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2019年 度

医療心理学・死生学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・井上 猛・(精神医学)、准教授・桝屋 二郎・(精神医学)、准教授・市来 真彦・(精神医学)、助教・村越 晶子・(精神医
学)、助教（院内講師）・佐藤 光彦・(精神医学)、臨床心理士・坂井 俊之・(精神医学)

医療心理学・死生学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

病態の理解に必要な基礎医学知識を習得する。Ⅲ-1 ① レベルC

医療における多職種交流の必要性を説明できる。Ⅴ-1 ① レベルC

社会医学の基礎的知識を有する。Ⅶ-1 ① レベルC(1)

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．人間の心理の一般事象（脳、身体、他者との関連）とその治療につ
いて説明することができる。
２．病める者および家族の心理と行動を説明することができる。
３．医療従事者の心理と行動を説明することができる。
４．死を意識した患者、自殺に向かう心理について説明できる。
５．安楽死と尊厳死、臓器移植について、それぞれの立場の考え方につ
いて説明できる。

科目における教育到達目標

　医師は、患者に起きている症状をただなくし、病気以前の臓器の状態
に戻す修理屋ではない。必ずしも元通りにはならない身体で生き続ける
人、死に向かう人、そして家族の心を支え、病気を持った人や家族の新
たな人生を支える人たる役割を期待される。
　本講義では、医学科学生として学ぶにあたって基本となる心と脳、ス
トレスや病気による心の変化とその治療、死にかかわる諸問題を提示す
るので、医師になる前の気持ちで受け止め、考える時間としたい。

臨床医学や実際の臨床場面に即した事柄について講義するが、臨床医学を学んでいなくても、将来医師になろうという心構えがあれば、十分に理解
可能な内容である。
したがって、“遠い将来”の話として聞くのではなく、身近なものとして、また人間として成長していくための勉強と自覚して、学び考えていくこ
と。

  学習内容

復習

講義の内容を起点にして、人間の心理や死に関する書物や雑誌記事（医
師や患者の体験記など）を読んだり、また新聞記事などに目を配る。

予習

特に必要はない

  授業時間外の学習

  ICT活用

・授業の資料は「e 自主自学」を通じて適宜紹介する。

60 点合格点

授業評価最終評価点

レポート提出筆記試験の形式

未定再試験・実施時期

未定再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

すべて再試験・範囲

新たなレポート提出再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

毎回のミニ・レポートと授業態度（ディ
スカッションへの積極的参加）および期
末の課題レポート

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

講義で得た知識、今後勉強していく医学全般の知識、日常の出来事などを統合して、将来医師になる人間としての自分の感情・思考・行動などを把
握し、心理学的視点から人間形成に励むこと。

医療心理学・死生学(科目№TM16001001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療心理学・死生学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・井上 猛・(精神医学)、准教授・桝屋 二郎・(精神医学)、准教授・市来 真彦・(精神医学)、助教・村越 晶子・(精神医
学)、助教（院内講師）・佐藤 光彦・(精神医学)、臨床心理士・坂井 俊之・(精神医学)

医療心理学・死生学

  オフィスアワー

井上猛主任教授、市来真彦准教授、佐藤光彦院内講師、村越晶子助教、坂井俊之臨床心理士担当

日時

場所

IP電話

seisinka@tokyo-med.ac.jpE-mail

いずれもメールにて適宜受け付ける。基本的には市来、村越が窓口になる。来室を希望の場合はメー
ルにてアポイントメントをとること（場所：西新宿キャンパス新教育研究棟 11 階）。

備考

教科書

著） 出）

特に指定はしない。備）

参考書

著） 出）

備）特に指定はしない。

  指定する教科書、参考書

医療心理学・死生学(科目№TM16001001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療心理学・死生学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・井上 猛・(精神医学)、准教授・桝屋 二郎・(精神医学)、准教授・市来 真彦・(精神医学)、助教・村越 晶子・(精神医
学)、助教（院内講師）・佐藤 光彦・(精神医学)、臨床心理士・坂井 俊之・(精神医学)

医療心理学・死生学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
04月15日 月 1 心と脳 １．心と脳の歴史

２．脳と精神現象
３．心と遺伝子

井上 猛
講義

2

04月15日 月 2 ストレスと心 １．ストレスとは
２．善玉ストレスと悪玉ストレス
３．ストレスと身体
４．心的外傷（トラウマ）

井上 猛

講義

3
04月22日 月 1 医師の心理 １．患者との出会い

２．病気との出会い
３．医師・患者関係

桝屋 二郎
講義

4
04月22日 月 2 医療チームの心理 １．医療現場のストレス

２．燃え尽き症候群
桝屋 二郎

講義

5
05月13日 月 1 死に向かう準備 １．回顧

２．ディグニティ・セラピー
佐藤 光彦

講義

6
05月13日 月 2 自殺の心理学 １．日本における自殺の現状

２．自殺の要因
３．自殺予防

佐藤 光彦
講義

7
05月20日 月 1 安楽死と尊厳死 １．終末期医療のあり方

２．安楽死問題と臨床倫理
村越 晶子

講義

8
05月20日 月 2 死の心理 １.死の不安

２.ターミナルケア
３.悲嘆のケア

村越 晶子
講義

9
05月27日 月 1 脳死と臓器移植をめぐって １.脳死の定義

２.臓器移植の歴史
３.現在の脳死と臓器移植の問題

村越 晶子
講義

10
05月27日 月 2 うつ病患者の心理 １.うつ病とは

２.薬物療法と精神療法
３.認知行動療法

村越 晶子
講義

11
06月03日 月 1 患者の心理 １.医療への期待

２.自己判断
市来 真彦

講義

12
06月03日 月 2 家族の心理 １.誰のための医療

２.素人判断
市来 真彦

講義

13
06月10日 月 1 統合失調症患者の心理 １.受容

２.オープンダイアログ
３.EE(Expressed Emotion)

市来 真彦
講義

14
06月10日 月 2 認知症患者の心理 １.不安

２.ユマニチュード
３.コウノメソッド

市来 真彦
講義

15
06月17日 月 1 心理療法 1．心理メカニズム

2．様々な心理療法
坂井 俊之

講義

医療心理学・死生学(科目№TM16001001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

哲学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・西 研・(哲学)

哲学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

人生とは何か，医療とは何かについて、他者や社会の状況を考慮に入れながら考察し、自
分なりの答えを語ることができる。

Ⅱ-1 ① レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．体験世界の特質を、生の可能性、物語、エロス的関係とゲーム的関
係などの術語によって概説できる。（知識・理解）
２．内省と対話による本質観取の方法によって、人間的な意味世界の共
通本質をみずから言葉にして表現することができる。（思考・判断）

科目における教育到達目標

この講義は、それぞれの参加者が「自己」の理解と「他者」の理解を、
さらには人間一般の理解を、自分ごととして進めてもらうことを企図し
ている。そのため、少人数によるワークショップ（話し合い）をほぼ毎
回行う。具体的には以下の2点となる。
１．人間の体験世界の基本構図を把握するために、自然科学とは異っ
た、哲学（現象学）特有の方法が生み出されてきたことを理解し、この
方法を実習のなかで体得する。
２．これまでの哲学者が構築してきた「体験世界の理論」の骨子を理解
し、そこから各人が自己を捉え直し、かつ支援につなげていく。

１．講義だけでなく、グループ討議を主とする回も設ける。
　　グループ討議は「本質観取」の方法の実習である。６、７人の小グループに分けて討議し、その結果を皆に報告し、西がそれを整理する、とい
うやり方をとる。
２．コメントカードを活用する
　　講義の終わりの 10 分間を、コメントカードを記入する時間とする。
　　①講義内容に関連した質問を出し、それに答えてもらう。
　　②受講者の感想や質問も書いてもらう。
３．学期の前半は主として人間論を、後半は哲学の方法と支援論を講義する。

  学習内容

復習

自宅で配付されたプリントの見直しをすること。

予習

講義の前に、指定されたテキストの箇所を読んでくること、または、指
示された質問についての簡単なメモを作成することを求める。

  授業時間外の学習

  ICT活用

毎回のプリントとパワーポイントは「ｅ自主自学」に載せるので、復習などに活用して欲しい。

哲学(科目№TM16002001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

哲学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・西 研・(哲学)

哲学

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝中間試験＋期末レポート
+班でのディスカッション＋毎回のコ
メントカード。出席は減点法とする。

最終評価点

事項の詳しい説明。筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
にｌ回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

すべて再試験・範囲

レポートまたは筆記試験を課す再試験・方法

評価に対するフィードバック

レポートについては、希望者にはコメントを返す。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

中間試験

30％

レポート

30%

グループ討論

20％

振り返り

20％

注意事項

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

 学習上の注意

  学習上の注意等

講義中の私語や居眠りは厳禁。講義はわかりやすく、かつ興味を刺激するものであることを心がけるが、諸君も積極的に臨んで欲しい。また、看護
学科との合同の授業となり、看護学科の学生が参加（10名以内）する。

  オフィスアワー

西　研教授（哲学）担当

火・金曜日の昼休み日時

第３校舎２階、哲学教室場所

IP電話

nishiken@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書

著） 出）

プリントを配付する備）

参考書

『人間科学におけるエヴィデンスとは何か』

著） 新曜社小林隆児・西研編 出）

備）3,672円

『哲学の練習問題』

著） 河出文庫西研 出）

備）821円

子どものための精神医学

著） 医学書院滝川一廣 出）

備）2,700円

  指定する教科書、参考書

哲学(科目№TM16002001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

哲学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・西 研・(哲学)

哲学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1 04月16日 火 4 ガイダンス哲学とは何か① 宗教、哲学、科学、体験世界 西 研講義

2
04月23日 火 4 哲学とは何か②

医療の特別な意義を考える①
ソクラテスとプラトン
美容（サービス業）と医療のちがい

西 研
講義

3 05月07日 火 4 医療の特別な意義を考える② 医療と美容の共通点と相違点」 西 研講義

4
05月14日 火 4 医療の特別な意義を考える③

医療者になることの「あなたに
とっての」意義①

健康と医療はなぜ大切か
医療の公共性 西 研

講義

5
05月21日 火 4 医療者になることの「あなたに

とっての」意義②
人は何を求めて生きるか①

科学の世界と体験世界
生の可能性 西 研

講義

6
05月28日 火 4 人は何を求めて生きるか②

物語的存在としての人間
自由と承認
愛情的承認と評価的承認
人生の物語

西 研
講義

7 06月04日 火 4 死を知る存在としての人間 死の恐怖に含まれるもの 西 研講義

8 06月11日 火 4 中間テスト これまでの講義内容から出題 西 研講義

9
06月17日 月 2 自然科学の方法と人間科学の方

法
感情の本質を考える①

現象学
現象学的還元と本質観取
なつかしさ（または嫉妬）の本質

西 研
講義

10 06月24日 月 1 感情の本質を考える② なつかしさ（または嫉妬）の本質 西 研講義

11
06月25日 火 4 感情の本質を考える③ なつかしさ（または嫉妬）の本質の

まとめ
現象学の方法

西 研
講義

12
07月01日 月 2 人間論から支援論へ① 体験世界を発達からみる

自由と承認のバランス
西 研

講義

13 07月02日 火 4 人間論から支援論へ② 支援の現場から 西 研講義

14 07月08日 月 2 人間論から支援論へ③ 支援にとって必要なこと 西 研講義

15
07月09日 火 4 哲学のまとめ プラトンから現象学

対話の意義
西 研

講義

哲学(科目№TM16002001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

哲学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 教授・西 研・(哲学)

哲学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

人生とは何か，医療とは何かについて、他者や社会の状況を考慮に入れながら考察し、自
分なりの答えを語ることができる。

Ⅱ-1 ① レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．体験世界の特質を、生の可能性、物語、エロス的関係とゲーム的関
係などの術語によって概説できる。（知識・理解）
２．内省と対話による本質観取の方法によって、人間的な意味世界の共
通本質をみずから言葉にして表現することができる。（思考・判断）

科目における教育到達目標

この講義は、それぞれの参加者が「自己」の理解と「他者」の理解を、
さらには人間一般の理解を、自分ごととして進めてもらうことを企図し
ている。そのため、少人数によるワークショップ（話し合い）をほぼ毎
回行う。具体的には以下の2点となる。
１．人間の体験世界の基本構図を把握するために、自然科学とは異っ
た、哲学（現象学）特有の方法が生み出されてきたことを理解し、この
方法を実習のなかで体得する。
２．これまでの哲学者が構築してきた「体験世界の理論」の骨子を理解
し、そこから各人が自己を捉え直し、かつ支援につなげていく。

１．講義だけでなく、グループ討議を主とする回も設ける。
　　グループ討議は「本質観取」の方法の実習である。６、７人の小グループに分けて討議し、その結果を皆に報告し、西がそれを整理する、とい
うやり方をとる。
２．コメントカードを活用する
　　講義の終わりの 10 分間を、コメントカードを記入する時間とする。
　　①講義内容に関連した質問を出し、それに答えてもらう。
　　②受講者の感想や質問も書いてもらう。
３．学期の前半は主として人間論を、後半は哲学の方法と支援論を講義する。

  学習内容

復習

自宅で配付されたプリントの見直しをすること。

予習

講義の前に、指定されたテキストの箇所を読んでくること、または、指
示された質問についての簡単なメモを作成することを求める。

  授業時間外の学習

  ICT活用

毎回のプリントとパワーポイントは「ｅ自主自学」に載せるので、復習などに活用して欲しい。

哲学(科目№TM16002101)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

哲学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 教授・西 研・(哲学)

哲学

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝中間試験＋期末レポート
+班でのディスカッション＋毎回のコ
メントカード。出席は減点法とする。

最終評価点

事項の詳しい説明。筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
にｌ回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

すべて再試験・範囲

レポートまたは筆記試験を課す再試験・方法

評価に対するフィードバック

レポートについては、希望者にはコメントを返す。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

中間試験

30％

レポート

30%

グループ討論

20％

振り返り

20％

注意事項

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

 学習上の注意

  学習上の注意等

講義中の私語や居眠りは厳禁。講義はわかりやすく、かつ興味を刺激するものであることを心がけるが、諸君も積極的に臨んで欲しい。また、看護
学科との合同の授業となり、看護学科の学生が参加（10名以内）する。

  オフィスアワー

西　研教授（哲学）担当

火・金曜日の昼休み日時

第３校舎２階、哲学教室場所

IP電話

nishiken@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書

著） 出）

プリントを配付する備）

参考書

『人間科学におけるエヴィデンスとは何か』

著） 新曜社小林隆児・西研編 出）

備）3,672円

『哲学の練習問題』

著） 河出文庫西研 出）

備）821円

子どものための精神医学

著） 医学書院滝川一廣 出）

備）2,700円

  指定する教科書、参考書

哲学(科目№TM16002101)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 14 -

 / 3)PAGE (3

2019年 度

哲学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 教授・西 研・(哲学)

哲学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1 09月24日 火 3 ガイダンス哲学とは何か① 宗教、哲学、科学、体験世界 西 研講義

2
09月24日 火 4 哲学とは何か②

医療の特別な意義を考える①
ソクラテスとプラトン
美容（サービス業）と医療のちがい

西 研
講義

3 10月01日 火 4 医療の特別な意義を考える② 医療と美容の共通点と相違点」 西 研講義

4
10月08日 火 4 医療の特別な意義を考える③

医療者になることの「あなたに
とっての」意義①

健康と医療はなぜ大切か
医療の公共性 西 研

講義

5
10月15日 火 4 医療者になることの「あなたに

とっての」意義②
人は何を求めて生きるか①

科学の世界と体験世界
生の可能性 西 研

講義

6
10月29日 火 4 人は何を求めて生きるか②

物語的存在としての人間
自由と承認
愛情的承認と評価的承認
人生の物語

西 研
講義

7 11月05日 火 4 死を知る存在としての人間 死の恐怖に含まれるもの 西 研講義

8 11月12日 火 4 中間テスト これまでの講義内容から出題 西 研講義

9
11月19日 火 4 自然科学の方法と人間科学の方

法
感情の本質を考える①

現象学
現象学的還元と本質観取
なつかしさ（または嫉妬）の本質

西 研
講義

10 11月26日 火 4 感情の本質を考える② なつかしさ（または嫉妬）の本質 西 研講義

11
12月03日 火 4 感情の本質を考える③ なつかしさ（または嫉妬）の本質の

まとめ
現象学の方法

西 研
講義

12
12月10日 火 3 人間論から支援論へ① 体験世界を発達からみる

自由と承認のバランス
西 研

講義

13 12月10日 火 4 人間論から支援論へ② 支援の現場から 西 研講義

14 12月17日 火 3 人間論から支援論へ③ 支援にとって必要なこと 西 研講義

15
12月17日 火 4 哲学のまとめ プラトンから現象学

対話の意義
西 研

講義

哲学(科目№TM16002101)
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2019年 度

社会科学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)

社会科学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

患者の多様な背景を聴取することを模擬患者と体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(1)

医療における患者および家族とのコミュニケーションを体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(2)

人生とは何か，医療とは何かについて、他者や社会の状況を考慮に入れながら考察し、自
分なりの答えを語ることができる。

Ⅱ-1 ① レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

社会的存在としての人間を重視して研究・診療を行うことの重要性を理解し、社会医学の
知識を網羅的に提示できる。

Ⅶ-1 ① レベルB(1)

世界の保健・医療関連事象の推移と地域分布を説明できる。Ⅶ-1 ① レベルB(2)

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．社会科学の思考や方法論を理解し、具体的に説明できる。
２．社会問題を具体的かつ複合的な社会現象のなかで捉え、問題の全体
像を提示できる。
３．特定の社会問題に対する様々な描写や解釈を批判的に検証し、その
問題点を指摘できる。
４．疾病や障害を社会的視点から捉える意義について説明できる。
５．病気に関わる諸現象を疾病／病気／病いという区別を使って説明で
きる。
６．特定の社会における病気行動やその説明を「説明モデル」という概
念を使って分析できる。
７．コミュニケーション行為の多様性と問題を臨床場面にあてはめ説明
できる。
８．疾病概念のグローバル化がもたらす社会的影響について具体的な事
例にもとづき説明できる。
９．医療介入に関する倫理的な問題に関して、相対主義的立場を踏まえ
つつ問題点を説明できる。
1０．医療行為に関わるグローバルな事象の連鎖を理解し、それを政治
性という観点から分析できる。

科目における教育到達目標

社会科学では、私たちの身の回りに生起する諸問題を複合的な社会現象
と位置づけ、社会学・人類学・歴史学・経済学・政治学などの社会科学
の諸領域で蓄積されてきた理論や見かたを援用しながら、より多元的で
相対的な視点から理解することを目指します。グローバル化やライフス
タイルの多様化、さらには臨床での協働化の進展などにより、現在の医
療現場には様々な規範や価値が関与し、持ち込まれようとしています。
このような現実を前にして、医療現場やそれを取り巻く社会の複雑さや
価値の多様性を理解することが医療行為を遂行していくうえで欠かせな
くなっています。授業では、主として人びとの健康に関わる具体的な事
象を取り上げ、学生同士の少人数グループで検討してゆきます。この過
程を通して、具体的な健康問題に背後にある社会的背景を深く考えると
ともに、自身が関わることになる医療行為をより広く批判的に捉えなお
す力を養い、社会科学的なものの見かたを修得します。

授業では、予め通知された具体的な問題を小人数グループで検討して発表し、その後、教員が必要に応じて関連する事実や社会科学的な見解を紹介
するという形式で進めます。最終的に、それまでに検討した諸問題を整理しながら、相互の関連性を考えてゆきます。

  学習内容

復習

授業中にグループワークや他グループによる発表の要点、および講評の
内容を学習ノートに記入してください。授業終了後は、それらと予習し
てきた内容との比較検討を行い、より多元的で広範な視野や思考の習得
に努めましょう。講評に関して不明な点がある場合は、オフィスアワー
等を活用して教員に質問してください。

予習

授業前に予定されている課題や資料を読み、必要な情報を自主的に収集
・整理して学習ノートにメモしてくることを求めます。これが授業参加
の前提となります。その過程で疑問点などがあれば、それも書き出して
おいてください。

  授業時間外の学習

社会科学(科目№TM16003101)
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2019年 度

社会科学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)

社会科学

  ICT活用

相互評価やレポートの提出等で「e 自主自学」を活用します。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の総得点最終評価点

論述筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に１回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

全ての授業内容再試験・範囲

論述再試験・方法

評価に対するフィードバック

必要に応じて「e自主自学」上で行う。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

期末試験

20％

ＰＢＬ

30％

出席点

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

％

レポート

％

実習試験

％

口答試験

出席点

その他

注意事項

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）少人数グループによる討議や作業を軸とした授業形式を採用するため、受講者の予習状況やチャレンジ精神、そしてチームワークが授業成果を
大きく左右することになります。自主的で積極的な姿勢で授業に臨んでください。
２）実在する社会を検討するため、その社会に関する基礎的な知識が重要になります。授業以外でも、様々な機会やメディアを利用して関連する情
報や知識を積極的に取得してください。それぞれの受講者がより多くの知識や情報を持ち寄り検討することで、授業内容もより豊かになります。

  オフィスアワー

倉田 誠担当

火曜　12 時 00 分～ 13 時 00 分、金曜　15 時 00 分～ 17 時 00 分日時

生命倫理学研究室場所

IP電話

m-kurata@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書 参考書

『医療人類学を学ぶための60冊　医療を通して「当たり前」を問い直そ
う』

著） （明石書店）澤野美智子(編) 出）

備）

『医療人類学のレッスン　病いをめぐる文化を探る』

著） （学陽書房）池田光穂・奥野克己(編) 出）

備）

『クロニクル社会学　人と理論の魅力を語る』

著） （有斐閣）那須壽 出）

備）

  指定する教科書、参考書

社会科学(科目№TM16003101)
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2019年 度

社会科学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)

社会科学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1 09月03日 火 3 イントロダクション 倉田 誠講義

2 09月03日 火 4 練習ワーク 社会、社会システム 倉田 誠講義

3
09月10日 火 3 嬰児殺し「どのようにして " 人 "

になるのか？」
人間概念、人格

倉田 誠
講義

4
09月10日 火 4 遺体処置「遺体はどう扱われる

べきか？」
人 / モノ、生者／死者の尊厳

倉田 誠
講義

5
09月17日 火 3 民間医療「" 病気になる／病気を

治す " とは？」
疾病 / 病気 / 病い、文化結合症候群

倉田 誠
講義

6
09月17日 火 4 心身症「心の問題？身体の問

題？それとも？」
説明モデル、心身概念

倉田 誠
講義

7
10月01日 火 3 ひきこもり「誰を " ひきこもり "

を呼ぶのか？」
逸脱、ラベリング、医療化

倉田 誠
講義

8
10月08日 火 3 児童虐待「なぜ他人をケアする

のか？」
ケア、依存と自律、主体性

倉田 誠
講義

9
10月15日 火 3 インターセックス「彼女は男な

のか？」
性差、社会規範と身体

倉田 誠
講義

10
10月29日 火 3 出産「いかに産むべきか？」 施設化／脱施設化、生政治、医療的

コントロール
倉田 誠

講義

11
11月05日 火 3 障害「障害は個性？」 障害の社会モデル、能力主義、他者

性
倉田 誠

講義

12
11月12日 火 3 認知症「社会で生きるとは？」 スティグマ、社会役割、コミュニ

ケーション行為
倉田 誠

講義

13
11月19日 火 3 慢性疾患「私は病気？」 苦悩のイディオム、セルフケア、医

療負担
倉田 誠

講義

14
11月26日 火 3 代理母ビジネス「誰と誰の取引

か？」
グローバル化、贈与と収奪、身体を
めぐる政治

倉田 誠
講義

15 12月03日 火 3 課題ワーク 倉田 誠講義

社会科学(科目№TM16003101)
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2019年 度

医学史 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・中島 理暁・(医学史)

医学史

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

人生とは何か，医療とは何かについて、他者や社会の状況を考慮に入れながら考察し、自
分なりの答えを語ることができる。

Ⅱ-1 ① レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

患者中心の医療(インフォームドコンセント)の重要性およびその過程を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルC(3)

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

社会的存在としての人間を重視して研究・診療を行うことの重要性を理解し、社会医学の
知識を網羅的に提示できる。

Ⅶ-1 ① レベルB(1)

世界の保健・医療関連事象の推移と地域分布を説明できる。Ⅶ-1 ① レベルB(2)

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．医学・医療という事象を、歴史的経緯および社会的文脈に常に遡及
させて捉える。
２．事象の連続性と非連続性、およびポジショナリティ（立場性）に着
目する歴史的思考の方法を獲得する。
３．医師国家試験出題基準「必修の基本事項（18 一般教養的事項：A 医
学史）」に習熟し、医師国家試験の必修問題に対応できる基盤を築く。

科目における教育到達目標

現代の医学・医療、公衆衛生政策、さらには生命倫理の問題系について
考察する際に不可欠な知的基盤を成す近現代医学史を概観する。医学研
究や医師―患者関係、さらには病いの経験が社会的変容を遂げ、医学も
また長い時間をかけて創り上げられてきた一つの文化であることを認識
することによって、医学の現状を分析する眼差しは一層解像度の高いも
のになることが期待される。加えて、医師国家試験出題基準「必修の基
本事項（18 一般教養的事項：A 医学史）」に習熟し、医師国家試験必修
問題への早期段階からの対応を行う。

近年の医学史研究は、ある第一人者による定義を引けば、狭義の「医学」の歴史から脱皮して、「人間の身体を焦点にし、それを取り囲んで作用す
る知的・社会的・文化的・自然的な場の歴史の総合的な研究」へと向かっている。実際にその主たる研究成果は、疫学・医療社会学・公共政策など
の諸分野との連携を深め、きわめて領域横断的である。本講義では、第１学年という早期段階からこのような国際的な研究動向の一端に触れる機会
を提供する。我々はすべて「歴史的存在」であり、医学の歴史を検証することは現在の医学との絶え間ない対話を繰り返すことにほかならず、「過
去は死んでいない、過ぎ去ってさえいない」という認識へと到達するための礎石を据えることが本講義の究極的な目標である。

  学習内容

復習

理解度確認を目的とした演習問題を実施するため（＝最終評価点の 40％
を形成）、１時間程度を充て講義および視聴覚教材の内容を正確に把握
し習得する必要がある。

予習

本学の理念「自主自学」に則り、担当教員による講義に加え、ゼミナー
ル形式を併用する。履修者は学期中に２回程度、講義内容に関する基礎
文献を精読した上でそのレジュメもしくはパワーポイントの作成と、プ
レゼンテーションの準備を各回およそ１時間を充て行う必要がある（＝
最終評価点の 40％を形成）。

  授業時間外の学習

  ICT活用

適宜活用する。

医学史(科目№TM16004001)
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2019年 度

医学史 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・中島 理暁・(医学史)

医学史

60 点合格点

授業評価点のみにより算出最終評価点

筆記試験の形式

年度末に１回再試験・実施時期

講義内容と同等再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

講義内容全般再試験・範囲

筆記試験（持込不可）再試験・方法

評価に対するフィードバック

課題に応じて講評、もしくは添削を実施する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

実施しない。

前期試験

講義中に実施（40％）

演習問題

文献のレジュメ作成およびプレゼンテー
ション（40％）

プレゼンテーション

受講態度（20％）

授業中の積極性

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

期末試験を実施しないため、上述課題に真摯に取り組む姿勢が求められる。

  オフィスアワー

中島理暁担当

金曜日：12:10̃日時

講師控室場所

IP電話

hist-�med@tokyo-�med.ac.jpE-mail

備考

教科書

著） 出）

特に指定せず、適宜教材を配布する。備）

参考書

The History of Medicine: A Very Short Introduction

著） Oxford University Press, 2008William Bynum 出）

備）（邦訳：『医学の歴史』丸善出版　2015）

『人体を戦場にして』

著） 法政大学出版局 2003ロイ・ポーター 出）

備）

  指定する教科書、参考書

医学史(科目№TM16004001)
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2019年 度

医学史 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・中島 理暁・(医学史)

医学史

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
04月12日 金 2 ガイダンス 履修上の諸注意　

成績評価基準
中島 理暁

講義

2
04月19日 金 2 医学史研究の方法と倫理 歴史叙述のモラル　

歴史と「記憶」
中島 理暁

講義

3
04月26日 金 2 近代生物学の思想的・社会的成

立条件
近代生物学の成立過程　
物理・化学的手法の導入　
社会的認知と制度化

中島 理暁
講義

4
05月10日 金 2 近代生物学・医学と科学革命 科学革命論　

近代医学の誕生と史観　
近代医学史の概略

中島 理暁
講義

5
05月17日 金 2 歴史の中の「医師」 医師―患者関係の社会的変容　

医療倫理の成立　
医師会の形成

中島 理暁
講義

6

05月24日 金 2 感染症への歴史的眼差し 近代世界システム　
帝国医療　
マラリア・天然痘・グローバルヘル
ス

中島 理暁

講義

7
05月31日 金 2 「公衆衛生」の誕生 疫学・衛生思想・衛生行政の確立　

HIV/AIDS・多剤耐性結核の現代史
中島 理暁

講義

8
06月07日 金 2 精神医療 「狂気」の社会史　

精神外科の盛衰　
精神医学と社会

中島 理暁
講義

9
06月14日 金 2 歴史の中の「死」 「早すぎた埋葬」　

死の近代化・医学化　
「脳死」概念の現代史

中島 理暁
講義

10
06月21日 金 2 日本の医療 西洋医学体制の確立　

戦時体制下の医療　
戦後の医療政策

中島 理暁
講義

11

06月24日 月 2 医療社会学からの接近 病の社会的起源
病人役割
医療化　
専門家支配

中島 理暁

講義

12
06月26日 水 4 人体の実験的利用を巡る倫理：

その史的軌跡
ベルナール『実験医学序説』　
研究規制体制の構築　
人体の資源化・商品化

中島 理暁
講義

13

06月28日 金 2 先端医療への歴史的パースペク
ティヴ

生殖技術　
出生前 / 受精卵診断　
ゲノム編集
優生学史像の変容

中島 理暁

講義

14 07月05日 金 2 一次史料解釈の実践 中島 理暁講義

15
07月12日 金 2 学生によるプレゼンテーション

中島 理暁
プレゼン

テーション
・講義

16
07月19日 金 2 学生によるプレゼンテーション

中島 理暁
プレゼン

テーション
・講義

17 07月19日 金 3 応用演習および総括 中島 理暁講義

医学史(科目№TM16004001)
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2019年 度

医学史 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・中島 理暁・(医学史)

医学史

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

人生とは何か，医療とは何かについて、他者や社会の状況を考慮に入れながら考察し、自
分なりの答えを語ることができる。

Ⅱ-1 ① レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

患者中心の医療(インフォームドコンセント)の重要性およびその過程を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルC(3)

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

社会的存在としての人間を重視して研究・診療を行うことの重要性を理解し、社会医学の
知識を網羅的に提示できる。

Ⅶ-1 ① レベルB(1)

世界の保健・医療関連事象の推移と地域分布を説明できる。Ⅶ-1 ① レベルB(2)

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．医学・医療という事象を、歴史的経緯および社会的文脈に常に遡及
させて捉える。
２．事象の連続性と非連続性、およびポジショナリティ（立場性）に着
目する歴史的思考の方法を獲得する。
３．医師国家試験出題基準「必修の基本事項（18 一般教養的事項：A 医
学史）」に習熟し、医師国家試験の必修問題に対応できる基盤を築く。

科目における教育到達目標

現代の医学・医療、公衆衛生政策、さらには生命倫理の問題系について
考察する際に不可欠な知的基盤を成す近現代医学史を概観する。医学研
究や医師―患者関係、さらには病いの経験が社会的変容を遂げ、医学も
また長い時間をかけて創り上げられてきた一つの文化であることを認識
することによって、医学の現状を分析する眼差しは一層解像度の高いも
のになることが期待される。加えて、医師国家試験出題基準「必修の基
本事項（18 一般教養的事項：A 医学史）」に習熟し、医師国家試験必修
問題に早期段階から対応する。

近年の医学史研究は、ある第一人者による定義を引けば、狭義の「医学」の歴史から脱皮して、「人間の身体を焦点にし、それを取り囲んで作用す
る知的・社会的・文化的・自然的な場の歴史の総合的な研究」へと向かっている。実際その主たる研究成果は、疫学・医療社会学・公共政策などの
諸分野との連携を深め、きわめて領域横断的である。本講義では、第１学年という早期段階からこのような国際的な研究動向の一端に触れる機会を
提供する。我々はすべて「歴史的存在」であり、医学の歴史を検証することは現在の医学との絶え間ない対話を繰り返すことにほかならず、「過去
は死んでいない、過ぎ去ってさえいない」という認識へと到達するための礎石を据えることが本講義の究極的な目標である。

  学習内容

復習

理解度確認を目的とした演習問題を実施するため（＝最終評価点の 40％
を形成）、１時間程度を充て講義および視聴覚教材の内容を正確に把握
し習得する必要がある。

予習

本学の理念「自主自学」に則り、担当教員による講義に加え、ゼミナー
ル形式を併用する。したがって、履修者は学期中に２回程度、講義内容
に関する基礎文献を精読した上でそのレジュメもしくはパワーポイント
を作成し、プレゼンテーションの準備を各回およそ１時間を充て行う必
要がある（＝最終評価点の 40％を形成）。

  授業時間外の学習

  ICT活用

適宜活用する。

医学史(科目№TM16004101)
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2019年 度

医学史 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・中島 理暁・(医学史)

医学史

60 点合格点

授業評価点のみにより算出最終評価点

筆記試験の形式

年度末に１回再試験・実施時期

講義内容と同等再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

講義内容全般再試験・範囲

筆記試験（持込不可）再試験・方法

評価に対するフィードバック

課題に応じて講評、もしくは添削を実施する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

実施しない。

後期試験

講義中に実施(40%)

演習問題

文献のレジュメ作成およびプレゼンテー
ション（40％）

プレゼンテーション

受講態度（20％）

授業中の積極性

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

期末試験を実施しないため、上述課題に真摯に取り組む姿勢が求められる。

  オフィスアワー

中島理暁担当

金曜日：12:10̃日時

講師控室場所

IP電話

hist-�med@tokyo-�med.ac.jpE-mail

備考

教科書

著） 出）

特に指定せず、適宜教材を配布する。備）

参考書

The History of Medicine: A Very Short Introduction

著） Oxford University Press, 2008William Bynum 出）

備）（邦訳：『医学の歴史』丸善出版　2015）

『人体を戦場にして』

著） 法政大学出版局 2003ロイ・ポーター 出）

備）

  指定する教科書、参考書

医学史(科目№TM16004101)
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2019年 度

医学史 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・中島 理暁・(医学史)

医学史

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
09月06日 金 2 ガイダンス 履修上の諸注意　

成績評価基準
中島 理暁

講義

2
09月13日 金 2 医学史研究の方法と倫理 歴史叙述のモラル　

歴史と「記憶」
中島 理暁

講義

3
09月20日 金 2 近代生物学の思想的・社会的成

立条件
近代生物学の成立過程　
物理・化学的手法の導入　
社会的認知と制度化

中島 理暁
講義

4
09月27日 金 2 近代生物学・医学と科学革命 科学革命論　

近代医学の誕生と史観　
近代医学史の概略

中島 理暁
講義

5
10月04日 金 2 歴史の中の「医師」 医師―患者関係の変容　

医療倫理の成立　
医師会の形成

中島 理暁
講義

6

10月11日 金 2 感染症への歴史的眼差し 近代世界システム　
帝国医療　
マラリア・天然痘・グローバルヘル
ス

中島 理暁

講義

7
10月18日 金 2 「公衆衛生」の誕生 疫学・衛生思想・衛生行政の確立　

HIV/AIDS・多剤耐性結核の現代史
中島 理暁

講義

8
10月25日 金 2 精神医療 「狂気」の社会史　

精神外科の盛衰　
精神医学と社会

中島 理暁
講義

9
11月01日 金 2 歴史の中の「死」 「早すぎた埋葬」　

死の近代化・医学化　
「脳死」概念の現代史

中島 理暁
講義

10
11月08日 金 2 日本の医療 西洋医学体制の確立　

戦時体制下の医療　
戦後の医療政策

中島 理暁
講義

11

11月15日 金 2 医療社会学からの接近 病の社会的起源　
病人役割　
医療化　
専門家支配

中島 理暁

講義

12
11月22日 金 2 人体の実験的利用を巡る倫理：

その史的軌跡
『実験医学序説』　
研究規制体制の構築　
人体の資源化・商品化

中島 理暁
講義

13

11月29日 金 2 先端医療への歴史的パースペク
ティヴ

生殖技術
出生前 / 受精卵診断　
ゲノム編集
優生学史像の変容

中島 理暁

講義

14 12月06日 金 2 一次史料解釈の実践 中島 理暁講義

15
12月13日 金 2 学生によるプレゼンテーション

中島 理暁
プレゼン

テーション
・講義

16
12月20日 金 2 総括

中島 理暁
プレゼン

テーション
・講義

医学史(科目№TM16004101)
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2019年 度

法学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・岡田 昭夫・(法学)

法学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

患者の多様な背景を聴取することを模擬患者と体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(1)

医療における患者および家族とのコミュニケーションを体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(2)

人生とは何か，医療とは何かについて、他者や社会の状況を考慮に入れながら考察し、自
分なりの答えを語ることができる。

Ⅱ-1 ① レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

法学(科目№TM16005001)
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2019年 度

法学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・岡田 昭夫・(法学)

法学

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

①医療者としての原点座標を形成できるようになること。
　　臨床や研究の第一線に立つと、様々な事情から、医療者としての自
分を見失いそうになる。ボクは、今までそのような先輩たちの話を多く
聞いてきた。そこで授業の最初に、なぜキミは医療者を目指すのかを考
え身につけることができるようになること。
　つまり臨床や研究の第一線に立ち、自分にとって医療とは何かを見失
いそうになった時、そこへ戻れば間違いはないという医師としての原点
座標、いわばデカルトの「われ思う故にわれあり」の如き原点座標身に
つけるための哲学性を涵養する。
　そして、医学科１年に入学時点から、専門医として認定されるまでの
キャリアイベントとキャリアプランニングをしっかり理解したい。その
ために充分な時間を充当したい。

②医療における患者と医療機関の関係を法的に評価できるようになるこ
と。
　そのために、債権論・医療契約論・不法行為論等の民法論を習得す
る。また医療と刑事法の関係を理解する。

③医療の一方主体である患者の権利のについて理解できるようになるこ
と。
 そのために、患者の権利の歴史的発展過程・現行法上での理論的位置づ
け・医療現場での問題点等を理解する。

④先端的医療が抱える法的諸問題を理解する。
　これらはまだ議論が尽くされていないものが多い。それ故、自分の意
見を堅固にしておく必要がある。そのため、このようなテーマを進める
際は授業参加者と共に活発な議論を行っていく。従って、自分の考えを
論理的に説得力をもって述べることができるようになることもこの授業
の大きな目標である。

⑤基礎的研究力として、研究発表等に必要な著作権と個人情報保護に関
する理解を深める。
　将来、医師として医療実践や研究に従事するにあたり、必要な医療法
情報の検索収集、および研究発表に必要となる著作権法上の知識・個人
情報保護法上の知識を身につける。

科目における教育到達目標

　ちょっとそこのキミ、このシラバスを読み始めたってことは、「もし
かしたら履修してもいいかも・・」って考えてるんだよね。だけどさ、
「なんでせっかく苦労して医学部に入学したのに、『法学』なんて勉強
しなくちゃいけないの？」って思わなかった？「法学なんて、やたら日
本語難しいし、東医の入試に国語なかったし・・・」って思わなかっ
た？
　だったら聞くけどさ、キミが産婦人科の臨床医になったとして、妊娠
23週目に入った患者さんが中絶を求めて来院してきたら、キミ施術して
いいの？　不妊夫婦が夫婦の受精卵を妻の妹に代理胚移植をして、妹に
産んでもらいたいと相談に来た。キミはなんて答えるの？　あるいはキ
ミが救命救急に入局したとして、当直の時、交通事故の患者さんが搬送
されてきた。その患者さん失血性ショック状態で速やかな輸血が必要
だ。だけど本人は輸血を拒否している。キミは輸血をする？しない？　
迷っている時間なんかないんだぜ！　それらの答えを教えてくれるのは
実は、法なんだ。法は医療者の行動基準なのさ。知らないわけにいかな
いでしょ！
　これはずいぶん前の話だが、国試の受験準備をしていた６年生がボク
にグチをこぼしに来た。「先生、『医学生、医者になれなきゃタダの
人』って言うけど、あれウソですよね。」彼は続けた、「本当は医学
生、医者になれなきゃタダの人『以下』ですよね。」その彼にボクは
「なぜ、『以下』だと思うの？」彼いわく、「だってボクら覚えるのに
必死で物を考えることをしていないから・・・」　そーなんだよ、彼は
もっとも大切な所に気がついた。彼は今、有能な指導医として附属病院
で活躍している。その彼が気づいたこの点こそが今の医学教育の大きな
問題と言える。一説によると、第二次大戦直後の医師国家試験に比べて
今の国試を突破するために覚えなければならない知識量は数百倍に増加
しているとか・・・　今の医学教育では、覚えることに知的エネルギー
の大部分を費やしなければならず、医療とか命とかの問題をじっくり考
えるヒマが無い。だけど東医の教育方針は「自主自学」。いい言葉だと
思わないかい？　受け身ではなく自主的に知の世界を彷徨することだ。
せめて低学年のうちは少しでも多く、ものを考えよう。たとえば上記の
輸血拒否問題、命は地球よりも重い、医師が患者の意思表示に対して
「良心的拒否」をして輸血を強行し救命してはいけないのだろうか？　
医療と法の接点は答えの出ない問題ばかりなのだ。
　この授業をきっかけに東京医科大学在学中に少しでも多く「学問的熱
中」を経験し、その歓びをボクと一緒に体感しよう！　とにかく「東医
に入ってよかった、学問って楽しいなあ」と思える授業を一緒に作り上
げていこう！キミも仲間に入らないか！
　このように、医療従事者にとって、関連する諸法理論の理解は必須で
ある。

そこで授業では
　第１に医療者としての原点座標を考える。（後述）
　第２に社会科学も自然科学と同様に科学であるという理解の上に、医
療活動の種々の場面を法的に評価できるよう、基礎的知識の理解の涵養
をめざす。
　第３に遺伝子治療や臓器移植など、近年話題となっている種々の医療
が法的に抱える問題点等の理解をめざす。
　第４に、医療と法の接点で現在話題となっているトピックを取り上
げ、それらについてはアカデミックリテラシーの手法で、グループごと
に研究を深めていってもらう。
　第５に、上記に併せて、将来、学会報告等が不可避な医療者としてア
カデミックリテラシー能力を涵養する。具体的にはスライド作成力、学
術文書作成力、発表力等を身につける。

上記の目標を達成するため、基礎的な法学概論を学習する。その上で患者の権利・医療当事者間の法的諸関係・患者の法的救済等の理論を理解する
ために必要な法解釈学を、医療現場や身近な例を通じて理解する。さらに、近年話題となっている医療技術をめぐる法的諸問題について、共通の興
味を持つ学生ごとにグループを組織し研究を進める。そして学期の最後に、研究結果についてプレゼンテーションを実施し、その研究成果を履修者
全員に還元する。
上記の諸過程で、アカデミックリテラシーとして PC スキルを習得する。
ただし、履修者人数により最適な授業形態を選択する必要があるので、それに応じて若干の講義内容・日程の変更があることを了承して欲しい。

  学習内容

復習

左記の教材で復習が可能である。

予習

授業中指示されたときは、担当教員の授業用 Web ページのオン・デマ
ンド教材により、予習を行っておくこと。

  授業時間外の学習

法学(科目№TM16005001)
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2019年 度

法学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・岡田 昭夫・(法学)

法学

  ICT活用

将来、学生諸君が医療者となり十分な学会報告等ができるように学内外の情報環境を十二分に利用して授業を展開する。基本的に毎回の授業教材は
「自主自学」を用いてダウンロードする。また授業担当者の授業用の Web ページからオン・デマンド教材を使用する。その他各種機関の OPAC を
使用していく。
毎回、授業には各自の PC を持参すること。

60 点以上。合格点

グループワークにより実施される課題
研究発表を、履修学生が相互評価す
る。当該評価に担当教員が「科目にお
けるコンピテンシー」の①～④を総合
的に斟酌したものと出席数を勘案し、
総合点を調整する（但し上記諸項目の
評価割合は授業中に履修者と相談して
決定する）。満点はこれを 100 点とす
る。欠席に関しては下記要領で減点す
る。全15回中5回以上の欠席で単位失
格とする。
また参考書を読了して感想文を提出す
ることを評価の前提とする。

最終評価点

原則としてこれを行わない。ただし授
業中に履修者と協議し、筆記試験の実
施を過半数の履修者が希望する場合
は、この限りではない。

筆記試験の形式

年度末に１回とする。再試験・実施時期

原則として上記の各グループの課題研
究と同程度とする。

再試験・難易度

上記総合得点で 60 点以下の者再試験・対象者

授業で言及した内容全般。再試験・範囲

筆記試験。再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）なにより出席を心掛けること。
２）忌憚のない発言で論議に参加すること。

  オフィスアワー

担当

毎週金曜日　10：00-�12：20日時

於）非常勤講師室場所

IP電話

akiokada@u01.gate01.comE-mail

備考

教科書

著） 出）

授業中に適宜指定する。備）

参考書

「シナモンロールにハチミツをかけて　―太平洋で最も偉大なダイバー
とボクたち、そして幸せな死別の 物語―」

著） 銀の鈴社刊岡田昭夫 出）

備）ISBN 978�4�87786�274�9　担当者の授業の底流である死生観・人
間観をわかりやすく著し たノンフィクション・エッセーである。その
他、授業中に適宜指定する。

  指定する教科書、参考書

法学(科目№TM16005001)
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2019年 度

法学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・岡田 昭夫・(法学)

法学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
04月12日 金 2 自己紹介

ガイダンス
医歯薬リーグ、東医体、東医村、原
点座標

岡田 昭夫
講義

2
04月19日 金 2 医学生のキャリアプランニング CBT、オスキー、マッチングシステ

ム、入局・後期研修、専門医認定機
構

岡田 昭夫
講義

3
04月26日 金 2 研究テーマの解説 脳死・臓器移植、安楽死＆尊厳死、

母体保護法、精神保健福祉法
岡田 昭夫

講義

4
05月10日 金 2 社会規範としての法・法の適用

と裁判
法、社会規範、規範科学、裁判所

岡田 昭夫
講義

5
05月17日 金 2 法の存在形態、医療従事者と法

学
法源、行動基準、医療水準、法的水
準

岡田 昭夫
講義

6
05月24日 金 2 著作権クイズバトル＆医学研究

と著作権
著作権法、頒布権、無体財産権

岡田 昭夫
講義

7
05月31日 金 2 脳死と臓器移植法 臓器移植法、全脳死、脳幹死、和田

移植
岡田 昭夫

講義

8 06月07日 金 2 安楽死・尊厳死の法的評価 普通殺、嘱託殺、自殺幇助 岡田 昭夫講義

9
06月14日 金 2 母体保護法と人工妊娠中絶 堕胎罪、母体保護法、人工妊娠中

絶、死産
岡田 昭夫

講義

10
06月21日 金 2 がん治療と法 がん対策基本法、ホスピス、緩和ケ

ア
岡田 昭夫

講義

11
06月24日 月 2 医師法と医師養成制度 医師法、マッチング機構、臨床研

修、後期研修
岡田 昭夫

講義

12 06月26日 水 4 休講 岡田 昭夫講義

13
06月28日 金 2 精神疾患の治療と法 精神保健福祉法、措置入院、医療保

護入院
岡田 昭夫

講義

14
07月05日 金 2 最終プレゼン第１日目 Power Point、学会報告、カンファ

レンス
岡田 昭夫

講義

15
07月12日 金 2 最終プレゼン第２日目 Power Point、学会報告、カンファ

レンス
岡田 昭夫

講義

16
07月19日 金 2 最終プレゼン第３日目 Power Point、学会報告、カンファ

レンス

法学(科目№TM16005001)
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2019年 度

法学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・岡田 昭夫・(法学)

法学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

患者の多様な背景を聴取することを模擬患者と体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(1)

医療における患者および家族とのコミュニケーションを体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(2)

人生とは何か，医療とは何かについて、他者や社会の状況を考慮に入れながら考察し、自
分なりの答えを語ることができる。

Ⅱ-1 ① レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

法学(科目№TM16005101)
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2019年 度

法学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・岡田 昭夫・(法学)

法学

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

①医療者としての原点座標を形成できるようになること。
　臨床や研究の第一線に立つと、様々な事情から、医療者としての自分
を見失いそうになる。ボクは、今までそのような先輩たちの話を多く聞
いてきた。そこで授業の最初に、なぜキミは医療者を目指すのかを考え
身につけることができるようになること。
　つまり臨床や研究の第一線に立ち、自分にとって医療とは何かを見失
いそうになった時、そこへ戻れば間違いはないという医師としての原点
座標、いわばデカルトの「われ思う故にわれあり」の如き原点座標身に
つけるための哲学性を涵養する。
　そして、医学科１年に入学時点から、専門医として認定されるまでの
キャリアイベントとキャリアプランニングをしっかり理解したい。その
ために充分な時間を充当したい。

②医療における患者と医療機関の関係を法的に評価できるようになるこ
と。
　そのために、債権論・医療契約論・不法行為論等の民法論を習得す
る。また医療と刑事法の関係を理解する。

③医療の一方主体である患者の権利のについて理解できるようになるこ
と。
そのために、患者の権利の歴史的発展過程・現行法上での理論的位置づ
け・医療現場での問題点等を理解する。

④先端的医療が抱える法的諸問題を理解する。
　これらはまだ議論が尽くされていないものが多い。それ故、自分の意
見を堅固にしておく必要がある。そのため、このようなテーマを進める
際は授業参加者と共に活発な議論を行っていく。従って、自分の考えを
論理的に説得力をもって述べることができるようになることもこの授業
の大きな目標である。

⑤基礎的研究力として、研究発表等に必要な著作権と個人情報保護に関
する理解を深める。
　将来、医師として医療実践や研究に従事するにあたり、必要な医療法
情報の検索収集、および研究発表に必要となる著作権法上の知識・個人
情報保護法上の知識を身につける。

科目における教育到達目標

　ちょっとそこのキミ、このシラバスを読み始めたってことは、「もし
かしたら履修してもいいかも・・」って考えてるんだよね。だけどさ、
「なんでせっかく苦労して医学部に入学したのに、『法学』なんて勉強
しなくちゃいけないの？」って思わなかった？「法学なんて、やたら日
本語難しいし、東医の入試に国語なかったし・・・」って思わなかっ
た？
　だったら聞くけどさ、キミが産婦人科の臨床医になったとして、妊娠
23週目に入った患者さんが中絶を求めて来院してきたら、キミ施術して
いいの？　不妊夫婦が夫婦の受精卵を妻の妹に代理胚移植をして、妹に
産んでもらいたいと相談に来た。キミはなんて答えるの？　あるいはキ
ミが救命救急に入局したとして、当直の時、交通事故の患者さんが搬送
されてきた。その患者さん失血性ショック状態で速やかな輸血が必要
だ。だけど本人は輸血を拒否している。キミは輸血をする？しない？　
迷っている時間なんかないんだぜ！　それらの答えを教えてくれるのは
実は、法なんだ。法は医療者の行動基準なのさ。知らないわけにいかな
いでしょ！
　これはずいぶん前の話だが、国試の受験準備をしていた６年生がボク
にグチをこぼしに来た。「先生、『医学生、医者になれなきゃタダの
人』って言うけど、あれウソですよね。」彼は続けた、「本当は医学
生、医者になれなきゃタダの人『以下』ですよね。」その彼にボクは
「なぜ、『以下』だと思うの？」彼いわく、「だってボクら覚えるのに
必死で物を考えることをしていないから・・・」　そーなんだよ、彼は
もっとも大切な所に気がついた。彼は今、有能な指導医として附属病院
で活躍している。その彼が気づいたこの点こそが今の医学教育の大きな
問題と言える。一説によると、第二次大戦直後の医師国家試験に比べて
今の国試を突破するために覚えなければならない知識量は数百倍に増加
しているとか・・・　今の医学教育では、覚えることに知的エネルギー
の大部分を費やしなければならず、医療とか命とかの問題をじっくり考
えるヒマが無い。だけど東医の教育方針は「自主自学」。いい言葉だと
思わないかい？　受け身ではなく自主的に知の世界を彷徨することだ。
せめて低学年のうちは少しでも多く、ものを考えよう。たとえば上記の
輸血拒否問題、命は地球よりも重い、医師が患者の意思表示に対して
「良心的拒否」をして輸血を強行し救命してはいけないのだろうか？　
医療と法の接点は答えの出ない問題ばかりなのだ。
　この授業をきっかけに東京医科大学在学中に少しでも多く「学問的熱
中」を経験し、その歓びをボクと一緒に体感しよう！　とにかく「東医
に入ってよかった、学問って楽しいなあ」と思える授業を一緒に作り上
げていこう！キミも仲間に入らないか！
　このように、医療従事者にとって、関連する諸法理論の理解は必須で
ある。

そこで授業では
　第１に医療者としての原点座標を考える。（後述）
　第２に社会科学も自然科学と同様に科学であるという理解の上に、医
療活動の種々の場面を法的に評価できるよう、基礎的知識の理解の涵養
をめざす。
　第３に遺伝子治療や臓器移植など、近年話題となっている種々の医療
が法的に抱える問題点等の理解をめざす。
　第４に、医療と法の接点で現在話題となっているトピックを取り上
げ、それらについてはアカデミックリテラシーの手法で、グループごと
に研究を深めていってもらう。
　第５に、上記に併せて、将来、学会報告等が不可避な医療者としてア
カデミックリテラシー能力を涵養する。具体的にはスライド作成力、学
術文書作成力、発表力等を身につける。

