Epidemiology 2 
  A ・ B ・ C 

  A ・ B ・ C 

ⅡＢ 
Research Method 

Statistics 2 
  A ・ B ・ C 

  A ・ B ・ C 

Ⅲ Environmental Health 2 
  A ・ B ・ C 

  A ・ B ・ C 

Ⅳ Health Promotion  1   A ・ B ・ C 

Ⅴ Health Research 1   A ・ B ・ C 

Elective lectures     

    A ・ B ・ C 

    A ・ B ・ C 

    A ・ B ・ C 

    A ・ B ・ C 

    A ・ B ・ C 

    A ・ B ・ C 

    A ・ B ・ C 

    A ・ B ・ C 

    A ・ B ・ C 

    A ・ B ・ C 

total 20    

※After filling out this form, please submit it to the Center for Environmental and Health Sciences  
either as a printed document or via e-mail as an attached file. Please attach your transcript record  
if you have already earned any credits. 

Registration requires the consent of your supervisor. Please obtain his/her signature or seal in the given field. 
E-mail:jimu3@cehs.hokudai.ac.jp    Phone:011-706-4746    Fax:011-706-4725 

This form can be downloaded from the CEHS homepage（http://www.cehs.hokudai.ac.jp/） 

Do not write below this line   

健
康 

受理日：        受理番号：        

Sample 

-Status- 
A  finished 
B  registered 
C  planned 

If you have earned credits 
beyond the required number 
of credits set for compulsory 
subjects, the subjects for 
which you have earned extra 
credits should be indicated 
here. Subjects for which you 
are unsure of transferability 
should also indicated here. 

Subjects in the Society 
and Health Course and 
those transferable for 
subjects of the Society 
and Health Course that 
you have completed 
must be indicated. 

http://www.cehs.hokudai.ac.jp/


 

 
 

“Health, Society and Environment” Diploma Program 
Application for Accreditation 

To the Director of the Center for Environmental and Health Sciences 
The following student will apply for the “Health, Society and Environment” Diploma Program  
 

 Date:   20XX.XX.XX  
Student 
Number：XXXXX 

Full Name： 
Kankyo Kako 

Name in katakana： 
カンキョウ カコ 

 

Number of credits required Finished or Registered lectures 

Health, 
Society and 
Environment 

graduate 
schools  

year Lectures Credits Status 

Compulsory lectures 11    

Ⅰ 
Overview 2  2015 

Public Health Overview: Trend  
of Researches and Activities 

２ A ・ B  

Ethics  １ 2016 Medical Ethics １ A ・ B  

ⅡＡ 
Research Method 

Epidemiology 2 
2015 Epidemiology I ２ A ・ B  

   A ・ B  

ⅡＢ 
Research Method 

Statistics 2 
2016 Basic Statistical Analysis １ A ・ B  
2014 Applied Statistical Analysis １ A ・ B  

Ⅲ 
Environmental 

Health 2 
2014 Global Health and Human Ecology I ２ A ・ B  

   A ・ B  

Ⅳ Health Promotion  1 2014 Health Sciences ２ A ・ B  

Ⅴ Health Research 1 2013 Hospital Management ２ A ・ B  

Elective lectures     

I  2014 Basic Medical Biology I ２ A ・ B  
IIA  2013 Epidemiology II  ２ A ・ B  
IIA  2016 Designing Epidemiological Research １ A ・ B  
IIB  2013 Case Study for Statistics １ A ・ B  

III  2014 
The environment, child health and 

development 
１ A ・ B  

V  2014 Community Health Activity ２ A ・ B  
     A ・ B  
     A ・ B  
     A ・ B  
     A ・ B  

     A ・ B  

     A ・ B  
     A ・ B  

total 20  ２２  
※After filling out this form, please submit it to the Center for Environmental and Health Sciences  
either as a printed document or via e-mail as an attached file.  

Registration requires the consent of your supervisor. Please obtain his/her signature or seal in the given field.  
E-mail:jimu3@cehs.hokudai.ac.jp    Phone:011-706-4746    Fax:011-706-4725 

This form can be downloaded from the CEHS homepage（http://www.cehs.hokudai.ac.jp/） 
Do not write below this line   

以下事務局記入欄

受理日：        受理番号：       DP 審査日：        DP 番号：        

-Status- 
A  finished 
B  registered 

Sample 

http://www.cehs.hokudai.ac.jp/


 

 
 

「社会と健康」ディプロマプログラム登録申込書 
環境健康科学研究教育センター長 殿 

『社会と健康』ディプロマプログラムへの参加を申し込みいたします。 

20 年 月 日 

学生番号： 氏名
ふりがな

： 英文表記（氏名）： 

研究科・学院 / 専攻 / 課程 / 学年 

連絡先： 
TEL. FAX. 