上記の目標を達成するため、基礎的な法学概論を学習する。その上で患者の権利・医療当事者間の法的諸関係・患者の法的救済等の理論を理解する
ために必要な法解釈学を、医療現場や身近な例を通じて理解する。さらに、近年話題となっている医療技術をめぐる法的諸問題について、共通の興
味を持つ学生ごとにグループを組織し研究を進める。そして学期の最後に、研究結果についてプレゼンテーションを実施し、その研究成果を履修者
全員に還元する。
上記の諸過程で、アカデミックリテラシーとして PC スキルを習得する。
ただし、履修者人数により最適な授業形態を選択する必要があるので、それに応じて若干の講義内容・日程の変更があることを了承して欲しい。

  学習内容

復習

左記の教材で復習が可能である。

予習

授業中指示されたときは、担当教員の授業用 Web ページのオン・デマ
ンド教材により、予習を行っておくこと。

  授業時間外の学習

法学(科目№TM16005101)
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2019年 度

法学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・岡田 昭夫・(法学)

法学

  ICT活用

将来、学生諸君が医療者となり十分な学会報告等ができるように学内外の情報環境を十二分に利用して授業を展開する。基本的に毎回の授業教材は
「自主自学」を用いてダウンロードする。また授業担当者の授業用の Web ページからオン・デマンド教材を使用する。その他各種機関の OPAC を
使用していく。
毎回、授業には各自の PC を持参すること。

60 点以上。合格点

グループワークにより実施される課題
研究発表を、履修学生が相互評価す
る。当該評価に担当教員が「科目にお
けるコンピテンシー」の①～④を総合
的に斟酌したものと出席数を勘案し、
総合点を調整する（但し上記諸項目の
評価割合は授業中に履修者と相談して
決定する）。満点はこれを 100 点とす
る。欠席に関しては下記要領で減点す
る。全15回中5回以上の欠席で単位失
格とする。
また参考書を読了して感想文を提出す
ることを評価の前提とする。

最終評価点

原則としてこれを行わない。ただし授
業中に履修者と協議し、筆記試験の実
施を過半数の履修者が希望する場合
は、この限りではない。

筆記試験の形式

年度末に１回とする。再試験・実施時期

原則として上記の各グループの課題研
究と同程度とする。

再試験・難易度

上記総合得点で 60 点以下の者再試験・対象者

授業で言及した内容全般。再試験・範囲

筆記試験。再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）なにより出席を心掛けること。
２）忌憚のない発言で論議に参加すること。

  オフィスアワー

担当

毎週金曜日　10：00-�12：20日時

於）非常勤講師室場所

IP電話

akiokada@u01.gate01.comE-mail

備考

教科書

著） 出）

授業中に適宜指定する。備）

参考書

「シナモンロールにハチミツをかけて　―太平洋で最も偉大なダイバー
とボクたち、そして幸せな死別の 物語―」

著） 銀の鈴社刊岡田昭夫 出）

備）ISBN 978�4�87786�274�9　担当者の授業の底流である死生観・人
間観をわかりやすく著し たノンフィクション・エッセーである。その
他、授業中に適宜指定する。

  指定する教科書、参考書

法学(科目№TM16005101)
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2019年 度

法学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・岡田 昭夫・(法学)

法学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
09月06日 金 2 自己紹介　ガイダンス 医歯薬リーグ、東医体、東

医村、原点座標
岡田 昭夫

講義

2
09月13日 金 2 医学生のキャリアプランニング CBT、オスキー、マッチングシステ

ム、入局・後期研修、専門医認定機
構

岡田 昭夫
講義

3
09月20日 金 2 研究テーマの解説 脳死・臓器移植、安楽死＆尊厳死、

母体保護法、精神保健福祉法
岡田 昭夫

講義

4
09月27日 金 2 社会規範としての法・法の適用

と裁判
法、社会規範、規範科学、裁判所

岡田 昭夫
講義

5
10月04日 金 2 法の存在形態、医療従事者と法

学
法源、行動基準、医療水準、法的水
準

岡田 昭夫
講義

6
10月11日 金 2 著作権クイズバトル＆医学研究

と著作権
著作権法、頒布権、無体財産権

岡田 昭夫
講義

7
10月18日 金 2 Informed Consent の法理 Informed Consent、左右乳房剔出事

件、ニュールンベルグ綱領等
岡田 昭夫

講義

8
10月25日 金 2 脳死と臓器移植法 臓器移植法、全脳死、脳幹死、和田

移植
岡田 昭夫

講義

9 11月01日 金 2 安楽死・尊厳死の法的評価 普通殺、嘱託殺、自殺幇助 岡田 昭夫講義

10
11月08日 金 2 母体保護法と人工妊娠中絶 堕胎罪、母体保護法、人工妊娠中

絶、死産
岡田 昭夫

講義

11
11月15日 金 2 がん治療と法 がん対策基本法、ホスピス、緩和ケ

ア
岡田 昭夫

講義

12
11月22日 金 2 医師法と医師養成制度 医師法、マッチング機構、臨床研

修、後期研修
岡田 昭夫

講義

13
11月29日 金 2 精神疾患の治療と法 精神保健福祉法、措置入院、医療保

護入院
岡田 昭夫

講義

14
12月06日 金 2 最終プレゼン準備 Power Point、学会報告、カンファ

レンス
岡田 昭夫

講義

15
12月13日 金 2 最終プレゼン本番 Power Point、学会報告、カンファ

レンス
岡田 昭夫

講義

16
12月20日 金 2 最終プレゼンの総括 Power Point、学会報告、カンファ

レンス
岡田 昭夫

講義

法学(科目№TM16005101)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 32 -

 / 3)PAGE (1

2019年 度

哲学テクスト入門 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・西 研・(哲学)

哲学テクスト入門

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

人生とは何か，医療とは何かについて、他者や社会の状況を考慮に入れながら考察し、自
分なりの答えを語ることができる。

Ⅱ-1 ① レベルC

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．概念的な文章について、レジュメ（ノート）を作成できる。
２．著者の問題意識をつかむことで、内容を深く理解する。
３．内容について自ら発問し、互いに議論することができる。
４．哲学の歴史の流れの概観を把握する。

科目における教育到達目標

哲学の重要なテクストを読みとる力と、哲学の歴史に対する理解とを身
につける。哲学的な概念と現実生活とを結びつけることができる。

竹田青嗣・西研編著『高校生のための哲学・思想入門』（筑摩書房、2014）を用いる。毎回、各節のレジュメとコメントを参加者に発表してもら
い、その内容をめぐって議論する。内容の理解と議論とを楽しみたい人に、参加してもらいたい。進行の速度も、予定どおりに「こなす」ことを優
先せず、参加者が内容をていねいに味わえるように、配慮する。少人数で討議するため、受講者は 10 名以内とする。

  学習内容

復習

話し合われたことを､ 自宅でノートに書き込んで整理する。

予習

毎回の範囲を徹底的に読み、レジュメ（ノート）を作成してくる。

  授業時間外の学習

  ICT活用

特に用いない

60 点を合格点とする。合格点

ふだんのレジュメ作成、議論への参加
と、最終回の発表とで評価する。

最終評価点

筆記試験の形式

平常点が中心であるため、再試は行わ
ない

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

20％

発表内容

80％

毎回の予習と議論への参加

4 回以上欠席した者は単位取得を認めな
い

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）毎回の予習（範囲についてのレジュメ作成）は必須。
２）議論にも積極的に参加すること。

哲学テクスト入門(科目№TM16006001)
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2019年 度

哲学テクスト入門 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・西 研・(哲学)

哲学テクスト入門

  オフィスアワー

西　研教授（哲学）担当

火曜日昼休み日時

第３校舎２階、哲学教室場所

IP電話

nishiken@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書

『高校生のための哲学・思想入門』

竹田青嗣・西研編 筑摩書房著） 出）

2014 年、1,400 円＋税備）

参考書

『はじめての哲学史－－強く深く考えるために』

著） 有斐閣選書アルマ竹田青嗣・西研編 出）

備）1998 年、2,160 円

  指定する教科書、参考書

哲学テクスト入門(科目№TM16006001)
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2019年 度

哲学テクスト入門 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・西 研・(哲学)

哲学テクスト入門

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1 04月12日 金 2 ガイダンス 読み、レジュメ、 西 研講義

2 04月19日 金 2 『ラケス』購読その１ 勇気、「とは何か」の問い 西 研講義

3 04月26日 金 2 『ラケス』購読その２ 勇気、「とは何か」の問い 西 研講義

4 05月10日 金 2 『ラケス』購読その３ 勇気、「とは何か」の問い 西 研講義

5
05月17日 金 2 『高校生のための哲学・思想入

門』プラトンその１
イデア

西 研
講義

6 05月24日 金 2 プラトンその２ 恋愛 西 研講義

7 05月31日 金 2 ホッブズ（正義その１） 万人の万人に対する闘争 西 研講義

8 06月07日 金 2 ルソー（正義その２） 社会契約 西 研講義

9
06月14日 金 2 正義をめぐる討論（正義その

３）
正義

西 研
講義

10 06月21日 金 2 デカルト（認識その１） われ思う、ゆえにわれあり 西 研講義

11 06月24日 月 2 カント（認識その２） アンチノミー 西 研講義

12 06月26日 水 4 フッサール（認識その３） 現象学 西 研講義

13 06月28日 金 2 キルケゴール（生き方その１） 実存、絶望 西 研講義

14 07月05日 金 2 ニーチェ（生き方その２） ルサンチマン、生の肯定 西 研講義

15 07月12日 金 2 これまでのまとめと討論 哲学とは 西 研講義

哲学テクスト入門(科目№TM16006001)
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2019年 度

哲学テクスト入門 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 教授・西 研・(哲学)

哲学テクスト入門

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

人生とは何か，医療とは何かについて、他者や社会の状況を考慮に入れながら考察し、自
分なりの答えを語ることができる。

Ⅱ-1 ① レベルC

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．概念的な文章について、レジュメ（ノート）を作成できる。
２．著者の問題意識をつかむことで、内容を深く理解する。
３．内容について自ら発問し、互いに議論することができる。
４．哲学の歴史の流れの概観を把握する。

科目における教育到達目標

哲学の重要なテクストを読みとる力と、哲学の歴史に対する理解とを身
につける。哲学的な概念と現実生活とを結びつけることができる。

竹田青嗣・西研編著『高校生のための哲学・思想入門』（筑摩書房、2014）を用いる。毎回、各節のレジュメとコメントを参加者に発表してもら
い、その内容をめぐって議論する。内容の理解と議論とを楽しみたい人に、参加してもらいたい。進行の速度も、予定どおりに「こなす」ことを優
先せず、参加者が内容をていねいに味わえるように、配慮する。少人数で討議するため、受講者は 10 名以内とする。

  学習内容

復習

話し合われたことを､ 自宅でノートに書き込んで整理する。

予習

毎回の範囲を徹底的に読み、レジュメ（ノート）を作成してくる。

  授業時間外の学習

  ICT活用

特に用いない

60 点を合格点とする。合格点

ふだんのレジュメ作成、議論への参加
と、最終回の発表とで評価する。

最終評価点

筆記試験の形式

平常点が中心であるため、再試は行わ
ない

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

20％

発表内容

80％

毎回の予習と議論への参加

4 回以上欠席した者は単位取得を認めな
い

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）毎回の予習（範囲についてのレジュメ作成）は必須。
２）議論にも積極的に参加すること。

哲学テクスト入門(科目№TM16006101)
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2019年 度

哲学テクスト入門 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 教授・西 研・(哲学)

哲学テクスト入門

  オフィスアワー

西　研教授（哲学）担当

火曜日昼休み日時

第３校舎２階、哲学教室場所

IP電話

nishiken@tokyo-�med.ac.jpE-mail

備考

教科書

『高校生のための哲学・思想入門』

竹田青嗣・西研編 筑摩書房著） 出）

2014 年、1,400 円＋税備）

参考書

『はじめての哲学史－－強く深く考えるために』

著） 有斐閣選書アルマ竹田青嗣・西研編 出）

備）1998 年、2,160 円

  指定する教科書、参考書

哲学テクスト入門(科目№TM16006101)
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2019年 度

哲学テクスト入門 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 教授・西 研・(哲学)

哲学テクスト入門

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1 09月06日 金 2 ガイダンス 読み、レジュメ、 西 研講義

2 09月13日 金 2 『ラケス』購読その１ 勇気、「とは何か」の問い 西 研講義

3 09月20日 金 2 『ラケス』購読その２ 勇気、「とは何か」の問い 西 研講義

4 09月27日 金 2 『ラケス』購読その３ 勇気、「とは何か」の問い 西 研講義

5
10月04日 金 2 『高校生のための哲学・思想入

門』プラトンその１
イデア

西 研
講義

6 10月11日 金 2 プラトンその２ 恋愛 西 研講義

7 10月18日 金 2 ホッブズ（正義その１） 万人の万人に対する闘争 西 研講義

8 10月25日 金 2 ルソー（正義その２） 社会契約 西 研講義

9
11月01日 金 2 正義をめぐる討論（正義その

３）
正義

西 研
講義

10 11月08日 金 2 デカルト（認識その１） われ思う、ゆえにわれあり 西 研講義

11 11月15日 金 2 カント（認識その２） アンチノミー 西 研講義

12 11月22日 金 2 フッサール（認識その３） 現象学 西 研講義

13 11月29日 金 2 キルケゴール（生き方その１） 実存、絶望 西 研講義

14 12月06日 金 2 ニーチェ（生き方その２） ルサンチマン、生の肯定 西 研講義

15 12月13日 金 2 これまでのまとめと討論 哲学とは 西 研講義

哲学テクスト入門(科目№TM16006101)
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2019年 度

原典講読Ⅰ(英文学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)

原典講読Ⅰ(英文学)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1. 比較的長い英文についても、文法構造を正確に見分けることができ
る。
2. 複雑な内容をもった英文であっても、辞書を用いて正確に訳すことが
できる。
3. 作品全体をながめ、作者の描く事柄を自分の言葉で要約することがで
きる。
4. 作品が扱う諸々の問題について、共感的または批判的な視点から自分
の考えを述べることができる。
5. 自分の見解をわかりやすく人に説明できる。
6. 他の人の意見を聞き、それを理解することができる。
7. 異なる意見のぶつかり合いの中から、より深い理解を目指そうとする
ことができる。

科目における教育到達目標

英語で書かれた文学作品を読むことによって、英語の読解能力を高める
とともに異文化に触れ、そこに描かれる普遍的な人間性への洞察を深め
ることを目的とする。また、作品中から自分なりに追求すべき問題を見
出し、なぜそう考えるのか、なぜそれが重要なのかを論理的に他者に伝
える技術も身につける。加えて、自分とは異なる見方、考え方に耳を傾
け、理解する姿勢を養い、それによって自身の理解及び洞察を深めるこ
とを学習する。

イギリスの推理作家 Agatha Christie（アガサ・クリスティ、1890年～1976年）による2小説（"The ABC Murders"、"Murder on the Orient
Express"）を読んでいく。英語は簡単ではないが、描かれているのはいつの時代でもどこの国でも変わらない人間の姿である。アガサ・クリスティ
の作品を通して20世紀イギリスの階級と社会について考えながら、文化の違いを超えた人間存在への理解を深めていく。
両作品は映画化もされいるので、先ず、原典の小説を読み、その後、一部に関しては映画台本を読み実際の映像を見て、原典との比較をする。
授業の前半では特に理解の難しい部分についての講読および講義、後半は読了部分に関してディスカッションして自分の考えを述べてもらう。

  学習内容

復習

授業で学習した内容の完全習得に努める。理解がじゅうぶんでない場合
は、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に教員に質問し、理解す
る。

予習

予習は必須である。あらかじめ指定された英文を必ず読んで自分なりの
意見を考えた上で出席すること。予習をしないとディスカッションに参
加することが出来ない。
予習をせずに授業にきた場合は欠席として扱う。

  授業時間外の学習

  ICT活用

授業資料の掲載、小テスト実施、レポート提出、科目内のお知らせなどをe自主自学において行う。

原典講読Ⅰ(英文学)(科目№TM16008001)
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2019年 度

原典講読Ⅰ(英文学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)

原典講読Ⅰ(英文学)

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価最終評価点

筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に1回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

講義内容全般再試験・範囲

レポート再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

(1) 平常点: 50%
授業時におこなう小テスト、課題として
出されるレポート (25%)
ディスカッションへの参加度、予習復習
を含む受講態度全般 (25％)

(2) レポート: 50%

(1) 受講態度の著しく劣るものは、他の成
績にかかわらず最終評価点は60点未満と
なる。
(2) 全出席が原則。欠席した場合は必ず理
由を添えて報告し、指定された部分に関
して800字程度のレポートを書くこと。
(3) 出席率が3/2以上の者が、最終評価の
対象となる。
(4) 提出物(レポートなど)に、同一なもの
あるいは明白な類似が認められた場合に
は、不正があったものと判断し、その回
の提出物に関する評価は、「原本、複
写」にかかわらずマイナスの評価とす
る。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

1) この授業は基本的に受講者による発表とディスカッションによって進められる授業である。そのため、ただ出席するだけでは、成績評価の対象
とはならない。発表時のハンドアウト作成、予習、ディスカッションへの参加といった形で、受講者には授業への積極的な参加が求められる。
2) 授業は少人数でおこなわれる。したがって、「受講態度」が評価の重要な要素となる。筆記用具なし、あるいはテキストなしでの出席は欠席扱
いとなり、授業開始後20分以降の遅刻は欠席扱いとなる。
3) 予習は必ずすること。予習をせずに授業にきた場合も欠席扱いとなる。
4) 辞書を必ず持参すること。電子辞書を推奨するが、スマートフォンの辞書アプリや紙媒体の辞書でも可。
5) 授業中、辞書検索以外のスマートフォンの利用は原則禁止とする。ただし、教員の指示があった場合のみ使用を認める。

  オフィスアワー

R.ブルーヘルマンス（英語）担当

前期：月曜日 12:00～13:00、後期：木曜日 12:10～13:10日時

大学（新宿キャンパス） 第三校舎 2階 英語教室場所

IP電話 内線285（大学）

rpb@tokyo-med.ac.jpE-mail

「授業内容」の質問や「学習方法」についての相談があれば、積極的に担当教員に連絡すること。備考

教科書

The ABC Murders

Agathie Christie HarperCollins Publishers Ltd著） 出）

備）

Murder on the Orient Express

Agathie Christie HarperCollins Publishers Ltd著） 出）

備）

参考書

著） 出）

備）必要に応じて随時指定します。

  指定する教科書、参考書

原典講読Ⅰ(英文学)(科目№TM16008001)
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2019年 度

原典講読Ⅰ(英文学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)

原典講読Ⅰ(英文学)

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月12日 金 2 Orientation
Introduction to the course
Explanation of the texts and
materials

Introduction, Agatha Christie,
Hercules Poirot

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

2
04月19日 金 2 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

3
04月26日 金 2 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

4
05月10日 金 2 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

5
05月17日 金 2 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

6
05月24日 金 2 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

7
05月31日 金 2 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

8
06月07日 金 2 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

9
06月14日 金 2 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

10
06月21日 金 2 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

11
06月24日 月 2 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

12
06月26日 水 4 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

13
06月28日 金 2 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

14
07月05日 金 2 Agatha Christie

"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion

Reading, discussion
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

15

07月12日 金 2 Agatha Christie
"Murder on the Orient Express"
Reading and discussion
Review

Reading, discussion, review

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

16 07月19日 金 2

原典講読Ⅰ(英文学)(科目№TM16008001)
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2019年 度

原典講読Ⅰ(医療倫理) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任助教・石田 安実・(英語)

原典講読Ⅰ(医療倫理)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルC(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルC(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルC(3)

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

世界の保険・医療関連について知識を有する。Ⅶ-1 ① レベルC(2)

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

関連する文献を集め、まとめることができる。Ⅸ-1 ③ レベルC

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

①英文について、辞書を用いて正確に訳すことができる。
②比較的長く複雑な内容の英文について、文法構造を正確に見分けるこ
とができる。
③一段落ごとの文章の内容を自分の言葉で要約することができる。
④著者の立場を批判的に吟味することができる。
⑤２～３頁にわたる英文を読んで、扱われている社会的・医療上の問題
や課題を整理し、そこに見い出され得る倫理問題を理解できる。
⑥授業で扱われる倫理問題に関わる主要概念を理解することができる。
⑦扱われている倫理問題に対する自分の見解を述べることができる。
⑧他の人の見解を聞き、その論点を正確に理解することができる。
⑨他の人の見解に対して、応答することができる。

科目における教育到達目標

医療・治療・保健に関連する英語文献を講読することを通して、そうし
た比較的専門的な英語に対する読解力を身につけるとともに、そこに見
て取れる倫理的問題（医療倫理問題・生命倫理問題）についての理解と
洞察を深めることを目標とする。担当講師が米国に十数年生活した経験
も踏まえ、日本と米国の社会的な相違、考え方の違いなども確認しなが
ら、医療にまつわる倫理問題をいっしょに議論できればと考えている。

　現代の医療関係の知識や技術は高度に発達し、それは私たちにとって朗報ではあります。しかし、そのまさに高度に発達した医療技術が、倫理的
な問題、すなわち医療倫理や生命倫理の問題を生んでいます（メディアで時に耳にする「臓器移植」や「安楽死」は、そうした「医療倫理の問題」
の例です）。ただ、医療倫理の問題はこうした高度化した医療の中だけでなく、ふだんの医療行為の中にも見出すことができる古くて重い問題で
す。こうした医療倫理の問題とは、どのようなものなのでしょうか。そうした問題に対して、医療にたずさわる者はどのような考えや姿勢を持つべ
きなのでしょうか。この授業では、英文の購読を通しながら、医療倫理や生命倫理の主要概念を理解することを目標としています。
　毎回、指定された英文を読み、読解を確認しながら、その内容に関係する医療倫理的な課題について解説します。また、関連するビデオなどをも
観ながら、いっしょに議論したいと思います。医療の問題も社会問題の一部ですから、医療行為を含む社会の状況を論じることもあるでしょう。担
当講師は米国にしばらく住んだことがありますので、経験に基づく幾つかの知見を提供し、受講者と一緒に議論できればと考えています。基本的に
は下記の教科書を読みますが、必要や関連性に応じて、倫理学者が書いた英語の記事や著書（の一部）を読むことを計画しています。
　生命倫理の諸問題について自ら考えていくことを通して、そうした問題について、ひいては「良き医療」についての自分なりの考えや洞察を手に
入れてもらうことが最終的な目標です。　
　授業は日本語で行います。

  学習内容

原典講読Ⅰ(医療倫理)(科目№TM16009001)
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2019年 度

原典講読Ⅰ(医療倫理) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任助教・石田 安実・(英語)

原典講読Ⅰ(医療倫理)

復習

原則として、毎回、授業に関するコメント・意見を書いて提出してもら
います。それが、学期末に提出してもらうレポートの材料になればと思
います。

予習

あらかじめ指定された英文について、毎回１～３頁程度を必ず予習して
来てください。 予習範囲は、毎回の授業の最後に指示します。基本的に
は逐語訳を作成してもらいます。さらに、テキストの内容に関する意見
を言えるよう、内容についても考えて来て下さい。内容に関する質問も
大歓迎です。

  授業時間外の学習

  ICT活用

随時指定します。

60 点を合格点とする。合格点

授業評価の合計点最終評価点

筆記試験の形式

学期末（すべての講義・実習終了後）
にｌ回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

半年間の授業内容再試験・範囲

レポート（学期末に課題を出します。
長さは受講者と相談）

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

論文に関する小レポートの合計点 60％

レポート

予習の状況および授業態度40％

その他

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる。出席率を評価の前提とし、評
価そのものには含めないものとする。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）この授業は基本的に、受講者による和訳と発言を中心に進められる授業です。そのため、ただ出席するだけでは、成績評価の対象とはなりませ
ん。したがって、受講者にはできれば授業への積極的な参加が求められます。
２）授業中の質問は大歓迎です。
３）予習は必ずしてきて下さい。
４）辞書を必ず持ってきて下さい。
５）授業開始から 20 分以上の遅刻は「欠席」として扱います。
６）最終評価の対象となるのは、出席率が 2/3 以上の受講者だけとします。
７）レポート・試験において、剽窃（コピペ）をふくむいかなる不正行為でも、確認された場合は例外なく不合格とします。

  オフィスアワー

石田　安実担当

日時

場所

IP電話

E-mail

授業の前後に教室等で質問して下さい。メールアドレスは受講生に直接指示します。備考

教科書

The World of Medicine（医学・薬学の世界）

黒澤麻美 /和治元義博 /James A.
Goddard

朝日出版社著） 出）

ISBN：978-4-255-15619-4備）

参考書

著） 出）

備）随時紹介していく。

  指定する教科書、参考書
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2019年 度

原典講読Ⅰ(医療倫理) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任助教・石田 安実・(英語)

原典講読Ⅰ(医療倫理)

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
04月12日 金 2 ガイダンス（授業の進め方、予

習上の注意など）
石田 安実

講義

2
04月19日 金 2 Unit 1: Medical Professional

Communication Skills （以下Unit
番号は、教科書の章番号）

医師-患者関係、インフォームド・
コンセント（知り決定する患者の権
利）

石田 安実
講義

3
04月26日 金 2 Abandoning Informed Consent

(by. R. Veatch)
医師-患者関係、インフォームド・
コンセント（知り決定する患者の権
利）

石田 安実
講義

4
05月10日 金 2 Unit 2: The Internet and Self

Diagnosis
自己決定とパターナリズム

石田 安実
講義

5
05月17日 金 2 The Doctor-Patient Relationship

in Different Culture (by R.
Macklin)

自己決定とパターナリズム
石田 安実

講義

6
05月24日 金 2 Unit 4: Death and Dying 終末期医療：延命治療とリビング

ウィル
石田 安実

講義

7
05月31日 金 2 Active and Passive Euthanasia

(by J. Rachels)
安楽死（尊厳死）

石田 安実
講義

8
06月07日 金 2 Unit 8: The Rod of Asclepius ヒポクラテスの誓い、医師-患者関

係
石田 安実

講義

9
06月14日 金 2 On Telling Patients the Truth (by

R. Higgs)
医師-患者関係、パターナリズム

石田 安実
講義

10
06月21日 金 2 Unit 10: The Placebo Effect:

Mind Tricked Rather Easily
プラセボ効果、医師の態度

石田 安実
講義

11

06月24日 月 2 We’re Trying to help Our
Sickest People, Not Exploit
Them (by D. Bagenda & P.
Musoke-Mudido)

人体実験と生命倫理の原則

石田 安実

講義

12
06月26日 水 4 Unit 14: Cancer Treatment (1):

Up to Now
遺伝子治療の倫理的問題

石田 安実
講義

13
06月28日 金 2 Unit 15: Cancer Treatment (2):

Up and Coming
ゲノム編集の倫理的問題

石田 安実
講義

14
07月05日 金 2 When Philosophers Shoot from

the Hip (by J. Rachels)
子供に対する親の権利

石田 安実
講義

15
07月12日 金 2 Unit 9: Cam, or Complementary

and Alternative Medicine
CAM: 補完・代替医療

石田 安実
講義

16
07月19日 金 2 補足。全体の内容についての意

見交換
医療倫理の問題とは何か?

石田 安実

17 07月19日 金 3

原典講読Ⅰ(医療倫理)(科目№TM16009001)
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2019年 度

原典講読Ⅱ(ドイツ語) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任助教・内田 賢太郎・(ドイツ語)

原典講読Ⅱ(ドイツ語)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．ドイツ語の長い文章を文法的に正しく捉えることができる。
２．内容を論理的に理解することができる。
３．内容をめぐっての自分の考えを他者に伝えることができ、さらに議
論へと発展させることができる。

科目における教育到達目標

ドイツ語で書かれた文学作品を精読する。テクストを出発点として自ら
解釈を試み、それについて他者と議論することができるようになる。

ケストナー『点子ちゃんとアントン』に収められたエッセーの部分のみを、輪読形式でじっくり読む。テクストはコピーで配布する。本書は児童文
学作品ではあるが、章ごとにそのまとめのように作者が記すエッセーは、平易な言葉遣いながらも、ただ児童向けとのみ扱いきれぬ味わいがある。
またここで展開される思想は、現代まで続くドイツ知識人の思考の一つのひな形とも言える。ドイツ語の構造や論理に注意を払い、それらの思考を
正確に読み取ってゆく。その際、適宜時代背景など、解説を加えてゆく。

  学習内容

復習

授業で訳読した部分を読み返す。理解が不十分な箇所や問題点があれ
ば、次週に質問すること。

予習

授業で扱う範囲（毎回１～２ページ程度）をまず声に出して読み、次に
日本語に訳してみる。理解できるところとできないところをはっきりさ
せて授業に臨むこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

必要に応じて紹介する。

 60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価点最終評価点

筆記試験の形式

再試は行わない。再試験・実施時期

入力してください再試験・難易度

入力してください再試験・対象者

入力してください再試験・範囲

入力してください再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

30％

レポート

20％

出席点

訳読・議論への貢献度 50％

その他

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

原典講読Ⅱ(ドイツ語)(科目№TM16010001)
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2019年 度

原典講読Ⅱ(ドイツ語) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任助教・内田 賢太郎・(ドイツ語)

原典講読Ⅱ(ドイツ語)

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）開講前に邦訳を通読しておくことが望ましい。
２）初級文法の授業はまだ終了していないため、ほぼ毎回、文法事項の補足を行う。前期に使用した文法の教科書を持参すること。

  オフィスアワー

内田 賢太郎担当

授業時間前後日時

非常勤講師控室場所

IP電話

E-mail

備考

教科書

Pünktchen und Anton

Erich Kästner Atrium Verlag著） 出）

978-3855356065備）

参考書

ケストナー『点子ちゃんとアントン』

著） 岩波少年文庫池田香代子 訳 出）

備）

ケストナー『人生処方詩集』

著） 岩波文庫小松太郎　訳 出）

備）

  指定する教科書、参考書
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2019年 度

原典講読Ⅱ(ドイツ語) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任助教・内田 賢太郎・(ドイツ語)

原典講読Ⅱ(ドイツ語)

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1 09月06日 金 2 一般教育選択Cの全体ガイダンス 内田 賢太郎講義

2
09月13日 金 2 作者と作品の概説、第二章の

エッセー
ガイダンス、訳読と議論

内田 賢太郎
講義

3 09月20日 金 2 第二章のエッセー 訳読と議論、過去形・完了形 内田 賢太郎講義

4 09月27日 金 2 第三章のエッセー 訳読と議論、受動態 内田 賢太郎講義

5 10月04日 金 2 第三章のエッセー 訳読と議論、関係代名詞 内田 賢太郎講義

6 10月11日 金 2 第四章のエッセー 訳読と議論、接続法 内田 賢太郎講義

7 10月18日 金 2 第四章のエッセー 訳読と議論、分詞 内田 賢太郎講義

8 10月25日 金 2 第五章のエッセー 訳読と議論、冠飾句 内田 賢太郎講義

9 11月01日 金 2 第五章のエッセー 訳読と議論、心態詞 内田 賢太郎講義

10 11月08日 金 2 第七章のエッセー 訳読と議論、体験話法 内田 賢太郎講義

11 11月15日 金 2 第七章のエッセー 訳読と議論 内田 賢太郎講義

12 11月22日 金 2 第八章のエッセー 訳読と議論 内田 賢太郎講義

13 11月29日 金 2 第九章のエッセー 訳読と議論 内田 賢太郎講義

14 12月06日 金 2 第十章のエッセー 訳読と議論 内田 賢太郎講義

15 12月13日 金 2 第十一章のエッセー 訳読と議論 内田 賢太郎講義

16
12月20日 金 2 第十二章のエッセー

レポートについて
訳読と議論、まとめ

内田 賢太郎
講義

原典講読Ⅱ(ドイツ語)(科目№TM16010001)
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2019年 度

原典講読Ⅱ(フランス語) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任助教・國房 吉太郎・(フランス語)

原典講読Ⅱ(フランス語)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルC(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルC(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルC(3)

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．仏語の文章を音読できる。
２．仏語の基本語彙の意味を示せる。
３．仏語文法の基本を説明できる。
４．辞書を用いて仏語の簡単な文を和訳できる。
５．簡単な日本語を辞書を用いて仏語で表現できる。
６．フランスおよびフランス語圏について基本的な知識を示せる。
７．フランスの世界遺産について基本的な知識を示せる。
８．自然的文化的な遺産ということに関して、自分なりの考えを示せ
る。

科目における教育到達目標

フランス語で書かれた文献を読む。言語が「単なるツール」ではなく、
一単語の歴史や文法構造にも人間精神の表れがあることを感じ取れるよ
うに学んでいく。

テキストを読み、語学的および内容的な理解を積み上げていく。はじめは教員による説明が多くなるが、少しずつ学生自らが読み、訳し、説明し、
意見を述べるという量を増やしていく。

  学習内容

復習

授業内容を確認し、できなかった箇所や間違えた箇所を特に補足学習す
ること。

予習

宿題を行い、およびテキストの毎回指定した箇所を調べておくこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

特に用いない。

原典講読Ⅱ(フランス語)(科目№TM16011001)
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2019年 度

原典講読Ⅱ(フランス語) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任助教・國房 吉太郎・(フランス語)

原典講読Ⅱ(フランス語)

 60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の平均点最終評価点

なし筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に１回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

授業の範囲内再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

前期試験

後期試験

小テスト

20％

その他の筆記テスト

20％

レポート

ＰＢＬ

10％

出席点

50％

その他

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）テキスト・辞書・文法教科書を必ず持ってくること。
２）地理・歴史・衣食住の文化・芸術などに関し教養を広めることが望ましい。

  オフィスアワー

担当

金曜日（基本的に他の曜日には出校しないので、多くのまたは長い用件は予め連絡されたい）日時

講師控室場所

IP電話

stones@toki.waseda.jpE-mail

備考

教科書

プリント配布

著） 出）

特になし備）

参考書

  指定する教科書、参考書

原典講読Ⅱ(フランス語)(科目№TM16011001)
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2019年 度

原典講読Ⅱ(フランス語) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 兼任助教・國房 吉太郎・(フランス語)

原典講読Ⅱ(フランス語)

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1 09月06日 金 2 ガイダンス フランス語 國房 吉太郎講義

2 09月13日 金 2 パリ 名詞、性と数 國房 吉太郎講義

3 09月20日 金 2 ヴェルサイユ 冠詞 國房 吉太郎講義

4 09月27日 金 2 シャルトル 動詞、活用 國房 吉太郎講義

5 10月04日 金 2 モン・サン・ミッシェル 否定文、疑問文 國房 吉太郎講義

6 10月11日 金 2 ロワール渓谷の城 前置詞、縮約 國房 吉太郎講義

7 10月18日 金 2 ランス 形容詞 國房 吉太郎講義

8 10月25日 金 2 ヴェズレー、リヨン 代名詞、格 國房 吉太郎講義

9 11月01日 金 2 アヴィニョン 代名動詞 國房 吉太郎講義

10 11月08日 金 2 アルル 比較表現 國房 吉太郎講義

11 11月15日 金 2 カルカソンヌ 現在分詞、過去分詞 國房 吉太郎講義

12 11月22日 金 2 ラスコー 複合過去 國房 吉太郎講義

13 11月29日 金 2 フォンテーヌブロー 単純未来 國房 吉太郎講義

14 12月06日 金 2 アミアン 半過去 國房 吉太郎講義

15 12月13日 金 2 ベルギー 関係詞 國房 吉太郎講義

16 12月20日 金 2 まとめと復習 接続法 國房 吉太郎講義

原典講読Ⅱ(フランス語)(科目№TM16011001)
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2019年 度

科学的方法論 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・村上 雅彦・(数学)、兼任講師・松崎 尚作・(数学)

科学的方法論

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．確率とはどのようなものかを具体例を挙げて述べることができる。
２．確率の基本的性質を述べることができる。
３．確率論に出てくる基本用語を説明できる。
４．中心極限定理とはどのような定理か述べることができる。
５．統計とはどのようなものかを具体例を挙げて述べることができる。
６．推定の考え方が理解できる。
７．検定の考え方が理解できる。

科目における教育到達目標

統計の基となる確率論の概略からはじめて, 確率的な考え方や統計的な
ものの見方の基本を学ぶ。

別表の講義内容・日程に従って講義する。具体的には, 確率の考え方から, 確率空間の定義を理解する。この準備の下で, 確率変数, 期待値, 大数の法
則, 中心極限定理について学び, 統計へとつなげることを目標とする。

  学習内容

復習

授業で理解不足であると感じたところを理解しなおす。
理解できていれば10分程度で済むはずであるが, そうでないときは, 予習
に準ずる.

予習

一通りの理解に達するまで教材を読んでおく。
180分でひとつ事項を理解できれば, 優秀である。

  授業時間外の学習

  ICT活用

教材の配布などを行う。

科学的方法論(科目№TM16012001)
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2019年 度

科学的方法論 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・村上 雅彦・(数学)、兼任講師・松崎 尚作・(数学)

科学的方法論

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価点最終評価点

記述試験筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に１回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

後期試験の範囲再試験・範囲

記述試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

80％

後期試験

20％

小テスト

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）出席して授業を真剣に聴き、問題を解くことが効率のよい学習法です。
２）授業中にノートをきちんととってください。

  オフィスアワー

村上雅彦担当

木曜日の 16：30 ～ 17：30日時

第９校舎２階、数学研究室場所

IP電話

muramasa@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

松崎尚作担当

授業終了後から11:00日時

第９校舎２階、数学研究室場所

IP電話

suugaku@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

科学的方法論(科目№TM16012001)
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2019年 度

科学的方法論 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・村上 雅彦・(数学)、兼任講師・松崎 尚作・(数学)

科学的方法論

教科書 参考書

測度・確率・ルベーグ積分 応用への最短コース (KS理工学専門書)

著） 講談社原啓介 出）

備）

確率論の基礎概念

著） 筑摩書房コルモゴロフ,A.N. 出）

備）

「集合と位相」をなぜ学ぶのか

著） 技術評論社藤田博司 出）

備）

ルベグ積分入門

著） 筑摩書房吉田洋一 出）

備）

確率・統計入門

著） 岩波書店小針晛宏 出）

備）

統計学入門

著） 東京大学出版会東京大学教養学部統計学教室 出）

備）

統計学

著） マセマ出版社馬場敬之・久池井 出）

備）

  指定する教科書、参考書

科学的方法論(科目№TM16012001)
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2019年 度

科学的方法論 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・村上 雅彦・(数学)、兼任講師・松崎 尚作・(数学)

科学的方法論

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
09月06日 金 1 ガイダンス 確率論, 統計学 村上 雅彦

松崎 尚作
講義

2 09月13日 金 1 確率の概念 Bertrandの逆説 松崎 尚作講義

3 09月20日 金 1 集合 部分集合, 全体集合, 集合算, 集合族 松崎 尚作講義

4 09月27日 金 1 写像・函数・列 定義域, 終域, 像, 逆像, 定義函数 松崎 尚作講義

5 10月04日 金 1 確率空間(1) σ-加法族, 事象 松崎 尚作講義

6 10月11日 金 1 確率空間(2) 確率測度, 事象の独立性 松崎 尚作講義

7 10月18日 金 1 条件付確率 乗法定理, ベイズの定理 松崎 尚作講義

8
10月25日 金 1 確率変数 累積分布関数, 二項分布, 確率関数,

密度関数
松崎 尚作

講義

9 11月01日 金 1 期待値(1) ルベーグ積分 松崎 尚作講義

10 11月08日 金 1 期待値(2) 分散, 標準偏差 村上 雅彦講義

11 11月15日 金 1 大数の法則 チェビシェフの不等式 村上 雅彦講義

12 11月22日 金 1 中心極限定理 正規分布 村上 雅彦講義

13
11月29日 金 1 多変数の分布 確率変数の独立性, 共分散, 相関係

数
村上 雅彦

講義

14 12月06日 金 1 推測統計 母集団, 標本 村上 雅彦講義

15 12月13日 金 1 推定 不偏推定量, 区間推定 村上 雅彦講義

16 12月20日 金 1 検定 帰無仮説, 有意水準 村上 雅彦講義

17

科学的方法論(科目№TM16012001)
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2019年 度

人体の物理学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 講師・小林 義彦・(物理学)、兼任講師・木下 順二・(物理学)

人体の物理学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．人体を特徴付ける物理量を説明できる。
２．静力学の基礎を理解し、それを用いて身体バランスを説明できる。
３．動力学の基礎を理解し、それを身体運動の分析に応用できる。
４．熱とエネルギーの基礎を理解し、それをもとにエネルギー代謝を説
明できる。
５．圧力と流れの基礎を理解し、それをもとに循環・呼吸を説明でき
る。
６．音の性質を理解し、それを聴覚・発声の分析に応用できる。
７．光の性質を理解し、それをもとに視覚を説明できる。
８．電磁気の基礎を理解し、それをもとに神経の作用を説明できる。

科目における教育到達目標

人体のはたらきを理解する際に物理の知識を役立てるには、普通の教科
書の知識だけでは不十分で、人体のはたらきに即した形で物理の応用を
学ぶことが望ましい。この科目を学ぶことによって、人体のはたらきを
理解する際に物理を応用し、物理で学んだ論理的思考力を生かすことが
できるようになる。また、前期までに学んだ物理、化学、生物の知識を
統合して、いろいろな面から人体を理解するための基礎とすることがで
きるようになる。

まず、関連する基礎的な物理の知識を復習してから、人体に即した物理の応用を学ぶ。この講義では、力、熱といった物理的なテーマが、身体バラ
ンス、エネルギー代謝といった医学的なテーマとどのように結びつけられるか、人体と外界との関わりの中でどのように生かされていくか、豊富な
実例を挙げながら学んでいく。講義では、テキストの予習を課し、その知識を用いた問題に基づいて、ピア ･ インストラクションなどの討論形式を
取り入れていく。特に各テーマの 2 回目は、TBL 形式に準じたグループ討論および発表を行う。

  学習内容

復習

よく理解できなかったところを復習する。30分以上の時間を充てるこ
と。

予習

テキストを予習し、予習問題に解答する。また、授業中配布する予習
シートに回答し、次回授業に提出する。30分以上の時間を充てること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

ｅ自主自学を用いて、教材配布および連絡を行う。
講義中はクリッカーを用いた回答集計および書画カメラ等を用いたグループ発表を行う。

人体の物理学(科目№TM16013001)
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2019年 度

人体の物理学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 講師・小林 義彦・(物理学)、兼任講師・木下 順二・(物理学)

人体の物理学

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価点最終評価点

なし筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に１回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等とする。再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

別途指定する再試験・範囲

追加レポート再試験・方法

評価に対するフィードバック

課題レポート等に対する疑問は随時受け付けるので、質問すること。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

15％

予習レポート（７回）

30％

授業への参加

15％

討論への参加（７回）

40%

課題レポート

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）前期までに学んだ物理の知識を良く整理し、十分に理解しておくことが、応用への近道である。
２）いろいろなテーマに好奇心を持って取り組み、論理的な思考力を養うとともに、自分の言葉で説明できることが大切である。
３）LENONクリッカーを用いた設問への回答、各授業最後に行うグループ課題、個人課題への回答などを通じて『授業に参加する』ことが最も重
要である。
４）LENONクリッカーを使用するので学生証を毎回持参すること。
５）e自主自学を毎回チェックすること。

  オフィスアワー

木下順二担当

後期金　午前10時30分～11時日時

物理学教室場所

IP電話

kino@twmu.ac.jpE-mail

質問は e 自主自学上で随時受け付ける。備考

小林義彦担当

後期金　午前10時30分～11時日時

物理学教室場所

IP電話

koba@tokyo-med.ac.jpE-mail

質問は e 自主自学上で随時受け付ける。備考

人体の物理学(科目№TM16013001)
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2019年 度

人体の物理学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 講師・小林 義彦・(物理学)、兼任講師・木下 順二・(物理学)

人体の物理学

教科書

医療系のための物理学入門

木下順二 講談社著） 出）

2017備）

参考書

医歯系の物理学・第２版

著） 東京教学社赤野　他 出）

備）2015

医療系のための物理＜第 2 版＞

著） 東京教学社佐藤・藤城 出）

備）2013

翻訳・人体物理学

著） エヌティーエスハーマン 出）

備）2009

生物学と医学のための物理学＜原著第４版＞

著） 共立出版ダヴィドヴィッツ 出）

備）2015

  指定する教科書、参考書

人体の物理学(科目№TM16013001)
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2019年 度

人体の物理学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 講師・小林 義彦・(物理学)、兼任講師・木下 順二・(物理学)

人体の物理学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
09月06日 金 1 ガイダンス 1. ガイダンス

2. 履修申告
木下 順二
小林 義彦

講義

2
09月13日 金 1 物理量と人体 1.スケーリング

2.時間と体内リズム
3.モデル化

木下 順二
小林 義彦

講義

3
09月20日 金 1 力と身体バランス(1) 1.静力学の基礎

2.人体の静力学
3.ボディメカニクス

小林 義彦
木下 順二

講義

4
09月27日 金 1 力と身体バランス(2) 1.弾性

2.骨折
グループ討論

木下 順二
小林 義彦

講義

5
10月04日 金 1 運動モデルとスポーツ(1) 1.動力学の基礎

2.歩行の分析
3.ランニングの分析

小林 義彦
木下 順二

講義

6
10月11日 金 1 運動モデルとスポーツ(2) 1.跳躍

2.球技
グループ討論

木下 順二
小林 義彦

講義

7
10月18日 金 1 熱とエネルギー代謝(1) 1.熱とエネルギーの基礎

2.温度（体温）
3.エネルギー代謝

小林 義彦
木下 順二

講義

8
10月25日 金 1 熱とエネルギー代謝(2) 1.蒸発

2.衣服による調節
グループ討論

木下 順二
小林 義彦

講義

9
11月01日 金 1 圧力と循環・呼吸(1) 1.圧力と流れの基礎

2.流れと抵抗力
3.血液循環

木下 順二
小林 義彦

講義

10
11月08日 金 1 圧力と循環・呼吸(2) 1.血圧

2.呼吸
グループ討論

小林 義彦
木下 順二

講義

11
11月15日 金 1 音と聴覚・発声(1) 1.音の性質

2.耳と聴覚
3.音の３要素

木下 順二
小林 義彦

講義

12
11月22日 金 1 音と聴覚・発声(2) 1.スペクトル

2.発声と構音
グループ討論

小林 義彦
木下 順二

講義

13
11月29日 金 1 光と視覚(1) 1.光の性質

2.眼とレンズ
3.視力矯正と視力検査

木下 順二
小林 義彦

講義

14
12月06日 金 1 光と視覚(2) 1.光のスペクトル

2.視細胞と色
グループ討論

小林 義彦
木下 順二

講義

15
12月13日 金 1 電磁気と神経・興奮伝導(1) 1.電気の基礎

2.神経の興奮伝導
3.心電図

木下 順二
小林 義彦

講義

16
12月20日 金 1 電磁気と神経・興奮伝導(2) 1.体脂肪計

2.生体と電気
グループ討論

小林 義彦
木下 順二

講義

17

人体の物理学(科目№TM16013001)
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2019年 度

先進医療のための科学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・菅原 信二・(放射線医学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、
講師・増井 大・(化学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)

先進医療のための科学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．量子力学の基本を述べる。
２．放射線とは何かを述べる。
３．放射線の発生過程を述べる。
４．放射線の人体への影響・効果を述べる。
５．Ｘ線とは何かを述べる。
６．Ｘ線の発生機構を述べる。
７．Ｘ線診断の原理を述べる。
８．Ｘ線ＣＴの原理を述べる。
９．核磁気共鳴の原理を述べる。
10．核磁気共鳴画像法の原理を述べる。
11．核磁気共鳴画像法の意義を述べる。
12．粒子線治療の原理を述べる。
13．粒子線治療の意義を述べる。

科目における教育到達目標

現在、医学・医療の分野は急速に進歩している。これは様々な基礎研究
や医療・検査機器の発達に伴い様々なことが分かってきたからである。
医学・医療の発展に寄与するためばかりではなく、その発達の成果を享
受するためにもこれらの意味を理解する必要がある。
この科目では主に量子力学や固体物理学など、MRI（核磁気共鳴画像
法）や放射線検査・治療の原理となっていることについて学ぶ。そして
実際にそれがどのように使われているか具体的な事例を参照することに
より、更に理解を深める。
「先進医療」は本来、厚生労働省によって定義された専門用語である
が、この科目で用いられている意味はそれとは少し異なる。厚生労働省
による定義では、混合診療が認められた先進的な医療分野で、その内容
や医療機関が細かく決められている。この科目に於いては、「先進的な
医療」ということで、ＭＲＩやＣＴ、粒子線治療などを対象としてい
る。

まず、量子力学の基本を学んだ後に放射線・Ｘ線の発生原理、その効果について学ぶ。更に磁気共鳴の原理を学び、その応用例について学習する。
また、Ｘ線・放射線の診断、粒子線治療の実際について学ぶ。

  学習内容

復習

講義内容の要約（ノートで可）

予習

当日行う講義のテーマについて予習を行う。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・予習問題を実施する。
・要約を提出（写真で可）

先進医療のための科学(科目№TM16014001)
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2019年 度

先進医療のための科学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・菅原 信二・(放射線医学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、
講師・増井 大・(化学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)

先進医療のための科学

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価最終評価点

原則としてなし筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に１回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

全範囲再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

原則としてなし

後期試験

出席代わりのmini Test を随時行う

小テスト

原則としてなし

その他の筆記テスト

70％（分析・基礎・臨床の実際について
レポートを提出する）

レポート

実施しない

ＰＢＬ

30％（予習と復習がなされている場合に
評価の対象とする）

出席点

特になし

その他

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）講義の難易度に比べて講義回数が少ないためなるべく欠席しないように。
２）必ずノートをとり、毎回質問すること。

  オフィスアワー

大岩　潔担当

月・木　午後 4 時 30 分～ 6 時日時

物理学教室場所

IP電話 連絡先内線 251

ooiwa@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

岩瀬文達担当

月・火　午後 4 時 30 分～ 6 時日時

物理学教室場所

IP電話 連絡先内線 252

iwasef@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

先進医療のための科学(科目№TM16014001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 60 -

 / 4)PAGE (3

2019年 度

先進医療のための科学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・菅原 信二・(放射線医学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、
講師・増井 大・(化学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)

先進医療のための科学

教科書

医歯系の物理学　第 2 版

赤野松太郎　 東京教学社著） 出）

備）

参考書

新編物理学

著） 東京教学社藤城　敏幸　 出）

備）

  指定する教科書、参考書

先進医療のための科学(科目№TM16014001)
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2019年 度

先進医療のための科学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・菅原 信二・(放射線医学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、
講師・増井 大・(化学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)

先進医療のための科学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
09月06日 金 1 ガイダンス

（先進医療と科学技術）
1.先進医療
2.科学技術

大岩 潔
講義

2
09月13日 金 1 放射線医学の実際 1.Ｘ線

2.MRI
3.放射線を使った診断

齋藤 和博
講義

3
09月20日 金 1 放射線のがん治療への応用 1.X線治療，

2.陽子線治療，
3.重粒子線治療

菅原 信二
講義

4
09月27日 金 1 医療機器・技術の発展Ⅰ 1.医療機器

2.科学の発達
大岩 潔

講義

5
10月04日 金 1 熱放射と量子 1.熱放射

2.光子
岩瀬 文達

講義

6
10月11日 金 1 原子の構造と電子 1.電子

2.原子
岩瀬 文達

講義

7
10月18日 金 1 粒子の波動性と素粒子 1.ド・ブロイ波

2.量子力学
岩瀬 文達

講義

8
10月25日 金 1 放射線の種類と基本的性質 1.α線、β線、γ線、X線

2.荷電粒子線
3.中性子線

岩瀬 文達
講義

9
11月01日 金 1 原子核の壊変、核反応と核分裂 1.物質の階層構造

2.原子核の構造
3.壊変、核反応、核分裂

岩瀬 文達
講義

10
11月08日 金 1 放射線の生体への影響 1.放射線と物質との相互作用

2.直接作用と間接作用
3.放射線の生体への作用

岩瀬 文達
講義

11
11月15日 金 1 原子核の磁気的性質 1.核スピン

2.磁気モーメント
3.磁気共鳴

岩瀬 文達
講義

12
11月22日 金 1 磁気共鳴Ⅰ 1.核磁気共鳴(NMR)

2.物性とNMR
岩瀬 文達

講義

13
11月29日 金 1 磁気共鳴Ⅱ 1.電子スピン共鳴(ESR)

2.物性とESR
岩瀬 文達

講義

14
12月06日 金 1 核磁気共鳴で得られる情報 1.緩和時間(T1, T2)

2.化学シフト
増井 大

講義

15
12月13日 金 1 MRSのスポーツ医学分野への応

用
1.ＭＲＳ
2.スポーツ医学

木目 良太郎
講義

16
12月20日 金 1 医療機器・技術の発展Ⅱ 1.科学の進歩と医学

2.技術の発達と医学
大岩 潔

講義

17

先進医療のための科学(科目№TM16014001)
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2019年 度

数学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・村上 雅彦・(数学)、兼任講師・松崎 尚作・(数学)

数学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1 テイラーの定理について説明できる。
2 集合や写像について説明できる。
3 自然数の性質について説明できる。
4 証明の論理を追うことができる。
5 証明が感覚的にわかるようにイメージをふくらませることができる。

科目における教育到達目標

　数学は, ものごとを合理的に考えることにおいて, 欠くことのできない
ものである。
　はじめに, 高校までの数学の延長としてテイラーの定理を学ぶ。つぎ
に, 数学の土台をなす論理や集合や写像について学ぶ。集合や写像を自
由に使いこなせるようになることがひとつの目標である。そのための題
材として, 集合の濃度についての定理の証明を理解することが適してい
る。

別表の講義内容・日程に従って講義する。

  学習内容

復習

授業で理解不足であると感じたところを理解しなおす。
理解できていれば15分程度で済むはずであるが, そうでないときは, 予習
に準ずる.

予習

一通りの理解に達するまで教材を読んでおく。
300分でひとつ事項を理解できれば, 優秀である。

  授業時間外の学習

  ICT活用

連絡や教材の配布などを行う。

数学(科目№TM16015001)
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2019年 度

数学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・村上 雅彦・(数学)、兼任講師・松崎 尚作・(数学)

数学

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価点最終評価点

記述試験筆記試験の形式

前期再試験期間に1回とする。再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

前期試験の範囲再試験・範囲

記述試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

80％

前期試験

前期試験の結果の25％

小テスト

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

1) 自らの筆により試行錯誤することが定義や定理を理解するための近道です。
2) 演習問題は概念の理解のためにあります。深く理解していれば、演習問題を解くことは容易なはずです。すなわち、演習問題が解けないという
ことは理解が足りないということです。

  オフィスアワー

村上雅彦担当

木曜日の 16：30 ～ 17：30日時

第９校舎 2 階、数学研究室場所

IP電話

muramasa@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

松崎尚作担当

金曜日の第１時限の数学の授業終了後から11:00日時

第９校舎 2 階、数学研究室場所

IP電話

suugaku@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

数学(科目№TM16015001)
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2019年 度

数学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・村上 雅彦・(数学)、兼任講師・松崎 尚作・(数学)

数学

教科書 参考書

例題で学ぶ集合と論理

著） 森北出版鈴木登志雄 出）

備）

解析入門I

著） 東京大学出版会杉浦光夫 出）

備）

「集合と位相」をなぜ学ぶのか

著） 技術評論社藤田博司 出）

備）

数学の基礎―集合・数・位相

著） 東京大学出版会齋藤正彦 出）

備）

集合・写像・論理―数学の基本を学ぶ

著） 共立出版中島匠一 出）

備）

大学数学ほんとうに必要なのは「集合」

著） ベレ出版大蔵陽一 出）

備）

  指定する教科書、参考書

数学(科目№TM16015001)
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2019年 度

数学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・村上 雅彦・(数学)、兼任講師・松崎 尚作・(数学)

数学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1 04月10日 水 1 テイラーの定理(1) 高次導函数, 多項式 村上 雅彦講義

2 04月12日 金 1 テイラーの定理(1) 高次導函数, 多項式 松崎 尚作講義

3 04月17日 水 1 テイラーの定理(2) 剰余項, コーシーの平均値の定理 村上 雅彦講義

4 04月19日 金 1 テイラーの定理(2) 剰余項, コーシーの平均値の定理 松崎 尚作講義

5 04月24日 水 1 テイラー展開 二項定理, 逆三角函数, 解析的函数 村上 雅彦講義

6 04月26日 金 1 テイラー展開 二項定理, 逆三角函数, 解析的函数 松崎 尚作講義

7
05月08日 水 1 論理 含意, 連言, 選言, 否定,「全称」,

「存在」
村上 雅彦

講義

8
05月10日 金 1 論理 含意, 連言, 選言, 否定,「全称」,

「存在」
松崎 尚作

講義

9 05月15日 水 1 集合 クラス, 元, 部分集合, 外延性公理 村上 雅彦講義

10 05月17日 金 1 集合 クラス, 元, 部分集合, 外延性公理 松崎 尚作講義

11 05月22日 水 1 ラッセルのパラドックス プロパークラス, 二律排反 村上 雅彦講義

12 05月24日 金 1 ラッセルのパラドックス プロパークラス, 二律排反 松崎 尚作講義

13 05月29日 水 1 集合算(1) 和集合, 共通部分, 差集合, 全体集合 村上 雅彦講義

14 05月31日 金 1 集合算(1) 和集合, 共通部分, 差集合, 全体集合 松崎 尚作講義

16
06月07日 金 1 自然数 フォン ノイマンの自然数, 垂直無限

公理
松崎 尚作

講義

17 06月12日 水 1 写像(1) 定義域, 終域, 合成 村上 雅彦講義

18 06月14日 金 1 写像(1) 定義域, 終域, 合成 松崎 尚作講義

19 06月19日 水 1 写像(2) 単射, 全射, 全単射, 像, 逆像 村上 雅彦講義

20 06月21日 金 1 写像(2) 単射, 全射, 全単射, 像, 逆像 松崎 尚作講義

21
06月26日 水 1 集合算(2) 集合族, ベキ集合, 合併, 集合族の共

通部分, 直積
村上 雅彦

講義

22
06月26日 水 2 集合の濃度(1) カントール・ベルンシュタインの定

理の証明1
村上 雅彦

講義

23
06月28日 金 1 集合算(2) 集合族, ベキ集合, 合併, 集合族の共

通部分, 直積
松崎 尚作

講義

24
07月05日 金 1 集合の濃度(1) カントール・ベルンシュタインの定

理の証明1
松崎 尚作

講義

25
07月10日 水 1 集合の濃度(2) カントール・ベルンシュタインの定

理の証明2
村上 雅彦

講義

26
07月12日 金 1 集合の濃度(2) カントール・ベルンシュタインの定

理の証明2
松崎 尚作

講義

27 07月17日 水 1 集合の濃度(3) 可算無限集合, 帰納法 村上 雅彦講義

28
07月17日 水 2 集合の濃度(4) 対角線論法, カントールの定理, 連

続体
村上 雅彦

講義

29 07月19日 金 1 集合の濃度(3) 可算無限集合, 帰納法 松崎 尚作講義

30
07月19日 金 4 集合の濃度(4) 対角線論法, カントールの定理, 連

続体
松崎 尚作

講義

数学(科目№TM16015001)
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2019年 度

医系の物理学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・大岩 潔・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・木下 順二・(物理学)

医系の物理学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

Ｎクラス（受験時物理非選択者）：
　①数学を使って位置を表す。
　②位置、速度、加速度の関係を数式とグラフで表す。
　③運動の法則から、簡単な運動を表現する。
　④力学現象をエネルギーで表す。
　⑤波動現象を表現する。
　⑥見かけの力の考え方を把握する。
　⑦電気の基本原理を理解する。
　⑧電気と抵抗の概念を理解し、医学への応用を述べる。
　⑨磁場、磁性体、電磁誘導の概念を理解して医学への応用を述べる。
Ｐクラス（受験時物理選択者）：
　①力学を運動方程式で表現する。
　②エネルギー保存則を運動の法則と関連づけて表す。
　③指数関数に従う運動と医学的現象を関連づける。
　④波動現象を波動方程式で表す。
　⑤医学の面で使われている波動を表現する。
　⑥静電現象を一般化した定理で表す。
　⑦電流と電気抵抗の一般法則から、人体を導体としたときの性質を表
現する。
　⑧磁場の発生とその法則を記述する。
　⑨人体と電磁場の基礎的関係を表現する。

科目における教育到達目標

　物理学は自然科学の基礎となっている。そのため、多くの理工系の学
部学科では一年時に物理学を必修として課し、専門教育に入る前に必ず
修得する事になっている。医学においてもその基礎は数学や物理学、化
学、生物学などの自然科学であり、その修得なしに専門教育を納めるこ
とはできない。さらに医師、医学者として己の道を切り開かねばならな
い場面において、そのよりどころとなるのはまさしくこれらの科学なの
である。自然科学の深い理解なしに医師、医学者として一線で活躍する
ことは望めない。よって、このカリキュラムの第一の目標は、
①基本原理から物理学を理解するための論理的な思考能力を身につける
こととした。
　また、物理学の成果は最新の医療技術の担い手ともなっており、いろ
いろな計測技術や医療技術がもたらされている。第二の目標は、
②医療技術の基礎を理解できるだけの学力を身につけることとした。
　さらに、物理学を学習することによって「科学」について学ぶことが
できる。人類は「科学」という考え方を発明する事によって急激な発展
を遂げることができた。第三の目標は、
③「科学」という考え方を理解することとした。
　上記の目標を達成するために別項に述べるように学習内容を構成し
た。これは、医学における教育プログラム研究・開発事業委員会がまと
めたガイドラインにおける、準備教育モデル・コア・カリキュラムに準
拠している。ただし、物理学の講義に割り当てられた時間の関係上、そ
のすべてをこの講義で網羅することは到底できない。そのため、物理学
実習と合わせて教育内容を満たすようにした。そのため、この講義だけ
ではなく、実習にもそのような教育上の目的があることを理解し、予習
復習を含めた学習を行ってほしい。
　上記の一般目標を達成するために、高校で物理を学習してきた者から
なるＰクラスと、これまでほとんど物理を学んでこなかった者からなる
Ｎクラスとに分けて授業を行う。さらに教育の効果を上げるためにそれ
ぞれのグループを２つのクラスに分け、合計4クラス編成として少人数
教育を行う。

医系の物理学(科目№TM16016001)
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2019年 度

医系の物理学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・大岩 潔・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・木下 順二・(物理学)

医系の物理学

物理学の分野のうち、主に力学と電磁気学の２分野について基礎的な事柄を学ぶ。それと同時に、それらの物理的な現象が医学とどのように関連し
ているかを認識できるようにする。
　Ｎクラス（受験時物理非選択者）：
　　物理学を学ぶために必要な基本を身につけておく。この物理学の講義においては力学と電磁気学の法則の一般的な原理を学ぶ。
　Ｐクラス（受験時物理選択者）：
　　高校で学んだことを前提にして数理的取り扱いと法則の一般化を通して物理法則の理解を深める。同時に物理学の医学的応用と、人体とその環
境を物理的に把握する力を養う　学習の内容としては、力学と電磁気学を学習する。

  学習内容

復習

各講義時間の最初に、前回の講義内容の小テストを行うので復習が必要
である。

予習

初回の講義の開始時に予習問題集を配布するので、適宜自己学習してお
くこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

当面試験的な運用を行う。予習、復習のための教材配布などを予定。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝最終評価点

筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

別途指定する再試験・範囲

記述式筆記試験再試験・方法

評価に対するフィードバック

講義、試験終了後各課題別にe自主自学により各課題別にフィードバックする。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

前期試験

15％

小テスト

中間試験：30％

その他の筆記テスト

小テストができなかった場合に提出す
る。

レポート

原則としてなし

ＰＢＬ

５％（2/3 出席で０％、全出席で５％）

出席点

原則としてなし

その他

出席率が2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）学習の効果があるか否かは基本的に本人の意欲しだいである。しかしながら学習のための基本的手法はそれほど多くの種類があるわけではな
い。講義に出席し、ノートをきちんと取ることが最も時間的効率の高い手法である。医学部の学生は学習するべき事柄が極めて多く、この時間的な
効率のよい方法を実行することをぜひお勧めする。特に講義の際に教員が板書きする事柄ばかりではなく、述べている言葉からノートを作ることを
覚えてほしい。また、教科書は物理学全体を網羅したものであるが、1 年時以降も参考にできるものなので必要に応じて随時自習に使ってほしい。
２）講義は基本的に要項に従って行うが、学生の理解を優先させる都合上、内容を変更する場合がある。

医系の物理学(科目№TM16016001)
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2019年 度

医系の物理学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・大岩 潔・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・木下 順二・(物理学)

医系の物理学

  オフィスアワー

大岩　潔担当

月・木　午後4 時30 分～6 時日時

物理学教室場所

IP電話 連絡先内線251

ooiwa@tokyo-med.ac.jpE-mail

質問はe 自主自学上で随時受け付ける。備考

小林義彦担当

月・木　午後4 時30 分～6 時日時

物理学教室場所

IP電話 連絡先内線252

koba@tokyo-med.ac.jpE-mail

質問はe 自主自学上で随時受け付ける。備考

岩瀬文達担当

月・火　午後4 時30 分～6 時日時

物理学教室場所

IP電話 連絡先内線252

iwasef@tokyo-med.ac.jpE-mail

質問はe 自主自学上で随時受け付ける。備考

木下順二担当

前期：水　午前10時30分～11時　後期：金　午前10時30分～11時日時

物理学教室場所

IP電話

kino@twmu.ac.jpE-mail

質問はe 自主自学上で随時受け付ける。備考

教科書

医歯系の物理学　第2版

赤野松太郎 東京教学社著） 出）

備）

参考書

基礎の力学

著） 朝倉書店秋光　純／正子 出）

備）

新編物理学

著） 東京教学社藤城　敏幸 出）

備）

物理の基礎

著） 東京教学社長岡　洋介 出）

備）

  指定する教科書、参考書

医系の物理学(科目№TM16016001)
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2019年 度

医系の物理学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・大岩 潔・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・木下 順二・(物理学)

医系の物理学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
04月10日 水 1 速度と加速度・運動の法則 １．単位系

２．ニュートンの法則
木下 順二
小林 義彦

講義

2
04月12日 金 1 速度と加速度・運動の法則 １．単位系

２．ニュートンの法則
大岩 潔

岩瀬 文達
講義

3
04月17日 水 1 いろいろな運動と力学的エネル

ギー
１．力
２．加速度
３．運動方程式

木下 順二
小林 義彦

講義

4
04月19日 金 1 いろいろな運動と力学的エネル

ギー
１．力
２．加速度
３．運動方程式

大岩 潔
岩瀬 文達

講義

5
04月24日 水 1 運動量と角運動量 １．質点系

２．運動量
３．角運動量

木下 順二
小林 義彦

講義

6
04月26日 金 1 運動量と角運動量 １．質点系

２．運動量
３．角運動量

大岩 潔
岩瀬 文達

講義

7
05月08日 水 1 慣性の力 １．慣性系

２．座標系
３．座標変換

木下 順二
小林 義彦

講義

8
05月10日 金 1 慣性の力 １．慣性系

２．座標系
３．座標変換

大岩 潔
岩瀬 文達

講義

9
05月15日 水 1 振動と波動 １．振動

２．波動
３．干渉と回折

木下 順二
小林 義彦

講義

10
05月17日 金 1 振動と波動 １．振動

２．波動
３．干渉と回折

大岩 潔
岩瀬 文達

講義

11
05月22日 水 1 剛体の力学 １．剛体

２．力のモーメント
３．慣性モーメント

木下 順二
大岩 潔

講義

12
05月24日 金 1 剛体の力学 １．剛体

２．力のモーメント
３．慣性モーメント

岩瀬 文達
小林 義彦

講義

13
05月29日 水 1 弾性体 １．応力とひずみ

２．弾性率
３．たわみとねじれ

木下 順二
大岩 潔

講義

14
05月31日 金 1 弾性体 １．応力とひずみ

２．弾性率
３．たわみとねじれ

岩瀬 文達
小林 義彦

講義

15

06月05日 水 1 中間試験と解説 １．筆記試験
２．解説

木下 順二
大岩 潔

小林 義彦
岩瀬 文達

講義

16
06月12日 水 1 クーロンの法則 １．電荷

２．クーロンの法則
３．電場

木下 順二
大岩 潔

講義

17
06月14日 金 1 クーロンの法則 １．電荷

２．クーロンの法則
３．電場

岩瀬 文達
小林 義彦

講義

18
06月19日 水 1 ガウスの法則 １．電場

２．電気力線
３．ガウスの法則

木下 順二
大岩 潔

講義

19
06月21日 金 1 ガウスの法則 １．電場

２．電気力線
３．ガウスの法則

岩瀬 文達
小林 義彦

講義

20
06月26日 水 1 電位と電気容量 １．電位

２．コンデンサー
３．電気容量

木下 順二
岩瀬 文達

講義

医系の物理学(科目№TM16016001)
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2019年 度

医系の物理学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・大岩 潔・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・木下 順二・(物理学)

医系の物理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

21
06月26日 水 2 定常電流 １．電流

２．電気伝導
３．電気抵抗

木下 順二
岩瀬 文達

講義

22
06月28日 金 1 電位と電気容量 １．電位

２．コンデンサー
３．電気容量

小林 義彦
大岩 潔

講義

23
07月05日 金 1 定常電流 1. 電流

2. 電気伝導
3. 電気抵抗

小林 義彦
大岩 潔

講義

24
07月10日 水 1 電流と磁場 1. 磁束密度

2. ビオ・サバールの法則
3. アンペールの法則

木下 順二
岩瀬 文達

講義

25
07月12日 金 1 電流と磁場 1. 磁束密度

2. ビオ・サバールの法則
3. アンペールの法則

小林 義彦
大岩 潔

講義

26
07月17日 水 1 電磁誘導 1. 誘導起電力

2. 磁束
3. レンツの法則

木下 順二
岩瀬 文達

講義

27
07月17日 水 2 電磁波 1. 電磁場

2. マックスウェル方程式
3. 電磁波

木下 順二
岩瀬 文達

講義

28
07月19日 金 1 電磁誘導 1. 誘導起電力

2. 磁束
3. レンツの法則

小林 義彦
大岩 潔

講義

29
07月19日 金 4 電磁波 1. 電磁場

2. マックスウェル方程式
3. 電磁波

小林 義彦
大岩 潔

講義

医系の物理学(科目№TM16016001)
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルC(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルC(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルC(3)

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．物理計測の基本を理解し、測定計器を使った測定の数値表現を行
う。
２．測定数値とそれを使った計算数値の有効数字、誤差および誤差の伝
播を理解し、正しく表現する。
３．測定データをグラフで表現する。
４．実験の結果を報告書の形式で表現する。
５．音、光の波動の測定、特に音波の測定を通して人間の五感の限界を
認識できる。
６．各種の電磁気計測から医学的応用への重要性を認識する。
７．電場の測定から、電磁気学の基本的原理の理解を深める。
８．水銀ランプの光を用いて観測される物理現象から光の波動性と粒子
性を理解する。
９．電圧や電流の測定から、電場やプランク定数などを求める。
10．放射線の実験から、β線やγ線などの基本的性質を理解する。

科目における教育到達目標

１．物理現象を実感して、物理法則や原理の理解を深める。
２．物理現象を測定する方法や技術を体験的に学ぶ。
３．物理測定を通して測定数値を具体的に表現する能力、およびグラフ
に表現する能力を身につける。
４．講義と合わせて、物理学の基本的理解を深める。

医系の物理学実習(科目№TM16017001)
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

　物理学実習は基本課題が２テーマ、応用課題１が５テーマ、応用課題２が４テーマで構成されている。ただし、応用課題Ⅰ、Ⅱにはどちらにも放
射線計測が含まれており、これはすべての学生が必ず学習する。また、日程の関係上、応用課題は放射線計測以外に残りの７課題中４課題の実習を
行う。カリキュラムの構成上、講義で学ぶことのできなかった項目を実習で学べるように設定されている。そのため、実習は与えられた全課題を行
うことが必要である。よって、実習は必ず補講を受けなければならない。病気などやむをえない事情による欠席者や遅刻者は補講が成績評価の対象
になる。それ以外の欠席・遅刻者は単位を取得できない場合がある。
（１）最初の２回は物理計測の基本として、 ⑴ノギスとマイクロメーターを用いた長さの精密測定、⑵オシロスコープを用いた波形計測を行う。
これらの計測方法は以後の実習課題で用いる基本的方法であるから、欠席者は応用課題が始まる前に必ず補講を受けなければならない。
　３回目からは、計６回にわたって、放射線計測２課題とその他の課題７課題中４課題を選択的に実習する。講義と合わせて、広く物理学の代表的
現象をあつかう。
　弾性波は波動と媒質の関係から医療診断における超音波の応用についての基礎となる。等電位線は電磁気学の基礎としても重要である。回路の時
定数測定は、生理学で神経の興奮伝導を学ぶ際の基礎となる。光の干渉と分光器は、波動光学の体験的学習となる。これらは、物理学の基礎ばかり
ではなく、将来医学を学ぶ学生を意識して内容を用意してある。そして、放射線計測は放射線の一般的な学習を実践的に行う。固体の比熱とＬＥＤ
の光は講義で行うことのできなかった内容を実習で学ぶ。そのため予習復習をしっかり行って学習して欲しい。
（３）物理学実習で行う課題はその多くが講義の範囲外の物理的内容であるが、ここでは体験的に学ぶようになっている。これらの課題は講義で学
習できない分しっかりと自習してほしい。

  学習内容

復習

特になし

予習

各自その日に割り当てられている課題の章を自習し、プレレポートとし
てまとめ、実験実施日の朝9 時までに提出すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

未定

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝実習評価最終評価点

筆記試験は行わない。筆記試験の形式

欠席した場合は必ず再実習を受けなけ
ればならない。時期は随時連絡する。

再試験・実施時期

本実習と同様再試験・難易度

欠席した場合は必ず再実習を受けなけ
ればならない。やむを得ない欠席の場
合のみ評価の対象となる。

再試験・対象者

本実習と同様再試験・範囲

本実習と同様再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

20％

レポート

80％

出席点

なし

その他

なし

注意事項

出席率が4/5 以上の者が、最終評価の対
象となる

医系の物理学実習(科目№TM16017001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

 学習上の注意

  学習上の注意等

　本学で編纂した指定の指導書「物理学実験指導書」を配布する。この実験指導書は、これを読めば各実験課題が実行できるように書かれている。
各自その日に割り当てられている課題の章を自習しプレレポートとしてまとめ、実験実施日の朝9 時までに提出すること。実習を行った結果と一緒
にまとめてレポートとして完成させる。レポートは完成するまで何回もチェックと書き直しを行う。特に応用課題では実験を行うに当たって必要と
なる数値などを求める予習問題が設定されているので各自解いて、プレレポートに記述してくること。
　予習問題、考察および感想は、各自が学習した内容や観察・感じた内容を記述するものであり、同じ文章が作成されることはない。もし複数人の
提出物に明白な類似性が認められた場合には、不正があったものと判断し、その回のレポートに関する評価は、原本、複写の別にかかわらず0点と
する。その場合、単位を取得できなくなる可能性が極めて高くなる。
　レポートはＡ４版のレポート用紙を用いること。さらにＡ４版のグラフ用紙（1mm 方眼紙）も各自用意してくること。
　また、やむを得ない理由により欠席する場合は必ず事前に物理学教室に届け出ること。実習は２人一組で行うため、無断欠席や遅刻は他の人に多
大の迷惑をかけることになる。原則として実習は必ず補講を受けなければならない。やむを得ない事情による欠席と遅刻の場合にのみ評価の対象と
する。
　実習に用いる筆記用具等以外は実習室内に持ち込まぬこと。鞄などは各自ロッカー等に入れてくること。
　スマホや身につけることのできる情報端末を実習室内に持ち込むことを禁止する。持ち込んだ場合は、電源の入切に係わらず、ただちに退出させ
る。その日は自己都合欠席扱いとなる。
　物理学教室の連絡先：
　　ＴＥＬ：03 3351 6141 内線252、
　　ＦＡＸ：03 3351 6110、
　　E mail：butsuri@tokyo-med.ac.jp

医系の物理学実習(科目№TM16017001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

  オフィスアワー

大岩　潔担当

月・木　午後4 時30 分～6 時日時

物理学教室場所

IP電話 連絡先内線251

ooiwa@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

増渕伸一担当

月・木　午後4 時30 分～6 時日時

物理学教室場所

IP電話 連絡先内線252

masubuch@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

小林義彦担当

月・木　午後4 時30 分～6 時日時

物理学教室場所

IP電話 連絡先内線252

koba@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

岩瀬文達担当

月・火　午後4 時30 分～6 時日時

物理学教室場所

IP電話 連絡先内線252

iwasef@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

鈴木裕武担当

金　　　午後１時10 分～4 時20 分（実習時間内）日時

物理学教室場所

IP電話

E-mail

備考

教科書

物理学実習指導書

東京医科大学物理学教室編纂著） 出）

備）

医歯系の物理学　第2 版

赤野松太郎 東京教学社著） 出）

備）

参考書

基礎の力学

著） 朝倉書店秋光　純／正子 出）

備）

新編物理学

著） 東京教学社藤城　敏幸 出）

備）

物理の基礎

著） 東京教学社長岡　洋介 出）

備）

  指定する教科書、参考書

医系の物理学実習(科目№TM16017001)
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

05月08日 水 5 ・ガイダンス １．医系の物理学実習に関する諸注
意
２．電卓の使い方
３．グラフ

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

2

05月10日 金 3 ・ノギスとマイクロメーター １．長さの精密測定
２．計器の精度と有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

3

05月10日 金 4 ・ノギスとマイクロメーター １．長さの精密測定
２．計器の精度と有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

4

05月17日 金 3 ・オシロスコープと発振器 １．オシロスコープの原理
２．サイン波と方形波の観測
３．電圧、時間測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

5

05月17日 金 4 ・オシロスコープと発振器 １．オシロスコープの原理
２．サイン波と方形波の観測
３．電圧、時間測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

6

05月24日 金 3 ・ノギスとマイクロメーター １．長さの精密測定
２．計器の精度と有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

7

05月24日 金 4 ・ノギスとマイクロメーター １．長さの精密測定
２．計器の精度と有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

8

05月31日 金 3 ・オシロスコープと発振器 １．オシロスコープの原理
２．サイン波と方形波の観測
３．電圧、時間測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

9

05月31日 金 4 ・オシロスコープと発振器 １．オシロスコープの原理
２．サイン波と方形波の観測
３．電圧、時間測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

10

06月07日 金 3 ・ノギスとマイクロメーター １．長さの精密測定
２．計器の精度と有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

11

06月07日 金 4 ・ノギスとマイクロメーター １．長さの精密測定
２．計器の精度と有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

12

06月14日 金 3 ・オシロスコープと発振器 １．オシロスコープの原理
２．サイン波と方形波の観測
３．電圧、時間測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

医系の物理学実習(科目№TM16017001)
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

06月14日 金 4 ・オシロスコープと発振器 １．オシロスコープの原理
２．サイン波と方形波の観測
３．電圧、時間測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

14

06月21日 金 3 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

15

06月21日 金 4 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

16

06月28日 金 3 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

17

06月28日 金 4 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

医系の物理学実習(科目№TM16017001)
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

18

07月05日 金 3 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

19

07月05日 金 4 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

20

09月06日 金 3 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

21

09月06日 金 4 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

22

09月13日 金 3 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

医系の物理学実習(科目№TM16017001)
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

23

09月13日 金 4 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

24

09月20日 金 3 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

25

09月20日 金 4 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

26

09月27日 金 3 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器・固体の比熱

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

27

09月27日 金 4 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

医系の物理学実習(科目№TM16017001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

28

10月04日 金 3 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

29

10月04日 金 4 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

30

10月11日 金 3 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

31

10月11日 金 4 ・放射線Ⅰ（放射線と放射線防
護）
・弾性波
・固体の比熱
・光の干渉、回折、偏向
・分光器

１．α線
２．β線
３．γ線
４．固体中の音速とヤング率の測定
５．固有振動と共鳴現象
６．定常波
７．レーザー光
８．光の波動性：干渉、回折現象の
観測
９．横波としての偏光の性質の観測
１０．金属の比熱測定
１１．熱測定に関する注意
１２．誤差見積もりと有効数字

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

32

10月18日 金 3 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

医系の物理学実習(科目№TM16017001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

33

10月18日 金 4 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

34

11月01日 金 3 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

35

11月01日 金 4 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

36

11月08日 金 3 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

医系の物理学実習(科目№TM16017001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

37

11月08日 金 4 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

38

11月15日 金 3 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

39

11月15日 金 4 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

40

11月22日 金 3 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

医系の物理学実習(科目№TM16017001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

41

11月22日 金 4 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

42

11月29日 金 3 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

43

11月29日 金 4 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

44

12月06日 金 3 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

医系の物理学実習(科目№TM16017001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

45

12月06日 金 4 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

46

12月13日 金 3 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

47

12月13日 金 4 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

48

12月20日 金 3 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

医系の物理学実習(科目№TM16017001)
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2019年 度

医系の物理学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、兼任講師・
鈴木 裕武・(物理学)

医系の物理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

49

12月20日 金 4 ・放射線Ⅱ（ベクレルとシーベ
ルト）
・等電位線
・回路の時定数
・LED の光

１．γ線
２．エネルギースペクトル
３．放射能濃度
４．静電場と定常電流の場
５．導体紙の電気抵抗率
６．電極形状と等電位線及び
７．電気力線との関係の観測
８．CR 回路の時定数の測定
９．インピーダンスの周波数特性の
測定
１０．両対数グラフの有用性
１１．LCR 回路：振動と共振
１２．光の「粒子と波動の二重性」
１３．LED（発光ダイオード）
１４．プランク定数ｈ の測定

大岩 潔
増渕 伸一
小林 義彦
岩瀬 文達
鈴木 裕武

実習

50

51

52

医系の物理学実習(科目№TM16017001)
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2019年 度

医系の化学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)

医系の化学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１　原子の電子構造を説明できる。
２　電子配置から周期律を説明できる。
３　周期表にしたがって、原子の大きさ・電気陰性度・イオン化エネル
ギーを説明できる。
４　化学結合の種類を分類し、説明できる。
５　分子構造から分子の立体構造を予測できる。
６　分子間に働く弱い相互作用を列挙し、説明できる。
７　有機化合物を命名できる。
８　有機化合物の異性体を分類し説明できる。
９　有機化学反応を分類し説明できる。
10　主な官能基の種類をあげ、その特徴を述べることができる。
11　化学反応機構を推論することができる。
12　有機化合物の構造と反応性を関係づけることができる。
13　糖や脂質などの生体に関連する有機化合物の構造や反応性を説明で
きる。

科目における教育到達目標

　私達の身体は原子が結合してできた多様な分子から構成され、生命活
動は生体分子の化学反応により維持されている。また、私たちを取り巻
く生活環境にもたくさんの化学物質があり、それらの恩恵を受け私たち
は生活している。さらに、医療の場では、医用材料・医薬などに、さま
ざまな化学物質・化学製品が利用されている。したがって、無数の化学
物質を「分子」という概念で整理し、理解することが大切である。
　本講義では、まず物質のミクロな性質として、分子を構成する原子・
分子の概念を理解した後、原子の構造を学ぶ。さらに、化学結合につい
て特に生体分子の基本となる有機化合物を中心に理解した後、分子の三
次元立体構造を学ぶ。また、生体中で起こる複雑な化学反応を理解する
基礎を身につけるため、有機化合物の性質、および構造と化学反応性と
の関係を習得する。

　数十兆の細胞から構成されている人体の生命活動を維持していくために、私たちの身体では物質変換（化学反応）が絶え間なく起こっている。そ
の中心的役割を担う物質がタンパク質・核酸・炭水化物をはじめとする様々な生体分子である。また、医療の場では、人工血管をはじめとする医用
材料や医薬品として様々な化学製品・化学物質が利用されている。さらに、私たちは衣類・プラスチック・洗剤・食品などの化学物質の恩恵を受け
毎日の生活を営んでいる。これら生体分子や化学物質の性質・機能は非常に複雑であるが、もとをたどると個々の分子の固有の性質が統合され、そ
の結果が反映されたものである。
　1953 年Watson とCrick がDNA の二重らせん構造を提唱し、また1955 年Sanger がインスリンの構造を明らかにして以来60 年が経過しようとし
ている。その間、複雑な生命現象や疾患を分子の性質とそれらの相互作用で説明しようとする医学分野も目覚ましく発展した。ヒトゲノムの全
DNA の塩基配列を決定するヒトゲノム計画を経て、遺伝子診断や遺伝子治療も可能となっている。さらには、遺伝情報そのものだけでなく、DNA
のメチル化や、ヒストンのメチル化／アセチル化といった単純な化学修飾反応が遺伝の発現を制御することも明らかとなり、これを治療に利用しよ
うとするエピジェネティクスも盛んに研究されている。このような状況を考えると、医学の諸現象を分子レベルで解明しようとする動きは今後ます
ます加速すると思われる。究極的にはヒトは分子から構築されていることを考えると、分子を扱う化学の基礎概念を確実に習得し、化学的なものの
見方・考え方を身につけることが、医学を学ぶためにはますます必要となっている。
　１年の「医系の化学」では、物質の性質・機能を化学的に考察する基礎を身につけるため、化学の基本的考え方・理論的背景、さらに、生体を構
成する主要な要素である、有機化合物の基本的な構造と性質を学習する。

  学習内容

医系の化学(科目№TM16018001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)

医系の化学

復習

e ラーニングで各受講生に個別に出題される演習問題を解き、知識の定
着をはかること。e ラーニングの演習問題の解答には締め切りがある。
締め切りを過ぎると、解答が不可能となる。遅れずに済ませること。

予習

配布された講義予定に記載されている学習単元を確認し、教科書の該当
する範囲を読んでおくこと。あらかじめ指示された場合は、指示に従っ
て予習をしてくること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

授業中に行う問題演習とともに、e ラーニングも評価の対象とする。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の試験・筆記テ
スト

最終評価点

記述および多肢選択問題筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

出席率が2/3 以上の者で、なおかつ最
終評価点が60 点未満の者

再試験・対象者

期末試験の範囲再試験・範囲

記述および多肢選択問題再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

期末（54％）

前期試験

後期試験

授業中（3％）、ｅラーニング（7％）

演習問題

36％

その他の筆記テスト

レポート

ＰＢＬ

出席点

受講態度が悪い者は減点する。

その他

出席率が2/3 以上の者だけが、最終評価
の対象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）「医系の化学」で学ぶ内容は、生化学・生理学・薬理学をはじめとする基礎医学の学習には不可欠な基礎となるものである。したがって、化学
の考え方を十分身につけることが必要である。
２）「化学」は決して暗記物ではない。「物事の考え方」を習得する上で有益な事項を数多く含む。例題・演習問題を根気よく解き、自ら考え方に
納得し、応用ができるようになるまで、よく考え、学ぶことが特に必要である。
３）「授業内容」の質問や「学習方法」についての相談があれば、積極的に化学教室（第３校舎２階）を訪ねること。
       授業の内容が理解できないことについては、受講者本人には責任はない。教える側には理解できるまで説明を工夫し続ける義務がある。受講者
は積極的に権利を行使されたい。しかし、理解できないのに、教わることも助けを求めることもしないまま放置し、大きく遅れをとることは、受講
者の怠慢であり、許されないことである。ましてやそれを偽装などにより隠蔽することは犯罪行為であることを肝に銘じよ。大学で半期に学習する
内容の多さは、高等学校の比ではない。試験直前に頑張るという対応では遅れを取り返すことはできない。普段からの地道な努力が実践できない者
には、原級留置を覚悟されたい。

  オフィスアワー

普神 敬悟、増井 大、助教・西村 之宏、石川 慎吾担当

火　午後0 時30 分～6 時日時

第三校舎２階 化学教室場所

IP電話 連絡先　内線250

fugami@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

医系の化学(科目№TM16018001)
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2019年 度

医系の化学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)

医系の化学

教科書

「フレンドリー物理化学」

田中　潔・荒井貞夫 （三共出版）著） 出）

備）

「工学のための有機化学」

荒井貞夫 （サイエンス社）著） 出）

備）

参考書

「マクマリー有機化学（上）（中）（下）」第9版

著） 東京化学同人マクマリー 出）

備）

「生物有機化学　基礎化学編および有機化学編」

著） 丸善マクマリー 出）

備）

「物理化学要論第 6 版」

著） 東京化学同人アトキンス 出）

備）

「有機化学概説第 6 版」

著） 東京化学同人マクマリー 出）

備）

「一般化学」（上・下）

著） 東京化学同人ブラディー 出）

備）

「フレンドリー基礎物理化学演習」

著） 三共出版田中　潔・荒井貞夫 出）

備）

「現代有機化学」

著） 化学同人ボルハルト・ショアー 出）

備）

「バイオサイエンス化学」

著） 東京化学同人新井孝夫　他 出）

備）

「生命科学のための基礎化学　無機物理化学編」

著） 丸善伊藤　他訳 出）

備）

「生命科学のための基礎化学　有機・生化学編」

著） 丸善伊藤　他訳 出）

備）

「基礎化学コース: 有機化学（I）および（Ⅱ）」

著） 丸善山岸　敬道、荒井貞夫 出）

備）

「有機電子論解説第 4 版」

著） 東京化学同人井本　稔 出）

備）

「基礎化学コース: 生命化学概論」

著） 丸善小宮山真・長棟輝行 出）

備）

「医・薬・看護系のための化学」

著） 東京化学同人原　博・荒井貞夫訳 出）

備）

  指定する教科書、参考書

医系の化学(科目№TM16018001)
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2019年 度

医系の化学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)

医系の化学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
04月16日 火 1 【B組】生体の構成元素と原子の

構造
生体の構成元素，原子核，電子殻と
軌道，電子配置，価電子，

普神 敬悟
講義

2
04月16日 火 2 【A組】生体の構成元素と原子の

構造
生体の構成元素，原子核，電子殻と
軌道，電子配置，価電子，

普神 敬悟
講義

3

04月19日 金 3 【B組】化学結合と分子のかたち イオン結合，共有結合，σ結合，π
結合，オクテット則，非共有電子
対，ケクレ構造，VSEPR法，共鳴
構造，

普神 敬悟

講義

4

04月19日 金 4 【A組】化学結合と分子のかたち イオン結合，共有結合，σ結合，π
結合，オクテット則，非共有電子
対，ケクレ構造，VSEPR法，共鳴
構造，

普神 敬悟

講義

5
04月23日 火 1 【B組】有機反応の種類と反応機

構
化学反応の基本，電子対の流れ，反
応の種類，極性反応，
試薬の種類，共鳴構造，

普神 敬悟
講義

6
04月23日 火 2 【A組】有機反応の種類と反応機

構
化学反応の基本，電子対の流れ，反
応の種類，極性反応，
試薬の種類，共鳴構造，

普神 敬悟
講義

7 05月07日 火 1 【B組】分子とイオンの共鳴 共鳴 普神 敬悟講義

8 05月07日 火 2 【A組】分子とイオンの共鳴 共鳴 普神 敬悟講義

9
05月14日 火 1 【B組】小テスト①，酸と塩基 酸塩基反応，平衡，共役酸，共役塩

基，酸性，塩基性，電荷の分散，共
鳴安定化

普神 敬悟
講義

10
05月14日 火 2 【A組】小テスト①，酸と塩基 酸塩基反応，平衡，共役酸，共役塩

基，酸性，塩基性，電荷の分散，共
鳴安定化

普神 敬悟
講義

11
05月21日 火 1 【B組】有機化合物の種類と物理

的性質
官能基，電気陰性度，極性，分子間
力

西村 之宏
講義

12
05月21日 火 2 【A組】有機化合物の種類と物理

的性質
官能基，電気陰性度，極性，分子間
力

西村 之宏
講義

13
05月28日 火 1 【B組】カルホ�ン酸およひ�カ

ルホ�ン酸誘導体
命名法，エステル・アミト�の合成

石川 慎吾
講義

14
05月28日 火 2 【A組】カルホ�ン酸およひ�カ

ルホ�ン酸誘導体
命名法，エステル・アミト�の合成

石川 慎吾
講義

15
06月04日 火 1 【A組】カルホ�ン酸誘導体の反

応性
求核アシル置換反応，
エステル化，加水分解

石川 慎吾
講義

16
06月04日 火 2 【B組】カルホ�ン酸誘導体の反

応性
求核アシル置換反応，
エステル化，加水分解

石川 慎吾
講義

17
06月11日 火 1 【A組】カルホ�ニル化合物の反

応
求核付加反応，ヘミアセタール，ア
セタール，gem-ジオール

石川 慎吾
講義

18
06月11日 火 2 【B組】カルホ�ニル化合物の反

応
求核付加反応，ヘミアセタール，ア
セタール，gem-ジオール

石川 慎吾
講義

19
06月20日 木 3 【A組】小テスト②，アルカンと

その立体配座
IUPAC命名法，構造異性体，ニュー
マン投影式，立体配座

西村 之宏
講義

20
06月20日 木 4 【B組】小テスト②，アルカンと

その立体配座
IUPAC命名法，構造異性体，ニュー
マン投影式，立体配座

西村 之宏
講義

21
06月25日 火 1 【A組】立体化学 立体配置，キラリティー，R,S表

示，エナンチオマー，シ�アステレ
オマー，メソ化合物

西村 之宏
講義

22
06月25日 火 2 【B組】立体化学 立体配置，キラリティー，R,S表

示，エナンチオマー，シ�アステレ
オマー，メソ化合物

西村 之宏
講義

23
07月02日 火 1 【A組】シクロアルカンとその立

体配座
いす型配座，アキシアル／エクアト
リアル結合，1,3-ジアキシアル相互
作用，環反転，シス-トランス異性

石川 慎吾
講義

医系の化学(科目№TM16018001)
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2019年 度

医系の化学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)

医系の化学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

24
07月02日 火 2 【B組】シクロアルカンとその立

体配座
いす型配座，アキシアル／エクアト
リアル結合，1,3-ジアキシアル相互
作用，環反転，シス-トランス異性

石川 慎吾
講義

25

07月09日 火 1 【A組】単糖の異性体と鎖状・環
状構造(1)

D.L糖，六単糖，アノマー，鎖状構
造，環状ヘミアセタール，Haworth
投影式，アルト�ースとケトース，
分子模型

石川 慎吾

講義

26

07月09日 火 2 【B組】単糖の異性体と鎖状・環
状構造(1)

D.L糖，六単糖，アノマー，鎖状構
造，環状ヘミアセタール，Haworth
投影式，アルト�ースとケトース，
分子模型

石川 慎吾

講義

27

07月12日 金 3 【A組】単糖の異性体と鎖状・環
状構造(2)

D.L糖，六単糖，アノマー，鎖状構
造，環状ヘミアセタール，Haworth
投影式，アルト�ースとケトース，
分子模型

石川 慎吾

講義

28

07月12日 金 4 【B組】単糖の異性体と鎖状・環
状構造(2)

D.L糖，六単糖，アノマー，鎖状構
造，環状ヘミアセタール，Haworth
投影式，アルト�ースとケトース，
分子模型

石川 慎吾

講義

29
07月17日 水 3 【A組】小テスト③，脂質の構造

と分類
脂肪酸，中性脂肪，
トリアシルク�リセロール，加水分
解，ミセル

増井 大
講義

30
07月17日 水 4 【B組】小テスト③，脂質の構造

と分類
脂肪酸，中性脂肪，
トリアシルク�リセロール，加水分
解，ミセル

増井 大
講義

医系の化学(科目№TM16018001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルC(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルC(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルC(3)

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１　安全に実習を行なうための道具や方法、心構えを習得している。
２　実験に使用する試薬や器具の名前や扱い、性質を述べることができ
る。
３　代表的な試薬の人体や環境への影響を理解している。
４　実験書を理解し、必要な器具、試薬や実験操作を述べることができ
る。
５　精度よく測定するための注意点を述べることができる。
６　予習や当日の説明をもとに、効率的な実験計画を立てることができ
る。
７　実験内容に関連する理論や知識を述べることができる。
８　実験室内の安全に関するコンプライアンスを遵守し、実験中の自他
の安全に気を配り、必要な行動をとることができる。
９　実験結果を適切に実験ノートに記録することができる。
10　実験に関連する理論や知識をもとに、実験結果を考察することがで
きる。
11　実験ノートを基に、論理的科学的な報告書を作成できる。
12　実験の後片付けを安全に行なうことができる。
13　環境保全のコンプライアンス思想を正しく理解し、実験に伴って発
生する廃棄物の適切な処理が実行できる。

科目における教育到達目標

　私達の身体は原子が結合してできた多様な分子から構成され、生命活
動は生体分子の化学反応により維持されている。また、私たちを取り巻
く生活環境にもたくさんの化学物質があり、それらの恩恵を受け私たち
は生活している。さらに、医療の場では、医用材料・医薬などに、さま
ざまな化学物質・化学製品が利用されている。したがって、無数の化学
物質を「分子」という概念で整理し、理解することが大切である。
　本実習では、医系の化学で学ぶ分子の性質やその概念をより深く理解
し、定着させるため、有機／無機、分離／分析／合成の範囲に渡って、
合計８つのテーマについて実験を行なう。科学者でもある医師にとって
重要となる、科学的思考法や科学的論述法は、ただ理解するだけでは習
得できない。また、将来医療に携わる者として、観察記録を精確かつ適
切に作成する能力は必要不可欠である。これは実験実習の分野にも共通
する重要事項である。正確な情報を記録し、他者に的確に伝達すること
は、コンプライアンスの観点からも重要である。これらの能力は、実際
には１年生の間のみならず長い時間をかけて自らの中に醸成していくも
のであるが、その導入として観察、実験ノートの記入、レポートの提出
という基本的な一連の流れを体験する。

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

　数十兆の細胞から構成されている人体の生命活動を維持していくために、私たちの身体では物質変換（化学反応）が絶え間なく起こっている。そ
の中心的役割を担う物質がタンパク質・核酸・炭水化物をはじめとする様々な生体分子である。また、医療の場では、人工血管をはじめとする医用
材料や医薬品として様々な化学製品・化学物質が利用されている。さらに、私たちは衣類・プラスチック・洗剤・食品などの化学物質の恩恵を受け
毎日の生活を営んでいる。これら生体分子や化学物質の性質・機能は非常に複雑であるが、もとをたどると個々の分子の固有の性質が統合され、そ
の結果が反映されたものである。
　1953 年Watson とCrick がDNA の二重らせん構造を提唱し、また1955 年Sanger がインスリンの構造を明らかにして以来50 年が経過したにすぎ
ない。しかし、複雑な生命現象や疾患を分子の性質とそれらの相互作用で説明しようとする医学の発展は目覚ましいものがある。また、ヒトゲノム
の全DNA の塩基配列を決めようというヒトゲノム計画も完成し、遺伝子診断や遺伝子治療などにとって有用な情報がもたらされると期待されてい
る。このような状況を考えると、医学の諸現象を分子レベルで解明しようとする動きがますます進むものと思われる。究極的にはヒトは分子から構
築されていることを考えると、分子を扱う化学の基礎概念を確実に習得し、化学的なものの見方・考え方を身につけることが、医学を学ぶためには
ますます必要となっている。
　１年の「医系の化学（実習）」では、物質の性質・機能を化学的に考察する基礎を身につけるため、化学の基本的考え方・理論的背景、さらに有
機化合物の基本的な構造と性質を学習する。

  学習内容

復習

　実験結果を考察し、科学的なレポートとして提出すること。

予習

４月24日（木）第五時限にガイダンスを実施する。詳細は４月23日まで
に、ｅ自主自学で知らせる。
　該当する実習書や資料（配布されている場合）を理解し、理解の確認
用に設定された設問を解き、実習の目的や理論、実験手順とともに予習
レポートとしてまとめ、指定された日時までに必ず提出すること。実習
当日に安全かつ円滑に実験操作を遂行し、良好な結果が確実に得られる
よう、実験手順を十分に理解し、前日までに想定演習を終えておくこ
と。

  授業時間外の学習

  ICT活用

４月24日（木）第五時限にガイダンスを実施する。詳細をｅ自主自学で知らせるので、
必ずチェックし、対応されたい。
予習の際には必ず該当する項目にアクセスし、内容を十分に把握しておくこと。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝実習評価の平均点最終評価点

記述および多肢選択問題筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として実習試験と同等
（以上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

最終評価の範囲。再試験・範囲

再度、実習を行なう。再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

悪い場合は総合評価から減点する

レポート

50％

実習試験

10％

その他の筆記テスト

口答試験

出席点

その他

実験ノート：40％

注意事項

出席率が4/5 以上の者だけが、最終評価
の対象となる

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）実習に関連して学ぶ化学の内容は、生化学・生理学・薬理学をはじめとする基礎医学の学習の基礎となるものである。したがって、化学の考え
方を十分身につけることが必要である。
２）化学に限らず実験には、安全が最優先される。不適切な服装や態度、不十分な予習のために、本人や周囲の安全が確保されないと判断される場
合は、実習を許可しない場合がある。
３）「予習内容」の質問や「学習方法」についての相談があれば、積極的に化学教室（第３校舎２階）を訪ねること。
テキストの内容が理解できないことについては、受講者本人には責任はない。指導する側には十分に理解できるまで説明を工夫し続ける義務があ
る。受講者は積極的に権利を行使されたい。
しかし、理解できないのに、教わることも助けを求めることもしないまま放置したために、実習が滞ったり、失敗や事故を引き起こしたりするの
は、受講者の怠慢であり、許されないこと
である。ましてやそれを偽装などにより隠蔽することは犯罪行為であることを肝に銘じよ。普段からの地道な努力が実践できない者は、原級留置を
覚悟されたい。

  オフィスアワー

普神敬悟、増井 大、西村之宏、石川慎吾担当

火　午後０時30 分～６時日時

第三校舎２階 化学教室場所

IP電話 連絡先　内線250

fugami@tokyo-med.ac.jpE-mail

オフィスアワー以外の時間にも訪れてよい。電子メールによる質問も可備考

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

教科書

化学実験　実習書　2018年版

著） 出）

備）

参考書

「工学のための有機化学」

著） サイエンス社荒井貞夫 出）

備）

「バイオサイエンス化学」

著） 東京化学同人新井孝夫　他 出）

備）

「生物有機化学１有機化学編および ２生化学編」

著） 丸善マクマリー 出）

備）

「物理化学要論第４版」

著） 東京化学同人アトキンス 出）

備）

「有機化学概説第５版」

著） 東京化学同人マクマリー 出）

備）

「一般化学」（上・下）

著） 東京化学同人ブラディー 出）

備）

「フレンドリー物理化学」

著） 三共出版田中　潔・荒井貞夫 出）

備）

「現代有機化学」

著） 化学同人ボルハルト・ショアー 出）

備）

「生命科学のための基礎化学　無機物理化学編」

著） 丸善伊藤　他訳 出）

備）

「生命科学のための基礎化学　有機・生化学編」

著） 丸善伊藤　他訳 出）

備）

「基礎化学コース： 有機化学（Ｉ）および（Ⅱ）」

著） 丸善山岸敬道、荒井貞夫 出）

備）

「有機電子論解説第４版」

著） 東京化学同人井本稔 出）

備）

「基礎化学コース： 生命化学概論」

著） 丸善小宮山真・長棟輝行 出）

備）

「医・薬・看護系のための化学」

著） 東京化学同人原　博・荒井貞夫訳 出）

備）

「フレンドリー基礎物理化学演習」

著） 三共出版田中　潔・荒井貞夫 出）

備）

  指定する教科書、参考書

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

05月09日 木 5 【A・B・C組】
・ グループ編成
・ 資料配布
・ 安全指導
・ 実験器具と実験台の点検
・ 概要説明

１．実験室内における安全
２．実験器具の操作法
３．日程確認
４．オリエンテーション

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

2

05月10日 金 3 【B組】
・ 陽イオンの定性分析
血液中では多くの金属イオンが
重要な生理的役割を果たしてい
る。これらの金属イオンを含む
試料を定性分析し、この分析方
法の原理となる「溶解平衡」を
学習する。
実習開始時にｅ自主自学上で予
習テストを実施する。そのた
め、必要なデバイスを持参す
る。ただし、実習中はデバイス
の電源を切り、ロッカーに片付
けること。実習中に許可なく操
作した者は当日の実習を欠席し
たものとして扱い、後日補習を
受け直して貰う。

１．定性分析
２．陽イオン
３．ろ過
４．溶解度積
５．共通イオン効果

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

3

05月10日 金 4 【B組】
・ 陽イオンの定性分析
血液中では多くの金属イオンが
重要な生理的役割を果たしてい
る。これらの金属イオンを含む
試料を定性分析し、この分析方
法の原理となる「溶解平衡」を
学習する。
実習終了時に必要なデバイスを
ロッカーから持参し、ｅ自主自
学上でアンケートに回答する。
その後、実習の記録とレポート
のチェックを担当教員から受け
る。
実習終了前にデバイスを許可な
く操作した者は当日の実習を欠
席したものとして扱い、後日補
習を受け直して貰う。

１．定性分析
２．陽イオン
３．ろ過
４．溶解度積
５．共通イオン効果

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

4

05月17日 金 3 【B組】
・ 中和滴定（HCl の定量）
血液や尿中成分濃度の測定は臨
床診断には不可欠である。ここ
では中和滴定によりHClの濃度を
測定し、この方法の原理となる
「酸̶塩基滴定」を学習する。
実習開始時にｅ自主自学上で予
習テストを実施する。そのた
め、必要なデバイスを持参す
る。ただし、実習中はデバイス
の電源を切り、ロッカーに片付
けること。実習中に許可なく操
作した者は当日の実習を欠席し
たものとして扱い、後日補習を
受け直して貰う。

１．定量分析
２．中和滴定
３．酸塩基滴定
４．測容器

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

5

05月17日 金 4 【B組】
・ 中和滴定（HCl の定量）
血液や尿中成分濃度の測定は臨
床診断には不可欠である。ここ
では中和滴定によりHClの濃度を
測定し、この方法の原理となる
「酸̶塩基滴定」を学習する。
実習終了時に必要なデバイスを
ロッカーから持参し、ｅ自主自
学上でアンケートに回答する。
その後、実習の記録とレポート
のチェックを担当教員から受け
る。
実習終了前にデバイスを許可な
く操作した者は当日の実習を欠
席したものとして扱い、後日補
習を受け直して貰う。

１．定量分析
２．中和滴定
３．酸塩基滴定
４．測容器

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

6

05月24日 金 3 【C組】
・ 陽イオンの定性分析
血液中では多くの金属イオンが
重要な生理的役割を果たしてい
る。これらの金属イオンを含む
試料を定性分析し、この分析方
法の原理となる「溶解度平衡」
を学習する。
実習開始時にｅ自主自学上で予
習テストを実施する。そのた
め、必要なデバイスを持参す
る。ただし、実習中はデバイス
の電源を切り、ロッカーに片付
けること。実習中に許可なく操
作した者は当日の実習を欠席し
たものとして扱い、後日補習を
受け直して貰う。