E-mail address：読みやすい字で記入すること。 

(PC 用メールアドレスに限る。） 

受講を希望する当該学生の本プログラムへの参加に同意いたします。 

所属 

職名 指導教員氏名 ㊞ 

履 修 計 画 

 

必要単位数 履修済みまたは履修予定科目 

社会と 

健康 

学院 

研究科 

履修

年度 
科目名 

単位

数 
履修確認 

必修科目 11    

Ⅰ 
概論 2   パブリックヘルス総論-研究と活動の最前線 ２ 済・履修中・予定 

倫理科目群  １    済・履修中・予定 

ⅡＡ 研究方法論-疫学科目群 2 

   済・履修中・予定 

   済・履修中・予定 

ⅡＢ 研究方法論-統計科目群 2 

   済・履修中・予定 

   済・履修中・予定 

Ⅲ 環境保健科目群 2 

   済・履修中・予定 

   済・履修中・予定 

Ⅳ 健康増進科目群 1    済・履修中・予定 

Ⅴ ヘルスリサーチ科目群 1    済・履修中・予定 

選択科目     

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

     済・履修中・予定 

合計 20    

※この申込書に必要事項を記入して、印刷するか、メールの添付ファイルとして環境健康科学研究教育センター 事務

担当に提出して下さい。履修済みの科目がある場合は、成績証明書も提出してください。登録申込には指導教員の同意

が必要です。所定欄に捺印またはサインを得て下さい。 
E-mail: jimu3@cehs.hokudai.ac.jp  電  話：011-706-4746 Fax：011-706-4725 

この申込書は、環境健康科学研究教育センターのホームページ（http://www.cehs.hokudai.ac.jp/） からダウンロードできます。 
 

以下事務局記入欄 

受理日：        受理番号：        

mailto:jimu3@cehs.hokudai.ac.jp
http://www.cehs.hokudai.ac.jp/


 

 
 

「社会と健康」ディプロマプログラム認定申請書 
 

環境健康科学研究教育センター長 殿 

『社会と健康』ディプロマプログラムへの認定を申請いたします。 

20 年 月 日 

学生番号： 氏名
ふりがな

： 英文表記（氏名）： 
 

 

 

必要単位数 履修済みまたは履修中科目 

社会と 

健康 

学院 

研究科 

履修

年度 
科目名 単位数 履修 

必修科目 11    

Ⅰ 
概論 2   パブリックヘルス総論-研究と活動の最前線 ２ 済・履修中 

倫理科目群  １    済・履修中 

ⅡＡ 
研究方法論 

疫学科目群 
2 

   
済・履修中 

   
済・履修中 

ⅡＢ 
研究方法論 

統計科目群 
2 

   
済・履修中 

   
済・履修中 

Ⅲ 環境保健科目群 2 

   
済・履修中 

   
済・履修中 

Ⅳ 健康増進科目群 1    済・履修中 

Ⅴ 
ヘルスリサーチ

科目群 
1    済・履修中 

選択科目     

  
   

済・履修中 

  
   

済・履修中 

  
   

済・履修中 

  
   

済・履修中 

  
   

済・履修中 

  
   

済・履修中 

  
   

済・履修中 

  
   

済・履修中 

  
   

済・履修中 

合計 20    

※この申込書に必要事項を記入して、印刷するか、メールの添付ファイルとして、成績証明書を添えて環境健康科学研

究教育センター 事務担当に提出して下さい。 

E-mail: jimu3@cehs.hokudai.ac.jp  電  話：011-706-4746 Fax：011-706-4725 

この申請書は、環境健康科学研究教育センターのホームページ（http://www.cehs.hokudai.ac.jp/） からダウンロードできます。 

 

以下事務局記入欄 

 受理日：        受理番号：       DP 審査日：        DP 番号：        

mailto:jimu3@cehs.hokudai.ac.jp
http://www.cehs.hokudai.ac.jp/


 

 
 

 “Health, Society and Environment” Diploma Program 
Application for Registration 

To the Director of the Center for Environmental and Health Sciences 
The following student will register for the “Health, Society and Environment” Diploma Program 

Date:                         
Student Number： Full Name： Name in katakana： 

 
 Graduate school / Department / Course / School Year 

  

Contact： 
TEL. FAX. 

E-mail address：(Please print. Only PC e-mail address are acceptable)  
 

I agree that the above-mentioned student can participate in this program. 