１．定性分析
２．陽イオン
３．ろ過
４．溶解度積
５．共通イオン効果

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

7

05月24日 金 4 【C組】
・ 陽イオンの定性分析
血液中では多くの金属イオンが
重要な生理的役割を果たしてい
る。これらの金属イオンを含む
試料を定性分析し、この分析方
法の原理となる「溶解度平衡」
を学習する。
実習終了時に必要なデバイスを
ロッカーから持参し、ｅ自主自
学上でアンケートに回答する。
その後、実習の記録とレポート
のチェックを担当教員から受け
る。
実習終了前にデバイスを許可な
く操作した者は当日の実習を欠
席したものとして扱い、後日補
習を受け直して貰う。

１．定性分析
２．陽イオン
３．ろ過
４．溶解度積
５．共通イオン効果

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

8

05月31日 金 3 【C組】
・ 中和滴定（HCl の定量）
血液や尿中成分濃度の測定は臨
床診断には不可欠である。ここ
では中和滴定によりHClの濃度を
測定し、この方法の原理となる
「酸̶塩基滴定」を学習する。
実習開始時にｅ自主自学上で予
習テストを実施する。そのた
め、必要なデバイスを持参す
る。ただし、実習中はデバイス
の電源を切り、ロッカーに片付
けること。実習中に許可なく操
作した者は当日の実習を欠席し
たものとして扱い、後日補習を
受け直して貰う。

１．定量分析
２．中和滴定
３．酸塩基滴定
４．測容器

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

9

05月31日 金 4 【C組】
・ 中和滴定（HCl の定量）
血液や尿中成分濃度の測定は臨
床診断には不可欠である。ここ
では中和滴定によりHClの濃度を
測定し、この方法の原理となる
「酸̶塩基滴定」を学習する。
実習終了時に必要なデバイスを
ロッカーから持参し、ｅ自主自
学上でアンケートに回答する。
その後、実習の記録とレポート
のチェックを担当教員から受け
る。
実習終了前にデバイスを許可な
く操作した者は当日の実習を欠
席したものとして扱い、後日補
習を受け直して貰う。

１．定量分析
２．中和滴定
３．酸塩基滴定
４．測容器

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

10

06月07日 金 3 【A組】
・ 陽イオンの定性分析
血液中では多くの金属イオンが
重要な生理的役割を果たしてい
る。これらの金属イオンを含む
試料を定性分析し、この分析方
法の原理となる「溶解度平衡」
を学習する。
実習開始時にｅ自主自学上で予
習テストを実施する。そのた
め、必要なデバイスを持参す
る。ただし、実習中はデバイス
の電源を切り、ロッカーに片付
けること。実習中に許可なく操
作した者は当日の実習を欠席し
たものとして扱い、後日補習を
受け直して貰う。

１．定性分析
２．陽イオン
３．ろ過
４．溶解度積
５．共通イオン効果

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

11

06月07日 金 4 【A組】
・ 陽イオンの定性分析
血液中では多くの金属イオンが
重要な生理的役割を果たしてい
る。これらの金属イオンを含む
試料を定性分析し、この分析方
法の原理となる「溶解度平衡」
を学習する。
実習終了時に必要なデバイスを
ロッカーから持参し、ｅ自主自
学上でアンケートに回答する。
その後、実習の記録とレポート
のチェックを担当教員から受け
る。
実習終了前にデバイスを許可な
く操作した者は当日の実習を欠
席したものとして扱い、後日補
習を受け直して貰う。

１．定性分析
２．陽イオン
３．ろ過
４．溶解度積
５．共通イオン効果

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

12

06月14日 金 3 【A組】
・ 中和滴定（HCl の定量）
血液や尿中成分濃度の測定は臨
床診断には不可欠である。ここ
では中和滴定によりHClの濃度を
測定し、この方法の原理となる
「酸̶塩基滴定」を学習する。
実習開始時にｅ自主自学上で予
習テストを実施する。そのた
め、必要なデバイスを持参す
る。ただし、実習中はデバイス
の電源を切り、ロッカーに片付
けること。実習中に許可なく操
作した者は当日の実習を欠席し
たものとして扱い、後日補習を
受け直して貰う。

１．定量分析
２．中和滴定
３．酸塩基滴定
４．測容器

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

06月14日 金 4 【A組】
・ 中和滴定（HCl の定量）
血液や尿中成分濃度の測定は臨
床診断には不可欠である。ここ
では中和滴定によりHClの濃度を
測定し、この方法の原理となる
「酸̶塩基滴定」を学習する。
実習終了時に必要なデバイスを
ロッカーから持参し、ｅ自主自
学上でアンケートに回答する。
その後、実習の記録とレポート
のチェックを担当教員から受け
る。
実習終了前にデバイスを許可な
く操作した者は当日の実習を欠
席したものとして扱い、後日補
習を受け直して貰う。

１．定量分析
２．中和滴定
３．酸塩基滴定
４．測容器

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

14

06月21日 金 3 【B組】（この日から、実験開始
時にスマホ・タブレット等の通
信可能な機器を実習室に持ち込
むことを禁止する。必ず電源を
切ってロッカーに片付けてから
実習室に向かうこと。実習終了
前に通信操作を行った者は見つ
け次第欠席したものとして扱
い、この日の分の補習実習を後
日受け直して貰う）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

15

06月21日 金 4 【B組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

16

06月28日 金 3 【C組】（この日から、実験開始
時にスマホ・タブレット等の通
信可能な機器を実習室に持ち込
むことを禁止する。必ず電源を
切ってロッカーに片付けてから
実習室に向かうこと。実習終了
前に通信操作を行った者は見つ
け次第欠席したものとして扱
い、この日の分の補習実習を後
日受け直して貰う）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

17

06月28日 金 4 【C組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

18

07月05日 金 3 【A組】（この日から、実験開始
時にスマホ・タブレット等の通
信可能な機器を実習室に持ち込
むことを禁止する。必ず電源を
切ってロッカーに片付けてから
実習室に向かうこと。実習終了
前に通信操作を行った者は見つ
け次第欠席したものとして扱
い、この日の分の補習実習を後
日受け直して貰う）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

19

07月05日 金 4 【A組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

20

09月06日 金 3 【B組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 104 -

 / 43)PAGE (15

2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

21

09月06日 金 4 【B組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

22

09月13日 金 3 【B組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

花田 尊子
花田 尊子
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

23

09月13日 金 4 【B組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

24

09月20日 金 3 【C組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、NMR，IR
によって構造を確認する。

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 108 -

 / 43)PAGE (19

2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

25

09月20日 金 4 【C組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

26

09月27日 金 3 【C組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

27

09月27日 金 4 【C組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

28

10月04日 金 3 【A組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

29

10月04日 金 4 【A組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 113 -

 / 43)PAGE (24

2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

30

10月11日 金 3 【A組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

31

10月11日 金 4 【A組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ カラムおよび薄層クロマトグ
ラフィー
クロマトグラフィーによる分離
分析法は臨床化学の分野でも多
用されている。ここではほうれ
ん草から抽出した植物色素を、
表題の両クロマトグラフィーに
よって分離する。

・ アスピリンの合成　
現在使われている医薬品の多く
は、入手が簡単な原料を何段階
にも変換させる有機合成法を駆
使して得ている。ここでは、解
熱鎮痛剤であるアスピリンをサ
リチル酸から合成し、IR によっ
て構造を確認する。

・吸光光度法（鉄の定量法）
血液や尿の成分分析はそのほと
んどが比色定量で行なわれる。
ここでは鉄の定量分析を行い、
ランベルト-ベールの法則に基づ
く吸光光度法の原理を学ぶ。

・電子構造と共鳴
分子の電子構造およびその共鳴
構造が正しく描けることで、は
じめて化学反応のメカニズムを
理解することができるようにな
る。ここでは、さまざまな分子
の電子構造や共鳴構造を学ぶ。

１．カラムクロマトグラフィー
２．薄層クロマトグラフィー　
３．固定相
４．移動相
５．分配

１．有機合成　
２．アセチル化反応
３．乾燥
４．赤外線吸収スペクトル(IR)
5. 核磁気共鳴スペクトル(NMR)
　
１．定量分析
２．吸光度
３．ランベルト-ベールの法則
４．呈色反応　

１．電子構造
２．共鳴構造
３．オクテット則
４．共有電子対

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

32

10月18日 金 3 【B組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

花田 尊子
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

33

10月18日 金 4 【B組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

普神 敬悟
増井 大

石川 慎吾
西村 之宏
花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

34

11月01日 金 3 【B組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

石川 慎吾
西村 之宏
普神 敬悟
増井 大

花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

35

11月01日 金 4 【B組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

花田 尊子
増井 大

西村 之宏
普神 敬悟
石川 慎吾

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

36

11月08日 金 3 【C組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

石川 慎吾
西村 之宏
普神 敬悟
増井 大

花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

37

11月08日 金 4 【C組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

花田 尊子
増井 大

西村 之宏
普神 敬悟
石川 慎吾

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

38

11月15日 金 3 【C組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

石川 慎吾
普神 敬悟
西村 之宏
増井 大

花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

39

11月15日 金 4 【C組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

花田 尊子
増井 大

西村 之宏
普神 敬悟
石川 慎吾

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

40

11月22日 金 3 【A組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

石川 慎吾
西村 之宏
普神 敬悟
増井 大

花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

41

11月22日 金 4 【A組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

花田 尊子
増井 大

西村 之宏
普神 敬悟
石川 慎吾

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

42

11月29日 金 3 【A組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

石川 慎吾
西村 之宏
普神 敬悟
増井 大

花田 尊子

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

43

11月29日 金 4 【A組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

増井 大
普神 敬悟
西村 之宏
花田 尊子
石川 慎吾

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

44

12月06日 金 3 【B組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

石川 慎吾
花田 尊子
普神 敬悟
西村 之宏
増井 大

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

45

12月06日 金 4 【B組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

増井 大
西村 之宏
普神 敬悟
花田 尊子
石川 慎吾

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

46

12月13日 金 3 【C組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

石川 慎吾
花田 尊子
普神 敬悟
増井 大

西村 之宏

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

47

12月13日 金 4 【C組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

西村 之宏
増井 大

普神 敬悟
花田 尊子
石川 慎吾

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

48

12月20日 金 3 【A組】（実験開始時にスマホ・
タブレット等の通信可能な機器
を実習室に持ち込むことを禁止
する。必ず電源を切ってロッ
カーに片付けてから実習室に向
かうこと。実習終了前に通信操
作を行った者は見つけ次第、欠
席したものとして扱い
この日の分の補習実習を後日受
け直して貰う）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

石川 慎吾
花田 尊子
普神 敬悟
増井 大

西村 之宏

実習

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

医系の化学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、兼任講師・花田 尊子・
(化学)

医系の化学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

49

12月20日 金 4 【A組】（実験終了後、実習ノー
トとレポートのチェックを受け
る前に、担当教員の許可を受け
た上でロッカーから通信機器を
持参し、その日の分のアンケー
トにｅ自主自学上で回答するこ
と）

・ 高速液体クロマトグラフィー
高速分離と高感度検出が可能な
高速液体クロマトグラフィー
は、臨床分野においても広く活
用されている。この装置を用い
て製剤中のアスピリンの分析を
行う。

・ pH と緩衝液
細胞内液には緩衝作用があり、
健康人のpH は7.4 に保たれてい
る。また、酵素反応には至適 pH
が存在する。ここでは pHと緩衝
作用に関する実験を行い、その
理論となる「化学平衡」を学習
する。

・ 有機定性
主要な生体有機分子である糖，
脂質，タンパクの化学的性質を
理解し，牛乳から各成分を分離
・検出する。

・有機電子論
有機化合物の反応メカニズムを
理解するためには、中間体分子
の電子構造や共鳴構造を正しく
描けた上で、それを正しく評価
できることが重要である。ここ
では、求核反応や求電子反応な
ど基本的な有機反応における反
応メカニズムを学ぶ。

１．溶媒抽出
２．分離分析法　
３．内部標準物質
４．高速液体クロマトグラフィー

１．化学平衡
２．水素イオン指数（pH）
３．pH メーター
４．緩衝作用
５．指示薬

１．定性分析
２．抽出
３．変性
４．等電点（pI）
５．呈色反応　

１．中間体
２．電子構造
３．共鳴構造
４．オクテット則
５．反応メカニズム

西村 之宏
増井 大

普神 敬悟
花田 尊子
石川 慎吾

実習

50

普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
花田 尊子

医系の化学実習(科目№TM16019001)
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2019年 度

生物学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

【細胞：生命の基本単位】
　①細胞の観察法を説明できる。
　②原核細胞と真核細胞の特徴を説明できる。
　③細胞の全体像を図示できる。
【ＤＮＡとタンパク質】
　①遺伝子、染色体、ゲノムの構造およびその関係を説明できる。
　②ＤＮＡとタンパク質の構造を説明できる。
　③ＤＮＡの複製と修復を説明できる。
　④遺伝子の転写と翻訳の過程を説明できる。
【細胞の構造と機能】
　①細胞膜の構造と機能、細胞の接着と結合様式を説明できる。
　②核とリボソームの構造と機能を説明できる。
　③ミトコンドリア、葉緑体の構造と機能を説明できる。
　④小胞体、ゴルジ体、リソソームなどの細胞内膜系の構造と機能を説
明できる。
　⑤細胞骨格の種類とその構造と機能を概説できる。
【細胞の分裂と遺伝】
　①細胞分裂の過程を図示し、説明できる。
　②細胞周期の各過程と周期の調節機構を概説できる。
　③減数分裂を染色体の挙動を明らかにして説明できる。
　④遺伝的多様性を減数分裂の過程から説明できる。
　⑤常染色体性遺伝と伴性遺伝の特徴を家系分析に基づいて要約でき
る。
【生物の多様性と器官系の系統発生】
　①多様な生物のゲノムが進化どのように進化してきたかを説明でき
る。
　②消化吸収系の系統発生を概説できる。
　③ガス交換と循環系の系統発生を概説できる。
　④排出系の系統発生と浸透圧調節機構を説明できる。

科目における教育到達目標

医学を学ぶための前提として身につけておくべき生命現象の普遍性と多
様性を学び、科学的方法論に基づいて生命を理解する態度を涵養する。

生物学(科目№TM16020001)
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2019年 度

生物学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学

生命の基本単位である細胞の構造・機能と細胞が増殖する機構、あらゆる生命現象を支える遺伝子の構造と機能、遺伝的多様性が生じる仕組み、生
命現象の実行分子であるタンパク質が発現する機構について、細胞生物学の視点から生命現象の普遍性と多様性を学修する。また、単純な体制をも
つ動物からヒトまでの器官系を概観し、比較生物学の観点から動物の体のつくりと働きについて普遍性と多様性を学修する。

  学習内容

復習

教科書と配付資料や授業ノートをよく読み、「科目におけるコンピテン
シー」を自分の言葉でまとめ、内容を十分に理解するよう努める。授業
内容に関連する参考書を読み、理解を深めるのが望ましい。

予習

「講義内容」を確認し、教科書の該当単元あるいは参考書・参考資料を
よく読み、疑問点をまとめる。

  授業時間外の学習

  ICT活用

｢ｅ自主自学｣を通じて課題などの提示、レポートの提出、復習問題の提供などを行う。また、クリッカーを用いて小テスト、理解度確認テストなど
を行う。

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価×1.0最終評価点

記述、多肢選択、正誤判断、穴埋め筆記試験の形式

前期再試験期間に１回とする。再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

中間試験および前期試験すべての範囲
あるいはその中で基準点に達していな
い範囲

再試験・範囲

筆記試験（記述、多肢選択、正誤判
断、穴埋め）、口答試験

再試験・方法

評価に対するフィードバック

採点後、答案を個別に開示する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

前期試験

30％

中間試験

10％（5％×2）

小テスト

10％

レポート

正当な理由（診断書を付した欠席届のあ
る病欠、欠席届のある忌引、1時限目に
限り、遅延証明のある30分以上の交通機
関の遅延による遅刻）で中間試験、小テ
ストを受験できなかった場合は、前期試
験時に追試験を行う。

注意事項

出席率が2/3以上の者だけが、最終評価の
対象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）高等学校での生物の学習歴を考慮せずに、2クラスに組分けして講義を行う。
２）授業は、遅刻せずに全出席し、疑問点は積極的に質問して、講義時間内に問題を解決するように努めることが重要である。
３）特に、非生物受験者は、講義内容の予習、復習が大切である。

生物学(科目№TM16020001)
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2019年 度

生物学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学

  オフィスアワー

太田　一正担当

火・金　昼休み、　月・木　16：30 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

kazuohta@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線253備考

篠田　章担当

月・火　昼休み、　月・火　17：00 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

shinoda@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線254備考

河西　亜希子担当

水　　　昼休み、　火・木　17：00 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

akasai@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線254備考

田中　千香也担当

月・火　昼休み、　月・火　16：30 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

ctanaka@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線254備考

生物学(科目№TM16020001)
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2019年 度

生物学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学

教科書

Essential 細胞生物学　原著第４版

B. Alberts 他 南江堂著） 出）

備）

参考書

キャンベル生物学（原著11版）

著） 丸善出版L.A. Urry 他 出）

備）生物学のすべてを網羅する世界的に有名な教科書の１つ。【細胞の分裂
と遺伝】【生物の多様性と器官系の系統発生】はこの本の内容に準じて
いるものが多い。

スター生物学

著） 東京化学同人八杉貞雄監訳 出）

備）C. Starr 他著「Biology: Today and Tomorrow 4th ed.」（20, 21, 23, 25,
27, 28章を除く）の翻訳本

Ross 組織学（原書第７版）

著） 南江堂M.H. Ross & W. Pawlina 出）

備）後期「解剖学（2）（組織学）」教科書。9月までに出版予定。

細胞の分子生物学（第５版）

著） ニュートンプレスB. Alberts 他 出）

備）

レーヴン／ジョンソン生物学（上・下）

著） 培風館レーヴン他 出）

備）

ヒューマンバイオロジー

著） 医学書院坂井建雄監訳 出）

備）

基礎から学ぶ生物学・細胞生物学（第３版）

著） 羊土社和田勝 出）

備）

  指定する教科書、参考書

生物学(科目№TM16020001)
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2019年 度

生物学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月16日 火 1 【A】
ガイダンス
0. 細胞:生命の基本単位
0.1 細胞の統一性と多様性
1. DNAとタンパク質
1.1 タンパク質の構造
1.2 DNAと染色体

1. 原核細胞、真核細胞
2. 細胞小器官
3. アミノ酸、ヌクレオチド
4. 二重らせん構造
5. クロマチン、染色体

太田 一正

講義

2

04月16日 火 2 【B】
ガイダンス
0. 細胞:生命の基本単位
0.1 細胞の統一性と多様性
1. DNAとタンパク質
1.1 タンパク質の構造
1.2 DNAと染色体

1. 原核細胞、真核細胞
2. 細胞小器官
3. アミノ酸、ヌクレオチド
4. 二重らせん構造
5. クロマチン、染色体

太田 一正

講義

3

04月19日 金 3 【A】
1.3 DNA複製
1.4 DNA修復

1. 半保存的複製
2. DNAポリメラーゼ
3. リーディング鎖、ラギング鎖
4. 校正機構
5. 誤対合修復

太田 一正

講義

4

04月19日 金 4 【B】
1.3 DNA複製
1.4 DNA修復

1. 半保存的複製
2. DNAポリメラーゼ
3. リーディング鎖、ラギング鎖
4. 校正機構
5. 誤対合修復

太田 一正

講義

5

04月23日 火 1 【Ａ】
1.5 転写
1.6 翻訳

1. セントラルドグマ
2. RNAポリメラーゼ
3. RNAプロセシング
4. コドン、読み枠
5. リボソーム、ペプチド結合

太田 一正

講義

6

04月23日 火 2 【B】
1.5 転写
1.6 翻訳

1. セントラルドグマ
2. RNAポリメラーゼ
3. RNAプロセシング
4. コドン、読み枠
5. リボソーム、ペプチド結合

太田 一正

講義

7

05月07日 火 1 【A】
2. 細胞の構造と機能
2.1 膜の構造
2.2 膜を横切る輸送
2.2.1 輸送体

1. 脂質二重層
2. リン脂質
3. 膜タンパク
4. 糖衣（糖質層）
5. 輸送体、ポンプ

太田 一正

講義

8

05月07日 火 2 【B】
2. 細胞の構造と機能
2.1 膜の構造
2.2 膜を横切る輸送
2.2.1 輸送体

1. 脂質二重層
2. リン脂質
3. 膜タンパク
4. 糖衣（糖質層）
5. 輸送体、ポンプ

太田 一正

講義

9

05月14日 火 1 【A】
2.2.2 チャネル

1. イオンチャネル
2. 膜電位
3. 活動電位
4. 伝導、伝達
5. シナプス

太田 一正

講義

10

05月14日 火 2 【B】
2.2.2 チャネル

1. イオンチャネル
2. 膜電位
3. 活動電位
4. 伝導、伝達
5. シナプス

太田 一正

講義

11

05月21日 火 1 【A】
2.3 細胞内区画とタンパク質の輸
送
2.3.1 核膜孔を通る輸送
2.3.2 膜を通る輸送

1. 選別シグナル
2. 核
3. 核膜孔複合体
4. ミトコンドリア、葉緑体
5. タンパク転送装置

太田 一正

講義

12

05月21日 火 2 【B】
2.3 細胞内区画とタンパク質の輸
送
2.3.1 核膜孔を通る輸送
2.3.2 膜を通る輸送

1. 選別シグナル
2. 核
3. 核膜孔複合体
4. ミトコンドリア、葉緑体
5. タンパク転送装置

太田 一正

講義

生物学(科目№TM16020001)
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2019年 度

生物学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

05月28日 火 1 【A】
2.3.3 小胞による輸送

1. 細胞内膜系
2. 小胞体、ゴルジ体、リソソーム
3. 小胞輸送
4. 分泌経路
5. エンドサイトーシス経路

太田 一正

講義

14

05月28日 火 2 【B】
2.3.3 小胞による輸送

1. 細胞内膜系
2. 小胞体、ゴルジ体、リソソーム
3. 小胞輸送
4. 分泌経路
5. エンドサイトーシス経路

太田 一正

講義

15

06月04日 火 1 【B】
2.4 細胞骨格

1. 中間径フィラメント
2. 微小管、モータータンパク
3. 繊毛、鞭毛
4. アクチンフィラメント
5. ミオシン、筋収縮

篠田 章

講義

16

06月04日 火 2 【A】
2.4 細胞骨格

1. 中間径フィラメント
2. 微小管、モータータンパク
3. 繊毛、鞭毛
4. アクチンフィラメント
5. ミオシン、筋収縮

篠田 章

講義

17

06月11日 火 1 【B】
2.5 細胞結合
3. 細胞の分裂と遺伝
3.1 細胞周期
3.2 細胞周期制御系

1. 密着結合、接着結合、ギャップ
結合
2. デスモソーム、ヘミデスモソー
ム
3. M期、G1期、S期、G2期
4. チェックポイント
5. サイクリン、Cdk
6. Cdk阻害タンパク、阻害リン酸
基、ユビキチン化

太田 一正

講義

18

06月11日 火 2 【A】
2.5 細胞結合
3. 細胞の分裂と遺伝
3.1 細胞周期
3.2 細胞周期制御系

1. 密着結合、接着結合、ギャップ
結合
2. デスモソーム、ヘミデスモソー
ム
3. M期、G1期、S期、G2期
4. チェックポイント
5. サイクリン、Cdk
6. Cdk阻害タンパク、阻害リン酸
基、ユビキチン化

太田 一正

講義

19

06月20日 木 3 【B】
3.3 G1期
3.4 S期
3.5 M期
3.6 有糸分裂
3.7 細胞質分裂

1. Rbタンパク
2. p53
3. 複製起点認識複合体（ORC）
4. コヒーシン、コンデンシン
5. 紡錘体
6. 収縮環

太田 一正

講義

20

06月20日 木 4 【A】
3.3 G1期
3.4 S期
3.5 M期
3.6 有糸分裂
3.7 細胞質分裂

1. Rbタンパク
2. p53
3. 複製起点認識複合体（ORC）
4. コヒーシン、コンデンシン
5. 紡錘体
6. 収縮環

太田 一正

講義

21

06月25日 火 1 【B】
3.8 減数分裂
3.9 ヒトの遺伝

1. 二倍体、一倍体
2. 対合、二価染色体
3. 交差
4. 家系分析
5. 多因子遺伝・量的形質

篠田 章

講義

22

06月25日 火 2 【A】
3.8 減数分裂
3.9 ヒトの遺伝

1. 二倍体、一倍体
2. 対合、二価染色体
3. 交差
4. 家系分析
5. 多因子遺伝・量的形質

篠田 章

講義

23

07月02日 火 1 【B】
4. 生物の多様性と器官系の系統
発生
4.1 ゲノムの進化

1. 点変異
2. 遺伝子重複
3. 動く遺伝因子
4. 系統樹
5. ヒトゲノム

篠田 章

講義

生物学(科目№TM16020001)
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2019年 度

生物学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

24

07月02日 火 2 【Ａ】
4. 生物の多様性と器官系の系統
発生
4.1 ゲノムの進化

1. 点変異
2. 遺伝子重複
3. 動く遺伝因子
4. 系統樹
5. ヒトゲノム

篠田 章

講義

25

07月09日 火 1 【Ｂ】
4.2 消化･吸収系

1. 細胞内消化･細胞消化
2. 消化管･付属腺
3. 蠕動運動、括約筋
4. 消化酵素、共生微生物
5. 進化適応

河西 亜希子

講義

26

07月09日 火 2 【Ａ】
4.2 消化･吸収系

1. 細胞内消化･細胞消化
2. 消化管･付属腺
3. 蠕動運動、括約筋
4. 消化酵素、共生微生物
5. 進化適応

河西 亜希子

講義

27

07月12日 金 3 【Ｂ】
4.3 呼吸器･循環器系

1. 体表・鰓
2. 気管・肺
3. 開放血管系・閉鎖血管系
4. 心臓・血管
5. 物質交換

篠田 章

講義

28

07月12日 金 4 【A】
4.3 呼吸器･循環器系

1. 体表・鰓
2. 気管・肺
3. 開放血管系・閉鎖血管系
4. 心臓・血管
5. 物質交換

篠田 章

講義

29

07月17日 水 3 【Ｂ】
4.4 排出器官系

1. 浸透圧調節
2. ろ過、再吸収、分泌
3. 含窒素老廃物
4. 原腎管、腎管、マルピーギ管
5. 前腎、中腎、後腎
6. バソプレッシン、アルドステロ
ン

田中 千香也

講義

30

07月17日 水 4 【Ａ】
4.4 排出器官系

1. 浸透圧調節
2. ろ過、再吸収、分泌
3. 含窒素老廃物
4. 原腎管、腎管、マルピーギ管
5. 前腎、中腎、後腎
6. バソプレッシン、アルドステロ
ン

田中 千香也

講義

生物学(科目№TM16020001)
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2019年 度

生物学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学実習

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルC(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルC(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルC(3)

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

①観察内容をスケッチにより、客観的かつ正確に表現できる。
②光学顕微鏡および実体顕微鏡の正しい取り扱いおよび操作ができる。
③マイクロメーターを用いて、顕微鏡下で実長が測定できる。
④観察目的に適した顕微鏡標本が作製できる。
⑤顕微鏡上で、観察目標を正確に捉え、明確な像を得ることができる。
⑥解剖器具の使い方に習熟し、脊椎動物（カエルとマウス）が適切に解
剖できる。
⑦脊椎動物一般の体制、構造を説明できる。
⑧実験材料の各部位の名称を学術用語（英語）で記載することができ
る。
⑨土壌に生息する多様な生物を同定することができる。

科目における教育到達目標

生物の細胞、個体、群集レベルでの形態観察を通じて、正確な観察力を
培い、生物の基本構造と機能を総合的に学修する。また、実験器具と実
験動物の取り扱いに関する基本的技能および生命を扱う上での倫理観を
身につけ、動物実験の意義、生物多様性の意義についても学修する。

自然科学は観察に始まる。医学も同様であることはいうまでもない。しかし、観察力は講義や書物からは得られない。実習は限られた時間内に、実
験材料について観察すべき内容を把握して確認し、それをシャープな実線でレポート用紙に正確に写生して、写生図に各部位の名称を学術用語（主
として英語）で記載するといったレポートの作成に終始する。この繰り返しが正確な観察力と生物に対する科学的な見方を体得する近道となる。
実習は、｢顕微鏡実習｣と｢解剖実習｣ で構成される。｢顕微鏡実習｣ では、動物細胞、植物細胞、染色体、土壌動物の観察から、顕微鏡手技、生物の
普遍性と多様性を学修する。｢解剖実習｣ では、ウシガエル、マウスの系統解剖および比較解剖から、解剖手技や四足動物の体制や構造の普遍性と
多様性を学修する。また、動物実験に対する倫理的な問題や特定外来生物を含む実験動物の取り扱い方についても学修する。

  学習内容

生物学実習(科目№TM16021001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 141 -

 / 8)PAGE (2

2019年 度

生物学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学実習

復習

返却されたレポートのコメントをよく読み、次回のレポートに反映させ
る。

予習

「講義内容」から実習内容を確認し、教科書である生物学実習（東京医
科大学生物学教室編）の該当単元をよく読んで実習手順を確認するとと
もに、学術用語を英語で書き出してしておくことが望ましい。

  授業時間外の学習

  ICT活用

｢ｅ自主自学｣を通じて連絡事項を提示する。

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝実習評価の平均×1.0最終評価点

なし筆記試験の形式

後期再試験期間に１回とする。再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

レポートの評価が60点未満（D）の課
題

再試験・範囲

実習再試験・方法

評価に対するフィードバック

提出したレポートは原則として次回の実習時に返却する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

70％

態度

15％

その他

実習技能点　15％

注意事項

正当な理由（診断書を付した欠席届のあ
る病欠、欠席届のある忌引）で欠席した
場合は、追実習を行う。実施時期は別に
指示する。

注意事項

出席率が4/5以上の者が、最終評価の対象
となる。

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）実習は、実習講義と教科書（生物学実習）を手がかりに各自で行うものである。与えられた課題について、自ら問題を解決するだけでなく、同
時に自ら問題を見つける姿勢で臨むことが大切である。その過程で生じた疑問は積極的に質問して、正確な観察とレポートの作成に努める。
２）実習は、遅刻せずに全出席し、実習講義を理解して、課題に取り組むことが重要である。
３）他人のレポート、教科書および参考書のスケッチを写すことおよび他人のレポートの学術用語を写すことは禁ずる。注意にもかかわらず、模写
行為を行った場合は、当該実習項目は不合格とし、さらに総合評価の態度点および実習技能点を減ずる。
４）実習講義中の居眠り、20分を超える無断休憩は禁ずる。注意にもかかわらず、居眠り・長時間休憩を続けた場合は、当該実習項目を不合格と
するか総合評価の態度点を減ずる。
５）理由の如何を問わず、実習内容・手技を理解しないまま実習を行って、著しく不正確なレポートを提出した場合は、事情聴取の上、当該実習項
目を不合格とするか総合評価の実習技能点を減ずる。

生物学実習(科目№TM16021001)
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2019年 度

生物学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学実習

  オフィスアワー

太田　一正担当

火　　　昼休み、　木・金　16：30 ～ 18：30日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

kazuohta@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線253備考

篠田　章担当

月・火　昼休み、　月・火　17：00 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

shinoda@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線254備考

河西　亜希子担当

水　　　昼休み、　火・木　17：00 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

akasai@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線254備考

田中　千香也担当

月・火　昼休み、　月・火　16：30 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

ctanaka@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線254備考

教科書

生物学実習

東京医科大学生物学教室編著） 出）

備）

参考書

スター生物学

著） 東京化学同人八杉貞雄監訳 出）

備）C. Starr他著「Biology: Today and Tomorrow 4th ed.」（20, 21, 23, 25,
27, 28章を除く）の翻訳本

基礎生物学実験

著） 九州大学出版会基礎生物学実験書編集委員会編 出）

備）

図説現代生物学

著） 丸善出版新津恒良他 出）

備）

新訂　土壌動物学―分類・生態・環境との関係を中心に

著） 北隆館青木淳一 出）

備）

  指定する教科書、参考書

生物学実習(科目№TM16021001)
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2019年 度

生物学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学実習

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

05月07日 火 5 【A・B・C】
ガイダンス

1．実習における一般的注意
2．解剖器具の点検
3．スケッチと評価
4．実験動物の取り扱い

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

2

05月10日 金 3 【Ｃ】
顕微鏡実習１
（1）顕微鏡の取り扱い
（2）動物細胞：ヒト口腔粘膜上
皮細胞
（3）植物細胞：タマネギ表皮細
胞

1．光学（線）顕微鏡
2．マイクロメーター
3．核、細胞質、細胞膜
4．液胞、細胞壁
5．原形質流動、色素体

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

3

05月10日 金 4 【Ｃ】
顕微鏡実習１
（1）顕微鏡の取り扱い
（2）動物細胞：ヒト口腔粘膜上
皮細胞
（3）植物細胞：タマネギ表皮細
胞

1．光学（線）顕微鏡
2．マイクロメーター
3．核、細胞質、細胞膜
4．液胞、細胞壁
5．原形質流動、色素体

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

4

05月17日 金 3 【Ｃ】
顕微鏡実習２
（1）動物細胞：ヒト血液細胞

1．赤血球
2．白血球
3．血小板
4．塗沫標本
5．ギムザ染色

篠田 章
太田 一正

河西 亜希子
田中 千香也

実習

5

05月17日 金 4 【Ｃ】
顕微鏡実習２
（1）動物細胞：ヒト血液細胞

1．赤血球
2．白血球
3．血小板
4．塗沫標本
5．ギムザ染色

篠田 章
太田 一正

河西 亜希子
田中 千香也

実習

6

05月24日 金 3 【Ａ】
顕微鏡実習１
（1）顕微鏡の取り扱い
（2）動物細胞：ヒト口腔粘膜上
皮細胞
（3）植物細胞：タマネギ表皮細
胞

1．光学（線）顕微鏡
2．マイクロメーター
3．核、細胞質、細胞膜
4．液胞、細胞壁
5．原形質流動、色素体

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

7

05月24日 金 4 【Ａ】
顕微鏡実習１
（1）顕微鏡の取り扱い
（2）動物細胞：ヒト口腔粘膜上
皮細胞
（3）植物細胞：タマネギ表皮細
胞

1．光学（線）顕微鏡
2．マイクロメーター
3．核、細胞質、細胞膜
4．液胞、細胞壁
5．原形質流動、色素体

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

8

05月31日 金 3 【Ａ】
顕微鏡実習２
（1）動物細胞：ヒト血液細胞

1．赤血球
2．白血球
3．血小板
4．塗沫標本
5．ギムザ染色

篠田 章
太田 一正

河西 亜希子
田中 千香也

実習

9

05月31日 金 4 【Ａ】
顕微鏡実習２
（1）動物細胞：ヒト血液細胞

1．赤血球
2．白血球
3．血小板
4．塗沫標本
5．ギムザ染色

篠田 章
太田 一正

河西 亜希子
田中 千香也

実習

10

06月07日 金 3 【Ｂ】
顕微鏡実習１
（1）顕微鏡の取り扱い
（2）動物細胞：ヒト口腔粘膜上
皮細胞
（3）植物細胞：タマネギ表皮細
胞

1．光学（線）顕微鏡
2．マイクロメーター
3．核、細胞質、細胞膜
4．液胞、細胞壁
5．原形質流動、色素体

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

生物学実習(科目№TM16021001)
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2019年 度

生物学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

11

06月07日 金 4 【Ｂ】
顕微鏡実習１
（1）顕微鏡の取り扱い
（2）動物細胞：ヒト口腔粘膜上
皮細胞
（3）植物細胞：タマネギ表皮細
胞

1．光学（線）顕微鏡
2．マイクロメーター
3．核、細胞質、細胞膜
4．液胞、細胞壁
5．原形質流動、色素体

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

12

06月14日 金 3 【Ｂ】
顕微鏡実習２
（1）動物細胞：ヒト血液細胞

1．赤血球
2．白血球
3．血小板
4．塗沫標本
5．ギムザ染色

篠田 章
太田 一正

河西 亜希子
田中 千香也

実習

13

06月14日 金 4 【Ｂ】
顕微鏡実習２
（1）動物細胞：ヒト血液細胞

1．赤血球
2．白血球
3．血小板
4．塗沫標本
5．ギムザ染色

篠田 章
太田 一正

河西 亜希子
田中 千香也

実習

14

06月21日 金 3 【Ｃ】
顕微鏡実習３
（1）体細胞分裂：ネギ根端細胞

1．有糸分裂、細胞質分裂
2．染色体
3．間期、分裂期
4．前期、中期、後期、終期
5．細胞板

河西 亜希子
太田 一正
篠田 章

田中 千香也

実習

15

06月21日 金 4 【Ｃ】
顕微鏡実習３
（1）体細胞分裂：ネギ根端細胞

1．有糸分裂、細胞質分裂
2．染色体
3．間期、分裂期
4．前期、中期、後期、終期
5．細胞板

河西 亜希子
太田 一正
篠田 章

田中 千香也

実習

16

06月28日 金 3 【Ａ】
顕微鏡実習３
（1）体細胞分裂：ネギ根端細胞

1．有糸分裂、細胞質分裂
2．染色体
3．間期、分裂期
4．前期、中期、後期、終期
5．細胞板

河西 亜希子
太田 一正
篠田 章

田中 千香也

実習

17

06月28日 金 4 【Ａ】
顕微鏡実習３
（1）体細胞分裂：ネギ根端細胞

1．有糸分裂、細胞質分裂
2．染色体
3．間期、分裂期
4．前期、中期、後期、終期
5．細胞板

河西 亜希子
太田 一正
篠田 章

田中 千香也

実習

18

07月05日 金 3 【Ｂ】
顕微鏡実習３
（1）体細胞分裂：ネギ根端細胞

1．有糸分裂、細胞質分裂
2．染色体
3．間期、分裂期
4．前期、中期、後期、終期
5．細胞板

河西 亜希子
太田 一正
篠田 章

田中 千香也

実習

19

07月05日 金 4 【Ｂ】
顕微鏡実習３
（1）体細胞分裂：ネギ根端細胞

1．有糸分裂、細胞質分裂
2．染色体
3．間期、分裂期
4．前期、中期、後期、終期
5．細胞板

河西 亜希子
太田 一正
篠田 章

田中 千香也

実習

20

09月06日 金 3 【Ｃ】
脊椎動物の解剖１　―ウシガエ
ル―
（1）外形
（2）口腔
（3）内臓全般

1．分類、学名
2．咽頭、喉口、エウスタキオ氏管
3．消化器官系
4．呼吸器官系
5．泌尿生殖器官系

田中 千香也
篠田 章

太田 一正
河西 亜希子

実習

21

09月06日 金 4 【Ｃ】
脊椎動物の解剖１　―ウシガエ
ル―
（1）外形
（2）口腔
（3）内臓全般

1．分類、学名
2．咽頭、喉口、エウスタキオ氏管
3．消化器官系
4．呼吸器官系
5．泌尿生殖器官系

田中 千香也
篠田 章

太田 一正
河西 亜希子

実習

22

09月13日 金 3 【Ｃ】
脊椎動物の解剖２　―ウシガエ
ル―
（1）心臓血管系

1．大(体)循環、小(肺)循環
2．心室、心臓球、心房、静脈洞
3．動脈系
4．静脈系
5．門脈

河西 亜希子
太田 一正
篠田 章

田中 千香也

実習

生物学実習(科目№TM16021001)
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2019年 度

生物学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

23

09月13日 金 4 【Ｃ】
脊椎動物の解剖２　―ウシガエ
ル―
（1）心臓血管系

1．大(体)循環、小(肺)循環
2．心室、心臓球、心房、静脈洞
3．動脈系
4．静脈系
5．門脈

河西 亜希子
太田 一正
篠田 章

田中 千香也

実習

24

09月20日 金 3 【Ａ】
脊椎動物の解剖１　―ウシガエ
ル―
（1）外形
（2）口腔
（3）内臓全般

1．分類、学名
2．咽頭、喉口、エウスタキオ氏管
3．消化器官系
4．呼吸器官系
5．泌尿生殖器官系

田中 千香也
篠田 章

太田 一正
河西 亜希子

実習

25

09月20日 金 4 【Ａ】
脊椎動物の解剖１　―ウシガエ
ル―
（1）外形
（2）口腔
（3）内臓全般

1．分類、学名
2．咽頭、喉口、エウスタキオ氏管
3．消化器官系
4．呼吸器官系
5．泌尿生殖器官系

田中 千香也
篠田 章

太田 一正
河西 亜希子

実習

26

09月27日 金 3 【Ａ】
脊椎動物の解剖２　―ウシガエ
ル―
（1）心臓血管系

1．大(体)循環、小(肺)循環
2．心室、心臓球、心房、静脈洞
3．動脈系
4．静脈系
5．門脈

河西 亜希子
太田 一正
篠田 章

田中 千香也

実習

27

09月27日 金 4 【Ａ】
脊椎動物の解剖２　―ウシガエ
ル―
（1）心臓血管系

1．大(体)循環、小(肺)循環
2．心室、心臓球、心房、静脈洞
3．動脈系
4．静脈系
5．門脈

河西 亜希子
太田 一正
篠田 章

田中 千香也

実習

28

10月04日 金 3 【Ｂ】
脊椎動物の解剖１　―ウシガエ
ル―
（1）外形
（2）口腔
（3）内臓全般

1．分類、学名
2．咽頭、喉口、エウスタキオ氏管
3．消化器官系
4．呼吸器官系
5．泌尿生殖器官系

田中 千香也
篠田 章

太田 一正
河西 亜希子

実習

29

10月04日 金 4 【Ｂ】
脊椎動物の解剖１　―ウシガエ
ル―
（1）外形
（2）口腔
（3）内臓全般

1．分類、学名
2．咽頭、喉口、エウスタキオ氏管
3．消化器官系
4．呼吸器官系
5．泌尿生殖器官系

田中 千香也
篠田 章

太田 一正
河西 亜希子

実習

30

10月11日 金 3 【Ｂ】
脊椎動物の解剖２　―ウシガエ
ル―
（1）心臓血管系

1．大(体)循環、小(肺)循環
2．心室、心臓球、心房、静脈洞
3．動脈系
4．静脈系
5．門脈

河西 亜希子
太田 一正
篠田 章

田中 千香也

実習

31

10月11日 金 4 【Ｂ】
脊椎動物の解剖２　―ウシガエ
ル―
（1）心臓血管系

1．大(体)循環、小(肺)循環
2．心室、心臓球、心房、静脈洞
3．動脈系
4．静脈系
5．門脈

河西 亜希子
太田 一正
篠田 章

田中 千香也

実習

32

10月18日 金 3 【Ｃ】
脊椎動物の解剖３　―マウス―
（1）外形
（2）内臓全般

1．胸腔、腹腔、横隔膜
2．心臓、胸腺
3．呼吸器官系
4．消化器官系
5．泌尿生殖器官系

篠田 章
太田 一正

河西 亜希子
田中 千香也

実習

33

10月18日 金 4 【Ｃ】
脊椎動物の解剖３　―マウス―
（1）外形
（2）内臓全般

1．胸腔、腹腔、横隔膜
2．心臓、胸腺
3．呼吸器官系
4．消化器官系
5．泌尿生殖器官系

篠田 章
太田 一正

河西 亜希子
田中 千香也

実習

生物学実習(科目№TM16021001)
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2019年 度

生物学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

34

11月01日 金 3 【Ｃ】
脊椎動物の解剖４　―比較解
剖―
（ウシガエルとマウスの神経
系）
（1）中枢神経系
（2）末梢神経系

1．脳
2．脊髄
3．脳神経
4．脊髄神経
5．交感神経幹

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

35

11月01日 金 4 【Ｃ】
脊椎動物の解剖４　―比較解
剖―
（ウシガエルとマウスの神経
系）
（1）中枢神経系
（2）末梢神経系

1．脳
2．脊髄
3．脳神経
4．脊髄神経
5．交感神経幹

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

36

11月08日 金 3 【Ａ】
脊椎動物の解剖３　―マウス―
（1）外形
（2）内臓全般

1．胸腔、腹腔、横隔膜
2．心臓、胸腺
3．呼吸器官系
4．消化器官系
5．泌尿生殖器官系

篠田 章
太田 一正

河西 亜希子
田中 千香也

実習

37

11月08日 金 4 【Ａ】
脊椎動物の解剖３　―マウス―
（1）外形
（2）内臓全般

1．胸腔、腹腔、横隔膜
2．心臓、胸腺
3．呼吸器官系
4．消化器官系
5．泌尿生殖器官系

篠田 章
太田 一正

河西 亜希子
田中 千香也

実習

38

11月15日 金 3 【Ａ】
脊椎動物の解剖４　―比較解
剖―
（ウシガエルとマウスの神経
系）
（1）中枢神経系
（2）末梢神経系

1．脳
2．脊髄
3．脳神経
4．脊髄神経
5．交感神経幹

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

39

11月15日 金 4 【Ａ】
脊椎動物の解剖４　―比較解
剖―
（ウシガエルとマウスの神経
系）
（1）中枢神経系
（2）末梢神経系

1．脳
2．脊髄
3．脳神経
4．脊髄神経
5．交感神経幹

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

40

11月22日 金 3 【Ｂ】
脊椎動物の解剖３　―マウス―
（1）外形
（2）内臓全般

1．胸腔、腹腔、横隔膜
2．心臓、胸腺
3．呼吸器官系
4．消化器官系
5．泌尿生殖器官系

篠田 章
太田 一正

河西 亜希子
田中 千香也

実習

41

11月22日 金 4 【Ｂ】
脊椎動物の解剖３　―マウス―
（1）外形
（2）内臓全般

1．胸腔、腹腔、横隔膜
2．心臓、胸腺
3．呼吸器官系
4．消化器官系
5．泌尿生殖器官系

篠田 章
太田 一正

河西 亜希子
田中 千香也

実習

42

11月29日 金 3 【Ｂ】
脊椎動物の解剖４　―比較解
剖―
（ウシガエルとマウスの神経
系）
（1）中枢神経系
（2）末梢神経系

1．脳
2．脊髄
3．脳神経
4．脊髄神経
5．交感神経幹

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

43

11月29日 金 4 【Ｂ】
脊椎動物の解剖４　―比較解
剖―
（ウシガエルとマウスの神経
系）
（1）中枢神経系
（2）末梢神経系

1．脳
2．脊髄
3．脳神経
4．脊髄神経
5．交感神経幹

太田 一正
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也

実習

生物学実習(科目№TM16021001)
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2019年 度

生物学実習 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生物学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

44

12月06日 金 3 【Ｃ】
顕微鏡実習４
（1）土壌動物

1．生物の採集方法
2．分類、学名
3．節足動物
4．線形動物、環形動物、軟体動物
5．扁形動物、輪形動物、緩歩動物

田中 千香也
篠田 章

河西 亜希子
太田 一正

実習

45

12月06日 金 4 【Ｃ】
顕微鏡実習４
（1）土壌動物

1．生物の採集方法
2．分類、学名
3．節足動物
4．線形動物、環形動物、軟体動物
5．扁形動物、輪形動物、緩歩動物

田中 千香也
篠田 章

河西 亜希子
太田 一正

実習

46

12月13日 金 3 【Ａ】
顕微鏡実習４
（1）土壌動物

1．生物の採集方法
2．分類、学名
3．節足動物
4．線形動物、環形動物、軟体動物
5．扁形動物、輪形動物、緩歩動物

田中 千香也
篠田 章

河西 亜希子
太田 一正

実習

47

12月13日 金 4 【Ａ】
顕微鏡実習４
（1）土壌動物

1．生物の採集方法
2．分類、学名
3．節足動物
4．線形動物、環形動物、軟体動物
5．扁形動物、輪形動物、緩歩動物

田中 千香也
篠田 章

河西 亜希子
太田 一正

実習

48

12月20日 金 3 【Ｂ】
顕微鏡実習４
（1）土壌動物

1．生物の採集方法
2．分類、学名
3．節足動物
4．線形動物、環形動物、軟体動物
5．扁形動物、輪形動物、緩歩動物

田中 千香也
篠田 章

河西 亜希子
太田 一正

実習

49

12月20日 金 4 【Ｂ】
顕微鏡実習４
（1）土壌動物

1．生物の採集方法
2．分類、学名
3．節足動物
4．線形動物、環形動物、軟体動物
5．扁形動物、輪形動物、緩歩動物

田中 千香也
篠田 章

河西 亜希子
太田 一正

実習

生物学実習(科目№TM16021001)
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2019年 度

自然科学基礎(物理学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)

自然科学基礎(物理学)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．力の概念を述べる。
２．力をベクトルで表わす。
３．力の釣合いを述べる。
４．位置の概念を述べる。
５．位置をベクトルで表わす。
６．運動を時間の関数で表わす。
７．速度の概念を述べる。
８．加速度の概念を述べる。
９．運動の法則を述べる。
10．クーロンの法則を述べる。
11．電位について述べる。
12．ガウスの法則を述べる。
13．ビオ－サバールの法則を述べる。
14．レンツの法則を述べる。
15．電磁誘導を述べる。
16．波の性質を述べる。
17．縦波と横波の違いを述べる。
18．温度と内部エネルギーについて述べる。
19．光の波動性と粒子性について述べる。
20．電子の粒子性と波動性について述べる。
21．原子核と素粒子について述べる。
21．宇宙と恒星について述べる。
22．ビッグバン宇宙論について述べる。

科目における教育到達目標

１．自然認識の方法を習得する。
２．現象を定量的に表わす方法を習得する。
３．力学の表現法を理解する。
４．電磁気学の基本を理解する。
５．熱力学の基本を理解する。
６．原子物理学の基本を理解する。
７．波動の性質を理解する。

自然科学基礎(物理学)(科目№TM16022001)
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2019年 度

自然科学基礎(物理学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)

自然科学基礎(物理学)

　Ｎクラス（物理未学習者）を対象としている。また、学習の効果を上げるため、さらに２つのクラスに分割して少人数のクラス編成を行う。
　物理学をほとんど初めて学ぶことを前提として講義する。自然科学の基礎としての物理学を広く学ぶ。力学と電磁気学を中心として、熱力学、波
動、原子物理学の初歩を学ぶ。医系の物理学の授業と平行して基本的な事柄について学ぶ。理解を容易にするために演習を多くしてあり、問題を解
くことによって学習の効果を上げるように工夫されている。
　力学は、どの大学においても理工系の学生が１年時に学ぶことになっている。我々の目にすることのできる現象から、自然の本質を導くことがで
きる。学習する内容は生活体験により感覚的に理解できるものであり、物理学の入門としてまず学ぶのに適している。このカリキュラムにおいては
力学を学ぶにあたり、高等学校で物理学を学んでいない学生に、ものの見方や考え方を理解してもらう。
　電磁気学は目に見えない現象を取り扱うために理解することが難しい分野であるが、これを学ぶことによって様々な問題に取り組む能力を身につ
けることが可能になる。
　熱力学や原子物理学は自然がどのような原理、法則により成り立っているのかを理解するために必須の概念であり、様々な教科にとっても必要な
知識を身につけることになる。

  学習内容

復習

ｅラーニングにて復習問題を科するので講義を受けた後で必ずやるこ
と。

予習

ｅラーニングにて簡単な予習問題を科するので、必ず事前にやってくる
こと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

予習問題、復習問題を科するので必ずやってくること。

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価最終評価点

記述式問題筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義後）
に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

別途指定する。再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

前期試験

50％（予習問題、講義、復習問題の３つ
が揃ったときに出席点を与える。）

出席点

その他

出席率が2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）自然科学基礎（物理学）は物理学の入門的位置づけにある。物理学は医学のみならずすべての科学・技術・工学の基礎であり、それを習得する
ことによってこれらの専門が初めて理解できるとも言える。
２）自然科学基礎（物理学）は演習を多くして実践的に理解を深めるように工夫されている。演習は自分で問題を解くことにより理解できるので、
ただ単に解答例を暗記するのではなく、自分で問題に取り組む姿勢が必要である。

自然科学基礎(物理学)(科目№TM16022001)
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2019年 度

自然科学基礎(物理学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)

自然科学基礎(物理学)

  オフィスアワー

大岩　潔担当

月・木　午後4 時30 分～6 時日時

物理学教室場所

IP電話 連絡先内線251

ooiwa@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

増渕伸一担当

月・木　午後4 時30 分～6 時日時

物理学教室場所

IP電話 連絡先内線252

masubuch@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書

自然科学の基礎としての　物理学

原康夫 学術図書出版社著） 出）

備）

参考書

医歯系の物理学　第2版

著） 東京教学社赤野松太郎他 出）

備）

新編物理学

著） 東京教学社藤城　敏幸 出）

備）

物理の基礎

著） 東京教学社長岡　洋介 出）

備）

  指定する教科書、参考書

自然科学基礎(物理学)(科目№TM16022001)
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2019年 度

自然科学基礎(物理学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・大岩 潔・(物理学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)

自然科学基礎(物理学)

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月15日 月 4 【Ｎクラス】物理学入門 1.物理学
2.空間と時間
3.物理量と物理法則
4.単位
5.測定値の不確かさと有効数字

大岩 潔

講義

2

04月22日 月 4 【Ｎクラス】力とは 1.力とその性質
2.万有引力と重力
3.摩擦と抵抗
4.力のつり合い
5.水圧，気圧

大岩 潔

講義

3

05月13日 月 4 【Ｎクラス】力と運動Ⅰ 1.速度と加速度
2.運動の第１法則
3.運動の第２法則
4.重力と放物線

大岩 潔

講義

4

05月20日 月 4 【Ｎクラス】力と運動Ⅱ 1.等速円運動
2.単振動ー単振り子
3.運動量と力積
4.中心力と角運動量保存

大岩 潔

講義

5

05月27日 月 4 【Ｎクラス】仕事とエネルギー 1.仕事
2.仕事率（パワー）
3.仕事と運動エネルギー
4.重力と位置エネルギー
5.力学的エネルギー保存側

大岩 潔

講義

6
06月03日 月 4 【Ｎクラス】熱と温度Ⅰ 1.温度と内部エネルギー

2.熱力学の第１法則
3.エネルギーの変換と保存

大岩 潔
講義

7
06月10日 月 4 【Ｎクラス】熱と温度Ⅱ 1.熱力学の第２法則

2.熱機関と効率
3.熱放射

大岩 潔
講義

8
06月17日 月 4 【Ｎクラス】波 1.波の性質

2.音波
3.光波

大岩 潔
講義

9
06月24日 月 3 【Ｎクラス】電荷とクーロンの

法則
1.物質の構造と電荷保存側
2.クーロンの法則
3.電場

増渕 伸一
講義

10

06月24日 月 5 【Ｎクラス】電流 1.電流
2.電位
3.導体と電場
4.回路と起電力
5.オームの法則
6.電源のパワーと電流の仕事率

増渕 伸一

講義

11
07月01日 月 4 【Ｎクラス】磁石 1.磁石と磁場

2.電流の作る磁場
3.電流に働く磁気力

増渕 伸一
講義

12
07月08日 月 4 【Ｎクラス】磁場 1.電磁誘導

2.マックスウェルの法則
3.電磁波

増渕 伸一
講義

13

07月16日 火 2 【Ｎクラス】原子物理学 1.原子と原子模型
2.光の波動性と粒子性
3.原子のスペクトルと定常状態
4.電子の粒子性と波動性
5.不確定性原理
6.元素の周期律

増渕 伸一

講義

14

07月18日 木 4 【Ｎクラス】原子核と素粒子 1.原子核の構造
2.核の崩壊と放射線
3.核エネルギー
4.素粒子

増渕 伸一

講義

15
07月18日 木 5 【Nクラス】宇宙 1.恒星と銀河

2.ビッグバン宇宙論
増渕 伸一

講義

自然科学基礎(物理学)(科目№TM16022001)
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2019年 度

自然科学基礎(化学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)

自然科学基礎(化学)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．物質の構成粒子について説明できる。
２．原子の電子構造と電子配置を述べることができる。
３．物質量の概念を説明できる。
４．化学変化にともなう物質量の変化を記述できる。
５．気体・液体・固体の性質を説明できる。
６．溶液の濃度を計算できる。
７．酸塩基反応における酸と塩基の違いを説明できる。
８．中和滴定の原理を説明できる。
９．酸化還元反応における酸化剤と還元剤の働きを説明できる。
10．電池のしくみを説明できる。

科目における教育到達目標

　私たちの身体は分子から構成され、生命活動は化学反応により維持さ
れている。また、私たちは化学物質の恩恵を受け生活している。した
がって、化学の目で物質を理解することが大切である。
　まず、化学の基礎・理論的背景を習得するため、物質について原子の
構造、物理量、ついで物質の状態すなわち気体・液体・固体の性質、溶
液の性質について理解する。さらに、酸と塩基および酸化と還元の基本
的特徴について理解を深める。

医療の場で利用される医用材料や医薬品などの性質のみならず、生命現象を分子のレベルで理解することが求められている。言い換えれば、化学的
な見方・考え方を身につけることが、医学を学ぶ基礎としてますます必要であるといえる。
高等学校で化学を十分学習しなかった学生を対象にした「自然科学基礎（化学）」では、大学での「医系の化学」や「生命現象の科学Ｉ」にスムー
ズに入っていけるよう、化学的考え方の基本を中心に学習する。

  学習内容

復習

配布される演習問題を解き、知識の定着をはかること。

予習

配布された講義予定に記載されている学習単元を確認し、高等学校で用
いた化学の教科書の該当する範囲を読ん
でおくこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

必要に応じて適宜指示する

自然科学基礎(化学)(科目№TM16023001)
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2019年 度

自然科学基礎(化学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)

自然科学基礎(化学)

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の試験最終評価点

記述および多肢選択問題筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

出席率が2/3 以上の者で、なおかつ最
終評価点が60 点未満の者

再試験・対象者

前期試験の範囲再試験・範囲

記述および多肢選択再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

100％

前期試験

０％

後期試験

０％

小テスト

０％

その他の筆記テスト

０％

レポート

０％

ＰＢＬ

０％

出席点

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）高等学校で化学を十分学習しなかったため、大学での化学の理解が困難な学生のために設けた科目である。
化学的考え方の基本を習得できるよう、演習を主体とした学習を行う。
２）「化学」で学ぶ内容は、生化学・生理学・薬理学をはじめとする基礎医学の学習の基礎をなすものである。
したがって、十分化学の考え方を身につけることが必要である。
３）「化学」は決して暗記物ではない。「物事の考え方」を習得する上で有益な事項を数多く含む。例題・演習問題を根気よく解き、自ら考え方に
納得するまで学ぶことが特に必要である
４）「授業内容」の質問や「学習方法」についての相談があれば、積極的に化学教室（第３校舎２階）を訪ねること。
授業の内容が理解できないことについては、受講者本人には責任はない。教える側には理解できるまで説明を工夫し続ける義務がある。受講者は積
極的に権利を行使されたい。しかし、理解できないのに、教わることも助けを求めることもしないまま放置し、大きく遅れをとることは、受講者の
怠慢であり、許されないことである。ましてやそれを偽装などにより隠蔽することは犯罪行為であることを肝に銘じよ。大学で半期に学習する内容
の多さは、高等学校の比ではない。試験直前に頑張るという対応では遅れを取り返すことはできない。普段からの地道な努力が実践できない者に
は、原級留置を覚悟されたい。

  オフィスアワー

普神敬悟、増井 大、西村之宏、石川慎吾担当

火曜日　午後０時30 分～６時日時

第三校舎２階 化学教室場所

IP電話 連絡先　内線250

fugami@tokyo-med.ac.jpE-mail

オフィスアワーにとらわれることなく、いつでも質問に来て良い。メール質問も可備考

自然科学基礎(化学)(科目№TM16023001)
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2019年 度

自然科学基礎(化学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)

自然科学基礎(化学)

教科書

特になし

著） 出）

１）毎回配布する資料を中心に学習する。備）

特になし

著） 出）

２）さらに学習を深めるためには、以下の参考書を勧める。備）

参考書

高等学校の教科書「化学基礎」および「化学」（または、「化学I およ
びⅡ」）

著） 出）

備）

「化学入門」

著） 東京化学同人下井守、村田滋 出）

備）

「基礎固め化学」

著） 化学同人小島一光 出）

備）

「一般化学」（上・下）

著） 東京化学同人ブラディー 出）

備）

「生命科学のための基礎化学　無機物理化学編」

著） 丸善伊藤　他訳 出）

備）

「生命科学のための基礎化学　有機・生化学編」

著） 丸善伊藤　他訳 出）

備）

「フレンドリー基礎物理化学演習」

著） 三共出版田中　潔・荒井貞夫 出）

備）

「工学のための有機化学」

著） サイエンス社荒井貞夫 出）

備）

  指定する教科書、参考書

自然科学基礎(化学)(科目№TM16023001)
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2019年 度

自然科学基礎(化学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)

自然科学基礎(化学)

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1 04月15日 月 3 【A】化学を始めるにあたって 普神 敬悟講義

2 04月15日 月 4 【B】化学を始めるにあたって 普神 敬悟講義

3
04月22日 月 3 【A】物質とは：物質をつくって

いる基本的粒子である原子の構
造について学ぶ。

原子の構造，同位体，分子とイオ
ン，純物質と混合物，単体と化合物 普神 敬悟

講義

4
04月22日 月 4 【B】物質とは：物質をつくって

いる基本的粒子である原子の構
造について学ぶ。

原子の構造，同位体，分子とイオ
ン，純物質と混合物，単体と化合物 普神 敬悟

講義

5

05月13日 月 3 【A】物質量：物質の量を示す概
念としてモルについて考え、原
子量、分子量と物質量との関係
について学ぶ。

原子量，分子量，アボガドロ数，物
質量，モル質量

普神 敬悟

講義

6

05月13日 月 4 【B】物質量：物質の量を示す概
念としてモルについて考え、原
子量、分子量と物質量との関係
について学ぶ。

原子量，分子量，アボガドロ数，物
質量，モル質量

普神 敬悟

講義

7
05月20日 月 3 【A】化学反応式：化学変化にと

もなう物質量の変化をどのよう
に表すかを学ぶ。

化学式，実験式，分子式，化学反応
式，モル濃度 普神 敬悟

講義

8
05月20日 月 4 【B】化学反応式：化学変化にと

もなう物質量の変化をどのよう
に表すかを学ぶ。

化学式，実験式，分子式，化学反応
式，モル濃度 普神 敬悟

講義

9
05月27日 月 3 【A】原子の電子配置と周期律：

原子の電子配置と周期律の関係
を学ぶ。

電子殻，電子の軌道，電子配置，周
期表，イオン化エネルギー，電子親
和力

普神 敬悟
講義

10
05月27日 月 4 【B】原子の電子配置と周期律：

原子の電子配置と周期律の関係
を学ぶ。

電子殻，電子の軌道，電子配置，周
期表，イオン化エネルギー，電子親
和力

普神 敬悟
講義

11
06月03日 月 3 【A】化学結合：化学結合の種類

と特徴について学ぶ。
電気陰性度，イオン結合，共有結
合，金属結合，配位結合，水素結合

西村 之宏
講義

12
06月03日 月 4 【B】化学結合：化学結合の種類

と特徴について学ぶ。
電気陰性度，イオン結合，共有結
合，金属結合，配位結合，水素結合

西村 之宏
講義

13

06月10日 月 3 【A】気体：気体の体積、温度お
よび圧力の間には、気体の種類
によらず単純な関係が成り立つ
ことを学ぶ。

ボイルの法則，シャルルの法則，状
態方程式，完全気体，実在気体

増井 大

講義

14

06月10日 月 4 【B】気体：気体の体積、温度お
よび圧力の間には、気体の種類
によらず単純な関係が成り立つ
ことを学ぶ。

ボイルの法則，シャルルの法則，状
態方程式，完全気体，実在気体

増井 大

講義

15

06月17日 月 3 【A】物質の三態：物質は気体・
液体・固体の三つの状態をと
り、それらの状態が相互に変化
することを学ぶ。

状態図，蒸気圧，融解，気化，昇華

西村 之宏

講義

16

06月17日 月 4 【B】物質の三態：物質は気体・
液体・固体の三つの状態をと
り、それらの状態が相互に変化
することを学ぶ。

状態図，蒸気圧，融解，気化，昇華

西村 之宏

講義

17
06月17日 月 5 【A】液体と溶液：溶解のしくみ

と溶液の性質を学ぶ。
濃度，蒸気圧降下，沸点上昇，凝固
点降下，浸透圧

西村 之宏
講義

18
06月24日 月 3 【B】液体と溶液：溶解のしくみ

と溶液の性質を学ぶ。
濃度，蒸気圧降下，沸点上昇，凝固
点降下，浸透圧

西村 之宏
講義

19
06月24日 月 4 【A】酸と塩基：酸と塩基の定義

と酸塩基反応について学ぶ。
酸と塩基の定義，酸と塩基の価数，
酸と塩基の強弱

増井 大
講義

20
06月24日 月 5 【B】酸と塩基：酸と塩基の定義

と酸塩基反応について学ぶ。
酸と塩基の定義，酸と塩基の価数，
酸と塩基の強弱

増井 大
講義

自然科学基礎(化学)(科目№TM16023001)
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2019年 度

自然科学基礎(化学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)

自然科学基礎(化学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

21
07月01日 月 3 【A】電離平衡とpH：水溶液中

の酸と塩基の尺度であるpHにつ
いて化学平衡から学ぶ。

化学平衡，水の電離，水素イオン濃
度，pH，水のイオン積 増井 大

講義

22
07月01日 月 4 【B】電離平衡とpH：水溶液中

の酸と塩基の尺度であるpHにつ
いて化学平衡から学ぶ。

化学平衡，水の電離，水素イオン濃
度，pH，水のイオン積 増井 大

講義

23
07月08日 月 3 【A】中和と中和滴定：中和反応

における酸と塩基の量的関係を
学ぶ。

中和，塩，中和滴定，緩衝液
石川 慎吾

講義

24
07月08日 月 4 【B】中和と中和滴定：中和反応

における酸と塩基の量的関係を
学ぶ。

中和，塩，中和滴定，緩衝液
石川 慎吾

講義

25
07月16日 火 1 【A】酸化と還元：酸化と還元の

定義および酸化数の概念を学
ぶ。

酸化と還元，酸化数，酸化剤，還元
剤 石川 慎吾

講義

26
07月16日 火 2 【B】酸化と還元：酸化と還元の

定義および酸化数の概念を学
ぶ。

酸化と還元，酸化数，酸化剤，還元
剤 石川 慎吾

講義

27

07月18日 木 3 【A】有機化合物：有機化合物の
分類と構造を学ぶ。
【B】有機化合物：有機化合物の
分類と構造を学ぶ。

共有結合，官能基、分子構造

普神 敬悟

講義

28

07月18日 木 4 【A】化学反応の仕組み：化学反
応に伴う電子の移動と共鳴を学
ぶ。
【B】総復習

価電子，オクテット，共有結合，共
鳴、化学反応

西村 之宏

講義

29

07月18日 木 5 【A】総復習
【B】化学反応の仕組み：化学反
応に伴う電子の移動と共鳴を学
ぶ。

酸化還元反応，イオン化傾向，イオ
ン列

西村 之宏

30

07月19日 金 5 【A】総復習
【B】酸化還元反応とイオン化傾
向：金属のイオン化傾向と酸化
還元反応の関係を学ぶ。

酸化還元反応，イオン化傾向，イオ
ン列

増井 大

自然科学基礎(化学)(科目№TM16023001)
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2019年 度

自然科学基礎(生物学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

自然科学基礎(生物学)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1. 生命の特性と生命を構成する有機分子について説明できる。
2. 細胞の構造と機能について基本的事項を説明できる。
3. 生命分子がもつエネルギーとその利用について基本的事項を説明でき
る。
4. 細胞呼吸と光合成について基本的事項を説明できる。
5. DNAの構造と機能について基本的事項を説明できる。
6. 遺伝子発現とその調節について基本的事項を説明できる。
7. 細胞周期と体細胞分裂および減数分裂について基本的事項を説明でき
る。
8. 遺伝の仕組みについて説明できる。
9. DNAの研究技術とその利用について基本的事項を説明できる。
10. 動物組織の特徴と器官・器官系の働きについて基本的事項を説明で
きる。
11. 免疫の仕組みについて基本的事項を説明できる。
12. ニューロンと神経系および刺激の受容について基本的事項を説明で
きる。
13. 生殖様式および代表的な動物の発生過程について基本的事項を説明
できる。

科目における教育到達目標

高校「生物基礎」「生物」で学ぶ基本的事項について、用語とともに生
物に共通している法則・原理を理解し、生命現象や自然に対する科学的
な見方、考え方を修得する。

高校で｢生物基礎｣、｢生物｣を履修しなかったか、あるいは｢生物基礎｣だけを履修した学生のために設けられた科目である。生物の基本単位である細
胞の構造と機能、生命活動を営むためのエネルギーの産生、生物が親世代から子世代へ生き続ける仕組み、子が親に似る仕組み、生物が環境から情
報を集め、適切な反応を示す仕組みなど生物の基本的な現象について学修する。なお、ここで学修する内容は、生物学、生命現象の科学II、基礎医
学を学ぶために必須である。

  学習内容

自然科学基礎(生物学)(科目№TM16024001)
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2019年 度

自然科学基礎(生物学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

自然科学基礎(生物学)

復習

教科書とノートをよく読み、内容を十分に理解するよう努める。自習問
題や小テストを利用して、知識や考え方の定着を図る。

予習

「講義内容」を確認し、「e 自主自学」で掲示する該当する単元につい
て教科書を読んで学修ノートにまとめる。また、理解の不足を授業時間
内に補うために、疑問点を列挙しておくことが望ましい。

  授業時間外の学習

  ICT活用

｢ｅ自主自学｣を通じて課題などの提示、自習問題の提供を行う。また、クリッカーを用いて理解度確認テスト、出席管理などを行う。

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価×1.0最終評価点

記述、多肢選択、正誤判断、穴埋め筆記試験の形式

前期再試験期間に１回とする。再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

小テストおよび前期試験のすべての講
義内容あるいはその中で基準点に達し
ていない範囲

再試験・範囲

筆記試験（記述、多肢選択、正誤判
断、穴埋め）、口答試験

再試験・方法

評価に対するフィードバック

小テストの得点および理解の足りていない領域を採点後に通知する。また、必要応じ
て答案を個別に開示する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

45％

前期試験

40％（10％× 4 回）

小テスト

学修ノート　15％
講義の最終回に提出する。締め切り後の
提出および再提出は認めない。

その他

正当な理由（診断書の付された欠席届の
ある病欠、欠席届のある忌引、1時限目
に限り、遅延証明のある30分以上の交通
機関の遅延による遅刻）で、小テストを
受験できなかった場合は、前期試験時に
追試験を行う。

注意事項

出席率が2/3 以上の者だけが、最終評価
の対象となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）授業は、遅刻せずに全出席することが重要である。
２）学修ノートは評価の対象となるので必ず作成して、提出する。
３）疑問点は積極的に質問して、授業時間内に問題を解決するように努める。

自然科学基礎(生物学)(科目№TM16024001)
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2019年 度

自然科学基礎(生物学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

自然科学基礎(生物学)

  オフィスアワー

太田　一正担当

火・金　昼休み、　月・木　16：30 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

kazuohta@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線253備考

篠田　章担当

月・火　昼休み、　月・火　17：00 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

shinoda@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線254備考

河西　亜希子担当

水　　　昼休み、　月・金　17：00 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

akasai@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線254備考

田中　千香也担当

月・火　昼休み、　月・火　16：30 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

ctanaka@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線254備考

自然科学基礎(生物学)(科目№TM16024001)
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2019年 度

自然科学基礎(生物学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

自然科学基礎(生物学)

教科書

スター生物学

八杉貞雄監訳 東京化学同人著） 出）

C. Starr 著「Biology: Today and Tomorrow 4th ed.」（20,21,23,25,27,28
章を除く）の訳本

備）

参考書

高等学校「生物基礎」「生物」

著） 第一学習社、数研出版、東京書
籍、実教出版、啓林館

出）

備）高等学校の検定教科書で、入手可能であれば用意するとよい。

理解しやすい生物

著） 文英堂水野丈夫・浅島誠 出）

備）高校生物を網羅した参考書で、広範な生物の内容をコンパクトにまとめ
ている。

らくらくマスター 生物基礎・生物（第5版）

著） 河合出版河合塾生物科 出）

備）問題を解きながら理解するための参考書

キャンベル生物学（原著11版）

著） 丸善出版L.A. Urry 他 出）

備）生物学のすべての範囲を網羅する国際生物学オリンピック日本委員会推
薦の参考図書の1冊である。

Essential 細胞生物学（原著第４版）

著） 南江堂B. Alberts 他 出）

備）「生物学」指定教科書

基礎から学ぶ生物学・細胞生物学（第３版）

著） 羊土社和田勝 出）

備）

  指定する教科書、参考書

自然科学基礎(生物学)(科目№TM16024001)
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2019年 度

自然科学基礎(生物学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

自然科学基礎(生物学)

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月15日 月 3 【P2】
1. 生命
1.1 生命の特性
1.2 生命を構成する有機分子

1. 階層性
2. 共通性
3. 糖質
4. 脂質
5. タンパク質
6. 核酸

篠田 章
太田 一正

講義

2

04月15日 月 4 【P1】
1. 生命
1.1 生命の特性
1.2 生命を構成する有機分子

1. 階層性
2. 共通性
3. 糖質
4. 脂質
5. タンパク質
6. 核酸

篠田 章
太田 一正

講義

3

04月22日 月 3 【P2】
2. 細胞
2.1 細胞の構造と機能

1. 原核細胞、真核細胞
2. 細胞膜
3. 核
4. 細胞内膜系、リボソーム
5. ミトコンドリア、葉緑体
6. 細胞骨格

篠田 章
田中 千香也

講義

4

04月22日 月 4 【P1】
2. 細胞
2.1 細胞の構造と機能

1. 原核細胞、真核細胞
2. 細胞膜
3. 核
4. 細胞内膜系、リボソーム
5. ミトコンドリア、葉緑体
6. 細胞骨格

篠田 章
田中 千香也

講義

5

05月13日 月 3 【P2】
2.2 エネルギーと代謝

1. ATP
2. 酵素
3. 浸透圧
4. 受動輸送
5. 能動輸送
6. 小胞輸送

篠田 章
河西 亜希子

講義

6

05月13日 月 4 【P1】
2.2 エネルギーと代謝

1. ATP
2. 酵素
3. 浸透圧
4. 受動輸送
5. 能動輸送
6. 小胞輸送

篠田 章
河西 亜希子

講義

7

05月20日 月 3 【P2】
2.3 光合成
2.4 細胞呼吸

1. 葉緑体、クロロフィル
2. 光依存性反応
3. 非光依存性反応
4. ミトコンドリア
5. 好気呼吸
6. 発酵

田中 千香也
篠田 章

講義

8

05月20日 月 4 【P1】
2.3 光合成
2.4 細胞呼吸

1. 葉緑体、クロロフィル
2. 光依存性反応
3. 非光依存性反応
4. ミトコンドリア
5. 好気呼吸
6. 発酵

田中 千香也
篠田 章

講義

9

05月27日 月 3 【P2】
3. 遺伝情報の伝達
3.1 DNAの構造
3.2 複製

1. DNA、ヒストン、染色体
2. 常染色体、性染色体
3. ヌクレオチド、二重らせん
4. DNAポリメラーゼ
5. 半保存的複製
6. 突然変異

田中 千香也
篠田 章

講義

10

05月27日 月 4 【P1】
3. 遺伝情報の伝達
3.1 DNAの構造
3.2 複製

1. DNA、ヒストン、染色体
2. 常染色体、性染色体
3. ヌクレオチド、二重らせん
4. DNAポリメラーゼ
5. 半保存的複製
6. 突然変異

田中 千香也
篠田 章

講義

自然科学基礎(生物学)(科目№TM16024001)
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2019年 度

自然科学基礎(生物学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

自然科学基礎(生物学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

11

06月03日 月 3 【P2】
3.3 転写
3.4 翻訳

1. セントラルドグマ
2. mRNA、tRNA、rRNA
3. RNAポリメラーゼ
4. エキソン、イントロン
5. コドン、遺伝暗号
6. リボソーム

田中 千香也
篠田 章

講義

12

06月03日 月 4 【P1】
3.3 転写
3.4 翻訳

1. セントラルドグマ
2. mRNA、tRNA、rRNA
3. RNAポリメラーゼ
4. エキソン、イントロン
5. コドン、遺伝暗号
6. リボソーム

田中 千香也
篠田 章

講義

13

06月10日 月 3 【P2】
3.5 体細胞分裂
3.6 減数分裂

1. M期、G1期、S期、G2期
2. 前期、中期、後期、終期
3. 染色体、姉妹染色分体
4. 中心体、紡錘体、収縮環
5. 二価染色体、乗換え、組換え
6. 一倍体、二倍体

河西 亜希子
太田 一正

講義

14

06月10日 月 4 【P1】
3.5 体細胞分裂
3.6 減数分裂

1. M期、G1期、S期、G2期
2. 前期、中期、後期、終期
3. 染色体、姉妹染色分体
4. 中心体、紡錘体、収縮環
5. 二価染色体、乗換え、組換え
6. 一倍体、二倍体

河西 亜希子
太田 一正

講義

15

06月17日 月 3 【P2】
3.7 遺伝の仕組み

1. 対立遺伝子、遺伝子型、表現型
2. ホモ接合、ヘテロ接合
3. メンデル遺伝
4. 共優性、不完全優性
5. 多因子遺伝、多面作用遺伝子
6. 常染色体優性遺伝、常染色体劣
性遺伝
7. X連鎖劣性遺伝

河西 亜希子
太田 一正

講義

16

06月17日 月 4 【P1】
3.7 遺伝の仕組み

1. 対立遺伝子、遺伝子型、表現型
2. ホモ接合、ヘテロ接合
3. メンデル遺伝
4. 共優性、不完全優性
5. 多因子遺伝、多面作用遺伝子
6. 常染色体優性遺伝、常染色体劣
性遺伝
7. X連鎖劣性遺伝

河西 亜希子
太田 一正

講義

17

06月17日 月 5 【P2】
3.8 生物工学

1. 制限酵素
2. ベクター
3. PCR
4. 電気泳動
5. DNAシーケンシング
6. 遺伝子組換え生物

河西 亜希子
太田 一正

講義

18

06月24日 月 3 【P1】
3.8 生物工学

1. 制限酵素
2. ベクター
3. PCR
4. 電気泳動
5. DNAシーケンシング
6. 遺伝子組換え生物

河西 亜希子
太田 一正

講義

19

06月24日 月 4 【P2】
4. 体の構造と働き
4.1 組織と器官・器官系

1. 幹細胞
2. 上皮組織
3. 結合組織
4. 筋組織
5. 神経組織
6. 体温調節

太田 一正
篠田 章

講義

20

06月24日 月 5 【P1】
4. 体の構造と働き
4.1 組織と器官・器官系

1. 幹細胞
2. 上皮組織
3. 結合組織
4. 筋組織
5. 神経組織
6. 体温調節

太田 一正
篠田 章

講義

自然科学基礎(生物学)(科目№TM16024001)
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2019年 度

自然科学基礎(生物学) （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

自然科学基礎(生物学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

21

07月01日 月 3 【P2】
4.2 免疫

1. 表面障壁
2. 免疫担当細胞
2. 自然免疫
4. 獲得免疫
5. 抗原、抗原受容体、抗体
6. 免疫記憶

太田 一正
篠田 章

講義

22

07月01日 月 4 【P1】
4.2 免疫

1. 表面障壁
2. 免疫担当細胞
2. 自然免疫
4. 獲得免疫
5. 抗原、抗原受容体、抗体
6. 免疫記憶

太田 一正
篠田 章

講義

23

07月08日 月 3 【P2】
4.3 神経系
4.4 感覚

1. ニューロン、活動電位
2. シナプス、神経伝達物質
3. 体性神経系、自律神経系
4. 脳、脊髄
5. 適刺激
6. 受容器

太田 一正
篠田 章

講義

24

07月08日 月 4 【P1】
4.3 神経系
4.4 感覚

1. ニューロン、活動電位
2. シナプス、神経伝達物質
3. 体性神経系、自律神経系
4. 脳、脊髄
5. 適刺激
6. 受容器

太田 一正
篠田 章

講義

25

07月16日 火 1 【P2】
4.5 動物の生殖と発生

1. 無性生殖、有性生殖
2. 発生過程
3. 精子形成、卵形成
4. 卵巣周期、月経周期
5. 受精、着床、原腸形成
6. 器官形成、胎盤

太田 一正
篠田 章

講義

26

07月16日 火 2 【P1】
4.5 動物の生殖と発生

1. 無性生殖、有性生殖
2. 発生過程
3. 精子形成、卵形成
4. 卵巣周期、月経周期
5. 受精、着床、原腸形成
6. 器官形成、胎盤

太田 一正
篠田 章

講義

27

07月18日 木 3 【P2】
まとめ

1. 生命
2. 細胞
3. 遺伝情報の伝達
4. 体の構造と働き

篠田 章
河西 亜希子
田中 千香也
太田 一正

講義

28

07月18日 木 4 【P1】
まとめ

1. 生命
2. 細胞
3. 遺伝情報の伝達
4. 体の構造と働き

篠田 章
河西 亜希子
田中 千香也
太田 一正

講義

29

07月18日 木 5 【P2】
試験とその解説

1. 生命
2. 細胞
3. 遺伝情報の伝達
4. 体の構造と働き

太田 一正
田中 千香也
河西 亜希子

篠田 章

30

07月19日 金 5 【P1】
試験とその解説

1. 生命
2. 細胞
3. 遺伝情報の伝達
4. 体の構造と働き

太田 一正
田中 千香也
河西 亜希子

篠田 章

自然科学基礎(生物学)(科目№TM16024001)
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2019年 度

生命現象の科学Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)

生命現象の科学Ⅰ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１　分子構造から分子の立体構造を予測できる。
２　分子間に働く弱い相互作用を列挙し、説明できる。
３　有機化合物を命名できる。
４　有機化合物の異性体を分類し説明できる。
５　有機化学反応を分類し説明できる。
６　主な官能基の種類をあげ、その特徴を述べることができる。
７　化学反応機構を推論することができる。
８　有機化合物の構造と反応性を関係づけることができる。
９　電気陰性度と電子の動きで官能基の反応性を説明できる。
10　酸・塩基の性質を述べることができる。
11　化学変化をエネルギーの観点から説明できる。
12　化学反応の進む方向を予測できる。
13　生体でのエネルギーを熱力学的に説明できる。
14　水溶液中での分子種の性質を説明できる。
15　酸・塩基平衡を説明できる。
16　緩衝作用を説明できる。
17　化学反応速度を定式化し、説明できる。
18　電極反応について説明できる。
19　酸化・還元電位について説明できる。
20　アミノ酸や核酸などの生体に関連する有機化合物の構造や反応性を
説明できる。

科目における教育到達目標

　私達の身体は原子が結合してできた多様な分子から構成され、生命活
動は生体分子の化学反応により維持されている。また、私たちを取り巻
く生活環境にもたくさんの化学物質があり、それらの恩恵を受け私たち
は生活している。さらに、医療の場では、医用材料・医薬などに、さま
ざまな化学物質・化学製品が利用されている。したがって、無数の化学
物質を「分子」という概念で整理し、理解することが大切である。
　本講義の前半では、生命現象を理解・説明するのに欠かせない物質で
あるタンパクと核酸をとりあげる。これらを特徴づけているアミノ酸の
化学構造やアミド（ペプチド）結合形成を理解し、アミノ酸側鎖の化学
的性質についても学ぶ。また、核酸の塩基対形成において重要な役割を
果たしている芳香族化合物の芳香族性や、複素環化合物の塩基性を理解
する。後半では、物質のバルクとしての性質として物質間の相互作用、
エネルギーと物質の相互作用について理解するため、電離平衡、化学熱
力学、反応速度、酸化還元反応などについて学ぶ。

生命現象の科学Ⅰ(科目№TM16025001)
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2019年 度

生命現象の科学Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)

生命現象の科学Ⅰ

　数十兆の細胞から構成されている人体の生命活動を維持していくために、私たちの身体では絶え間のない物質変換（化学反応）が起こっている。
その中心的役割を担う物質がタンパク質・核酸・炭水化物をはじめとする様々な生体分子である。また、医療の場では、人工血管をはじめとする医
用材料や医薬品として様々な化学製品・化学物質が利用されている。さらに、私たちは衣類・プラスチック・洗剤・食品などの化学物質の恩恵を受
け毎日の生活を営んでいる。これら生体分子や化学物質の性質・機能は非常に複雑であるが、もとをたどると個々の分子の固有の性質が統合され、
その結果が反映されたものである。
　1953 年Watson とCrick がDNA の二重らせん構造を提唱し、また1955 年Sanger がインスリンの構造を明らかにして以来60 年が経過しようとし
ている。その間、複雑な生命現象や疾患を分子の性質とそれらの相互作用で説明しようとする医学分野も目覚ましく発展した。ヒトゲノムの全
DNA の塩基配列を決定するヒトゲノム計画を経て、遺伝子診断や遺伝子治療も可能となっている。さらには、遺伝情報そのものだけでなく、DNA
のメチル化や、ヒストンのメチル化／アセチル化といった単純な化学修飾反応が遺伝の発現を制御することも明らかとなり、これを治療に利用しよ
うとするエピジェネティクスも盛んに研究されている。このような状況を考えると、医学の諸現象を分子レベルで解明しようとする動きは今後ます
ます加速すると思われる。究極的にはヒトは分子から構築されていることを考えると、分子を扱う化学の基礎概念を確実に習得し、化学的なものの
見方・考え方を身につけることが、医学を学ぶためにはますます必要となっている。
　１年の「生命現象の科学I」では、「医系の化学」で学んだ化学の基本的考え方・理論的背景・基本的な有機化合物の構造と性質を基に発展さ
せ、アミノ酸や核酸を含む、より複雑な有機化合物の構造と性質、反応性を学ぶ。
また、無数の平衡反応から成り立つ生命現象の理解するために必要な、エネルギーと物質の相互作用についても学ぶ。

  学習内容

復習

e ラーニングで各受講生に個別に出題される演習問題を解き、知識の定
着をはかること。e ラーニングの演習問題の解答には締め切りがある。
締め切りを過ぎると、解答が不可能となる。遅れずに済ませること。

予習

配布された講義予定に記載されている学習単元を確認し、教科書の該当
する範囲を読んでおくこと。あらかし�め指示された場合は、指示に
従っ
て予習をしてくること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

授業中に行う問題演習とともに、e ラーニングも評価の対象とする。

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の試験・筆記テ
スト

最終評価点

記述および多肢選択問題筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

授業の出席率が2/3 以上で、なおかつ
最終評価点が60 点未満の者

再試験・対象者

期末試験の範囲再試験・範囲

記述および多肢選択問題再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

期末（54％）

後期試験

36％

その他の筆記テスト

授業中（３％）、ｅラーニング（７％）

問題演習

受講態度の悪い者は、総合評価から減点
する。

その他

出席率が2/3 以上の者だけが、最終評価
の対象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）「生命現象の科学Ｉ」で学ぶ内容は、生化学・生理学・薬理学をはじめとする基礎医学の学習には不可欠な基礎となるものである。したがっ
て、化学の考え方を十分身につけることが必要である。
２）「化学」は決して暗記物ではない。「物事の考え方」を習得する上で有益な事項を数多く含む。例題・演習問題を根気よく解き、自ら考え方に
納得するまで学ぶことが特に必要である。考え方の理解を積み重ねることができれば、授業の進行に従い、学習が楽になって行くのが化学である。
３）「授業内容」の質問や「学習方法」についての相談があれば、積極的に化学教室（第３校舎２階）を訪ねること。
授業の内容が理解できないことについては、受講者本人には責任はない。教える側には理解できるまで説明を工夫し続ける義務がある。受講者は積
極的に権利を行使されたい。しかし、理解できないのに、教わることも助けを求めることもしないまま放置し、大きく遅れをとることは、受講者の
怠慢であり、許されないことである。ましてやそれを偽装などにより隠蔽することは犯罪行為であることを肝に銘じよ。大学で半期に学習する内容
の多さは、高等学校の比ではない。試験直前に頑張るという対応では遅れを取り返すことはできない。普段からの地道な努力が実践できない者に
は、原級留置を覚悟されたい。

生命現象の科学Ⅰ(科目№TM16025001)
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2019年 度

生命現象の科学Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)

生命現象の科学Ⅰ

  オフィスアワー

普神敬悟、増井 大、西村之宏、石川慎吾担当

火曜日　午後0 時30 分～6 時日時

第三校舎２階 化学教室場所

IP電話 連絡先　内線250

fugami@tokyo-med.ac.jpE-mail

指定された時間帯以外の訪問や電子メールによる質問も歓迎する備考

教科書

「フレンドリー物理化学」

田中　潔・荒井貞夫 （三共出版）著） 出）

備）

「工学のための有機化学」

荒井貞夫 （サイエンス社）著） 出）

備）

参考書

アトキンス物理化学 上・下 第10版

著） 東京化学同人アトキンス 出）

備）

「生物有機化学　有機化学編および生化学編」

著） 丸善マクマリー 出）

備）

「物理化学要論第6版」

著） 東京化学同人アトキンス 出）

備）

「有機化学概説第６版」

著） 東京化学同人マクマリー 出）

備）

「一般化学」（上・下）

著） 東京化学同人ブラディー 出）

備）

「フレンドリー基礎物理化学演習」

著） 三共出版田中　潔・荒井貞夫 出）

備）

「現代有機化学」

著） 化学同人ボルハルト・ショアー 出）

備）

「バイオサイエンス化学」

著） 東京化学同人新井孝夫　他 出）

備）

「生命科学のための基礎化学　無機物理化学編」

著） 丸善伊藤　他訳 出）

備）

「生命科学のための基礎化学　有機・生化学編」

著） 丸善伊藤　他訳 出）

備）

「基礎化学コース: 有機化学（Ⅰ）および（Ⅱ）」

著） 丸善山岸　敬道、荒井貞夫 出）

備）

「有機電子論解説第 4 版」

著） 東京化学同人井本　稔 出）

備）

「基礎化学コース： 生命化学概論」

著） 丸善小宮山真・長棟輝行 出）

備）

「医・薬・看護系のための化学」

著） 東京化学同人原　博・荒井貞夫訳 出）

備）

  指定する教科書、参考書

生命現象の科学Ⅰ(科目№TM16025001)
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2019年 度

生命現象の科学Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)

生命現象の科学Ⅰ

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
09月03日 火 1 【A】芳香族化合物と複素環化合

物
芳香族性，共鳴エネルギー，塩基
性，

普神 敬悟
講義

2
09月03日 火 2 【B】芳香族化合物と複素環化合

物
芳香族性，共鳴エネルギー，塩基
性，

普神 敬悟
講義

3
09月10日 火 1 【A】芳香族求電子置換反応 カルボカチオン中間体，反応エネル

ギー図，ハロゲン化，ニトロ化，ス
ルホン化，

普神 敬悟
講義

4
09月10日 火 2 【B】芳香族求電子置換反応 カルボカチオン中間体，反応エネル

ギー図，ハロゲン化，ニトロ化，ス
ルホン化，

普神 敬悟
講義

5
09月17日 火 1 【A】ベンゼン誘導体の芳香族求

電子置換反応
配向性，置換基効果，活性化基，不
活性化基，有機合成，

普神 敬悟
講義

6
09月17日 火 2 【B】ベンゼン誘導体の芳香族求

電子置換反応
配向性，置換基効果，活性化基，不
活性化基，有機合成，

普神 敬悟
講義

7
09月24日 火 1 【A】小テスト①，溶液の性質 溶解度，溶液の濃度，溶解度積，浸

透圧，
普神 敬悟

講義

8
09月24日 火 2 【B】小テスト①，溶液の性質 溶解度，溶液の濃度，溶解度積，浸

透圧，
普神 敬悟

講義

9
10月01日 火 1 【A】酸と塩基I ブレンステッド酸・塩基，共役酸と

共役塩基，酸解離定数，塩基解離定
数，置換基効果

西村 之宏
講義

10
10月01日 火 2 【B】酸と塩基I ブレンステッド酸・塩基，共役酸と

共役塩基，酸解離定数，塩基解離定
数，置換基効果

西村 之宏
講義

11
10月08日 火 1 【A】酸と塩基II pH，平衡定数，強酸・強塩基の水

溶液のpH，塩の水溶液のpH，弱酸
・弱塩基の水溶液のpH

西村 之宏
講義

12
10月08日 火 2 【B】酸と塩基II pH，平衡定数，強酸・強塩基の水

溶液のpH，塩の水溶液のpH，弱酸
・弱塩基の水溶液のpH

西村 之宏
講義

13
10月15日 火 1 【A】酸と塩基III 中和，緩衝液，ヘンダーソン-ハッ

セルバルヒの式
西村 之宏

講義

14
10月15日 火 2 【B】酸と塩基III 中和，緩衝液，ヘンダーソン-ハッ

セルバルヒの式
西村 之宏

講義

15
10月29日 火 1 【B】化学エネルギーI 仕事，熱，内部エネルギー，エンタ

ルピー，ヘスの法則
増井 大

講義

16
10月29日 火 2 【A】化学エネルギーI 仕事，熱，内部エネルギー，エンタ

ルピー，ヘスの法則
増井 大

講義

17
11月05日 火 1 【B】化学エネルギーII エントロピー，自発変化，平衡状

態，ギブズエネルギー
増井 大

講義

18
11月05日 火 2 【A】化学エネルギーII エントロピー，自発変化，平衡状

態，ギブズエネルギー
増井 大

講義

19
11月12日 火 1 【B】小テスト②、酸化還元反応 酸化還元，電池，半反応，電極電

位，起電力
増井 大

講義

20
11月12日 火 2 【A】小テスト②、酸化還元反応 酸化還元，電池，半反応，電極電

位，起電力
増井 大

講義

21
11月19日 火 1 【B】化学エネルギーと酸化還元

反応
ファラデー定数，ネルンストの式,
酸化還元電位と自由エネルギー

増井 大
講義

22
11月19日 火 2 【A】化学エネルギーと酸化還元

反応
ファラデー定数，ネルンストの式,
酸化還元電位と自由エネルギー

増井 大
講義

23
11月26日 火 1 【B】反応速度I 反応速度式，速度定数，反応次数，

半減期
増井 大

講義

24
11月26日 火 2 【A】反応速度I 反応速度式，速度定数，反応次数，

半減期
増井 大

講義

生命現象の科学Ⅰ(科目№TM16025001)
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2019年 度

生命現象の科学Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 教授・普神 敬悟・(化学)、講師・増井 大・(化学)、助教・西村 之宏・(化学)

生命現象の科学Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

25
12月03日 火 1 【B】反応速度II アレニウスの式，活性化エネル

ギー，律速段階，素反応, 定常状態
近似

増井 大
講義

26
12月03日 火 2 【A】反応速度II アレニウスの式，活性化エネル

ギー，律速段階，素反応, 定常状態
近似

増井 大
講義

27
12月10日 火 1 【B】アミノ酸の化学構造と立体

構造
核酸の構造

α－アミノ酸，エナンチオマー，双
性イオン，等電点，電気泳動 増井 大

講義

28
12月10日 火 2 【A】アミノ酸の化学構造と立体

構造
核酸の構造

α－アミノ酸，エナンチオマー，双
性イオン，等電点，電気泳動 増井 大

講義

29
12月17日 火 1 【B】小テスト③、核酸の構造

溶液の性質
核酸，ヌクレオシド，ヌクレオチ
ド，塩基対，二重らせん

増井 大
講義

30
12月17日 火 2 【A】小テスト③、核酸の構造

溶液の性質
核酸，ヌクレオシド，ヌクレオチ
ド，塩基対，二重らせん

増井 大
講義

生命現象の科学Ⅰ(科目№TM16025001)
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2019年 度

生命現象の科学Ⅱ （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生命現象の科学Ⅱ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

【生物の多様性と進化】
Ⅰ．生物の進化
　①進化の基本的な考え方を説明できる。
　②種の概念と種分化機構を説明できる。
　③生命の進化の過程を概説できる。
　④生物種とその系統関係を概説できる。
　⑤アミノ酸配列や塩基配列の比較による分子系統樹を概説できる。
　⑥ヒトの進化の過程を概説できる。
Ⅱ．動物の発生
　①発生の仕組みを説明できる。
　②ヒトの初期発生（受精から胚子期まで）を説明できる。
　③ヒトの配偶子形成の過程を説明できる。
　④配偶子形成における染色体異常の発生機序を説明できる。
　⑤生殖細胞の発生運命と性決定の仕組みを説明できる。
【生態と行動】
Ⅰ．動物の行動
　①動物が示す行動は遺伝的要因と環境要因により規定されていること
を説明できる。
　②学習によって行動を変容できることを、例を挙げて説明できる。
　③動物の行動を進化の観点から概説できる。
Ⅱ．生物圏と生態系
　①生物圏の非生物要因と生物要因を概説し、それらの相互作用を説明
できる。
　②個体群動態を概説し、ヒト個体群成長の特殊性を説明できる。
　③生物多様性を保全する意義について説明できる。

科目における教育到達目標

医学を学ぶための前提として理解しておくべき生命現象について、普遍
性から多様性が生じる過程を学び、科学的方法論に基づいて生命を理解
する態度を涵養する。

生命現象の科学Ⅱ(科目№TM16026001)
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2019年 度

生命現象の科学Ⅱ （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生命現象の科学Ⅱ

｢生物の進化｣では、地球上に生命が誕生して以来、どのような道筋をたどって現在のような生物の世界ができてきたのかを学修する。そこで、その
原動力となる進化の仕組みについて学修する。また、多様な生物をどのように分類できるのかについて、DNA の塩基配列などを比較することに
よって得られた生物の系統に関する新しい知見について学修する。｢動物の発生｣では、ヒトの初期発生の形態的変化を中心に、生殖の仕組み、初期
発生の過程とそこでみられる細胞間の相互作用、遺伝子発現の調節について学修する。｢動物の行動｣では、遺伝情報と外部・内部環境の情報伝達の
ネットワークがどのように動物の行動を制御しているのか、さらに、それらの行動が自然選択によって進化したことを学修する。｢生物圏と生態系｣
では、生態系の中で、多様な生物が共存している様子やその仕組みを学修し、生物多様性とその保全について認識する。

  学習内容

復習

教科書と配付資料や授業ノートをよく読み、「科目におけるコンピテン
シー」を自分の言葉でまとめ、内容を十分に理解するよう努める。授業
内容に関連する参考書を読み、理解を深めるのが望ましい。

予習

「講義内容」を確認し、教科書の該当単元あるいは参考書・参考資料を
よく読み、疑問点をまとめる。

  授業時間外の学習

  ICT活用

「ｅ自主自学」を通じて課題や資料などの提示、レポートの提出、復習問題の提供などを行う。また、クリッカーを用いて小テスト、理解度確認テ
ストなどを行う。

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価× 1.0最終評価点

記述、多肢選択、正誤判断、穴埋め筆記試験の形式

後期再試験期間に１回とする。再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

後期試験およびその他の筆記テストの
すべての範囲あるいはその中で基準点
に達していない分野

再試験・範囲

筆記試験（記述、多肢選択、正誤判
断、穴埋め）、口答試験

再試験・方法

評価に対するフィードバック

採点後、個別に答案を開示する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

後期試験

30％

中間試験

10％（5％× 2 回）

小テスト

10％

レポート

正当な理由（診断書を付した欠席届のあ
る病欠、欠席届のある忌引、1時限目に
限り、遅延証明のある30分以上の交通機
関の遅延による遅刻）で、中間試験、小
テストを受験できなかった場合は、後期
試験時に追試験を行う。

注意事項

出席率が2/3 以上の者だけが、最終評価
の対象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）高等学校での生物の学習歴を考慮せずに、2クラスに分けて講義を行う。
２）授業は、遅刻せずに全出席し、疑問点は積極的に質問して、講義時間内に問題を解決することが重要である。
３）講義内容の予習、復習が大切である。

生命現象の科学Ⅱ(科目№TM16026001)
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2019年 度

生命現象の科学Ⅱ （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生命現象の科学Ⅱ

  オフィスアワー

太田　一正担当

火・水　昼休み、火・木　16：30 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

kazuohta@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線253備考

篠田　章担当

月・火　昼休み、月・火　16：30 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

shinoda@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線254備考

河西　亜希子担当

水　昼休み、火・木　17：00 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

akasai@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線254備考

田中　千香也担当

月・火　昼休み、月・火　16：30 ～ 18：00日時

第3校舎4階生物学第2研究室場所

IP電話

ctanaka@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線254備考

生命現象の科学Ⅱ(科目№TM16026001)
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2019年 度

生命現象の科学Ⅱ （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生命現象の科学Ⅱ

教科書

スター生物学

八杉貞雄監訳 東京化学同人著） 出）

C. Starr他著「Biology: Today and Tomorrow 4th ed.」（20, 21, 23, 25,
27, 28章を除く）の訳本

備）

ラングマン人体発生学第11版

安田峯生・山田重人訳 メディカル･サイエンス･イン
ターナショナル

著） 出）

T.W. Saldler著「Langman's Medical Embryology 13th ed.」の訳本備）

参考書

キャンベル生物学　原書11版

著） 丸善出版C. Urry 他 出）

備）「動物の進化」「行動と生態」を十分に理解するためには一読を勧め
る。生物学のすべての範囲を網羅する生物学の有名な教科書の1つ。

進化

著） メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル

バートン他 出）

備）

カラー図解　進化の教科書　第1～3巻

著） 講談社ジンマー他 出）

備）

ヒトはどのように進化してきたか

著） ミネルヴァ書房ボイド、シルク 出）

備）

人類の進化大図鑑

著） 河出書房新社ロバーツ監修 出）

備）

ムーア人体発生学原書第8版

著） 医歯薬出版瀬口春道他訳 出）

備）

ギルバート発生生物学

著） メディカル･サイエンス･イン
ターナショナル

ギルバート 出）

備）

Ross 組織学

著） 南江堂ロス、パウリナ 出）

備）

Essential 細胞生物学（原書第4版）

著） 南江堂アルバート他 出）

備）

生態学入門（第２版）

著） 東京化学同人日本生態学会編 出）

備）

シリーズ進化学　

著） 岩波書店石川　統他編 出）

備）１マクロ進化と全生物の系統分類、２遺伝子とゲノムの進化、３化学進
化・細胞進化、４発生と進化、５ヒトの進化、６行動・生態の進化、７
進化学の方法と歴史

  指定する教科書、参考書

生命現象の科学Ⅱ(科目№TM16026001)
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2019年 度

生命現象の科学Ⅱ （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生命現象の科学Ⅱ

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月03日 火 1 【B】
【生物の多様性と進化】
Ⅰ．生物の進化
1．進化とは

1．ラマルク、ダーウィン、メンデ
ル
2．用不用説、自然淘汰説
3．集団遺伝学
4．遺伝子プール、遺伝子頻度
5．ハーディー・ワインベルグの法
則

篠田 章

講義

2

09月03日 火 2 【A】
【生物の多様性と進化】
Ⅰ．生物の進化
1．進化とは

1．ラマルク、ダーウィン、メンデ
ル
2．用不用説、自然淘汰説
3．集団遺伝学
4．遺伝子プール、遺伝子頻度
5．ハーディー・ワインベルグの法
則

篠田 章

講義

3

09月10日 火 1 【B】
2．進化の要因

1．突然変異
2．分子進化の中立説
3．自然選択
4．遺伝的浮動
5．遺伝子流動、非ランダム交配

篠田 章

講義

4

09月10日 火 2 【A】
2．進化の要因

1．突然変異
2．分子進化の中立説
3．自然選択
4．遺伝的浮動
5．遺伝子流動、非ランダム交配

篠田 章

講義

5

09月17日 火 1 【B】
3．種分化と分類・系統

1．種、学名
2．隔離機構
3．種分化
4．系統分類
5．分子系統樹

篠田 章

講義

6

09月17日 火 2 【A】
3．種分化と分類・系統

1．種、学名
2．隔離機構
3．種分化
4．系統分類
5．分子系統樹

篠田 章

講義

7

09月24日 火 1 【B】
4．生命の起源と変遷

1．化学進化
2．原核生物の出現
3．真核生物、多細胞生物の出現
4．生物学的新奇性
5．大量絶滅と適応放散

篠田 章

講義

8

09月24日 火 2 【A】
4．生命の起源と変遷

1．化学進化
2．原核生物の出現
3．真核生物、多細胞生物の出現
4．生物学的新奇性
5．大量絶滅と適応放散

篠田 章

講義

9

10月01日 火 1 【B】
5．ヒトの進化

1．動物の系統
2．化石人類
3．ヒト化の過程
4．Homo sapiens
5．多地域進化説、アフリカ起源説

篠田 章

講義

10

10月01日 火 2 【A】
5．ヒトの進化

1．動物の系統
2．化石人類
3．ヒト化の過程
4．Homo sapiens
5．多地域進化説、アフリカ起源説

篠田 章

講義

11

10月08日 火 1 【B】
Ⅱ．動物の発生
1．生殖細胞、受精、性決定

1．始原生殖細胞
2．減数分裂
3．先体反応、多精拒否
4．性決定遺伝子
5．ミュラー管、ウォルフ管

太田 一正

講義

12

10月08日 火 2 【A】
Ⅱ．動物の発生
1．生殖細胞、受精、性決定

1．始原生殖細胞
2．減数分裂
3．先体反応、多精拒否
4．性決定遺伝子
5．ミュラー管、ウォルフ管

太田 一正

講義

生命現象の科学Ⅱ(科目№TM16026001)
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2019年 度

生命現象の科学Ⅱ （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生命現象の科学Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

10月15日 火 1 【B】
2．ヒトの発生
2.1　配偶子形成

1．セルトリ細胞、ライディッヒ細
胞
2．卵胞細胞、卵胞膜
3．性ホルモン
4．生殖腺刺激ホルモン
5．卵巣周期、子宮周期

太田 一正

講義

14

10月15日 火 2 【A】
2．ヒトの発生
2.1　配偶子形成

1．セルトリ細胞、ライディッヒ細
胞
2．卵胞細胞、卵胞膜
3．性ホルモン
4．生殖腺刺激ホルモン
5．卵巣周期、子宮周期

太田 一正

講義

15

10月29日 火 1 【A】
2.2　受精から着床
2.3　二層性胚盤

1．受精能獲得、透明帯反応
2．コンパクション
3．内細胞塊、栄養膜
4．子宮内膜
5．胚盤葉上層、胚盤葉下層
6．羊膜、卵黄嚢

太田 一正

講義

16

10月29日 火 2 【B】
2.2　受精から着床
2.3　二層性胚盤

1．受精能獲得、透明帯反応
2．コンパクション
3．内細胞塊、栄養膜
4．子宮内膜
5．胚盤葉上層、胚盤葉下層
6．羊膜、卵黄嚢

太田 一正

講義

17

11月05日 火 1 【A】
2.4　三層性胚盤
2.5　胚子期

1．原腸形成
2．原始結節、原始線条、脊索
3．絨毛、胎盤
4．神経管形成
5．外胚葉、中胚葉、内胚葉

太田 一正

講義

18

11月05日 火 2 【B】
2.4　三層性胚盤
2.5　胚子期

1．原腸形成
2．原始結節、原始線条、脊索
3．絨毛、胎盤
4．神経管形成
5．外胚葉、中胚葉、内胚葉

太田 一正

講義

19

11月12日 火 1 【A】
3．発生のボディプラン

1．細胞質決定因子
2．母性効果遺伝子
3．遺伝子カスケード
4．ホメオティック遺伝子
5．モルフォゲン

太田 一正

講義

20

11月12日 火 2 【B】
3．発生のボディプラン

1．細胞質決定因子
2．母性効果遺伝子
3．遺伝子カスケード
4．ホメオティック遺伝子
5．モルフォゲン

太田 一正

講義

21

11月19日 火 1 【A】
【生態と行動】
Ⅰ．動物の行動
1．行動とは

1．信号刺激（かぎ刺激）
2．概日リズム
3．動物のコミュニケーション
4．生得的行動
5．学習

河西 亜希子

講義

22

11月19日 火 2 【B】
【生態と行動】
Ⅰ．動物の行動
1．行動とは

1．信号刺激（かぎ刺激）
2．概日リズム
3．動物のコミュニケーション
4．生得的行動
5．学習

河西 亜希子

講義

23

11月26日 火 1 【A】
2．行動の進化

1．行動の変異
2．コストとベネフィット
3．配偶者選択
4．包括適応度
5．利他行動

篠田 章

講義

24

11月26日 火 2 【B】
2．行動の進化

1．行動の変異
2．コストとベネフィット
3．配偶者選択
4．包括適応度
5．利他行動

篠田 章

講義

生命現象の科学Ⅱ(科目№TM16026001)
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2019年 度