Affiliation 

Title Full Name ㊞ 

Course Planning 

 

Number of credits required Finished, Registered or Expected Lectures 
Health, 

Society and 
Environment 

graduate 
schools  

year Lectures Credits Status 

Compulsory lectures 11    

Ⅰ 

Overview 2  
 “Public Health Overview: Trend of  

Researches and Activities” ２ A ・ B ・ C 

Ethics  １ 
   A ・ B ・ C 

ⅡＡ 
Research Method 

Epidemiology 2 

   A ・ B ・ C 

   A ・ B ・ C 

ⅡＢ 
Research Method  

Statistics 2 

   A ・ B ・ C 

   A ・ B ・ C 

Ⅲ 
Environmental 

Health 2 

   A ・ B ・ C 

   A ・ B ・ C 

Ⅳ Health Promotion  1    A ・ B ・ C 

Ⅴ Health Research 1    A ・ B ・ C 

Elective lectures     

     A ・ B ・ C 

     A ・ B ・ C 

     A ・ B ・ C 

     A ・ B ・ C 

     A ・ B ・ C 

     A ・ B ・ C 

     A ・ B ・ C 

     A ・ B ・ C 

total 20    

※After filling out this form, please submit it to the Center for Environmental and Health Sciences  
either as a printed document or via e-mail as an attached file. Please attach your transcript record  
if you have already earned any credits. 

Registration requires the consent of your supervisor. Please obtain his/her signature or seal in the given field. 
E-mail:jimu3@cehs.hokudai.ac.jp    Phone:011-706-4746    Fax:011-706-4725 

This form can be downloaded from the CEHS homepage（http://www.cehs.hokudai.ac.jp/） 

Do not write below this line   

受理日：        受理番号：        

-Status- 
A  finished 
B  registered 
C  planned 

http://www.cehs.hokudai.ac.jp/


 

 
 

“Health, Society and Environment” Diploma Program 
Application for Accreditation 

To the Director of the Center for Environmental and Health Sciences 
The following student will apply for the “Health, Society and Environment” Diploma Program  
 

Date: 
Student Number： Full Name： Name in katakana： 

 

Number of credits required Finished or Expected Course 

Health, 
Society and 
Environment 

graduate 
schools  

year Lectures Credits Status 

Compulsory lectures 11    

Ⅰ 

Overview  2  
 “Public Health Overview: Trend of 

Researches and Activities” 
２ A ・ B  

Ethics  １ 
   

A ・ B  

ⅡＡ 
Research Method 

Epidemiology 2 

   
A ・ B  

   
A ・ B  

ⅡＢ 
Research Method  

Statistics 2 

   
A ・ B  

   
A ・ B  

Ⅲ 
Environmental 

Health 2 

   
A ・ B  

   
A ・ B  

Ⅳ Health Promotion  1    A ・ B  

Ⅴ Health Research 1    A ・ B  

Elective lectures     

  
   

A ・ B  

  
   

A ・ B  

  
   

A ・ B  

  
   

A ・ B  

  
   

A ・ B  

  
   

A ・ B  

  
   

A ・ B  

  
   

A ・ B  

  
   

A ・ B  

total 20    

※After filling out this form, please submit it to the Center for Environmental and Health Sciences  
either as a printed document or via e-mail as an attached file.  

Registration requires the consent of your supervisor. Please obtain his/her signature or seal in the given field. 
E-mail:jimu3@cehs.hokudai.ac.jp    Phone:011-706-4746    Fax:011-706-4725 

This form can be downloaded from the CEHS homepage（http://www.cehs.hokudai.ac.jp/） 
Do not write below this line   

以下事務局記入欄 

受理日：        受理番号：       DP 審査日：        DP 番号：        

-Status- 
A  finished 
B  registered 

http://www.cehs.hokudai.ac.jp/


 

 
 

 
「社会と健康」ディプロマプログラム  

単位修得見込証明書 
“Health, Society and Environment” Diploma Program 

Expected Credit Transcripts 
 
 

環境健康科学研究教育センター長 殿 

To the Director of the Center for Environmental and Health Sciences 
 
 

Student Number                          

Full Name                                

Graduate School                          

Course             Master   /    PhD        

School year                      

 

 

上記の者が平成   年（※ 前 ・ 後 ）期で、下記の科目を履修し、 

単位修得の見込みであることを証明いたします。 
 

I hereby certify that the above-mentioned individual has enrolled in the following  
course subjects in the (first / second) semester and will be able to earn the credits. 

 
 

科目名/subject：                       
 

 

Date:平成   年   月   日 

 

 

責任教員-Instructor- 

所 属-Affiliation-               

氏 名-Full Name-               ㊞ 
 
 
 
※はどちらかを○囲みのこと 
This form can be downloaded from the CEHS homepage (http://www.cehs.hokudai.ac.jp/） 

  

http://www.cehs.hokudai.ac.jp/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fourth Edition 
 