生命現象の科学Ⅱ （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

生命現象の科学Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

25

12月03日 火 1 【A】
Ⅱ．生物圏と生態系
1．個体群動態

1．個体群成長モデル
2．密度効果
3．生活史戦略
4．ヒトの人口問題
5．ヒトの社会、文化

田中 千香也

講義

26

12月03日 火 2 【B】
Ⅱ．生物圏と生態系
1．個体群動態

1．個体群成長モデル
2．密度効果
3．生活史戦略
4．ヒトの人口問題
5．ヒトの社会、文化

田中 千香也

講義

27

12月10日 火 1 【A】
2．地球生態系の構成と平衡

1．バイオーム
2．非生物要因
3．群集
4．生産者、消費者、分解者
5．生態ピラミッド

篠田 章

講義

28

12月10日 火 2 【B】
2．地球生態系の構成と平衡

1．バイオーム
2．非生物要因
3．群集
4．生産者、消費者、分解者
5．生態ピラミッド

篠田 章

講義

29

12月17日 火 1 【A】
3．生物多様性

1．遺伝子・種・生態系の多様性
2．絶滅危惧種
3．生態系サービス
4．保全生態学

篠田 章

講義

30

12月17日 火 2 【B】
3．生物多様性

1．遺伝子・種・生態系の多様性
2．絶滅危惧種
3．生態系サービス
4．保全生態学

篠田 章

講義

生命現象の科学Ⅱ(科目№TM16026001)
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2019年 度

独語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任助教・内田 賢太郎・(ドイツ語)

独語

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．ドイツ語の発音の原則を理解し、正しい発音ができる。
２．辞書を用いてドイツ語の文章を読むことができる。
３．ドイツ語で簡単な会話ができる。
４．平易な内容の手紙やメールを書くことができる。
５．ドイツ語圏の文化に対し積極的な関心をもつことができる。

科目における教育到達目標

ドイツ語の初歩を１年で学ぶ。初級文法の習得を中心に、ドイツ語圏の
文化、歴史、現代の情勢にも触れる。ドイツ語という言語を通じて、日
本語とも英語とも異なる発想や論理を知り、豊かな思考力を養うことを
めざす。

文法を中心に学び、練習問題を解くことで理解の定着を図る。聞き取り問題やパートナー練習を多く行い、ドイツ語に耳から慣れることを心がけ
る。教科書をひととおり終えた後は簡単な読み物を扱う。

  学習内容

復習

出版社のホームページからダウンロードできる音声教材で、教科書の例
文等を発音練習する。宿題として課された練習問題を解く。

予習

教科書に目を通してから授業に臨む。教科書の例文は音読してみる。

  授業時間外の学習

  ICT活用

必要に応じて紹介する。

独語(科目№TM16027001)
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2019年 度

独語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任助教・内田 賢太郎・(ドイツ語)

独語

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価点最終評価点

和訳、独作文、文法問題筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

全授業で扱った内容再試験・範囲

筆記テスト再試験・方法

評価に対するフィードバック

前期・後期試験は採点し返却します。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

授業時間内に理解度を問う筆記テストを
行う 40％

前期試験

授業時間内に理解度を問う筆記テストを
行う 40％

後期試験

なし

小テスト

なし

その他の筆記テスト

なし

レポート

なし

ＰＢＬ

20％

出席点

必要に応じて提出物を課すことがある

その他

出席率が2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

外国語の習得は積み重ねが肝要なので、授業には必ず出席すること、文法事項を復習し、その都度その都度定着させてゆくことが望ましい。

  オフィスアワー

内田賢太郎担当

授業時間前後日時

非常勤講師控室場所

IP電話

E-mail

備考
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2019年 度

独語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任助教・内田 賢太郎・(ドイツ語)

独語

教科書

しくみのわかるドイツ語初級文法

桜井麻美 三修社著） 出）

2019年備）

辞書

著） 出）

初回の授業で紹介する。備）

参考書

改訂版 必携ドイツ文法総まとめ

著） 白水社中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧 出）

備）2003 年

  指定する教科書、参考書

独語(科目№TM16027001)
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2019年 度

独語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任助教・内田 賢太郎・(ドイツ語)

独語

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
04月11日 木 1 第0課：つづりと発音 1. アルファベット

2. 母音・子音
内田 賢太郎

講義

2
04月11日 木 2 第0課：つづりと発音 1. アルファベット

2. 母音・子音
内田 賢太郎

講義

3
04月18日 木 1 第0課：つづりと発音（続） 1. 子音

2. ウムラウト
内田 賢太郎

講義

4
04月18日 木 2 第0課：つづりと発音（続） 1. 子音

2. ウムラウト
内田 賢太郎

講義

5
04月25日 木 1 第1課：動詞の現在人称変化 1. 規則動詞

2. 親称と敬称
内田 賢太郎

講義

6
04月25日 木 2 第1課：動詞の現在人称変化 1. 規則動詞

2. 親称と敬称
内田 賢太郎

講義

7
05月09日 木 1 第1課：動詞の現在人称変化

（続）
1. 定動詞の位置
2. sein動詞とhaben動詞

内田 賢太郎
講義

8
05月09日 木 2 第1課：動詞の現在人称変化

（続）
1. 定動詞の位置
2. sein動詞とhaben動詞

内田 賢太郎
講義

9
05月16日 木 1 第2課：名詞の性と格 1. 文法的性

2. 格の概念
内田 賢太郎

講義

10
05月16日 木 2 第2課：名詞の性と格 1. 文法的性

2. 格の概念
内田 賢太郎

講義

11
05月23日 木 1 第2課：名詞の性と格（続） 1. 格変化

2. 定冠詞と不定冠詞
内田 賢太郎

講義

12
05月23日 木 2 第2課：名詞の性と格（続） 1. 格変化

2. 定冠詞と不定冠詞
内田 賢太郎

講義

13
05月30日 木 1 第3課：不規則動詞の現在人称変

化
1. 不規則動詞

内田 賢太郎
講義

14
05月30日 木 2 第3課：不規則動詞の現在人称変

化
1. 不規則動詞

内田 賢太郎
講義

15 06月06日 木 1 第4課：前置詞 1. 前置詞の核支配 内田 賢太郎講義

16 06月06日 木 2 第4課：前置詞 1. 前置詞の核支配 内田 賢太郎講義

17 06月13日 木 1 第5課：人称代名詞 1. 人称代名詞の格変化（3, ４格） 内田 賢太郎講義

18 06月13日 木 2 第5課：人称代名詞 1. 人称代名詞の格変化（3, ４格） 内田 賢太郎講義

19
06月20日 木 1 第5課：人称代名詞（続） 1. 前置詞と代名詞の融合形

2. 非人称のes
内田 賢太郎

講義

20
06月20日 木 2 第5課：人称代名詞（続） 1. 前置詞と代名詞の融合形

2. 非人称のes
内田 賢太郎

講義

21 06月27日 木 1 第6課：定冠詞類・不定冠詞類 1. 定冠詞類と不定冠詞類 内田 賢太郎講義

22 06月27日 木 2 第6課：定冠詞類・不定冠詞類 1. 定冠詞類と不定冠詞類 内田 賢太郎講義

23
07月04日 木 1 第6課：定冠詞類・不定冠詞類

（続）
1. nichtとkeinの用法
2. 疑問詞werの格変化

内田 賢太郎
講義

24
07月04日 木 2 第6課：定冠詞類・不定冠詞類

（続）
1. nichtとkeinの用法
2. 疑問詞werの格変化

内田 賢太郎
講義

25
07月11日 木 1 第7課：話法の助動詞、未来・推

量の助動詞werden
1. 話法の助動詞
2. 代名詞manの用法

内田 賢太郎
講義

26
07月11日 木 2 第7課：話法の助動詞、未来・推

量の助動詞werden
1. 話法の助動詞
2. 代名詞manの用法

内田 賢太郎
講義

27 07月18日 木 1 授業内学期末テスト 内田 賢太郎講義

28 07月18日 木 2 授業内学期末テスト 内田 賢太郎講義

29
09月05日 木 1 第8課：分離動詞、非分離動詞、

従属接続詞
1. 分離動詞
2. 非分離動詞

内田 賢太郎
講義

30
09月05日 木 2 第8課：分離動詞、非分離動詞、

従属接続詞
1. 分離動詞
2. 非分離動詞

内田 賢太郎
講義

独語(科目№TM16027001)
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2019年 度

独語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任助教・内田 賢太郎・(ドイツ語)

独語

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

31
09月12日 木 1 第8課：分離動詞、非分離動詞、

従属接続詞（続）
1. 従属接続詞
2. 副文

内田 賢太郎
講義

32
09月12日 木 2 第8課：分離動詞、非分離動詞、

従属接続詞（続）
1. 従属接続詞
2. 副文

内田 賢太郎
講義

33
09月19日 木 1 第9課：動詞の３基本形、現在完

了
1. 動詞の３基本形
2. 現在完了形

内田 賢太郎
講義

34
09月19日 木 2 第9課：動詞の３基本形、現在完

了
1. 動詞の３基本形
2. 現在完了形

内田 賢太郎
講義

35 09月26日 木 1 第10課：過去形、受動態 1. 過去形 内田 賢太郎講義

36 09月26日 木 2 第10課：過去形、受動態 1. 過去形 内田 賢太郎講義

37 10月03日 木 1 第10課：過去形、受動態（続） 1. 受動態 内田 賢太郎講義

38 10月03日 木 2 第10課：過去形、受動態（続） 1. 受動態 内田 賢太郎講義

39
10月10日 木 1 第11課：再帰代名詞・再帰動

詞、zu不定詞
1. 再帰表現

内田 賢太郎
講義

40
10月10日 木 2 第11課：再帰代名詞・再帰動

詞、zu不定詞
1. 再帰表現

内田 賢太郎
講義

41
10月24日 木 1 第11課：再帰代名詞・再帰動

詞、zu不定詞（続）
1. zu不定詞

内田 賢太郎
講義

42
10月24日 木 2 第11課：再帰代名詞・再帰動

詞、zu不定詞（続）
1. zu不定詞

内田 賢太郎
講義

43
10月31日 木 1 第12課：形容詞の格変化、比較

級・最上級
1. 語尾の強・弱変化

内田 賢太郎
講義

44
10月31日 木 2 第12課：形容詞の格変化、比較

級・最上級
1. 語尾の強・弱変化

内田 賢太郎
講義

45
11月07日 木 1 第12課：形容詞の格変化、比較

級・最上級（続）
1. 原級
2. 比較級
3. 最上級

内田 賢太郎
講義

46
11月07日 木 2 第12課：形容詞の格変化、比較

級・最上級（続）
1. 原級
2. 比較級
3. 最上級

内田 賢太郎
講義

47 11月14日 木 1 第13課：関係代名詞、命令形 1. 定関係代名詞 内田 賢太郎講義

48 11月14日 木 2 第13課：関係代名詞、命令形 1. 定関係代名詞 内田 賢太郎講義

49
11月21日 木 1 第13課：関係代名詞、命令形

（続）
1. 不定関係代名詞
2. 関係副詞
3. 命令形

内田 賢太郎
講義

50
11月21日 木 2 第13課：関係代名詞、命令形

（続）
1. 不定関係代名詞
2. 関係副詞
3. 命令形

内田 賢太郎
講義

51
11月28日 木 1 第14課：接続法 1. 接続法第2式

2. 非現実話法
内田 賢太郎

講義

52
11月28日 木 2 第14課：接続法 1. 接続法第2式

2. 非現実話法
内田 賢太郎

講義

53
12月05日 木 1 第12課：接続法（続） 1. 接続法第1式

2. 要求話法
3. 間接話法

内田 賢太郎
講義

54
12月05日 木 2 第12課：接続法（続） 1. 接続法第1式

2. 要求話法
3. 間接話法

内田 賢太郎
講義

55
12月12日 木 1 文法事項のまとめ、簡単なテク

ストを読む（１）
1. 詩、ドイツリート

内田 賢太郎
講義

56
12月12日 木 2 文法事項のまとめ、簡単なテク

ストを読む（１）
1. 詩、ドイツリート

内田 賢太郎
講義

57 12月19日 木 1 簡単なテクストを読む（２） 1.雑誌記事 内田 賢太郎講義

58 12月19日 木 2 簡単なテクストを読む（２） 1.雑誌記事 内田 賢太郎講義

59 12月19日 木 3 授業内学期末テスト 内田 賢太郎講義
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2019年 度

独語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任助教・内田 賢太郎・(ドイツ語)

独語

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

60 12月19日 木 4 授業内学期末テスト 内田 賢太郎講義

独語(科目№TM16027001)
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2019年 度

仏語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任講師・仲島 陽一・(フランス語)

仏語

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

患者の多様な背景を聴取することを模擬患者と体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(1)

医療における患者および家族とのコミュニケーションを体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(2)

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

医療チームに必要な構成者と役割を理解する。Ⅴ-1 ② レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

①綴字と音の関係を理解し、正しく発音できる。
②フランス語の動詞活用ができる。
③文法事項を理解する。
④平易な文が読解できる。
⑤日常生活で必要とされるフランス語表現ができる。

科目における教育到達目標

①フランス語を読み、書き、話すための基礎的事項を理解し、フランス
語の総合的運用能力を向上させる。
②フランス語による自己表現及び中級フランス語への移行を容易にす
る。

発音・文法・動詞活用を中心に講義し、練習問題でフランス語の仕組みを理解する。さらに、日常フランス語の基本的表現についても練習する。

  学習内容

復習

音声教材、補充問題による復習（30分）。

予習

毎回、教科書に目を通したうえで授業に臨む（15分）。

  授業時間外の学習

  ICT活用

ｅラーニングは使用しない。

仏語(科目№TM16028001)
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2019年 度

仏語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任講師・仲島 陽一・(フランス語)

仏語

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の平均点最終評価点

文法問題、和訳筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

前期試験ないし後期試験で60点以下で
あった範囲。

再試験・範囲

本試験と同形式。再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

40％

前期試験

40％

後期試験

10％

小テスト

なし

その他の筆記テスト

10％

出席点

出席率が2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

注意事項

出席率が3/4 以上の者が、最終評価の対
象となる

 学習上の注意

  学習上の注意等

限られた講義時間での外国語の修得がいかに困難であるかは容易に理解されることである。毎回の講義に出席することは言うまでもなく、その数倍
の時間をかけた自己学習が必要である。

  オフィスアワー

仲島陽一担当

木曜日　９時～12 時10 分日時

講師控室場所

IP電話

E-mail

備考

教科書

『フランス語へまっしぐら』

井田洋二 駿河台出版社著） 出）

備）

参考書

『 完全予想仏検４級 改訂 CD付』

著） 駿河台出版社田中成和・富田正二 出）

備）ISBN：978-4-411-00512-0 C1085

『クラウン仏和辞典』

著） 三省堂大槻鉄男・他 出）

備）ISBN：978-4-385-11927-9

  指定する教科書、参考書

仏語(科目№TM16028001)
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2019年 度

仏語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任講師・仲島 陽一・(フランス語)

仏語

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月11日 木 1 発音（1） 1. Alphabet
2. 綴字記号
3. 口腔母音
4. 鼻母音
5. 子音

仲島 陽一

講義

2

04月11日 木 2 発音（1） 1. Alphabet
2. 綴字記号
3. 口腔母音
4. 鼻母音
5. 子音

仲島 陽一

講義

3

04月18日 木 1 発音（2） 1. 単母音字
2. e の読み方
3. 複母音字
4. 鼻母音字
5. アンシェーヌマン
6. リエゾン
7. エリズィヨン

仲島 陽一

講義

4

04月18日 木 2 発音（2） 1. 単母音字
2. e の読み方
3. 複母音字
4. 鼻母音字
5. アンシェーヌマン
6. リエゾン
7. エリズィヨン

仲島 陽一

講義

5

04月25日 木 1 名詞
不定冠詞

1. 男性・女性名詞
2. 複数の s の発音
3. 不定冠詞（un, une, des）
4. 部分冠詞（du, de la)
5. 定冠詞（le, la, les）

仲島 陽一

講義

6
04月25日 木 2 名詞

不定冠詞
1. 男性・女性名詞
2. 複数の s の発音
3. 不定冠詞（un, une, des）

仲島 陽一
講義

7
05月09日 木 1 定冠詞

部分冠詞
定冠詞(le,la,les)
部分冠詞（du, de la)

仲島 陽一
講義

8
05月09日 木 2 定冠詞

部分冠詞
 定冠詞（le, la, les）
部分冠詞(du,de la)

仲島 陽一
講義

9

05月16日 木 1 提示表現
前置詞（1）

1. Voici ～. / Voilà ～.
2. C'est ～. / Ce sont ～.
3. Il y a ～.
4. sur, dans
5. devant, derrière

仲島 陽一

講義

10

05月16日 木 2 提示表現
前置詞（1）

1. Voici ～. / Voilà ～.
2. C'est ～. / Ce sont ～.
3. Il y a ～.
4. sur, dans
5. devant, derrière

仲島 陽一

講義

11

05月23日 木 1 代名詞（1）
動詞（1）　第1群規則動詞

1. 主語人称代名詞
2. 親称
3. 語幹、語尾
4. 活用（-e, -es, -e, -ons, -ez, -
ent）
5. J'aime ～.

仲島 陽一

講義

12

05月23日 木 2 代名詞（1）
動詞（1）　第1群規則動詞

1. 主語人称代名詞
2. 親称
3. 語幹、語尾
4. 活用（-e, -es, -e, -ons, -ez, -
ent）
5. J'aime ～.

仲島 陽一

講義

仏語(科目№TM16028001)
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2019年 度

仏語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任講師・仲島 陽一・(フランス語)

仏語

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

05月30日 木 1 動詞（2）　第2群規則動詞
疑問形
数詞

1. 活用（-is, -is, -it, -issons, -issez, -
issent）
2. choisir, finir
3. イントネーション
4. Est-ce que ～ ?
5. 倒置

仲島 陽一

講義

14

05月30日 木 2 動詞（2）　第2群規則動詞
疑問形
数詞

1. 活用（-is, -is, -it, -issons, -issez, -
issent）
2. choisir, finir
3. イントネーション
4. Est-ce que ～ ?
5. 倒置

仲島 陽一

講義

15

06月06日 木 1 動詞（3）　être, avoir
否定形

1. 活用が全く不規則な動詞
2. 最重要動詞
3. ne + 動詞 + pas ～
4. 否定の de
5. Oui, Non / Si, Non

仲島 陽一

講義

16

06月06日 木 2 動詞（3）　être, avoir
否定形

1. 活用が全く不規則な動詞
2. 最重要動詞
3. ne + 動詞 + pas ～
4. 否定の de
5. Oui, Non / Si, Non

仲島 陽一

講義

17

06月13日 木 1 動詞（4）　不規則動詞 1. aller, venir の活用
2. パターン化できる不規則動詞
3. 活用（-s, -s, -t, -ons, -ez, -ent）
4. aller + 不定詞
5. venir de + 不定詞

仲島 陽一

講義

18

06月13日 木 2 動詞（4）　不規則動詞 1. aller, venir の活用
2. パターン化できる不規則動詞
3. 活用（-s, -s, -t, -ons, -ez, -ent）
4. aller + 不定詞
5. venir de + 不定詞

仲島 陽一

講義

19

06月20日 木 1 前置詞（2）
形容詞（1）

1. 前置詞 à, de
2. 縮約（au, aux, du, des）
3. 形容詞の位置
4. 形容詞女性形の e
5. 複数形

仲島 陽一

講義

20

06月20日 木 2 前置詞（2）
形容詞（1）

1. 前置詞 à, de
2. 縮約（au, aux, du, des）
3. 形容詞の位置
4. 形容詞女性形の e
5. 複数形

仲島 陽一

講義

21

06月27日 木 1 形容詞（2） 1. 指示形容詞
2. 疑問形容詞
3. 男性単数第2形
4. 不定冠詞 des → de
5. 特別な女性形

仲島 陽一

講義

22

06月27日 木 2 形容詞（2） 1. 指示形容詞
2. 疑問形容詞
3. 男性単数第2形
4. 不定冠詞 des → de
5. 特別な女性形

仲島 陽一

講義

23

07月04日 木 1 動詞（5）　不規則動詞
命令形

1. faire, prendre
2. parle, parlez, parlons
3. nous に対する命令
4. aie, ayez, ayons
5. sois, soyez, soyons

仲島 陽一

講義

24

07月04日 木 2 動詞（5）　不規則動詞
命令形

1. faire, prendre
2. parle, parlez, parlons
3. nous に対する命令
4. aie, ayez, ayons
5. sois, soyez, soyons

仲島 陽一

講義

仏語(科目№TM16028001)
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2019年 度

仏語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任講師・仲島 陽一・(フランス語)

仏語

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

25

07月11日 木 1 動詞（6）　不規則動詞
所有形容詞

1. partir, devoir
2. vouloir, pouvoir
3. mon, ma, mes
4. son père：彼（彼女）の父親
5. ma, ta, sa → mon, ton, son

仲島 陽一

講義

26

07月11日 木 2 動詞（6）　不規則動詞
所有形容詞

1. partir, devoir
2. vouloir, pouvoir
3. mon, ma, mes
4. son père：彼（彼女）の父親
5. ma, ta, sa → mon, ton, son

仲島 陽一

講義

27

07月18日 木 1 形容詞・副詞の比較級・最上級 1. plus … que
2. aussi … que
3. moins … que
4. 定冠詞 + plus（moins） … de
5. meilleur, mieux

仲島 陽一

講義

28

07月18日 木 2 形容詞・副詞の比較級・最上級 1. plus … que
2. aussi … que
3. moins … que
4. 定冠詞 + plus（moins） … de
5. meilleur, mieux

仲島 陽一

講義

29

09月05日 木 1 動詞（7）　-er 変則動詞 1. appeler
2. lever
3. espérer
4. commencer
5. employer

仲島 陽一

講義

30

09月05日 木 2 動詞（7）　-er 変則動詞 1. appeler
2. lever
3. espérer
4. commencer
5. employer

仲島 陽一

講義

31

09月12日 木 1 過去分詞
直説法複合過去（1）

1. -é, -i, -u
2. été, eu
3. pris, fait
4. 複合時制
5. avoir の直説法現在 + 過去分詞

仲島 陽一

講義

32

09月12日 木 2 過去分詞
直説法複合過去（1）

1. -é, -i, -u
2. été, eu
3. pris, fait
4. 複合時制
5. avoir の直説法現在 + 過去分詞

仲島 陽一

講義

33

09月19日 木 1 直説法複合過去（2） 1. être の直説法現在 + 過去分詞
2. 移動・状態の変化をあらわす自
動詞
3. 過去分詞の性・数一致
4. 否定の pas の位置
5. 倒置疑問形、否定倒置疑問形

仲島 陽一

講義

34

09月19日 木 2 直説法複合過去（2） 1. être の直説法現在 + 過去分詞
2. 移動・状態の変化をあらわす自
動詞
3. 過去分詞の性・数一致
4. 否定の pas の位置
5. 倒置疑問形、否定倒置疑問形

仲島 陽一

講義

35

09月26日 木 1 代名詞（2）
関係代名詞（1）
疑問代名詞

1. qui：主語、que：直接目的語
2. dont：de + 先行詞、où
3. Que ～ ? / Qu'est-ce que ～ ?
4. Lequel de ～ ?
5. Auquel de ～ ?

仲島 陽一

講義

36

09月26日 木 2 代名詞（2）
関係代名詞（1）
疑問代名詞

1. qui：主語、que：直接目的語
2. dont：de + 先行詞、où
3. Que ～ ? / Qu'est-ce que ～ ?
4. Lequel de ～ ?
5. Auquel de ～ ?

仲島 陽一

講義

仏語(科目№TM16028001)
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2019年 度

仏語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任講師・仲島 陽一・(フランス語)

仏語

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

37

10月03日 木 1 代名詞（3）
人称代名詞

1. 直接目的補語人称代名詞の位置
2. 間接目的補語を導く前置詞 à
3. 間接目的補語人称代名詞の位置
4. 人称代名詞強勢形
5. 直接目的補語と過去分詞の一致

仲島 陽一

講義

38

10月03日 木 2 代名詞（3）
人称代名詞

1. 直接目的補語人称代名詞の位置
2. 間接目的補語を導く前置詞 à
3. 間接目的補語人称代名詞の位置
4. 人称代名詞強勢形
5. 直接目的補語と過去分詞の一致

仲島 陽一

講義

39

10月10日 木 1 受動態
代名詞（4）

1. être + 他動詞の過去分詞 + par ～
2. 受動態の複合過去
3. par ～ / de ～
4. 指示代名詞（ce, ceci, cela）
5. celui, celle, ceux, celles

仲島 陽一

講義

40

10月10日 木 2 受動態
代名詞（4）

1. être + 他動詞の過去分詞 + par ～
2. 受動態の複合過去
3. par ～ / de ～
4. 指示代名詞（ce, ceci, cela）
5. celui, celle, ceux, celles

仲島 陽一

講義

41

10月24日 木 1 代名動詞 1. se coucher
2. 再帰代名詞
3. 複合過去の助動詞は être
4. 過去分詞の一致・不変
5. 再帰的・相互的・受動的・本質
的用法

仲島 陽一

講義

42

10月24日 木 2 代名動詞 1. se coucher
2. 再帰代名詞
3. 複合過去の助動詞は être
4. 過去分詞の一致・不変
5. 再帰的・相互的・受動的・本質
的用法

仲島 陽一

講義

43

10月31日 木 1 強調構文
非人称構文

1. C'est ～ qui（que）….
2. 形式上の主語
3. 時刻
4. Il fait ～ . / Il faut ～ .
5. Il est + 形容詞 + de + 不定詞

仲島 陽一

講義

44

10月31日 木 2 強調構文
非人称構文

1. C'est ～ qui（que）….
2. 形式上の主語
3. 時刻
4. Il fait ～ . / Il faut ～ .
5. Il est + 形容詞 + de + 不定詞

仲島 陽一

講義

45

11月07日 木 1 直説法単純未来
直説法前未来

1. 原則語幹と特殊語幹
2. 語尾：r + avoir の現在
3. 命令の意を含む未来形
4. 助動詞の単純未来 + 過去分詞
5. 未来完了

仲島 陽一

講義

46

11月07日 木 2 直説法単純未来
直説法前未来

1. 原則語幹と特殊語幹
2. 語尾：r + avoir の現在
3. 命令の意を含む未来形
4. 助動詞の単純未来 + 過去分詞
5. 未来完了

仲島 陽一

講義

47

11月14日 木 1 代名詞（5）
中性代名詞

1. le, en, y の位置
2. 属詞・不定詞・節に代わる
3. ［de + ～］に代わる
4. 直接目的補語になる en
5. ［à + ～］に代わる

仲島 陽一

講義

48

11月14日 木 2 代名詞（5）
中性代名詞

1. le, en, y の位置
2. 属詞・不定詞・節に代わる
3. ［de + ～］に代わる
4. 直接目的補語になる en
5. ［à + ～］に代わる

仲島 陽一

講義
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仏語 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員 兼任講師・仲島 陽一・(フランス語)

仏語

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

49

11月21日 木 1 直説法半過去
直説法大過去
代名詞（6）
関係代名詞（2）

1. 語幹・語尾は一定
2. être の語幹のみ例外
3. 過去における継続・状態
4. 助動詞の半過去 + 過去分詞
5. 前置詞 + 関係代名詞

仲島 陽一

講義

50

11月21日 木 2 直説法半過去
直説法大過去
代名詞（6）
関係代名詞（2）

1. 語幹・語尾は一定
2. être の語幹のみ例外
3. 過去における継続・状態
4. 助動詞の半過去 + 過去分詞
5. 前置詞 + 関係代名詞

仲島 陽一

講義

51

11月28日 木 1 条件法現在
条件法過去

1. 語幹：単純未来の語幹と同じ
2. 語尾： r + 直説法半過去の語尾
3. Si + 直説法半過去、条件法現在
4. Si + 直説法大過去、条件法過去
5. 語調緩和の条件法

仲島 陽一

講義

52

11月28日 木 2 条件法現在
条件法過去

1. 語幹：単純未来の語幹と同じ
2. 語尾： r + 直説法半過去の語尾
3. Si + 直説法半過去、条件法現在
4. Si + 直説法大過去、条件法過去
5. 語調緩和の条件法

仲島 陽一

講義

53

12月05日 木 1 直説法単純過去
直説法前過去
現在分詞
ジェロンディフ

1. 書き言葉にのみ使用
2. 直前の完了
3. -ant
4. en + 現在分詞
5. ジェロンディフの主語

仲島 陽一

講義

54

12月05日 木 2 直説法単純過去
直説法前過去
現在分詞
ジェロンディフ

1. 書き言葉にのみ使用
2. 直前の完了
3. -ant
4. en + 現在分詞
5. ジェロンディフの主語

仲島 陽一

講義

55

12月12日 木 1 直接話法と間接話法
所有代名詞

1. 主節の動詞が過去の場合の時制
2. 疑問文の場合
3. ce que / ce qui
4. 命令文の場合
5. 定冠詞が必要

仲島 陽一

講義

56

12月12日 木 2 直接話法と間接話法
所有代名詞

1. 主節の動詞が過去の場合の時制
2. 疑問文の場合
3. ce que / ce qui
4. 命令文の場合
5. 定冠詞が必要

仲島 陽一

講義

57

12月19日 木 1 接続法（1） 1. 原則語幹
2. 特殊語幹
3. 活用（-e, -es, -e, -ions, -iez, -
ent）
4. 助動詞の接続法現在 + 過去分詞
5. 過去分詞の性・数

仲島 陽一

講義

58

12月19日 木 2 接続法（1） 1. 原則語幹
2. 特殊語幹
3. 活用（-e, -es, -e, -ions, -iez, -
ent）
4. 助動詞の接続法現在 + 過去分詞
5. 過去分詞の性・数

仲島 陽一

講義

59

12月19日 木 3 接続法（2） 1. 従属節
2. 意志・感情
3. vouloir que + 接続法
4. bien que + 接続法
5. 最上級やそれに準ずる表現

仲島 陽一

講義

60

12月19日 木 4 接続法（2） 1. 従属節
2. 意志・感情
3. vouloir que + 接続法
4. bien que + 接続法
5. 最上級やそれに準ずる表現

仲島 陽一

講義

61 01月09日 木 1 長文とまとめ まとめと試験 仲島 陽一

62 01月09日 木 2 長文とまとめ まとめと試験 仲島 陽一

仏語(科目№TM16028001)
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルC(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルC(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルC(3)

患者の多様な背景を聴取することを模擬患者と体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(1)

医療における患者および家族とのコミュニケーションを体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(2)

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

利益相反について説明できる。Ⅳ-1 ③ レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

世界の保険・医療関連について知識を有する。Ⅶ-1 ① レベルC(2)

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

英語Ⅰ(科目№TM16029001)
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

卒業時に全員が習得すべきコンピテンシーのうち、英語Ⅰでは下記のコ
ンピテンシーの習得に向けて学修する。

Vocabulary
〈基本的な英単語（一般用語と専門用語語彙）〉
1. 「身体の部位と機能」、「症状、徴候」、「検査、診療行為、診療器
具」、「疾患、診断」に関する基本的な専門用語を理解し使うことがで
きる。
2. 一般用語と専門用語の語彙を理解し使い分けながら、患者に説明でき
る。
〈英語表現〉
3. 「医療面接」、「身体診察」、「患者への病状説明や指示・指導」
「医療情報(カルテ、電子カルテ)記載」、「症例プレゼンテーション」
で必要な基本的な英語表現を使うことができる。
4. 医学・医療の研究に必要な英単語、英語表現の情報を英語テキストや
web 上で検索できる。

Reading
〈診療に関連したリーディング〉
5. 基本的な身体機能及び疾患の英語表記を理解できる。
6. 基本的な症状、徴候の英語表記を理解できる。
7. 基本的な診察所見、診療行為、診療器具の英語表記を理解できる。
8. 基本疾患（モデル・コア・カリキュラムに収載されている）について
英語の資料を読み、内容を理解できる。
9. 英語の文献検索を行い、目的とする英語論文の abstract を読んで理解
できる。

Writing
〈テクニカル・ライティング〉
10. パラグラフ・ライティングができる。
11. 一貫性（coherence）の保たれた文章を書ける。
12. 明確（clear）かつ簡潔（concise）な文章を書ける。
〈一般のコミュニケーション英文〉
13. 基本的な文法（punctuation を含む）を知っている。
14. 基本的な語彙（医学用語を含む）を知っている。
15. 応用的な文法・語彙を調べながら運用できる。

Communication
〈診療に関連したコミュニケーション〉
16. 一般的な身体表現、症状を聴き取り、理解できる。
17. 初診患者の受付や院内誘導などの案内ができる。
18. 挨拶・患者確認、ならびに基本的な医療面接を行える。
19. 患者の診察上必要な説明（体位の変換、指示など）を行える。
〈研究に関連したコミュニケーション〉
20. （英語を母語としない人たちを対象とした）国際学会発表などのプ
レゼンテーションの内容をおおむね理解できる。
21. （英語を母語としない人たちを対象とした）グループディスカッ
ションでの議論の内容をおおむね理解できる。
22. 医学・医療関連の英語メディアの情報を聴き取りおおむね理解でき
る。
23. 簡単なプレゼンテーションができる。
24. グループディスカッションで自分の意見を簡単に述べることができ
る。
25. 簡単な質問に答えることができる。

科目における教育到達目標

「英語」科目・「医学英語」科目双方において、「医療人が必要とする
英語能力」という基準で教育到達目標および学習内容を設定している。
英語Ⅰ・Ⅱにおいては、その中で、例えば患者と話す際に使用する一般
英語、留学先での自己紹介、英語のメールの書き方など、医療人が必要
とする一般英語に焦点を当てる。医学英語Ⅰ～Ⅳにおいては、例えば口
頭で症例報告をする、論文を読むなど、医療人が必要とする専門的な英
語に焦点を当てる。
日本医学英語教育学会により策定された「医学教育のグローバルスタン
ダードに対応するための医学英語教育ガイドライン」のVocabulary、
Reading、Writing、Communicationのそれぞれにおける「Minimum
requirements」を本学の第1～4学年の英語・医学英語教育の統合された
到達目標とする。
本ガイドラインは、学修のアウトカムとして、医学部卒業時に全員が習
得すべき内容をMinimum requirements、全員が習得する必要はないが、
さらなる能力向上のために習得が望ましい内容をAdvanced
requirementsと定義している。
英語Ⅰでは、Minimum requirementsのうち、習得のために一般英語の基
礎が特に必要なものを中心に教育到達目標を設定する。

英語Ⅰは、前期・後期の「総合」（木曜1・2限）と前期の「表現法」（月曜3・4限）とからなる。
小グループで学習するため、学生は3クラス（1・2・3）、さらにそれぞれ2グループ（A・B）に分けられる。
「総合」・「表現法」では、それぞれ3名の教員がクラスを担当し、「総合」では5回、「表現法」では4回の単位で担当クラスを交代する。このよ
うにして、英語Ⅰでは学生全員が6名の教員全員の授業を受け、全体として同じ内容を学習する。
「科目における教育到達目標」に記載されているように、「英語」科目・「医学英語」科目双方において、「医療人が必要とする英語能力」という
基準で、統合された教育到達目標となっている。「英語」・「医学英語」における到達目標の習得度について常に振り返る目的で、eポートフォリ
オ上の「英語」・「医学英語」共通の英語日誌において「What did I learn in English/Medical English class this week?」というテーマで週に一回エ
ントリを書き、教員よりフィードバックコメントを受ける。

  学習内容
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

復習

授業で学習した内容の完全習得に努める。理解がじゅうぶんでない場合
は、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に教員に質問し、理解す
る。eポートフォリオにおける英語日誌にエントリを書き、振返りをす
る。

予習

課題があたえられていればその課題を確実にこなしておく。

  授業時間外の学習

  ICT活用

授業資料の掲載、小テスト実施、レポート提出、科目内のお知らせなどをe自主自学において行う。
eポートフォリオにおける「英語」・「医学英語」共通の英語日誌を活用する。

60点を合格点とする合格点

最終評価点＝授業評価最終評価点

MCQおよび記述式筆記試験の形式

年度末（すべての講義終了後）に1回
とする

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

講義内容全般再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

(1) 平常点: 30%
授業時におこなう小テスト、課題として
出されるレポート (15%)
ディスカッションへの参加度、予習復習
を含む受講態度全般 (15％)

(2) 年度末に行なうTOEFL－ITP: 20%
スコアは以下の通り換算する。
560 以上: 20点
550-559: 19点
540-549: 18点
530-539: 17点
520-529: 16点
510-519: 15点
500-509: 14点
490-499: 13点
480-489: 12点
470-479: 11点
460-469: 10点
450-459:  9点
440-449:  8点
430-439:  7点
420-429:  6点
410-419:  5点
400-409:  4点
390-399:  3点
380-389:  2点
370-379:  1点
369 以下:  0点

(3) 期末試験: 50%

(1) 受講態度の著しく劣るものは、他の成
績にかかわらず最終評価点は60点未満と
なる。
(2) eポートフォリオの英語日誌における
積極性は成績に加味される。
(3) 出席率が3/2以上の者が、最終評価の
対象となる。
(4) 提出物(レポートなど)に、同一なもの
あるいは明白な類似が認められた場合に
は、不正があったものと判断し、その回
の提出物に関する評価は、「原本、複
写」にかかわらずマイナスの評価とす
る。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

英語Ⅰ(科目№TM16029001)
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

 学習上の注意

  学習上の注意等

1) 授業に対応するだけでなく、さまざまなメディアを積極的に活用して各自の英語力を高めるよう心がけてください。
2) 授業は少人数でおこなわれる。したがって、「受講態度」が評価の重要な要素となる。筆記用具なし、あるいはテキストなしでの出席は欠席扱
いとなり、授業開始後20分以降の遅刻は欠席扱いとなる。
3) 授業中、スマートフォンの利用は原則禁止とする。ただし、教員の指示があった場合のみ使用を認める。
4) 私語は禁止とする。

3)、4)は迷惑行為なので教員に指摘され、退席を指示された者は、即座に退席すること。なおその場合、授業は欠席として取り扱う。

  オフィスアワー

R.ブルーヘルマンス（英語）担当

前期：月曜日 12:00～13:00、後期：木曜日 12:10～13:10日時

大学（新宿キャンパス） 第三校舎 2階 英語教室場所

IP電話 内線285（大学）

rpb@tokyo-med.ac.jpE-mail

「授業内容」の質問や「学習方法」についての相談があれば、積極的に担当教員に連絡すること。備考

教科書

The World of Medicine

黒澤麻美、和治元義博、ジェイ
ムズ・ガダード

朝日出版社著） 出）

ISBN 978-4-255-15619-4備）

参考書

  指定する教科書、参考書

英語Ⅰ(科目№TM16029001)
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月11日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Sakurai):
Introduction
Introductory DVD of the
Alexander Technique

Class 2 (Toshima):
Guidance

Class 3 (Oikawa):
Steve Jobs: Stanford
Commencement Speech in 2005

Class 1: benefit, the whole person

Class 2: active learning

Class 3: life and death, Apple, love

桜井 真理子
戸嶋 真弓
及川 一美

講義

2

04月15日 月 3・4 Period 3: Group A
Period 4: Group B

Class 1 (Abe, Breugelmans):
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 2 (Barroga):
Having addictions and attaining
life balance

Class 3 (Takenaka):
Health- and healthcare-related
vocabulary and useful
expressions
Listening, comprehension
exercises and group discussion
on a topic related to a medical
specialty

Class 1: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

Class 2: addictions, chemical
addiction, behavioral addiction,
brain conditioning, alcohol, tobacco,
cocaine, heroine, dopamine,
gambling, overeating, alcoholism,
life balance

Class 3: vocabulary, expressions,
listening, comprehension, group
discussion

阿部 一幸
バロガ エドワード

竹中 朋子
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

3

04月18日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Sakurai):
F.M. Alexander’s discovery

Class 2 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 1 Medical Professional
Communication Skills

Class 3 (Oikawa):
TED Talk
Richard St. John: 8 secrets of
success

Class 1: head, neck, back; head
leads spine, gravity

Class 2: English expressions, basic
English vocabulary, listening
comprehension

Class 3: money, work, practice
桜井 真理子
戸嶋 真弓
及川 一美

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

4

04月22日 月 3・4 Period 3: Group A
Period 4: Group B

Class 1 (Abe):
Review quiz
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 2 (Barroga, Breugelmans):
Scrutinizing what you eat and
development of obesity

Class 3 (Takenaka):
Quiz
Dialogues focusing on
communication with patients

Class 1: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

Class 2: food, muscle, fat, wellness,
energy foods, body building foods,
protective foods, cholesterol,
omega-3, antioxidants, friendly
bacteria, unfriendly bacteria,
nutrition, obesity, genes, weight
gain

Class 3: lay & professional terms,
good & bad examples, levels of
formality

阿部 一幸
バロガ エドワード

竹中 朋子
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

5

04月25日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Sakurai):
Unreliable sensory appreciation,
inhibition, direction, conscious
control (1)

Class 2 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 2 The Internet and Self
Diagnosis

Class 3 (Oikawa):
TED Talk
Thomas Suarez: A 12-year-old
app developer

Class 1: habit, say no, doing and
non-doing

Class 2: English expressions,
medical examination expressions

Class 3: app designer, share
knowledge, future 桜井 真理子

戸嶋 真弓
及川 一美

講義

6

04月26日 金 3・4 Period 3&4: Group A&B

Class 1, 2, 3:
TOEFL-ITP

Class 1, 2, 3: TOEFL, listening,
reading

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

バロガ エドワード
阿部 一幸
竹中 朋子

桜井 真理子
及川 一美
戸嶋 真弓

講義

7

05月09日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Sakurai):
Unreliable sensory appreciation,
inhibition, direction, conscious
control (2)

Class 2 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 3 Resistant Diseases and
Drug Economics

Class 3 (Oikawa):
TED Talk
Tom Gruber: How AI can
enhance our memory, work and
social lives

Class 1: habit, say no, doing and
non-doing

Class 2: reading to writing

Class 3: augmentation, interface,
diagnosing cancer

桜井 真理子
戸嶋 真弓
及川 一美

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

8

05月13日 月 3・4 Period 3: Group A
Period 4: Group B

Class 1 (Abe):
Review quiz
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 2 (Barroga):
Understanding mental health and
well-being

Class 3 (Takenaka,
Breugelmans):
Small-group conversation
simulation and role-play

Class 1: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

Class 2: mental health, depression,
bipolar disorder, personality
disorder, narcissist, paranoia,
obsessive, compulsive, well-being,
euphoria, antidepressant

Class 3: conversation,
comprehension, Q&A, discussion

阿部 一幸
バロガ エドワード

竹中 朋子
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

9

05月16日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Sakurai):
Summary, review, quiz

Class 2 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 4 Death and Dying

Class 3 (Oikawa):
Review, quiz

Class 1: summary, review

Class 2: reading to writing

Class 3: review 桜井 真理子
戸嶋 真弓
及川 一美

講義

10

05月20日 月 3・4 Period 3: Group A
Period 4: Group B

Class 1 (Abe, Breugelmans):
Review quiz
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 2 (Barroga):
Getting sick and taking medicine

Class 3 (Takenaka):
Basic writing
Paragraph writing to set out
one's opinion after reading an
English text on a given theme

Class 1: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

Class 2: sickness, antibiotics, lung
disease, bacterial disease, colds,
viruses, good bacteria, bad
bacteria, resistance, infectious, side
effects

Class 3: basic writing, paragraph
writing, opinion

阿部 一幸
バロガ エドワード

竹中 朋子
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

11

05月23日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Oikawa):
Steve Jobs: Stanford
Commencement Speech in 2005

Class 2 (Sakurai):
Introduction
Introductory DVD of the
Alexander Technique

Class 3 (Toshima):
Guidance

Class 1: life and death, Apple, love

Class 2: benefit, the whole person

Class 3: active learning

及川 一美
桜井 真理子
戸嶋 真弓

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

12

05月27日 月 3・4 Period 3: Group A
Period 4: Group B

Class 1 (Takenaka,
Breugelmans):
Health- and healthcare-related
vocabulary and useful
expressions
Listening, comprehension
exercises and group discussion
on a topic related to a medical
specialty

Class 2 (Abe):
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 3 (Barroga):
Having addictions and attaining
life balance

Class 1: vocabulary, expressions,
listening, comprehension, group
discussion

Class 2: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

Class 3: addictions, chemical
addiction, behavioral addiction,
brain conditioning, alcohol, tobacco,
cocaine, heroine, dopamine,
gambling, overeating, alcoholism,
life balance

竹中 朋子
阿部 一幸

バロガ エドワード
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

13

05月30日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Oikawa):
TED Talk
Richard St. John: 8 secrets of
success

Class 2 (Sakurai):
F.M. Alexander’s discovery

Class 3 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 1 Medical Professional
Communication Skills

Class 1: money, work, practice

Class 2: head, neck, back; head
leads spine, gravity

Class 3: English expressions, basic
English vocabulary, listening
comprehension

及川 一美
桜井 真理子
戸嶋 真弓

講義

14

06月03日 月 3・4 Period 3: Group A
Period 4: Group B

Class 1 (Takenaka):
Quiz
Dialogues focusing on
communication with patients

Class 2 (Abe, Breugelmans):
Review quiz
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 3 (Barroga):
Scrutinizing what you eat and
development of obesity

Class 1: lay & professional terms,
good & bad examples, levels of
formality

Class 2: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

Class 3: food, muscle, fat, wellness,
energy foods, body building foods,
protective foods, cholesterol,
omega-3, antioxidants, friendly
bacteria, unfriendly bacteria,
nutrition, obesity, genes, weight
gain

竹中 朋子
阿部 一幸

バロガ エドワード
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

15

06月06日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Oikawa):
TED Talk
Thomas Suarez: A 12-year-old
app developer

Class 2 (Sakurai):
Unreliable sensory appreciation,
inhibition, direction, conscious
control (1)

Class 3 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 2 The Internet and Self
Diagnosis

Class 1: app designer, share
knowledge, future

Class 2: habit, say no, doing and
non-doing

Class 3: English expressions,
medical examination expressions 及川 一美

桜井 真理子
戸嶋 真弓

講義

16

06月10日 月 3・4 Period 3: Group A
Period 4: Group B

Class 1 (Takenaka):
Small-group conversation
simulation and role-play

Class 2 (Abe):
Review quiz
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 3 (Barroga, Breugelmans):
Understanding mental health and
well-being

Class 1: conversation,
comprehension, Q&A, discussion

Class 2: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

Class 3: mental health, depression,
bipolar disorder, personality
disorder, narcissist, paranoia,
obsessive, compulsive, well-being,
euphoria, antidepressant

竹中 朋子
阿部 一幸

バロガ エドワード
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

17

06月13日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Oikawa):
TED Talk
Tom Gruber: How AI can
enhance our memory, work and
social lives

Class 2 (Sakurai):
Unreliable sensory appreciation,
inhibition, direction, conscious
control (2)

Class 3 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 3 Resistant Diseases and
Drug Economics

Class 1: augmentation, interface,
diagnosing cancer

Class 2: habit, say no, doing and
non-doing

Class 3: reading to writing

及川 一美
桜井 真理子
戸嶋 真弓

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

18

06月17日 月 3・4 Period 3: Group A
Period 4: Group B

Class 1 (Takenaka,
Breugelmans):
Basic writing
Paragraph writing to set out
one's opinion after reading an
English text on a given theme

Class 2 (Abe):
Review quiz
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 3 (Barroga):
Getting sick and taking medicine

Class 1: basic writing, paragraph
writing, opinion

Class 2: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

Class 3: sickness, antibiotics, lung
disease, bacterial disease, colds,
viruses, good bacteria, bad
bacteria, resistance, infectious, side
effects

竹中 朋子
阿部 一幸

バロガ エドワード
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

19

06月17日 月 5 Period 5: Group A

Class 1-A (Barroga,
Breugelmans):
Having addictions and attaining
life balance

Class 2-A (Takenaka):
Health- and healthcare-related
vocabulary and useful
expressions
Listening, comprehension
exercises and group discussion
on a topic related to a medical
specialty

Class 3-A (Abe):
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 1-A: addictions, chemical
addiction, behavioral addiction,
brain conditioning, alcohol, tobacco,
cocaine, heroine, dopamine,
gambling, overeating, alcoholism,
life balance

Class 2-A: vocabulary, expressions,
listening, comprehension, group
discussion

Class 3-A: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

バロガ エドワード
竹中 朋子
阿部 一幸

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

20

06月20日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Oikawa):
Review, quiz

Class 2 (Sakurai):
Summary, review, quiz

Class 3 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 4 Death and Dying

Class 1: review

Class 2: summary, review

Class 3: reading to writing 及川 一美
桜井 真理子
戸嶋 真弓

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

21

06月24日 月 3・4 Period 3: Group B

Class 1-B (Barroga,
Breugelmans):
Having addictions and attaining
life balance

Class 2-B (Takenaka):
Health- and healthcare-related
vocabulary and useful
expressions
Listening, comprehension
exercises and group discussion
on a topic related to a medical
specialty

Class 3-B (Abe):
Review quiz
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

------------------------------------
Period 4: Group A

Class 1-A (Barroga):
Scrutinizing what you eat and
development of obesity

Class 2-A (Takenaka,
Breugelmans):
Quiz
Dialogues focusing on
communication with patients

Class 3-A (Abe):
Review quiz
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 1-B: addictions, chemical
addiction, behavioral addiction,
brain conditioning, alcohol, tobacco,
cocaine, heroine, dopamine,
gambling, overeating, alcoholism,
life balance

Class 2-B: vocabulary, expressions,
listening, comprehension,
discussion

Class 3-B: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

------------------------------------
Class 1-A: food, muscle, fat,
wellness, energy foods, body
building foods, protective foods,
cholesterol, omega-3, antioxidants,
friendly bacteria, unfriendly bacteria,
nutrition, obesity, genes, weight
gain

Class 2-A: lay & professional terms,
good & bad examples, levels of
formality

Class 3-A: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

バロガ エドワード
竹中 朋子
阿部 一幸

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

22

06月24日 月 5 Period 5: Group B

Class 1-B (Barroga):
Scrutinizing what you eat and
development of obesity

Class 2-B (Takenaka,
Breugelmans):
Quiz
Dialogues focusing on
communication with patients

Class 3-B (Abe):
Review quiz
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 1-B: food, muscle, fat,
wellness, energy foods, body
building foods, protective foods,
cholesterol, omega-3, antioxidants,
friendly bacteria, unfriendly bacteria,
nutrition, obesity, genes, weight
gain

Class 2-B: lay & professional terms,
good & bad examples, levels of
formality

Class 3-B: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

バロガ エドワード
竹中 朋子
阿部 一幸

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

23

06月27日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Toshima):
Guidance

Class 2 (Oikawa):
Steve Jobs: Stanford
Commencement Speech in 2005

Class 3 (Sakurai):
Introduction
Introductory DVD of the
Alexander Technique

Class 1: active learning

Class 2: life and death, Apple, love

Class 3: benefit, the whole person

戸嶋 真弓
及川 一美

桜井 真理子

講義

24

07月01日 月 3・4 Period 3: Group A
Period 4: Group B

Class 1 (Barroga):
Understanding mental health and
well-being

Class 2 (Takenaka):
Small-group conversation
simulation and role-play

Class 3 (Abe, Breugelmans):
Review quiz
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 1: mental health, depression,
bipolar disorder, personality
disorder, narcissist, paranoia,
obsessive, compulsive, well-being,
euphoria, antidepressant

Class 2: conversation,
comprehension, Q&A, discussion

Class 3: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

バロガ エドワード
竹中 朋子
阿部 一幸

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

25

07月04日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 1 Medical Professional
Communication Skills

Class 2 (Oikawa):
TED Talk
Richard St. John: 8 secrets of
success

Class 3 (Sakurai):
F.M. Alexander’s discovery

Class 1: English expressions, basic
English vocabulary, listening
comprehension

Class 2: money, work, practice

Class 3: head, neck, back; head
leads spine, gravity

戸嶋 真弓
及川 一美

桜井 真理子

講義

26

07月08日 月 3・4 Period 3: Group A
Period 4: Group B

Class 1 (Barroga, Breugelmans):
Getting sick and taking medicine

Class 2 (Takenaka):
Basic writing
Paragraph writing to set out
one's opinion after reading an
English text on a given theme

Class 3 (Abe):
Review quiz
Health-related expressions
commonly used by doctors and
nurses
Explaining technical medical
terms in lay language
Pattern practice and pair practice

Class 1: sickness, antibiotics, lung
disease, bacterial disease, colds,
viruses, good bacteria, bad
bacteria, resistance, infectious, side
effects

Class 2: basic writing, paragraph
writing, opinion

Class 3: everyday language, plain
English, medical terms, lay
language, pattern practice,
dialogue, common expressions

バロガ エドワード
竹中 朋子
阿部 一幸

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

27

07月11日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 2 The Internet and Self
Diagnosis

Class 2 (Oikawa):
TED Talk
Thomas Suarez: A 12-year-old
app developer

Class 3 (Sakurai):
Unreliable sensory appreciation,
inhibition, direction, conscious
control (1)

Class 1: English expressions,
medical examination expressions

Class 2: app designer, share
knowledge, future

Class 3: habit, say no, doing and
non-doing 戸嶋 真弓

及川 一美
桜井 真理子

講義

28

07月18日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 3 Resistant Diseases and
Drug Economics

Class 2 (Oikawa):
TED Talk
Tom Gruber: How AI can
enhance our memory, work and
social lives

Class 3 (Sakurai):
Unreliable sensory appreciation,
inhibition, direction, conscious
control (2)

Class 1: reading to writing

Class 2: augmentation, interface,
diagnosing cancer

Class 3: habit, say no, doing and
non-doing

戸嶋 真弓
及川 一美

桜井 真理子

講義

29

09月05日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 4 Death and Dying

Class 2 (Oikawa):
Review, quiz

Class 3 (Sakurai):
Summary, review, quiz

Class 1: reading to writing

Class 2: review

Class 3: summary, review 戸嶋 真弓
及川 一美

桜井 真理子

講義

30

09月12日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Sakurai):
Review
Case study 1

Class 2 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 5 Sleep in the 21st Century

Class 3 (Oikawa):
TED Talk
Nina Tandon: Could tissue
engineering mean personalized
medicine?

Class 1: case study

Class 2: reading to writing

Class 3: regenerative medicine,
tissue engineering

桜井 真理子
戸嶋 真弓
及川 一美

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

31

09月19日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Sakurai):
Position of mechanical
advantage
Case study 2

Class 2 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 6 How Medicine Works in
Your Body
Unit 7 Gut Microbiota: Flower
Garden inside You

Class 3 (Oikawa):
TED Talk
Amy Cuddy: Your body language
may shape who you are

Class 1: case study, function

Class 2: reading to writing

Class 3: nonverbal communication,
body and mind, power

桜井 真理子
戸嶋 真弓
及川 一美

講義

32

09月26日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Sakurai):
Applying the Alexander
Technique
Case study 3

Class 2 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 8 The Rod of Asclepius
Unit 9 CAM, or Complementary
and Alternative Medicine (Not
Camera!)

Class 3 (Oikawa):
TED Talk
Dan Pink: The puzzle of
motivation

Class 1: case study, critical moment

Class 2: reading to writing

Class 3: motivation, rewards

桜井 真理子
戸嶋 真弓
及川 一美

講義

33

10月03日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Sakurai):
Breathing (exhalation)
Voice work

Class 2 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 10 The Placebo Effect: Mind
Tricked Rather Easily
Unit 11 Smell: The Dark Horse of
Human Faculties?

Class 3 (Oikawa):
TED Talk
Hugh Herr: The new bionics that
let us run, climb and dance

Class 1: better breathing, reaching
voice

Class 2: reading to writing

Class 3: caregivers, bionics, human
potential

桜井 真理子
戸嶋 真弓
及川 一美

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

34

10月10日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Sakurai):
Summary, review, quiz

Class 2 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 12 Mental Health and
Physical Health
Unit 13 Immunity and
Autoimmunity

Class 3 (Oikawa):
Review
Your favorite TED talk

Class 1: summary, review

Class 2: reading to writing

Class 3: review

桜井 真理子
戸嶋 真弓
及川 一美

講義

35

10月24日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Oikawa):
TED Talk
Nina Tandon: Could tissue
engineering mean personalized
medicine?

Class 2 (Sakurai):
Review
Case study 1

Class 3 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 5 Sleep in the 21st Century

Class 1: regenerative medicine,
tissue engineering

Class 2: case study

Class 3: reading to writing

及川 一美
桜井 真理子
戸嶋 真弓

講義

36

10月31日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Oikawa):
TED Talk
Amy Cuddy: Your body language
may shape who you are

Class 2 (Sakurai):
Position of mechanical
advantage
Case study 2

Class 3 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 6 How Medicine Works in
Your Body
Unit 7 Gut Microbiota: Flower
Garden inside You

Class 1: nonverbal communication,
body and mind, power

Class 2: case study, function

Class 3: reading to writing

及川 一美
桜井 真理子
戸嶋 真弓

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

37

11月07日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Oikawa):
TED Talk
Dan Pink: The puzzle of
motivation

Class 2 (Sakurai):
Applying the Alexander
Technique
Case study 3

Class 3 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 8 The Rod of Asclepius
Unit 9 CAM, or Complementary
and Alternative Medicine (Not
Camera!)

Class 1: motivation, rewards

Class 2: case study, critical moment

Class 3: reading to writing

及川 一美
桜井 真理子
戸嶋 真弓

講義

38

11月14日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Oikawa):
TED Talk
Hugh Herr: The new bionics that
let us run, climb and dance

Class 2 (Sakurai):
Breathing (exhalation)
Voice work

Class 3 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 10 The Placebo Effect: Mind
Tricked Rather Easily
Unit 11 Smell: The Dark Horse of
Human Faculties?

Class 1: caregivers, bionics, human
potential

Class 2: better breathing, reaching
voice

Class 3: reading to writing

及川 一美
桜井 真理子
戸嶋 真弓

講義

39

11月21日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Oikawa):
Review
Your favorite TED talk

Class 2 (Sakurai):
Summary, review, quiz

Class 3 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 12 Mental Health and
Physical Health
Unit 13 Immunity and
Autoimmunity

Class 1: review

Class 2: summary, review

Class 3: reading to writing

及川 一美
桜井 真理子
戸嶋 真弓

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

40

11月28日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 5 Sleep in the 21st Century

Class 2 (Oikawa):
TED Talk
Nina Tandon: Could tissue
engineering mean personalized
medicine?

Class 3 (Sakurai):
Review
Case study 1

Class 1: reading to writing

Class 2: regenerative medicine,
tissue engineering

Class 3: case study

戸嶋 真弓
及川 一美

桜井 真理子

講義

41

12月05日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 6 How Medicine Works in
Your Body
Unit 7 Gut Microbiota: Flower
Garden inside You

Class 2 (Oikawa):
TED Talk
Amy Cuddy: Your body language
may shape who you are

Class 3 (Sakurai):
Position of mechanical
advantage
Case study 2

Class 1: reading to writing

Class 2: nonverbal communication,
body and mind, power

Class 3: case study, function

戸嶋 真弓
及川 一美

桜井 真理子

講義

42

12月12日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 8 The Rod of Asclepius
Unit 9 CAM, or Complementary
and Alternative Medicine (Not
Camera!)

Class 2 (Oikawa):
TED Talk
Dan Pink: The puzzle of
motivation

Class 3 (Sakurai):
Applying the Alexander
Technique
Case study 3

Class 1: reading to writing

Class 2: motivation, rewards

Class 3: case study, critical moment

戸嶋 真弓
及川 一美

桜井 真理子

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)
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2019年 度

英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・阿部 一幸
・(英語)、兼任講師・桜井 真理子・(英語)、兼任講師・及川 一美・(英語)、兼任講師・戸嶋 真弓・(英語)、兼任助教・竹中 朋子
・(英語)

英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

43

12月19日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 10 The Placebo Effect: Mind
Tricked Rather Easily
Unit 11 Smell: The Dark Horse of
Human Faculties?

Class 2 (Oikawa):
TED Talk
Hugh Herr: The new bionics that
let us run, climb and dance

Class 3 (Sakurai):
Breathing (exhalation)
Voice work

Class 1: reading to writing

Class 2: caregivers, bionics, human
potential

Class 3: better breathing, reaching
voice

戸嶋 真弓
及川 一美

桜井 真理子

講義

44

01月09日 木 1・2 Period 3: Group B
Period 4: Group A

Class 1 (Toshima):
"The World of Medicine"
Unit 12 Mental Health and
Physical Health
Unit 13 Immunity and
Autoimmunity

Class 2 (Oikawa):
Review
Your favorite TED talk

Class 3 (Sakurai):
Summary, review, quiz

Class 1: reading to writing

Class 2: review

Class 3: summary, review

戸嶋 真弓
及川 一美

桜井 真理子

講義

45

01月17日 金 3・4 Period 3: Group A&B

Class 1, 2, 3:
TOEFL-ITP

Class 1, 2, 3: TOEFL, listening,
reading

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

バロガ エドワード
阿部 一幸
竹中 朋子

桜井 真理子
及川 一美
戸嶋 真弓

講義

英語Ⅰ(科目№TM16029001)
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2019年 度

医学英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・森田 直美・(英語)、兼任講師・坂井 祐子・(英語)、兼
任講師・ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ・(医学英語)、兼任助教・ジョナサン コーリス・(英語)、兼任助教・ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ・(英語)

医学英語Ⅰ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルC(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルC(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルC(3)

患者の多様な背景を聴取することを模擬患者と体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(1)

医療における患者および家族とのコミュニケーションを体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(2)

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

具体的な事象から人間の多様性と共通性とを考え、多様性の背景となっている文化的・社
会的差異及び歴史的文脈にも目を向けることができる。

Ⅱ-1 ③ レベルC

接遇に関する基本マナーを実践する。Ⅲ-2 ① レベルC(1)

医療面接の方法を理解し、模擬患者と体験する。Ⅲ-2 ① レベルC(2)

患者中心の医療(インフォームドコンセント)の重要性およびその過程を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルC(3)

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

利益相反について説明できる。Ⅳ-1 ③ レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

社会的存在としての人間を重視して研究・診療を行うことの重要性を理解し、社会医学の
知識を網羅的に提示できる。

Ⅶ-1 ① レベルB(1)

世界の保健・医療関連事象の推移と地域分布を説明できる。Ⅶ-1 ① レベルB(2)

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

大学や自宅などのIT環境において、WIFI、LAN、インターネット、メールなどの基本的な
利用環境の設定ができる。

Ⅹ-1 ① レベルC

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

医学英語Ⅰ(科目№TM16030001)
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2019年 度

医学英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・森田 直美・(英語)、兼任講師・坂井 祐子・(英語)、兼
任講師・ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ・(医学英語)、兼任助教・ジョナサン コーリス・(英語)、兼任助教・ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ・(英語)

医学英語Ⅰ

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

卒業時に全員が習得すべきコンピテンシーのうち、医学英語Ⅰでは下記
のコ ンピテンシーの習得に向けて学修する。
Vocabulary
〈基本的な英単語（一般用語と専門用語語彙）〉
1. 「身体の部位と機能」、「症状、徴候」、「検査、診療行為、診療器
具」、「疾患、診断」に関する基本的な専門用語を理解し使うことがで
きる。
〈英語表現〉
2. 「医療面接」、「身体診察」、「患者への病状説明や指示・指導」
「医療情報(カルテ、電子カルテ)記載」、「症例プレゼンテーション」
で必要な基本的な英語表現を使うことができる。 3. 医学・医療の研究に
必要な英単語、英語表現の情報を英語テキストや web 上で検索できる。
Reading
〈診療に関連したリーディング〉
4. 基本的な身体機能及び疾患の英語表記を理解できる。
5. 基本的な症状、徴候の英語表記を理解できる。
6. 基本的な診察所見、診療行為、診療器具の英語表記を理解できる。
7. 基本疾患（モデル・コア・カリキュラムに収載されている）について
英語の資料を読み、内容を理解できる。
Writing
〈一般のコミュニケーション英文〉
8. 基本的な文法（punctuation を含む）を知っている。
9. 基本的な語彙（医学用語を含む）を知っている。
Communication
〈診療に関連したコミュニケーション〉
10. 一般的な身体表現、症状を聴き取り、理解できる。
  専門用語を使用した医療従事者間の会話を聴き取り、理解できる。
11. 患者の診察上必要な説明（体位の変換、指示など）を行える。
〈研究に関連したコミュニケーション〉
12. グループディスカッションで自分の意見を簡単に述べることができ
る。
13. 簡単な質問に答えることができる。

科目における教育到達目標

「英語」科目・「医学英語」科目双方において、「医療人が必要とする
英語能力」という基準で教育到達目標および学習内容を設定している。
英語Ⅰ・Ⅱにおいては、その中で、例えば患者と話す際に使用する一般
英語、留学先での自己紹介、英語のメールの書き方など、医療人が必要
とする一般英語に焦点を当てる。医学英語Ⅰ～Ⅳにおいては、例えば口
頭で症例報告をする、論文を読むなど、医療人が必要とする専門的な英
語に焦点を当てる。 日本医学英語教育学会により策定された「医学教育
のグローバルスタン ダードに対応するための医学英語教育ガイドライ
ン」のVocabulary、 Reading、Writing、Communicationのそれぞれにお
ける「Minimum requirements」を本学の第1～4学年の英語・医学英語教
育の統合された 到達目標とする。 本ガイドラインは、学修のアウトカ
ムとして、医学部卒業時に全員が習 得すべき内容をMinimum
requirements、全員が習得する必要はないが、 さらなる能力向上のため
に習得が望ましい内容をAdvanced requirementsと定義している。 医学
英語Ⅰでは、Minimum requirementsの導入として、医学部低学年を対象
に一般的症候をトピックに扱いながら医学生の英語能力向上を目指す。

教科書として日本医学英語教育学会の「医学教育のグローバルスタンダードに対応するための医学英語教育ガイドライン」に添った『総合医学英語
テキストStep1』を用い、医学・医療現場における読み・書き・聴き・話すという医学英語能力を身につける。医学用語及び表現の学習、医学関連
の専門的な英文記事や症例の読解を中心に進めていく。また、聴解力・発話力の基礎作りのため、授業は原則として英語でおこなう。

  学習内容

復習

・授業で学んだ内容とそれに関連する医学用語を繰り返し学習して定着
を図る。宿題・小テスト・課題等は、授業内での指示をよく聞いて取り
組む。
・eポートフォリオにおける英語日誌にエントリーを書き、振り返りを
する。

予習

・テキストの読解と演習問題は各自予習の上で授業に臨む。継続的に医
学用語を学習する。

  授業時間外の学習

  ICT活用

随時教員が指示する。

医学英語Ⅰ(科目№TM16030001)
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2019年 度

医学英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・森田 直美・(英語)、兼任講師・坂井 祐子・(英語)、兼
任講師・ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ・(医学英語)、兼任助教・ジョナサン コーリス・(英語)、兼任助教・ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ・(英語)

医学英語Ⅰ

60 点を合格点とする。合格点

授業評価の平均点最終評価点

記述式筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

年間の講義内容再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

期末試験

15％

小テスト

15％

中間試験

20%

態度

（１）出席点は授業態度に含まれる。
（２）授業態度が著しく劣る者は、その
他の成績にかかわらず最終評価点は60 点
未満となる。内訳比率(%)は暫定。
（３）出席率が3/2以上の者が最終評価の
対象となった。
（４）eポートフォリオの英語日誌にお
ける積極性は成績に加味される。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）テキストの読解と演習問題及び医学用語は原則として各自の責任で学習する。
２）授業中はgroup work、discussion, role-playing 等に積極的に参加する。
３）授業中、スマートフォンの利用は原則禁止とする。ただし、教員の指示があった場合の使用を認める。
４）私語は禁止とする。

３）、４）は迷惑行為なので教員に指摘され、退席を指示された者は、即座に退席すること。なお、その場合、授業は欠席として扱う。

  オフィスアワー

林　美穂子担当

火 11:00-13:00日時

英語第一研究室（第三校舎2 階）場所

IP電話

mihomm81@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書

『総合医学英語テキストStep 1』を使用する。[

日本医学英語教育学会 メジカルビュー社著） 出）

備）

参考書

  指定する教科書、参考書

医学英語Ⅰ(科目№TM16030001)
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2019年 度

医学英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・森田 直美・(英語)、兼任講師・坂井 祐子・(英語)、兼
任講師・ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ・(医学英語)、兼任助教・ジョナサン コーリス・(英語)、兼任助教・ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ・(英語)

医学英語Ⅰ

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月16日 火 3 Introduction to the language of
medicine

1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises

林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

2

04月23日 火 3 Unit 1：Fever 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

講義

3

05月07日 火 3 Unit 1：Fever 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

講義

4

05月14日 火 3 Unit 2: Anemia 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

講義

5

05月21日 火 3 Unit 2: Anemia 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

講義

6

05月28日 火 3 Unit 3: Dehydration 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

講義

7

06月04日 火 3 Unit 3: Dehydration 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

講義

8

06月11日 火 3 Unit 4: Obesity 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

講義

9

06月25日 火 3 Unit 4: Obesity 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

講義

医学英語Ⅰ(科目№TM16030001)
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2019年 度

医学英語Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・森田 直美・(英語)、兼任講師・坂井 祐子・(英語)、兼
任講師・ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ・(医学英語)、兼任助教・ジョナサン コーリス・(英語)、兼任助教・ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ・(英語)

医学英語Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

10

06月27日 木 3 Review Review Units1-4
1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

講義

11
06月27日 木 4 Midterm exam ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

林 美穂子
講義

12

07月02日 火 3 Unit 5: Headache 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

講義

13

07月09日 火 3 Unit 5: Headache 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

14

07月16日 火 3 Final Exam Units　1-5
1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

講義

15

01月17日 金 4 TOEFL-ITP ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子
坂井 祐子
森田 直美

ジョナサン コーリ
ス

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

医学英語Ⅰ(科目№TM16030001)
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2019年 度

症候学入門 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・西 洋孝・(産科婦人科学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・大
久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・冨山 博史・(循環器内科学)、教授・天野 景裕・(臨床検査医学)、教授
・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・小菅 寿徳・(循環器内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・
(救急・災害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、臨床教授・平山 陽示
・(総合診療医学)、ジョイナー恭子（シミュレーションセンター）

症候学入門

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

病態の理解に必要な基礎医学知識を習得する。Ⅲ-1 ① レベルC

接遇に関する基本マナーを実践する。Ⅲ-2 ① レベルC(1)

医療面接の方法を理解し、模擬患者と体験する。Ⅲ-2 ① レベルC(2)

患者中心の医療(インフォームドコンセント)の重要性およびその過程を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルC(3)

基本的な身体診療法の種類や内容を理解する。Ⅲ-2 ② レベルC

チーム医療や法規に関する知識を有する。Ⅲ-2 ⑥ レベルC

症候学や検査医学、臨床推論に関する基本的な知識の習得に努める。Ⅲ-3 ① レベルC

バイタルサインやトリアージの測定の基本について理解する。Ⅲ-3 ② レベルC

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

医療における多職種交流の必要性を説明できる。Ⅴ-1 ① レベルC

医療チームに必要な構成者と役割を理解する。Ⅴ-1 ② レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

大学や自宅などのIT環境において、WIFI、LAN、インターネット、メールなどの基本的な
利用環境の設定ができる。

Ⅹ-1 ① レベルC

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1. 医師として、日々遭遇することになる未知の課題に向かって、自分で
問題に気づき、課題を抽出し、個人あるいはチームで学習し問題を解決
していく姿勢を身につける。
2. 主要症候の病態を理解する。
3. 医療面接における基本的な態度を身につける。
4. バイタルサインについて、人体の構造と機能を考慮して理解し、学生
同士、シミュレーションの状況において正しく計測することができる。
5. 主要症候・身体診察の学習を通し、各臓器の構造と働きの概略を理解
し、1、2年次で学ぶ基礎科目の学習の基盤を形成する。

科目における教育到達目標

1. 課題を解決する過程を通じ、医学生および医師として身につけるべき
問題解決の能力を身につける。
2. 主要症候、すなわち、主要臓器の破綻した臨床像の学習を通し、基礎
医学の学習の背景を理解する。

症候学入門(科目№TM16037001)
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2019年 度

症候学入門 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・西 洋孝・(産科婦人科学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・大
久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・冨山 博史・(循環器内科学)、教授・天野 景裕・(臨床検査医学)、教授
・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・小菅 寿徳・(循環器内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・
(救急・災害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、臨床教授・平山 陽示
・(総合診療医学)、ジョイナー恭子（シミュレーションセンター）

症候学入門

○4月11日：大学における学び方、医師としての将来像
　　・大学における学習の高校までとの違いを
知る
　　・３名の医師から、医師としてのそれぞれの体験談を聞く
○4月18日３時限：医療面接
　　・医療面接の作法の基本を学ぶ
　　・症候から鑑別疾患を絞り込んでいく基本的な考え方を学ぶ
○4月18日４時限：患者学入門／賢い患者になるために何が必要か考える
○4月25日，５月23日，10月30日，11月６日，13日，27日，12月４日，11日，18日：症候学入門
　　・症候の意味，診断や治療を考える
○５月９日、16日：バイタルサイン
　　・生体の維持に必要なバイタルサインのうち、循環器、呼吸器、中枢神経系のサインを中心にその病態を学び、さらに、シミュレーションによ
る実践を交え診察手技まで学ぶ。
　　・バイタルサインを体感し観察することを通じて疑問を表出させ、人体の構造と病態生理を学習し、理解する。
○11月20日：シミュレーション
    1月９日：シミュレーション
　　・主要症候についての医療面接やバイタルサイン診察時の注意点を、シミュレーション学習を通じて学ぶ。。

  学習内容

復習

・特に資料は用意しない．

予習

・症候学入門（4月25日，５月23日，10月30日，11月６日，13日，27
日，12月４日，11日，18日）はｅ自主自学に予習資料とプレテストを掲
載するので利用してほしい．プレテストは出席点に加味されるので注意
すること．各回20分程度を想定する．

  授業時間外の学習

  ICT活用

・症候学入門（4月25日，５月23日，10月30日，11月６日，13日，27日，12月４日，11日，18日）については，ｅ自主自学に予習資料とプレテス
トを掲載し，また授業中に各自の端末を使って授業中テストを行う．

60 点を合格点とする。合格点

症候学入門（4月25日，５月23日，10
月30日，11月６日，13日，27日，12
月４日，11日，18日）は授業中テスト
で評価する

最終評価点

症候学入門（4月25日，５月23日，10
月30日，11月６日，13日，27日，12
月４日，11日，18日）は各自の端末で
授業中テストを行う．授業開始時と授
業後半の二回テストを行う．開始時は
予習資料から，後半は授業内容から出
題する．

筆記試験の形式

基本的には施行しない。再試験・実施時期

入力してください再試験・難易度

入力してください再試験・対象者

入力してください再試験・範囲

入力してください再試験・方法

評価に対するフィードバック

実習で協調性、態度等に問題がある場合は、その問題点を伝え、今後の学習姿勢の参
考にしてもらう。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

症候学入門（4月25日，５月23日，10月
30日，11月６日，13日，27日，12月４
日，11日，18日）は授業中テストで評価
する（100%）

試験

なし

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

OSCE、シミュレーションの評価の場合
は、態度は主要な評価項目の一つとなる

注意事項

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる
基本的にはすべての講義・実習に参加す
ること（正当な理由があり、予め届けて
いればこの限りではない）。
授業中の態度、積極的参加姿勢、グルー
プワークでの態度など、服装や態度全般
について厳密に評価する。
遅刻をしないこと。遅刻は出席とみなさ
れない。
レポート提出やｅラーニング・ｅポート
フォリオの提出は、締め切り厳守のこ
と。時間が過ぎてからの提出は未提出と
みなされる。
ピア評価された班内の貢献度も評価の参
考になる。

症候学入門(科目№TM16037001)
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2019年 度

症候学入門 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・西 洋孝・(産科婦人科学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・大
久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・冨山 博史・(循環器内科学)、教授・天野 景裕・(臨床検査医学)、教授
・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・小菅 寿徳・(循環器内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・
(救急・災害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、臨床教授・平山 陽示
・(総合診療医学)、ジョイナー恭子（シミュレーションセンター）

症候学入門

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）症候学入門（4月25日，５月23日，10月30日，11月６日，13日，27日，12月４日，11日，18日）は各授業初っ端に授業中テストを行うので遅
刻に注意する．
２）PBLでのグループ討論、発表、質疑応答などに積極的に参加する。
３）シミュレーション、OSCE は白衣を着用し、医学生らしい身だしなみ・服装で臨むこと。
４）「バイタルサイン」「シミュレーション」「OSCE」の日は聴診器を持参すること。

  オフィスアワー

三苫　博担当

基本的にいつでも歓迎。予め電話やメールなどで、予約してから来室するとなお良い。日時

西新宿校舎自主自学館５階場所

IP電話 03-3342-6111（内線 2040）

mitoma@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

三島史朗担当

毎月日程を学内掲示とｅ自主自学で示す日時

大学病院／医療安全管理室場所

IP電話 62860

mana9@mac.comE-mail

『課外実習』として日程をポスタで掲示する備考

教科書

内科診断学

福井　次矢（編集）、奈良　信
雄（編集）

医学書院著） 出）

2016、第３版（全員購入）備）

参考書

  指定する教科書、参考書

症候学入門(科目№TM16037001)
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2019年 度

症候学入門 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・西 洋孝・(産科婦人科学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・大
久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・冨山 博史・(循環器内科学)、教授・天野 景裕・(臨床検査医学)、教授
・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・小菅 寿徳・(循環器内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・
(救急・災害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、臨床教授・平山 陽示
・(総合診療医学)、ジョイナー恭子（シミュレーションセンター）

症候学入門

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
04月11日 木 3 大学における学び方 1.大学での学び

2.能動的学び
3.医師という職業

三苫 博
講義

2

04月11日 木 4 医師としての将来像 1.学生生活，医学教育
2.卒後臨床研修
3.医師のキャリア継続

三苫 博
天野 景裕
西 洋孝

大久保 ゆかり

講義

3

04月18日 木 3 医師と患者のかかわり、医療面
接の基本
シミュレーション、SP（模擬患
者）による実習のあり方を学ぶ

1.医療面接
2.医師のマナー
3.鑑別診断

平山 陽示

講義

4

04月18日 木 4 患者学入門 1.受療動機
2.医療機関の選択
3.理想の待合室
4.医師との面談
5.入院病室
6.内服治療

三島 史朗

講義

5
04月25日 木 3 意識障害 1.意識

2.意識障害
三島 史朗

講義

6
04月25日 木 4 バイタルサイン講義 １．生命徴候

２．バイタルサインの評価法
三島 史朗

講義

7

05月09日 木 3 バイタルサイン①/シミュレー
ション

血圧、脈、呼吸、体温、意識 冨山 博史
阿部 幸恵

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
冷水 育

ジョイナー恭子（シ
ミュレーションセン

ター）

講義・シ
ミュレー
ション

8

05月09日 木 4 バイタルサイン②/シミュレー
ション

血圧、脈、呼吸、体温、意識 冨山 博史
阿部 幸恵

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
冷水 育

ジョイナー恭子（シ
ミュレーションセン

ター）

講義・シ
ミュレー
ション

9

05月16日 木 3 バイタルサイン③/シミュレー
ション

血圧、脈、呼吸、体温、意識 小菅 寿徳
阿部 幸恵

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
冷水 育

ジョイナー恭子（シ
ミュレーションセン

ター）

講義・シ
ミュレー
ション

10

05月16日 木 4 バイタルサイン④/シミュレー
ション

血圧、脈、呼吸、体温、意識 小菅 寿徳
阿部 幸恵

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
冷水 育

ジョイナー恭子（シ
ミュレーションセン

ター）

講義・シ
ミュレー
ション

11
05月23日 木 3 心停止 1.心停止

2.心肺蘇生
三島 史朗

講義

症候学入門(科目№TM16037001)
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2019年 度

症候学入門 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・西 洋孝・(産科婦人科学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・大
久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・冨山 博史・(循環器内科学)、教授・天野 景裕・(臨床検査医学)、教授
・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・小菅 寿徳・(循環器内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・
(救急・災害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、臨床教授・平山 陽示
・(総合診療医学)、ジョイナー恭子（シミュレーションセンター）

症候学入門

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

12
05月23日 木 4 呼吸不全 1.呼吸

2.呼吸不全
三島 史朗

講義

13
10月30日 水 3 循環不全 1.循環

2.循環不全
三島 史朗

講義

14
10月30日 水 4 発熱 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

15
11月06日 水 3 頭痛 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

16
11月06日 水 4 胸痛 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

17
11月13日 水 3 腹痛 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

18
11月13日 水 4 めまい 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

19

11月20日 水 3 医療面接シミュレーション/グ
ループワーク

1.シミュレーション
　医療面接

内田 康太郎
阿部 幸恵
冷水 育

山崎 由花
五十嵐 涼子

ジョイナー恭子（シ
ミュレーションセン

ター）

講義・シ
ミュレー
ション

20

11月20日 水 4 医療面接シミュレーション/グ
ループワーク

1.シミュレーション
　医療面接

内田 康太郎
阿部 幸恵
冷水 育

山崎 由花
五十嵐 涼子

ジョイナー恭子（シ
ミュレーションセン

ター）

講義・シ
ミュレー
ション

21
11月27日 水 3 息切れ・動悸 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

22
11月27日 水 4 腰痛 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

23
12月04日 水 3 嘔気・嘔吐 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

24
12月04日 水 4 下痢 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

25
12月11日 水 3 しびれ 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

26
12月11日 水 4 むくみ 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

27
12月18日 水 3 出血 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

28
12月18日 水 4 創傷 1.病態

2.診断
3.治療

三島 史朗
講義

症候学入門(科目№TM16037001)
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2019年 度

症候学入門 （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・西 洋孝・(産科婦人科学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・大
久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・冨山 博史・(循環器内科学)、教授・天野 景裕・(臨床検査医学)、教授
・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・小菅 寿徳・(循環器内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・
(救急・災害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、臨床教授・平山 陽示
・(総合診療医学)、ジョイナー恭子（シミュレーションセンター）

症候学入門

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

29

01月09日 木 3 医療面接シミュレーション/グ
ループワーク

1. シミュレーション
    医療面接

内田 康太郎
阿部 幸恵
冷水 育

山崎 由花
五十嵐 涼子

ジョイナー恭子（シ
ミュレーションセン

ター）

講義・シ
ミュレー
ション

30

01月09日 木 4 医療面接シミュレーション/グ
ループワーク

1. シミュレーション
    医療面接

内田 康太郎
阿部 幸恵
冷水 育

山崎 由花
五十嵐 涼子

ジョイナー恭子（シ
ミュレーションセン

ター）

講義・シ
ミュレー
ション

症候学入門(科目№TM16037001)
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野に対して興味・関心をもち、それらについて議論す
ることができる。

Ⅱ-1 ② レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

関連する文献を集め、まとめることができる。Ⅸ-1 ③ レベルC

大学や自宅などのIT環境において、WIFI、LAN、インターネット、メールなどの基本的な
利用環境の設定ができる。

Ⅹ-1 ① レベルC

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

①与えられた文章や事柄から、考察すべき問いを適切な仕方で定式化で
きる（問いを立てる）。
②調べてきた情報をもとにして、仮説を立てることができる（仮説を立
てる）。
③学習項目を整理し、重要性 ･ 必要性に応じて順位づけできる（具体的
な調査項目の設定）。
④図書館やインターネットなどを利用し、またリソースパースンに助言
を求めて、学習項目にふさわしく、かつ、信頼度を考慮した情報収集が
できる（情報収集と信頼度の吟味）。
⑤積極的に発言し、自分の考えを論理的に整理し、分かりやすく表現で
きる（分かりやすい発言）。
⑥他者の発言をよく聞き、グループ全体がそれを理解し共有することを
助ける（話を聞き・共有する）。
⑦問題解決にあたって、他の学習者や教員と協力してよりよい解決方法
を見出すことができる（チーム活動）。
⑧プレゼンテーション ･ ソフトなどの手段を使い、結果を口頭で発表す
ることができる（プレゼンテーション）。
⑨研究結果を整理し、レポートにまとめることができる（レポート作
成）。
⑩自己と他者との公正な評価ができる。自己改善のための具体的方策を
立てることができる（ピア評価とふりかえり）。

科目における教育到達目標

新しい知識を取り入れる柔軟性と広い視野 ･ 視点に立って物事を自ら考
える能力を養う。そのため自ら課題を探求し、課題に含まれる問題を解
決するための調査、また調査結果の整理と発表ができる能力を身につけ
る。
すなわち問題発見 ･ 解決型の学習法を身につけることを目標とする。

課題研究(科目№TM16038001)
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

医学 ･ 医療が多岐にわたり急速に進歩 ･ 発展しているなか、医学生は膨大な知識 ･ 技能を修得する能力、さらに、医師となってからも生涯にわ
たって自己学習しその成果を患者に還元していく能力が求められている。このような能力を養成するためには、授業を聴き、知識を習得するだけの
受動的学習では不十分であり、学生自ら問題を発見し、その解決方法を自ら見いだす能力を身につけられる学生主体の学習方法も必要である。そこ
で「課題研究」では、少人数グループで討論しながら問題を解決しつつ学ぶ学習方法である PBL テユートリアルを取り入れ、学生主体の学習方法
の習得を目指す。
具体的には、PBL テユートリアルの第 1 回目に「課題シート」とよばれる数行の文章だけを学生に提示する。
学生はその文章の中から、グループ討論によって、考察すべき問いと調査すべき事項とを見つけだし、それらを重要度に従って「自己学習すべき項
目」として整理する。そのさいに教員はテュータとして参加し、学生のグループ討論が円滑に進むよう助言する。学生各自は自宅（課外）学習とし
て、上記の学習項目について調査・考察し、その内容を学習ノートにまとめることが求められる。
第 2 回目には、各自が学習してきた内容をグループ内で発表 ･ 討論しながら疑問点を解決し、さらに学習すべき項目を抽出していく。学生が学習
内容の理解や問題解決に行き詰まったときには、リソースパースンとよばれる教員に相談する。このようなことを数回繰り返し、課題に関連した学
習項目の理解を深めていく。最後に、学生全員の前でグループの学習の成果を口頭で発表し、さらに個人的に学習を深めてその結果をレポートにま
とめる。
こうして、医学部 6 年間、さらには医師となってからも必要とされる問題発見解決能力と自己学習能力、さらにはコミュニケーション能力などを
培う。
今年度は、２日間（４コマ）を「PBL入門」とし、テュータが積極的に「議論の仕方」――〈キーワードを抽出し・問いを立て・仮説を形成する〉
〈互いの意見をよく聴き合う〉〈学習項目を設定する〉など――を教えるとともに、とくに「自己学習をノートにまとめる仕方」を詳しく指導す
る。ノートは単なる調査の記録ではなく、〈的確な調査結果のまとめ〉と、調査の過程で浮かび上がってきた〈疑問点の整理〉を行うことによって
〈次回の議論の土台をつくる〉作業であって、今後の能動的な研究にとって必須なものだからである。連休中に、班員は自己学習して詳しいノート
をつくることを求められ、それをテュータはていねいに添削・指導する。このような準備を経たうえで、学生主体の PBL テュートリアルに移行す
ることで、深まった議論がなされることが期待される。
また、今年度も班員内での「ピア評価」（相互評価）を学期内に 2 度行う。これは従来のふりかえりを発展させて、「自分および他の班員がどの
程度議論に貢献したかを、適切に公平に判断する力」を養うためのものである。公平な判断力は医師として必須の能力であるだけでなく、公平な判
断力を持つ者は自己改善の力も優れているからである。
また、医学教育学講座の協力により、昨年に引き続き「ｅ自主自学」を多いに活用する。入学時の「履修調査」にはじまり、前述の「ピア評価」、
「発表会評価」（学生による他班の評価）、PBL 終了時における「課題研究への評価」と「自己評価」、「レポート提出」をすべてｅ自主自学に
よって行う。

  学習内容

復習

学習項目の調査・考察にとりかかる前に、それらの抽出に到るまでの
PBL テュートリアルの流れをたどり直す。

予習

学習項目について調査 ･ 考察し、学習ノートにまとめる。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・調査のための情報収集において、図書館の蔵書検索、インターネットでの情報検索を行う。
・そのさい情報の出典や信頼度を吟味する。
・プレゼンテーションソフトを用いて、グループ発表を作成する。
・ワープロソフトを用いて、レポートを作成する。
・学生によるピア評価と発表会評価を「ｅ自主自学」によって行う。
・学生からのアンケート（課題研究への評価と自己評価）を「ｅ自主自学」によって行う。
・作成したレポートを、「ｅ自主自学」を通じて提出する。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の 4 つの項目の
平均点。ただし、4 項目がいずれも
60％以上の成績であること。

最終評価点

授業評価の各項目で60％未満の項目に
ついて行う

筆記試験の形式

学年末の再試験実施期間再試験・実施時期

本試験と同じ再試験・難易度

ノート、発表、レポートのどれかが
60%未満であった者

再試験・対象者

本試験と同じ再試験・範囲

ノート、レポートは書き足したり書き
直したりしたものを提出。発表は教員
全員の前で新たに行う。

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

25％

学習項目の調査内容を記述した学習ノー
ト

25％

毎回のＰＢＬテユートリアル

25％

発表会

25％

レポート

評価の方法と内訳(%)・実習評価

課題研究(科目№TM16038001)
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）グループで討論しながら課題の解決を図るため、欠席は認めない。また、定刻に遅れた場合は遅刻として扱う。30分以上遅れた場合は欠席と
して扱う。欠席は成績評価の上で大きな不利となる。
２）課題研究の進め方、PBL テユートリアル、図書館の利用法、リソースパースンヘの相談、レポートのまとめ方、口頭発表の方法など「課題研
究」の詳細についてはガイダンスで説明する。
３）グループ討論では、恥ずかしがらず積極的に発言することを求める。居眠りはもってのほかである。複数回注意されると欠席とされる場合があ
るので、絶対に居眠りしないこと。
４）レポートの作成にあたってつぎの点に特に注意することが必要である。他人の書いた文章や文献（論文・著書・インターネット資料など）の内
容を、まるで自分が独自に考えたものであるかのように扱うことは、「盗用・盗作」あるいは「剽窃」として、最も許されないことである。大学の
規定では「不正行為」と見なされる。
５）「情報科学」の時間に学ぶネットワークコンピュータの利用、パソコンを用いたレポートの作成、および口頭発表でのメディアの利用などの学
習スキルは、「課題研究」を行うための必須事項である。「情報科学」と「課題研究」のプログラムは、密接に結びつくように設計されている。
６）テュートリアル中は、テュータから指示がない限り、スマホ、タブレットなどの電子機器を使用してはならない。指示なく勝手に操作した者は
欠席となる場合があるので、気をつけること。
７）テュートリアル中および発表会中には指定された飲み物以外を摂取することを禁止する。飲み物の容器は責任をもって管理すること。テュート
リアルを行う部屋では、休憩時間中も食事をしてはならない。違反すると欠席として扱われる場合があるので、必ず守ること。
８）７月に開催される発表会は、期末試験の一部である。遅刻はグループに多大な迷惑をかけることになるので、絶対にしないこと。集合時刻に遅
れた場合は遅刻とし、当日最初の発表の開始予定時刻までに会場（講義室）に到着できなかった場合は欠席とし、発表を認めない（不合格）。

課題研究(科目№TM16038001)
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

  オフィスアワー

太田一正（生物学）担当

月・木　16：30～18：00日時

第 3 校舎 4 階、生物学第 2 研究室場所

IP電話

kazuohta@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

篠田　章（生物学）担当

月・火　昼休み、17：00～18：00日時

第 3 校舎 4 階、生物学第 2 研究室場所

IP電話

shinoda@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

河西亜希子（生物学）担当

火・木　昼休み、16：30～17：10日時

第 3 校舎 4 階、生物学第 2 研究室場所

IP電話

akasai@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

田中千香也（生物学）担当

月・火　昼休み、16:30～18:00日時

第 3 校舎 4 階、生物学第 2 研究室場所

IP電話

ctanaka@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

大岩　潔（物理学）担当

月・木　16：30～18：00日時

第 3 校舎 3 階、物理学教室場所

IP電話

ooiwa@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

増渕伸一（物理学）担当

火曜日を除く昼休み日時

第 3 校舎 3 階、物理学教室場所

IP電話

masubuch@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

小林義彦（物理学）担当

月・木　16：30～18：00日時

第 3 校舎 3 階、物理学教室場所

IP電話

koba@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

課題研究(科目№TM16038001)
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

岩瀬文達（物理学）担当

月・火　16:30～18:00日時

第 3 校舎 3 階、物理学教室場所

IP電話

iwasef@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

普神敬悟（化学）担当

火曜　12：30～18：30日時

第 3 校舎 2 階、化学第 2 研究室場所

IP電話

fugami@tokyo-med.ac.jpE-mail

上記以外の時間も応じる場合があるので、必要な人はＬＩＮＥかメールで問い合わせて下さい。備考

増井　大（化学）担当

火　12:30～18:00日時

第 3 校舎 2 階、化学第 3 研究室場所

IP電話

masuidai@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

西村之宏（化学）担当

月・木　16：30～18：00日時

第 3 校舎 2 階、化学第 5 研究室場所

IP電話

izumidai@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

石川慎吾（化学）担当

火曜　12：30～18：00日時

第 3 校舎 2 階、化学教室場所

IP電話

sisikawa@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

村上雅彦（数学）担当

木曜　16：30～17：30日時

第 9 校舎 2 階、数学研究室場所

IP電話

muramasa@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

R.ブルーヘルマンス（英語）担当

前期　月曜　12：00～13：00　　後期　木曜　12：20～13：20日時

第 3 校舎 2 階、英語第 1 研究室場所

IP電話

rpb@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

林美穂子（英語）担当

課題研究(科目№TM16038001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

火・水・木・金　11：00～16：00　英語第 1 研究室（第 3 校舎 2 階）　火・木　12：10～13：10、
英語第 2 研究室（第 3 校舎 4 階・生物学教室並び）

日時

場所

IP電話

eigodept@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

西　　研（哲学）担当

火・水・金の昼休み日時

第 3 校舎 2 階、哲学教室場所

IP電話

nishiken@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

倉田　誠（生命倫理学（医学倫理学））担当

火曜 11：00 ～ 13：00、金曜 15：00 ～ 17：00日時

第 3 校舎 2 階、生命倫理学教室場所

IP電話

m-kurata@tokyomed.ac.jpE-mail

備考

教科書 参考書

「理科系の作文技術」

著） 中公新書木下是雄 出）

備）

「レポートの組み立て方」

著） ちくま学芸文庫木下是雄 出）

備）

「大学生のためのレポート ･ 論文術」

著） 講談社現代新書小笠原喜康 出）

備）

「論文のレトリック」

著） 南江堂廣谷速入 出）

備）

「勉強 ･ 研究 ･ 発表の技法」

著） 南江堂草間　悟 出）

備）

  指定する教科書、参考書

課題研究(科目№TM16038001)
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月10日 水 3 <PBL1>PBL入門・課題研究ガイ
ダンス： PBLチュートリアルと
は、調査の仕方とノートの書き
方、ピアレビューの紹介と説明

PBLチュートリアル・テュータ・グ
ループ討論・リソースパースン・調
査・ノート、ピアレビュー

西 研
倉田 誠

村上 雅彦
大岩 潔

小林 義彦
篠田 章

石川 慎吾
太田 一正
増井 大

西村 之宏
岩瀬 文達
普神 敬悟
増渕 伸一

田中 千香也
河西 亜希子
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

2

04月10日 水 4 PBL入門：班員自己紹介　課題
シートを読み、グループ討論し
ながら問題点や学習項目を抽出
する

課題シート、問題抽出、学習項目、
優先順位

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

河西 亜希子
田中 千香也
増渕 伸一
普神 敬悟
岩瀬 文達
西村 之宏
増井 大

太田 一正
石川 慎吾
篠田 章

小林 義彦
大岩 潔

村上 雅彦
倉田 誠
西 研

講義

3

04月17日 水 3 <PBL2>PBL入門：課外学習の結
果を報告しあう　グループ全員
で分析しながら理解を深め、新
たな疑問点を発見する

課題シート、問題抽出、学習項目、
優先順位

西 研
倉田 誠

村上 雅彦
大岩 潔

増渕 伸一
小林 義彦
篠田 章

石川 慎吾
太田 一正
増井 大

西村 之宏
普神 敬悟
岩瀬 文達

田中 千香也
河西 亜希子
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

課題研究(科目№TM16038001)
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

4

04月17日 水 4 PBL入門：課外での学習項目を
決定する　ノートの書き方を確
認する（ノートコピーの提出は
翌週）

課題シート、問題抽出、学習項目、
優先順位、ノートの書き方

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

河西 亜希子
田中 千香也
岩瀬 文達
普神 敬悟
西村 之宏
増井 大

太田 一正
石川 慎吾
篠田 章

小林 義彦
増渕 伸一
大岩 潔

村上 雅彦
倉田 誠
西 研

講義

5

04月24日 水 3 PBL入門：課外での学習項目を
決定する　ノートの書き方を確
認する（ノートコピーの提出）
図書館ツアー

課題シート、問題抽出、学習項目、
優先順位、ノートの書き方

西 研
倉田 誠

村上 雅彦
大岩 潔

増渕 伸一
小林 義彦
篠田 章

石川 慎吾
太田 一正
増井 大

西村 之宏
普神 敬悟
岩瀬 文達

田中 千香也
河西 亜希子
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

6

04月24日 水 4 〈PBL3〉ノートコピーの提出、
グループ全員で分析しながら理
解を深める　
図書館ツアー

蔵書検索、情報収集、課題シート、
問題抽出、仮説設定、学習項目、優
先順位

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

河西 亜希子
田中 千香也
岩瀬 文達
普神 敬悟
西村 之宏
増井 大

太田 一正
石川 慎吾
篠田 章

小林 義彦
増渕 伸一
大岩 潔

村上 雅彦
倉田 誠
西 研

講義

課題研究(科目№TM16038001)
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

7

04月24日 水 5 新たな疑問点を発見し、課外で
の学習項目を決定する
図書館ツアー

蔵書検索、情報収集、課題シート、
問題抽出、仮説設定、学習項目、優
先順位

西 研
倉田 誠

村上 雅彦
増渕 伸一
小林 義彦
大岩 潔
篠田 章

石川 慎吾
太田 一正
増井 大

西村 之宏
普神 敬悟
岩瀬 文達

田中 千香也
河西 亜希子
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

8

05月08日 水 3 〈PBL4〉ノート講評の返却　課
外学習の結果を報告しあう　グ
ループ全員で分析しながら理解
を深める

情報収集、コンプライアンス、課題
シート、問題抽出、仮説設定、学習
項目、優先順位

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

河西 亜希子
田中 千香也
岩瀬 文達
普神 敬悟
西村 之宏
増井 大

太田 一正
石川 慎吾
篠田 章
大岩 潔

小林 義彦
増渕 伸一
村上 雅彦
倉田 誠
西 研

講義

9

05月08日 水 4 グループ全員で分析しながら理
解を深める　新たな疑問点を発
見し、課外での学習項目を決定
する。

情報収集、コンプライアンス、課題
シート、問題抽出、仮説設定、学習
項目、優先順位

西 研
倉田 誠

村上 雅彦
小林 義彦
大岩 潔
篠田 章

石川 慎吾
太田 一正
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟
岩瀬 文達
増渕 伸一

田中 千香也
河西 亜希子
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

課題研究(科目№TM16038001)
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

10

05月15日 水 3 〈PBL5〉課外学習の結果を報告
しあう　グループ全員で分析し
ながら理解を深める　

情報収集、コンプライアンス、課題
シート、問題抽出、仮説設定、学習
項目、優先順位

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

河西 亜希子
田中 千香也
岩瀬 文達
普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
太田 一正
石川 慎吾
篠田 章
大岩 潔

小林 義彦
増渕 伸一
村上 雅彦
倉田 誠
西 研

講義

11

05月15日 水 4 この日までに、自分たちの班が
中心的に調査・考察する「問
い」を確定する　

情報収集、コンプライアンス、課題
シート、問題抽出、仮説設定、問
い、学習項目、優先順位

西 研
倉田 誠

村上 雅彦
増渕 伸一
小林 義彦
大岩 潔
篠田 章

石川 慎吾
太田 一正
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟
岩瀬 文達

田中 千香也
河西 亜希子
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

12

05月22日 水 3 〈PBL6〉課外学習の結果を報告
しあう　グループ全員で分析し
ながら理解を深める

情報収集、コンプライアンス、課題
シート、問題抽出、仮説設定、学習
項目、優先順位、ピア評価

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

河西 亜希子
田中 千香也
岩瀬 文達
増渕 伸一
普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
太田 一正
石川 慎吾
篠田 章
大岩 潔

小林 義彦
村上 雅彦
倉田 誠
西 研

講義

課題研究(科目№TM16038001)
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

05月22日 水 4 新たな疑問点を発見し、課外で
の学習項目を決定する。第1回ピ
ア評価

ピア評価 西 研
倉田 誠

村上 雅彦
小林 義彦
大岩 潔

増渕 伸一
篠田 章

石川 慎吾
太田 一正
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟
岩瀬 文達

田中 千香也
河西 亜希子
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

14

06月05日 水 3 〈PBL7〉第1回ピア評価の結果
返却。課外学習の結果を報告し
あう　グループ全員で分析しな
がら理解を深める　ストーリー
ボードの作成にとりかかる

ピア評価、ストーリーボード ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

河西 亜希子
田中 千香也
岩瀬 文達
普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
太田 一正
石川 慎吾
篠田 章

増渕 伸一
大岩 潔

小林 義彦
村上 雅彦
倉田 誠
西 研

講義

15

06月05日 水 4 ストーリーボード、発表要旨の
作成

ストーリーボード、発表要旨 西 研
倉田 誠

村上 雅彦
小林 義彦
大岩 潔

増渕 伸一
篠田 章

石川 慎吾
太田 一正
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟
岩瀬 文達

田中 千香也
河西 亜希子
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

課題研究(科目№TM16038001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

16

06月12日 水 3 〈PBL8〉発表要旨とスライドの
作成

発表要旨　スライド ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

河西 亜希子
田中 千香也
岩瀬 文達
普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
篠田 章

太田 一正
増渕 伸一
大岩 潔

小林 義彦
村上 雅彦
倉田 誠
西 研

講義

17

06月12日 水 4 発表要旨とスライドの作成 発表要旨　スライド 西 研
倉田 誠

村上 雅彦
小林 義彦
大岩 潔

増渕 伸一
篠田 章

石川 慎吾
太田 一正
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟
岩瀬 文達

田中 千香也
河西 亜希子
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

18

06月12日 水 5 〈PBL9,10〉発表練習、発表要
旨とスライドの作成、発表要旨
の提出

発表要旨、スライド、発表練習 林 美穂子
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

河西 亜希子
田中 千香也
岩瀬 文達
普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
太田 一正
篠田 章

増渕 伸一
大岩 潔

小林 義彦
村上 雅彦

西 研
倉田 誠

講義

課題研究(科目№TM16038001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

19

06月19日 水 3 発表練習、発表要旨とスライド
の作成、発表要旨の提出

発表要旨　スライド 倉田 誠
西 研

村上 雅彦
小林 義彦
大岩 潔

増渕 伸一
篠田 章

太田 一正
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟
岩瀬 文達

田中 千香也
河西 亜希子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

講義

20

06月19日 水 4 発表練習、発表要旨とスライド
の作成、発表要旨の提出

発表要旨　スライド ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

河西 亜希子
田中 千香也
岩瀬 文達
普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
太田 一正
篠田 章

増渕 伸一
大岩 潔

小林 義彦
村上 雅彦

西 研
倉田 誠

講義

21

06月19日 水 5 〈PBL11〉スライドの修正と映
写の最終確認

映写確認、ストーリー 倉田 誠
西 研

村上 雅彦
小林 義彦
大岩 潔

増渕 伸一
篠田 章

太田 一正
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟
岩瀬 文達

田中 千香也
河西 亜希子
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

課題研究(科目№TM16038001)
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

22

06月29日 土 1 スライドの修正と映写の最終確
認

映写確認、ストーリー ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

河西 亜希子
田中 千香也
岩瀬 文達
普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
太田 一正
篠田 章

増渕 伸一
大岩 潔

小林 義彦
村上 雅彦

西 研
倉田 誠

講義

23

07月03日 水 2 〈PBL12･13〉発表会
集合時刻に遅れると「遅刻」と
なり、発表の評価が減点され
る。最初の発表の開始予定時刻
に遅れると「欠席」となり、発
表ができなくなる（成績は不合
格となる）。
他班の発表中は、席を立っては
ならない。やむを得ない事情が
ある人は会場係の教員から許可
を得ること。許可なく席を立つ
と不合格となることがあるの
で、気をつけること。

司会　質問　タイムキーパー 倉田 誠
西 研

村上 雅彦
大岩 潔

小林 義彦
篠田 章

太田 一正
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟
岩瀬 文達
増渕 伸一

田中 千香也
河西 亜希子
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

24

07月03日 水 3 発表会 司会　質問　タイムキーパー ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
林 美穂子

河西 亜希子
田中 千香也
岩瀬 文達
普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
太田 一正
篠田 章
大岩 潔

小林 義彦
増渕 伸一
村上 雅彦

西 研
倉田 誠

講義

課題研究(科目№TM16038001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

25

07月03日 水 4 発表会 司会　質問　タイムキーパー 倉田 誠
西 研

村上 雅彦
大岩 潔

小林 義彦
篠田 章

太田 一正
石川 慎吾
西村 之宏
増井 大

普神 敬悟
岩瀬 文達
増渕 伸一

田中 千香也
河西 亜希子
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

26

07月03日 水 5 発表会、第2回ピア評価・アウト
ラインシートの記入（宿題）

司会　質問　タイムキーパー ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
河西 亜希子
田中 千香也
林 美穂子
増渕 伸一
岩瀬 文達
普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
太田 一正
篠田 章

小林 義彦
大岩 潔

村上 雅彦
西 研

倉田 誠

講義

27

07月08日 月 1 〈PBL14〉発表会評価（優秀者
・優秀班）、レポートの書き方

序本結、適切な問いの設定、文献調
査の仕方

西 研
倉田 誠

村上 雅彦
小林 義彦
増渕 伸一
大岩 潔

石川 慎吾
増井 大

西村 之宏
太田 一正
普神 敬悟
岩瀬 文達
篠田 章

河西 亜希子
田中 千香也
林 美穂子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

課題研究(科目№TM16038001)
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2019年 度

課題研究 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員

教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・
(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命
倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・
(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物学)、助教・田中 千香也・(生物学)

課題研究

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

28

07月10日 水 3 評価結果の返却、振り返り、ア
ンケート、アウトラインシート
の検討

振り返り、アンケート、アウトライ
ンシート

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
篠田 章

林 美穂子
田中 千香也
岩瀬 文達
普神 敬悟
増井 大

太田 一正
西村 之宏
石川 慎吾

河西 亜希子
大岩 潔

増渕 伸一
小林 義彦
村上 雅彦
倉田 誠
西 研

講義

29

07月10日 水 4 〈PBL15〉レポート作成に向け
ての個人面談

アウトラインシート、問いの適切
さ、資料集め、第2回ピア評価返却

西 研
倉田 誠

村上 雅彦
小林 義彦
大岩 潔

増渕 伸一
河西 亜希子
石川 慎吾
西村 之宏
太田 一正
増井 大

普神 敬悟
岩瀬 文達
林 美穂子
篠田 章

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
田中 千香也

講義

30

07月17日 水 5 レポート作成に向けての個人面
談
レポート提出の締め切りは9月3
日（火）13時である。
生命現象の科学の授業終了後、
教室後方に設置された提出場所
に学習ノートとバインダーを提
出すること。レポートはｅ自主
自学上の指定された場所にアッ
プロードを済ませておくこと。
どれか一つでも欠けるとレポー
トの成績が不合格となるので、
気をつけること。

アウトラインシート、問いの適切
さ、資料集め、第2回ピア評価返却

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
河西 亜希子
田中 千香也
林 美穂子
岩瀬 文達
普神 敬悟
増井 大

西村 之宏
石川 慎吾
太田 一正
篠田 章

増渕 伸一
大岩 潔

小林 義彦
村上 雅彦
倉田 誠
西 研

講義

課題研究(科目№TM16038001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

生命倫理学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、間宮 清

生命倫理学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

人生とは何か，医療とは何かについて、他者や社会の状況を考慮に入れながら考察し、自
分なりの答えを語ることができる。

Ⅱ-1 ① レベルC

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

利益相反について説明できる。Ⅳ-1 ③ レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

医学研究における倫理規範を理解し、説明できる。Ⅸ-1 ② レベルC

関連する文献を集め、まとめることができる。Ⅸ-1 ③ レベルC

研究計画に基づいて「仮想実験」を施工できる。Ⅸ-1 ④ レベルC

「仮想実験」で予期される結果の意義を、口頭あるい文書で説明できる。Ⅸ-1 ⑤ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．倫理について説明できる
２．医の倫理の意義とその内容について説明できる。
３．生命倫理の成立とその背景について説明できる。
４．生命倫理の原則と方法論について説明できる。
５．インフォームド・コンセントの重要性について説明できる。
６．末期医療と尊厳死に関連する倫理問題について説明できる。
７．安楽死に関連する倫理問題について説明できる。
８．人の死と脳死に関連する倫理問題について説明できる。
９．臓器移植に関連する倫理問題について説明できる。
10．生殖医療における中絶・代理懐胎に関連する倫理問題について説明
できる。
11．医療における遺伝子に関連する倫理問題について説明できる。
12．薬害および医原病に関連する倫理問題について説明できる。

科目における教育到達目標

医療や医学研究などにおける諸事例をとおして生命倫理学を学ぶ。具体
的には、生殖医療・移植医療・終末期医療等における倫理問題を考える
ことで、生命倫理に関する理論や考え方を習得する。その際、必要に応
じて最先端の再生医療や医療情報の取扱いについても紹介する。そのう
えで、生命倫理が、第 5 学年の臨床実習生として、またその後の医師と
して医療に携わる際に重要であることを認識させ、法という社会的処罰
をともなう規範を遵守すること（コンプライアンス（法令遵守））の意
味と重要性を理解させる。

本講義は、幾つかの講義ごとに「生殖医療」「移植医療」「終末期医療」といったより大きなまとまりを持っています。各講義は「具体的な題材に
もとづいた議論」と「問題点の整理と倫理学的知見の紹介を行う解説」によって構成されます。内容をよく理解するためには以下のような取り組み
が必要です。
１）次の講義で扱う題材に関して、教科書等を利用して基本的な知識を身につけておく。
２）講義中は自らの考え方を整理しつつ、他者の考え方を十分に理解するよう努力する。
３）議論の論点や解説の内容をノートにしっかりと書き留める。

  学習内容

生命倫理学(科目№TM16039001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

生命倫理学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、間宮 清

生命倫理学

復習

議論や解説の内容を自分なりに整理してノートに書き留めておく。配布
資料があった場合は、その内容を読み返し、重要な点や気づいた点を追
記しておく。それまでの講義内容との関連性を考え、より大きな倫理学
的主題への理解を深める。

予習

予め予告された題材に対して、教科書等で自己学習し簡単なノートを作
成しておく。

  授業時間外の学習

  ICT活用

意見の集約、予習及び復習用の小テスト、レポートの提出などに ICT を活用することがある。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価点最終評価点

選択式と記述式を併用する。筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に１回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等とする。再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

前期試験と同様再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

評価に対するフィードバック

必要に応じて「e自主自学」上で行います。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

前期試験

20％

ＰＢＬ

30％

出席点

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

％

レポート

％

実習試験

％

注意事項

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）講義中は意見を出し合うことによって、問題を絞り込み論点を整理する。様々な場面で、自分の意見を積極的かつ分かりやすく表明することが
求められる。その一方で、他人の意見を謙虚に聴き、理解する姿勢も必要となる。
２）各講義の主題は相互に関連している。これらを関連付け、より一般的な問題へと昇華させる作業が必要になる。復習を通してこれまでの講義内
容と関連付け、予習を通して今後の講義内容を見通す作業を行うことで、『生命倫理学』全体としての理解が高まるようになっている。

  オフィスアワー

倉田 誠担当

火曜　12 時 00 分～ 13 時 00 分、金曜　15 時 00 分～ 17 時 00 分日時

生命倫理学研究室場所

IP電話

m-kurata@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書

『新版 医療倫理 Q ＆ A』

関東医学哲学・倫理学会編 太陽出版著） 出）

備）

参考書

『生命倫理の教科書　何が問題なのか』

著） ミネルヴァ書房黒崎剛・野村俊明編 出）

備）

『生命倫理学を学ぶ人のために』

著） 世界思想社加藤尚武・加茂直樹 出）

備）

『生命倫理の成立』

著） 勁草書房香川知晶 出）

備）

  指定する教科書、参考書

生命倫理学(科目№TM16039001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

生命倫理学 （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、間宮 清

生命倫理学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
04月16日 火 4 倫理とは何か 規範、功利主義、リベラリズム、コ

ミュニタリアニズム
倉田 誠

講義

2

04月23日 火 4 生命倫理の誕生とその背景 ナチスの人体実験、タスキギー事
件、ニュルンベルグ綱領、ヘルシン
キ宣言、公民権運動、コンプライア
ンス（法令遵守）

倉田 誠

講義

3
05月07日 火 4 生命倫理の原則と方法論 生命倫理４原則、ユネスコ生命倫理

と人権に関する宣言、４分割法
倉田 誠

講義

4
05月14日 火 4 インフォームド・コンセント 患者-医師関係、パターナリズム、

自己決定権、説明義務、告知
倉田 誠

講義

5
05月21日 火 4 臨床研究と動物実験 臨床試験／治験、被験者保護、動物

の権利、3Rの原則、利益相反、コ
ンプライアンス（法令遵守）

倉田 誠
講義

6
05月28日 火 4 薬害問題 責任の所在、予防原則、情報公開開

示、被害者救済、薬害エイズ、コン
プライアンス（法令遵守）

間宮 清
講義

7
06月04日 火 4 医療資源の配分 神の委員会、社会的合意、意思決定

ルール、QALY、臓器売買
倉田 誠

講義

8
06月11日 火 4 安楽死／尊厳死 安楽死の6要件、延命治療、自殺幇

助、終末期鎮静、SOL対QOL、リ
ビングウィル、死ぬ権利

倉田 誠
講義

9
06月17日 月 2 脳死 脳死、大脳死、死の定義と判定法、

死の三徴候、死の人称問題
倉田 誠

講義

10
06月24日 月 1 臓器移植 臓器提供、無償提供、公平性と透明

性、家族内葛藤、人体の資源化
倉田 誠

講義

11
06月25日 火 4 生殖医療 人工授精(AIH／AID)、代理懐胎、出

自を知る権利、子の最善の利益
倉田 誠

講義

12
07月01日 月 2 人口妊娠中絶 生命の尊厳、母体保護、胎児条項、

選択的中絶
倉田 誠

講義

13
07月02日 火 4 出生前診断 遺伝子診断、命の選別、障害、遺伝

カウンセリング、優生思想、コンプ
ライアンス（法令遵守）

倉田 誠
講義

14
07月08日 月 2 エンハンスメント 能力、デザイナーベイビー、人間改

造、新優生学、欲望追求社会
倉田 誠

講義

15 07月09日 火 4 まとめ 倉田 誠講義

生命倫理学(科目№TM16039001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

生命倫理学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、間宮 清

生命倫理学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

人生とは何か，医療とは何かについて、他者や社会の状況を考慮に入れながら考察し、自
分なりの答えを語ることができる。

Ⅱ-1 ① レベルC

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

利益相反について説明できる。Ⅳ-1 ③ レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

医学研究における倫理規範を理解し、説明できる。Ⅸ-1 ② レベルC

関連する文献を集め、まとめることができる。Ⅸ-1 ③ レベルC

研究計画に基づいて「仮想実験」を施工できる。Ⅸ-1 ④ レベルC

「仮想実験」で予期される結果の意義を、口頭あるい文書で説明できる。Ⅸ-1 ⑤ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．倫理について説明できる
２．医の倫理の意義とその内容について説明できる。
３．生命倫理の成立とその背景について説明できる。
４．生命倫理の原則と方法論について説明できる。
５．インフォームド・コンセントの重要性について説明できる。
６．末期医療と尊厳死に関連する倫理問題について説明できる。
７．安楽死に関連する倫理問題について説明できる。
８．人の死と脳死に関連する倫理問題について説明できる。
９．臓器移植に関連する倫理問題について説明できる。
10．生殖医療における中絶・代理懐胎に関連する倫理問題について説明
できる。
11．医療における遺伝子に関連する倫理問題について説明できる。
12．薬害および医原病に関連する倫理問題について説明できる。

科目における教育到達目標

医療や医学研究などにおける諸事例をとおして生命倫理学を学ぶ。具体
的には、生殖医療・移植医療・終末期医療等における倫理問題を考える
ことで、生命倫理に関する理論や考え方を習得する。その際、必要に応
じて最先端の再生医療や医療情報の取扱いについても紹介する。そのう
えで、生命倫理が、第 5 学年の臨床実習生として、またその後の医師と
して医療に携わる際に重要であることを認識させ、法という社会的処罰
をともなう規範を遵守すること（コンプライアンス（法令遵守））の意
味と重要性を理解させる。

本講義は、幾つかの講義ごとに「生殖医療」「移植医療」「終末期医療」といったより大きなまとまりを持っています。各講義は「具体的な題材に
もとづいた議論」と「問題点の整理と倫理学的知見の紹介を行う解説」によって構成されます。内容をよく理解するためには以下のような取り組み
が必要です。
１）次の講義で扱う題材に関して、教科書等を利用して基本的な知識を身につけておく。
２）講義中は自らの考え方を整理しつつ、他者の考え方を十分に理解するよう努力する。
３）議論の論点や解説の内容をノートにしっかりと書き留める。

  学習内容

生命倫理学(科目№TM16039101)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

生命倫理学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、間宮 清

生命倫理学

復習

議論や解説の内容を自分なりに整理してノートに書き留めておく。配布
資料があった場合は、その内容を読み返し、重要な点や気づいた点を追
記しておく。それまでの講義内容との関連性を考え、より大きな倫理学
的主題への理解を深める。

予習

予め予告された題材に対して、教科書等で自己学習し簡単なノートを作
成しておく。

  授業時間外の学習

  ICT活用

意見の集約、予習及び復習用の小テスト、レポートの提出などに ICT を活用することがある。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価点最終評価点

選択式と記述式を併用する。筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に１回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等とする。再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

前期試験と同様再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

評価に対するフィードバック

必要に応じて「e自主自学」上で行います。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

前期試験

20％

ＰＢＬ

30％

出席点

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

％

レポート

％

実習試験

％

注意事項

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）講義中は意見を出し合うことによって、問題を絞り込み論点を整理する。様々な場面で、自分の意見を積極的かつ分かりやすく表明することが
求められる。その一方で、他人の意見を謙虚に聴き、理解する姿勢も必要となる。
２）各講義の主題は相互に関連している。これらを関連付け、より一般的な問題へと昇華させる作業が必要になる。復習を通してこれまでの講義内
容と関連付け、予習を通して今後の講義内容を見通す作業を行うことで、『生命倫理学』全体としての理解が高まるようになっている。

  オフィスアワー

倉田 誠担当

火曜　12 時 00 分～ 13 時 00 分、金曜　15 時 00 分～ 17 時 00 分日時

生命倫理学研究室場所

IP電話

m-kurata@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書

『新版 医療倫理 Q ＆ A』

関東医学哲学・倫理学会編 太陽出版著） 出）

備）

参考書

『生命倫理の教科書　何が問題なのか』

著） ミネルヴァ書房黒崎剛・野村俊明編 出）

備）

『生命倫理学を学ぶ人のために』

著） 世界思想社加藤尚武・加茂直樹 出）

備）

『生命倫理の成立』

著） 勁草書房香川知晶 出）

備）

  指定する教科書、参考書

生命倫理学(科目№TM16039101)
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2019年 度

生命倫理学 （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、間宮 清

生命倫理学

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
09月24日 火 3 倫理とは何か 規範、功利主義、リベラリズム、コ

ミュニタリアニズム
倉田 誠

講義

2

09月24日 火 4 生命倫理の誕生とその背景 ナチスの人体実験、タスキギー事
件、ニュルンベルグ綱領、ヘルシン
キ宣言、公民権運動、コンプライア
ンス（法令遵守）

倉田 誠

講義

3
10月01日 火 4 生命倫理の原則と方法論 生命倫理４原則、ユネスコ生命倫理

と人権に関する宣言、４分割法
倉田 誠

講義

4
10月08日 火 4 インフォームド・コンセント 患者-医師関係、パターナリズム、

自己決定権、説明義務、告知
倉田 誠

講義

5
10月15日 火 4 臨床研究と動物実験 臨床試験／治験、被験者保護、動物

の権利、3Rの原則、利益相反、コ
ンプライアンス（法令遵守）

倉田 誠
講義

6
10月29日 火 4 薬害問題 責任の所在、予防原則、情報公開開

示、被害者救済、薬害エイズ、コン
プライアンス（法令遵守）

間宮 清
講義

7
11月05日 火 4 医療資源の配分 神の委員会、社会的合意、意思決定

ルール、QALY、臓器売買
倉田 誠

講義

8
11月12日 火 4 安楽死／尊厳死 安楽死の6要件、延命治療、自殺幇

助、終末期鎮静、SOL対QOL、リ
ビングウィル、死ぬ権利

倉田 誠
講義

9
11月19日 火 4 脳死 脳死、大脳死、死の定義と判定法、

死の三徴候、死の人称問題
倉田 誠

講義

10
11月26日 火 4 臓器移植 臓器提供、無償提供、公平性と透明

性、家族内葛藤、人体の資源化
倉田 誠

講義

11
12月03日 火 4 生殖医療 人工授精(AIH／AID)、代理懐胎、出

自を知る権利、子の最善の利益
倉田 誠

講義

12
12月10日 火 3 人口妊娠中絶 生命の尊厳、母体保護、胎児条項、

選択的中絶
倉田 誠

講義

13
12月10日 火 4 出生前診断 遺伝子診断、命の選別、障害、遺伝

カウンセリング、優生思想、コンプ
ライアンス（法令遵守）

倉田 誠
講義

14
12月17日 火 3 エンハンスメント 能力、デザイナーベイビー、人間改

造、新優生学、欲望追求社会
倉田 誠

講義

15 12月17日 火 4 まとめ 倉田 誠講義

生命倫理学(科目№TM16039101)
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2019年 度

情報科学Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員

主任教授・松村 一・(形成外科学)、教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅
彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ
ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・
増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物
学)、助教・田中 千香也・(生物学)

情報科学Ⅰ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書検索システム、データベース、インターネットで適切なキーワードを用いて
情報を検索し、信頼度を評価した上で情報を入手できる。

Ⅹ-1 ② レベルB

医療における情報管理の重要性、情報発信の仕方について説明できる。Ⅹ-1 ③ レベルB

プレゼンテーションソフトウェアを症例報告用スライド、学会口頭発表用スライド、ポス
ターなどの作成に利用し、高度な発表技法に応用できる。

Ⅹ-1 ④ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1. 東京医科大学のIT環境において基本的な利用環境の設定ができる。
2. 東京医科大学のｅラーニングやeメール等のシステムを様々なデバイ
スから利用できる。
3. レポートや論文の作成時に注意すべき事柄について説明できる。
4. 情報を利用あるいは発信時に、注意すべき事柄について説明できる。
5. 医療における情報管理の重要性、情報発信の仕方について説明でき
る。
6. 文書作成ソフトの基本的な概念と専門用語について説明できる。
7. 文書作成ソフトを用い、基本的なドキュメントの作成ができる。
8. プレゼンテーションソフトの基本的な概念と専門用語について説明で
きる。
9. プレゼンテーションソフトを用い、課題研究発表会スライドの作成が
できる。
10. プレゼンテーションソフトを用い、課題研究発表ができる。
11. 表計算ソフトの基本的な概念と専門用語について説明できる。
12. 表計算ソフトを用い、基本的な計算およびドキュメントの作成がで
きる。

科目における教育到達目標

現代社会において、情報処理を行うにあたって、コンピューターは欠か
せないものとなっている。医学教育、医学研究のみならず、医療の現場
にあってもコンピューターを利用する機会はきわめて多くなっており、
早期にその基本的操作に習熟することが望ましい。
東京医科大学内には既にローカルエリアネットワーク（LAN）と無線環
境が整備されており、インターネットを利用して様々な情報資源を利用
することができる。
本授業はコンピューターの操作実習を中心とし、前期授業終了時まで
に、表計算やプレゼンテーションソフト等の基本的なコンピューターの
操作を習得し、インターネットを利用した情報資源へのアクセスならび
にeメールの日常的な利用が可能となるレベルまでの習熟を目標とす
る。

まず、東京医科大学のIT環境が利用できるための情報を理解し、無線ネットワーク、メールアカウント、ｅラーニングシステム等の設定を行い、そ
れぞれの使用法を学ぶ。続いて、著作権、個人情報保護、セキュリティ、マナー等、情報を利用あるいは発信する際に注意すべき事柄について学
ぶ。次に、文書作成ソフトのMicrosoft Word、プレゼンテーションソフトのMicrosoft PowerPoint、表計算ソフトのMicrosoft Excelの使い方を学び、
課題研究の発表スライド作成等に応用する。

  学習内容

復習

教科書やe自主自学における授業資料などの復習をする。

予習

教科書やe自主自学における授業資料などの予習をする。

  授業時間外の学習

  ICT活用

授業中の資料はe自主自学を通じて配布する。
レポートなどの課題はe自主自学を通じて提出する。期限は授業時間内に指示するので、厳守すること。

情報科学Ⅰ(科目№TM16040001)
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2019年 度

情報科学Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員

主任教授・松村 一・(形成外科学)、教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅
彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ
ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・
増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物
学)、助教・田中 千香也・(生物学)

情報科学Ⅰ

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝実習評価最終評価点

コンピューターを使った課題作成筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に1回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

履修範囲再試験・範囲

コンピューターを使った課題作成再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

期末試験

40%

レポート

30％

出席点

30％

注意事項

出席率が4/5以上の者が、最終評価の対象
となる。
提出物(レポートなど)に、同一なものあ
るいは明白な類似が認められた場合に
は、不正があったものと判断し、その回
の提出物に関する評価は、「原本、複
写」にかかわらずマイナスの評価とす
る。

 学習上の注意

  学習上の注意等

1) 使用するコンピュータは原則として自己所有のノートブック型コンピュータのみとする。
2) 自己所有のコンピュータのオペレーティング・システムはWindows 10、Windows 8、Windows 7（HomeBasic、Home Premium、Businessなど
いずれでも良い）のいずれかとする。
3) 予めウイルス対策ソフトウェアをインストールすること。
4) 実習では、Microsoft Windows 10を想定し、ソフトウェアのインストール・使用方法について解説する。
5) 第1回目の授業から毎回必ずコンピュータを持参すること。
6) 授業中、スマートフォンの利用は原則禁止とする。ただし、教員の指示があった場合のみ使用を認める。
7) PCを用いて授業と関係ないこと（インターネットへのアクセス、ライン、ゲームなど）は禁止とする。ただし、インターネットへのアクセス
は、教員の指示があった場合のみ使用を認める。
8) 私語は禁止とする。

6),7),8)は迷惑行為なので教員に指摘され、退席を指示された者は、即座に退席すること。なおその場合、授業は欠席として取り扱う。

  オフィスアワー

Ｒ．ブルーヘルマンス（英語）担当

月曜日 12:00～13:00日時

大学（新宿キャンパス） 第三校舎 2階 英語教室場所

IP電話 内線285（大学）

rpb@tokyo-med.ac.jpE-mail

「授業内容」の質問や「学習方法」についての相談があれば、積極的に担当教員に連絡すること。備考

増渕　伸一（物理学教室）担当

月曜日 12:00～13:00日時

大学（新宿キャンパス） 第三校舎 3階 物理学教室場所

IP電話 内線252（大学）

masubuch@tokyo-med.ac.jpE-mail

「授業内容」の質問や「学習方法」についての相談があれば、積極的に担当教員に連絡すること。備考

情報科学Ⅰ(科目№TM16040001)
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2019年 度

情報科学Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員

主任教授・松村 一・(形成外科学)、教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅
彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ
ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・
増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物
学)、助教・田中 千香也・(生物学)

情報科学Ⅰ

教科書

よくわかるMicrosoft Word 2016 & Microsoft Excel 2016 & Microsoft
PowerPoint 2016 改訂版

富士通エフ・オー・エム株式会
社 (FOM出版)

FOM出版著） 出）

備）

参考書

  指定する教科書、参考書

情報科学Ⅰ(科目№TM16040001)
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2019年 度

情報科学Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員

主任教授・松村 一・(形成外科学)、教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅
彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ
ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・
増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物
学)、助教・田中 千香也・(生物学)

情報科学Ⅰ

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月10日 水 2 ガイダンス
・ 東京医科大学のIT環境
・ 情報リテラシーとコンピュー
タリテラシー
・ インターネットとは
・ 機器セットアップ(無線LAN)
・ メールアカウントの設定
eラーニングシステム「e自主自
学」の使用法(1)

インターネット、パスワード、メー
ル、Active Mail、PC、モバイル、
環境設定、eラーニング

増渕 伸一
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

実習

2
04月12日 金 3 eラーニングシステム「e自主自

学」の使用法(2)
eラーニング、eポートフォリオ、
タイピング練習

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
増渕 伸一

実習

3
04月17日 水 2 医療と情報科学 個人情報の保護、情報管理（セキュ

リティ）、情報発信、マナー、コン
プライアンス

松村 一
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

増渕 伸一

実習

4

04月24日 水 2 Microsoft Officeのインストール
サポート
・ Word
・ PowerPoint
・ Excel

Office365、インストール、サポー
ト

普神 敬悟
西 研

大岩 潔
太田 一正

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
村上 雅彦
増渕 伸一
篠田 章
倉田 誠

小林 義彦
岩瀬 文達
増井 大

林 美穂子
西村 之宏
石川 慎吾

河西 亜希子
田中 千香也

実習

5
05月08日 水 2 Microsoft Wordの使用法(1) ファイル、ネットワーク、ワープロ ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

増渕 伸一
実習

6
05月15日 水 2 Microsoft Wordの使用法(2) ファイル、ネットワーク、ワープロ ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

増渕 伸一
実習

7
05月22日 水 2 Microsoft Powerpointの使用法(1) プレゼンテーションソフト ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

増渕 伸一
実習

8
05月29日 水 2 Microsoft Powerpointの使用法(2) プレゼンテーションソフト、スライ

ドショー
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

増渕 伸一
実習

9

06月05日 水 2 発表会ガイダンス
・研究発表について
・プレゼンテーションの仕方
・発表要旨の書き方
・プレゼンテーションソフトに
よる課題研究発表会用プレゼン
テーション資料の作成

研究発表、プレゼンテーション、発
表要旨、プレゼンテーションソフ
ト、プレゼンテーション資料、課題
研究、発表会、スライドショー

普神 敬悟
西 研

大岩 潔
太田 一正

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
村上 雅彦
増渕 伸一
篠田 章
倉田 誠

小林 義彦
岩瀬 文達
増井 大

林 美穂子
西村 之宏
石川 慎吾

河西 亜希子
田中 千香也

実習
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2019年 度

情報科学Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員

主任教授・松村 一・(形成外科学)、教授・西 研・(哲学)、教授・大岩 潔・(物理学)、教授・普神 敬悟・(化学)、准教授・村上 雅
彦・(数学)、准教授・増渕 伸一・(物理学)、准教授・太田 一正・(生物学)、准教授・篠田 章・(生物学)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ
ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、講師・小林 義彦・(物理学)、講師・岩瀬 文達・(物理学)、講師・
増井 大・(化学)、講師・林 美穂子・(英語)、助教・西村 之宏・(化学)、助教・石川 慎吾・(化学)、助教・河西 亜希子・(生物
学)、助教・田中 千香也・(生物学)

情報科学Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

10

06月12日 水 2 発表要旨の作成
スライドの作成

プレゼンテーションソフト、プレゼ
ンテーション資料、課題研究、発表
会、スライドショー

普神 敬悟
西 研

大岩 潔
太田 一正

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
村上 雅彦
増渕 伸一
篠田 章
倉田 誠

小林 義彦
岩瀬 文達
増井 大

林 美穂子
西村 之宏
石川 慎吾

河西 亜希子
田中 千香也

実習

11

06月19日 水 2 プレゼンテーションソフトによ
る課題研究発表会の練習

プレゼンテーションソフト、プレゼ
ンテーション資料、課題研究、発表
会、スライドショー

普神 敬悟
西 研

大岩 潔
太田 一正

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
村上 雅彦
増渕 伸一
篠田 章
倉田 誠

小林 義彦
岩瀬 文達
増井 大

林 美穂子
西村 之宏
石川 慎吾

河西 亜希子
田中 千香也

実習

12
06月26日 水 3 Microsoft Excelの使用法(1) 表計算、ワークシート、作表、読み

込み、保存、セル、書式設定、表の
作成、数式入力

増渕 伸一
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

実習

13
07月01日 月 1 Microsoft Excelの使用法(2) ワークシート、印刷、計算式、関

数、演算子、参照、グラフ作成、抽
出

増渕 伸一
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

実習

14

07月03日 水 1 プレゼンテーションソフトによ
る課題研究発表会

プレゼンテーションソフト、プレゼ
ンテーション資料、課題研究、発表
会、スライドショー

普神 敬悟
西 研

大岩 潔
太田 一正

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ
村上 雅彦
増渕 伸一
篠田 章
倉田 誠

小林 義彦
岩瀬 文達
増井 大

林 美穂子
西村 之宏
石川 慎吾

河西 亜希子
田中 千香也

実習

15
07月10日 水 2 期末試験 ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

増渕 伸一
実習

16 実習

情報科学Ⅰ(科目№TM16040001)
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2019年 度

解剖学(1) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員

主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、講師・立岩 俊之・(整形
外科学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員教授・島田
和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、主任教授・東 華岳・（産業医科大学医学部第一解剖学講座）、斎藤　
良彦・（北里大学北里研究所病院 整形外科）、院長・柳 東次郎・（医療法人柳育会八女リハビリ病院）

解剖学(1)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

社会における自らの役割と行為の意味とを深く認識し，そこから人生と医療の意義につい
て自分なりに説明することができる。

Ⅱ-1 ① レベルB

病態の理解に必要な基礎医学知識を習得する。Ⅲ-1 ① レベルC

個人情報保護とプライバシーの尊重を理解し、行動できる。Ⅳ-1 ① レベルB

社会内規範を知り、概ね遵守できる。Ⅳ-1 ④ レベルB

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

基礎となる科学的方法論に配慮し、「実習実験」を実施できる。Ⅸ-1 ① レベルB

医学研究における倫理規範に配慮して「実習実験」を行える。Ⅸ-1 ② レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．位置関係を方向用語（上下、前後、内・外側、浅深、頭・尾側、背
・腹側）で説明できる。
２．骨・軟骨・関節・靭帯の構造と機能を説明できる。
３．頭部・顔面の骨の構成を説明できる。
４．四肢の骨・関節を列挙し、主な骨の配置を図示できる。
５．椎骨の構造と脊柱の構成を説明できる。
６．骨盤の構成と性差を説明できる。
７．呼吸筋と呼吸運動の機序を説明できる。
８．四肢の主要筋群の運動を説明できる。
９．姿勢と体幹の運動に関わる筋群を概説できる。

科目における教育到達目標

人体構造を局所解剖学（Regional Anatomy）と局所発生学（Regional
Embryology）を軸に学習する。
人体のそれぞれの構造と互いの構造の位置関係を把握し、それらが機能
的にあるいは発生学的にどのように関連しているかについて考える。そ
のために実際の人体の詳細な３次元的観察を行う。各個体の解剖（触れ
る、観る、聴く）をとおして「観察眼の養成」を行い、人体構造の普遍
性（一般性）と個性（多様性）を認識する。また、たったひとつの細胞
（受精卵）から複雑な人体構造へと発展する過程（人体発生の最終地点
である成体構造）を念頭に入れながら解剖を進めることによって「生命
の神秘・驚異」に触れる。なお、解剖体には常に「感謝と尊敬の気持
ち」をもって接し、献体の意義を十分に理解するとともに、「人命の尊
厳と死」について深く考える。

１．「骨学実習の手びき（南山堂）」をコアとして実習講義を行う。
２．各班で実習室に「骨学実習の手びき（南山堂）」、「解剖実習の手びき（南山堂）」、「解剖学カラーアトラス（医学書院）」をもち込み、自
分たちの問題解決に利用する。
３．骨学実習は４～５人で一班を編成し、実際の人骨を用いて行う。
４．毎回の実習後は、各班の班員それぞれが、教員からのチェックを受ける。全員が合格した時点でのその回の実習修了とする。

  学習内容

復習

前述のように、効率的・効果的な学修には復習が必要である。「骨学実
習の手びき（南山堂）」、「解剖実習の手びき（南山堂）」、「解剖学
カラーアトラス（医学書院）」を活用し、毎回の実習内容の整理・把握
に努めること。

予習

「骨学実習の手びき（南山堂）」を十分に精読し、実習内容を把握して
臨むこと。毎回の実習は連続しているので、毎回の実習内容を十分に復
習し、習熟しておくことが、次回の実習の予習ともなることを銘記する
こと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

教科書、参考書と合わせて、エルゼビア課題（人体構造学e自主自学ツール）を活用し、予習復習に努めること。

解剖学(1)(科目№TM16055001)
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2019年 度

解剖学(1) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員

主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、講師・立岩 俊之・(整形
外科学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員教授・島田
和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、主任教授・東 華岳・（産業医科大学医学部第一解剖学講座）、斎藤　
良彦・（北里大学北里研究所病院 整形外科）、院長・柳 東次郎・（医療法人柳育会八女リハビリ病院）

解剖学(1)

75 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝筆記試験（125点満点）最終評価点

記述形式筆記試験の形式

再試験は、年度末に１回とする。再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が75点未満の者再試験・対象者

記述形式再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

出席点

①実習は全回参加する。

態度

②ご献体への畏敬と感謝の念をもつ。
※無断あるいは不条理な欠席、遅刻、早
退および不適切な行動は、ご献体への畏
敬と感謝の念がないものと判断し、それ
以降の解剖実習室への入室を禁ずる。

口答試験

③毎回教員による実習チェックを受け
る。

毎回の課題

エルゼビア課題(課題の得点は本試験の点
数に加算する。ただし課題には毎回受講
期限がある。また、得点は再試験には加
算しない。)

注意事項

上記①②③を満たした者に筆記試験受験
資格を与える。

レポート

適宜行うことがある。

その他

特別講義（参加点あり）がある。

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）携帯電話、スマートフォン、カメラなど、大学外のネットワーク（インターネットなど）に接続可能な器材および撮影が可能な器材の解剖実習
室への持ち込みは禁止する。
２）無断あるいは不条理な欠席、遅刻、早退および不適切な行動は、ご献体への畏敬と感謝の念がないものと判断し、それ以降の解剖実習室への入
室を禁ずる。
３）エルゼビア課題にて用いられている図などは著作権法に則って適切に使用すること。課題内容および図の複製（印刷およびスクリーンショット
など）は禁止する。
４）講義・実習とは別に、次年度（２学年次）に予定されている
　　　■ 2020 年 5 月 16 日（土）予定　東寿会総会
　　　■ 2020 年 9 月 11 日（金）予定　ご遺骨返還式
　　　に参加すること。

  オフィスアワー

伊藤 正裕、宮宗 秀伸、李 忠連、河田 晋一、永堀 健太、表原 拓也担当

基本的にはいつでも来室可能。日時

第一校舎２階　人体構造学分野場所

IP電話 東京医科大学 03-3351-6141、人体構造学分野（内線：231）

anatomy@tokyo-med.ac.jpE-mail

事前に時間を調整してから来室すること。備考

解剖学(1)(科目№TM16055001)
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2019年 度

解剖学(1) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員

主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、講師・立岩 俊之・(整形
外科学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員教授・島田
和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、主任教授・東 華岳・（産業医科大学医学部第一解剖学講座）、斎藤　
良彦・（北里大学北里研究所病院 整形外科）、院長・柳 東次郎・（医療法人柳育会八女リハビリ病院）

解剖学(1)

教科書

骨学実習の手びき

寺田春水、藤田恒夫 南山堂著） 出）

このテキストなしには実習が進められない。備）

解剖学カラーアトラス（8版）

横地千仭 医学書院著） 出）

骨学実習アトラスと併用して実習を進めることができる（実際の解剖体
の写真を使用）。

備）

解剖実習の手びき（11版）

寺田春水、藤田恒夫 南山堂著） 出）

解剖実習の基本書である。備）

参考書

  指定する教科書、参考書

解剖学(1)(科目№TM16055001)
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2019年 度

解剖学(1) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員

主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、講師・立岩 俊之・(整形
外科学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員教授・島田
和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、主任教授・東 華岳・（産業医科大学医学部第一解剖学講座）、斎藤　
良彦・（北里大学北里研究所病院 整形外科）、院長・柳 東次郎・（医療法人柳育会八女リハビリ病院）

解剖学(1)

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月05日 木 4 【講義・演習】
人体構造学総論
関節の運動

・解剖学とは？
・骨系，筋系
・屈曲，伸展
・外転，内転
・回外，回内
・外旋，内旋
・外反，内反
・挙上，下制

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

島田 和幸
永堀 健太
河田 晋一
表原 拓也

実習 ○位置関係を方向用語
（上下，前後，内・外
側，浅深，頭・尾側，背
・腹側）で説明できる。
○骨・軟骨・関節・靭帯
の構造と機能を説明でき
る。
○四肢の主要筋群の運動
を説明できる。
○徒手検査（関節可動域
検査，徒手筋力テスト）
と感覚検査を説明でき
る。

2

09月12日 木 4 全身の骨格 ・全身の骨の個数と構成
・体幹，四肢

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
島田 和幸
李 忠連

表原 拓也
河田 晋一
永堀 健太

実習 ▲人体の主な骨を同定
し，名称を述べることが
できる。
▲全身の骨格の概形を構
成することができる。

3

09月19日 木 4 体幹の骨・筋・神経 ・環椎，軸椎，頸椎
・胸郭
・腰椎
・仙椎，尾椎と骨盤
・呼吸筋
・固有背筋，脊柱起立筋

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
表原 拓也
永堀 健太

実習 ○椎骨の構造と脊柱の構
成を説明できる。
○呼吸筋と呼吸運動の機
序を説明できる。
△姿勢と体幹の運動に関
わる筋群を概説できる。
▲体幹を構成する骨を選
び，骨格と関節を適切に
配置することができる。
▲体幹の骨にみられる主
な筋の付着部，血管・神
経の通路を同定し，それ
ぞれの名称を述べること
ができる。

4

09月26日 木 4 上肢帯・下肢帯の骨・筋
・神経

・肩甲骨，鎖骨
・肩関節
・胸郭出口
・寛骨
・股関節
・骨盤出口（大坐骨孔，
小坐骨孔，筋裂孔，血管
裂孔）

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
表原 拓也
永堀 健太

実習 ○四肢の骨・関節を列挙
し，主な骨の配置を図示
できる。
○骨盤の構成と性差を説
明できる。
○四肢の主要筋群の運動
を説明できる。
▲四肢の骨にみられる筋
の付着部，血管・神経の
通路のうち，主要なもの
を同定し，それぞれの名
称を述べることができ
る。

5

09月26日 木 5 形態学的視点からみた骨
粗鬆症

・骨組織
・骨発生
・骨形成
・骨吸収
・骨芽細胞
・破骨細胞
・ホルモン

主任教授・東 華
岳・（産業医科
大学医学部第一
解剖学講座）

講義 ○骨粗鬆症の病因と病態
を説明し，骨折の好発部
位を列挙できる。
▲骨のモデリングとリモ
デリングを概説できる。

解剖学(1)(科目№TM16055001)
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2019年 度

解剖学(1) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員

主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、講師・立岩 俊之・(整形
外科学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員教授・島田
和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、主任教授・東 華岳・（産業医科大学医学部第一解剖学講座）、斎藤　
良彦・（北里大学北里研究所病院 整形外科）、院長・柳 東次郎・（医療法人柳育会八女リハビリ病院）

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

6

10月03日 木 4 上肢の骨・筋・神経 ・上腕，前腕，手
・上腕骨，橈骨，尺骨，
手根骨，中手骨，指骨
・肘関節，手関節，指関
節
・上腕筋群，前腕筋群，
手筋群

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
表原 拓也
永堀 健太

実習 ○四肢の骨・関節を列挙
し，主な骨の配置を図示
できる。
○四肢の主要筋群の運動
を説明できる。
▲四肢を構成する骨を選
び，それらの骨格と関節
を適切に配置することが
できる。
▲四肢の骨にみられる筋
の付着部，血管・神経の
通路のうち，主要なもの
を同定し，それぞれの名
称を述べることができ
る。

7

10月10日 木 4 下肢の骨・筋・神経 ・大腿，下腿，足
・大腿骨，脛骨，腓骨，
足根骨，中足骨，趾骨
・膝関節，足関節，趾関
節
・大腿筋群，下腿筋群，
足筋群

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習 ○四肢の骨・関節を列挙
し，主な骨の配置を図示
できる。
○四肢の主要筋群の運動
を説明できる。
▲四肢を構成する骨を選
び，それらの骨格と関節
を適切に配置することが
できる。
▲四肢の骨にみられる筋
の付着部，血管・神経の
通路のうち，主要なもの
を同定し，それぞれの名
称を述べることができ
る。

8

10月10日 木 5 スポーツ医学 斎藤　良彦・
（北里大学北里
研究所病院 整形

外科）

講義

9

10月15日 火 5 リハビリテーション医療
とは？

・リハビリテーション
・ICIDH
・ICF
・運動学習
・ADL
・チーム医療

院長・柳 東次郎
・（医療法人柳
育会八女リハビ

リ病院）

講義 ○「臨床検査並びに患者
ケア」脳血管障害のリハ
ビリテーションについて
理解し、その基本的手技
について説明できる。
○リハビリテーションの
理念について述べること
ができる。

10

10月17日 木 4 頭頸部の骨・筋・神経 ・脳頭蓋，顔面頭蓋
・顎関節
・咀嚼筋
・前頭蓋窩，中頭蓋窩，
後頭蓋

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連
佐藤 巌

表原 拓也
河田 晋一
永堀 健太

実習 ○頭部・顔面の骨の構成
を説明できる。
△姿勢と体幹の運動に関
わる筋群を概説できる。
▲頭蓋を構成する骨を選
び，それの骨格と関節を
適切に配置することがで
きる。
▲頭蓋の骨にみられる筋
の付着部，血管・神経の
通路のうち，主要なもの
を同定し，それぞれの名
称を述べることができ
る。
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2019年 度

解剖学(1) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員

主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、講師・立岩 俊之・(整形
外科学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員教授・島田
和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、主任教授・東 華岳・（産業医科大学医学部第一解剖学講座）、斎藤　
良彦・（北里大学北里研究所病院 整形外科）、院長・柳 東次郎・（医療法人柳育会八女リハビリ病院）

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

11

10月31日 木 4 運動器（筋骨格）系の臨
床解剖学

・徒手検査
・筋骨格系画像診断
・整形外科学
・骨疾患，関節疾患
・麻痺・感覚障害

立岩 俊之

実習 ○徒手検査（関節可動域
検査，徒手筋力テスト）
と感覚検査を説明でき
る。
○筋骨格系画像診断
（エックス線，MRI，脊
髄造影，骨塩定量）の適
応を概説できる。
○関節動揺を概説でき
る。
○骨折の分類（単純と複
雑），症候，診断，治療
と合併症を説明できる。
○関節の脱臼，亜脱臼，
捻挫，靱帯損傷の定義，
重症度分類，診断と治療
を説明できる。
○腰椎椎間板ヘルニアの
診断と治療を説明でき
る。
○絞扼性末梢神経障害を
列挙し，その症候を説明
できる。

12

10月31日 木 5 全体まとめ 伊藤 正裕
李 忠連

宮宗 秀伸
河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16055001)
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2019年 度

解剖学(2)(組織学) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助
教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(組織学)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルB(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルB(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルB(3)

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

基礎となる科学的方法論に配慮し、「実習実験」を実施できる。Ⅸ-1 ① レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

「講義内容・日程」の到達目標に代える。

科目における教育到達目標

１．人体の構造と機能を知ることは、医学全体の基礎であり、医学生に
とって最も大切なことの一つである。
これらの知識無くして、病態を理解し、正しい治療をすることはできな
い。基礎医学では、人体の構造と機能を知るために、肉眼解剖学と生理
学を学習するが、この２つの橋渡しをするのが、組織学である。肉眼解
剖学だけを学習したのでは、生理学を理解することは出来ない。肉眼解
剖学で習った諸器官の知識の上に、組織学的な知識をプラスすることに
よって、生理学の諸事項を理解することが出来るようになる。
従って、人体の構造と機能を理解する上での要が、組織学である。本科
目では、講義と実習を並行して行い、人体の微細構造の特徴を観察し、
正常な諸構造の基礎を習得する。
２．組織学のような「形」のあるものを理解する学習過程では、手を動
かして対象をスケッチすることが大切である。組織学実習の目的は、ス
ケッチを通じて組織学を「体得」することである。
３．本科目は、臨床医学を学ぶための基礎知識を獲得すると共に、講義
・実習を通じて「科学的に観察でき、科学的に思考でき、科学的に表現
できる」能力を身につけることを目的とする。目的達成には、講義に出
席し、講義内容を充分に理解し、真摯な態度で実習に臨むことが極めて
重要となる。

組織学では講義と実習を並行して行う（午前：講義、午後：実習）。講義は主として実習と関係のある内容となる。
講義を聴き、内容を充分に理解してから実習を行うことが大切である。講義では教科書と講義プリントを用いながら、パワーポイント・板書で説明
する。実習では実習プリントを配布するので、その指示に従い、顕微鏡で組織標本を観察しながら、指定のレポート用紙にスケッチをする。この時
ノート、講義プリント、教科書を参考にしながら組織構造の特徴を理解する。レポートは実習毎に提出すること。レポートの図には各部名称を日本
語と英語で記入するとともに、検鏡した構造の特徴について記載する。また実習プリントの小問に答える。このようにして得られた正常構造の知識
は、他の基礎医学系教科はもとより、臨床系教科における病変の理解にも確実に役立つ。他人のレポートを模倣することは絶対に許されない。

  学習内容

復習

講義や実習で理解できなかった点について教科書や参考書で調べる（30
分以上）。その時に理解できたことは、ノートや講義プリントに追記し
ておくこと。このようなノートやプリントは試験の時に大変役立つであ
ろう。しかし、分からないことがあれば、実習の時に教員に質問するの
が一番である。

予習

組織学では、講義予定に相当する部分の教科書の図をざっと眺めておく
と良い（30分以上）。意味が分からなくても、図のイメージが頭に残っ
ていれば、講義内容を理解するのが幾分容易になるはずである。また、
臨床関連事項が各章にあるので、読んでおくと良い。たとえ意味が分か
らなくても、臨床との繋がりが理解でき、興味が出てくるであろう。

  授業時間外の学習

解剖学(2)(組織学)(科目№TM16056001)
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2019年 度

解剖学(2)(組織学) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助
教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(組織学)

  ICT活用

講義についての連絡や補足資料の配布などは e 自主自学を通じて行われる。ICT による小テストなどは行わないが、午前の講義の後には午後に実習
があり、実習プリントには、講義内容についての設問が設けてある。実際の標本を目の前にして、教科書や参考書をめくりながらその設問について
考えること。また、疑問点があれば、近くの教員に直接質問すること。教員との対話や学生どうしの話し合い、つまり人と人との直接対話は組織学
の理解に非常に重要である。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝定期試験、実習点の合計
を 100 点とする。

最終評価点

記述式筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

後期試験と同じ再試験・範囲

後期試験と同じ形式再試験・方法

評価に対するフィードバック

試験・レポートに関する質問はオフィスアワーに担当教員が回答する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

0％

前期試験

85％

後期試験

0％

その他の筆記テスト

0％

小テスト

0％

レポート

0％

ＰＢＬ

出席率が著しく悪い者は、試験の点数よ
り－ 20 点。

出席点

0％

その他

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

何度も席を長く離れる、実習とは関係の
ない話を延々と続ける、実習中に他の学
科の勉強をするなど、実習の意欲が無い
と認められた者はレポート評価から減点
する。

レポート

15％

実習試験

0％

口答試験

0％

出席点

全回出席が原則。欠席の場合は補習。無
断欠席は、1 回に付き総合点より－ 10
点。

その他

0％

注意事項

出席率が 4/5 以上の者が、最終評価の対
象となる

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）組織学を理解するためには、講義と実習の両方に出席することが極めて大切である。どちらが欠けても知識は身につかず、臨床科目を学ぶ際に
支障をきたすであろう。
２）組織学では、図を理解し記憶することが大切である。実習では、実際の標本を見てスケッチする。その他、教科書やノートの模式図を参考に自
分独自の模式図を描くことを勧める。
３）実習は、講義で理解できなかった点を質問する絶好の機会である。
４）実習は全て出席すること。遅刻，欠席をした場合は必ず補習を行なう。
５）実習に出席できない時は，前もって連絡をすること。なお、正当な理由以外で実習を欠席することは許されない。組織学（内線 278：北澤）
６）実習の際には、白衣、ネームプレート、ノート、講義プリント、教科書、参考書（アトラスなど）、筆記用具（色鉛筆など）を持参すること。
７）レポートは毎回実習毎に提出すること。
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2019年 度

解剖学(2)(組織学) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助
教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(組織学)

  オフィスアワー

石　　龍徳主任教授担当

基本的にはいつでも来室可能。ただし対応できない場合があるので、メールにより時間を調整してか
ら来室する方が望ましい。

日時

新宿キャンパス第一校舎２階　組織・神経解剖学教授室場所

IP電話 （03）

sekit@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

大山　恭司准教授担当

基本的にはいつでも来室可能。ただし対応できない場合があるので、メールにより時間を調整してか
ら来室する方が望ましい。

日時

新宿キャンパス第一校舎２階　組織・神経解剖学第二研究室場所

IP電話 （03）

kyohyama@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

北澤　宏理講師担当

基本的にはいつでも来室可能。ただし対応できない場合があるので、メールにより時間を調整してか
ら来室する方が望ましい。

日時

新宿キャンパス第一校舎２階　組織・神経解剖学第七研究室場所

IP電話 （03）

hiromasa@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

篠原　広志助教担当

基本的にはいつでも来室可能。ただし対応できない場合があるので、メールにより時間を調整してか
ら来室する方が望ましい。

日時

新宿キャンパス第一校舎２階　組織・神経解剖学第七研究室場所

IP電話 （03）

shinohoo@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

柏木　太一助教担当

基本的にはいつでも来室可能。ただし対応できない場合があるので、メールにより時間を調整してか
ら来室する方が望ましい。

日時

新宿キャンパス第一校舎２階　組織・神経解剖学第七研究室場所

IP電話 （03）

kasiwagi@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

権田　裕子助教担当

基本的にはいつでも来室可能。ただし対応できない場合があるので、メールにより時間を調整してか
ら来室する方が望ましい。

日時

新宿キャンパス第一校舎２階　組織・神経解剖学第七研究室場所

IP電話 （03）

gonda@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

解剖学(2)(組織学)(科目№TM16056001)
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2019年 度

解剖学(2)(組織学) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助
教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(組織学)

教科書

「Ross 組織学」

内山・相磯訳 南江堂著） 出）

教科書に組織アトラスがついた便利な本。肉眼解剖学レベルの図も掲載
されており、肉眼解剖学と組織学の関係 が容易に把握できる。組織構築
を説明するために使われているカラーの立体模式図は分かりやすく、ア
トラスの顕 微鏡像はシャープで大変美しい。ただし、全てを理解するこ
とは難しいので、講義で強調した部分や太字の見出し 項目などを中心に
勉強すること。

備）

Sadler TW「ラングマン人体発生学」

安田訳 メティカル・サイエンス・イン
ターナショナル

著） 出）

解剖学（1）と（2） の肉眼解剖学、組織学、神経解剖学で共通に使用す
る発生学の教科書。世界的によく使われている標準的な発生学の教科
書。

備）

参考書

入門組織学

著） 南江堂牛木辰男 出）

備）組織学をもっとも基本的な部分だけをコンパクトにまとめた入門書。手
描きの組織図が美しい。Ross 組織学と併用すると良い。

新組織学

著） 日本医事新報社野上晴雄 出）

備）各項目の要点を簡潔にまとめてある。Ross 組織学と併用すると良い。

標準組織学（総論・各論）

著） 医学書院藤田尚男・藤田恒夫 出）

備）日本人が書いた組織学の教科書の中でもっとも充実した内容を持つ名
著。歴史的な記述も含み、読み物として所々を拾い読みしても面白い。

ジュンケイラ組織学

著） 丸善株式会社坂井・川上監訳 出）

備）手頃なサイズにまとまっている教科書。世界中で長い間使用されてきた
スタンダードな教科書。

An Atlas of Histology

著） SpringerShu 出）

備）

DiFiore’s Atlas of Histology

著） Lippincott Williams & WilkinsEroschenko PV 出）

備）

  指定する教科書、参考書

解剖学(2)(組織学)(科目№TM16056001)
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2019年 度

解剖学(2)(組織学) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助
教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(組織学)

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月02日 月 1 上皮組織 四大組織
単層上皮
重層上皮
腺　
細胞の極性
微絨毛と線毛
細胞間接着
基底膜

石 龍徳

講義 ▲四大組織を説明でき
る。
○上皮組織と腺の構造と
機能を説明できる。

2

09月02日 月 2 結合組織 膠原線維
弾性線維
細網線維
線維芽細胞
肥満細胞
形質細胞
脂肪細胞

石 龍徳

講義 ○支持組織を構成する細
胞と細胞間質（線維成分
と基質）を同定し説明で
きる。

3

09月02日 月 3 上皮組織 単層扁平上皮
単層円柱上皮
重層扁平上皮
多列上皮

石 龍徳
大山 恭司
北澤 宏理
柏木 太一
権田 裕子
篠原 広志

実習 ○上皮組織と腺の構造と
機能を説明できる。

4

09月02日 月 4 結合組織 膠原線維
弾性線維
細網線維
線維芽細胞
脂肪細胞

権田 裕子
柏木 太一
北澤 宏理
篠原 広志
大山 恭司
石 龍徳

実習 ○支持組織を構成する細
胞と細胞間質（線維成分
と基質）を同定し説明で
きる。

5

09月09日 月 1 筋組織 骨格筋
平滑筋
心筋
筋紡錘

大山 恭司

講義 ○筋組織について、骨格
筋、心筋、平滑筋の構造
と機能を対比して説明で
きる。
○筋の微細構造を説明で
きる。

6

09月09日 月 2 神経組織 ニューロン
樹状突起
軸索
シナプス
グリア細胞
ミエリン鞘

大山 恭司

講義 ○神経組織の構成要素を
説明できる。
○神経組織の微細構造を
説明できる。
○シナプス（神経・筋接
合部を含む）の形態を説
明できる。

7

09月09日 月 3 筋組織 骨格筋
平滑筋
心筋

大山 恭司
石 龍徳

篠原 広志
柏木 太一
北澤 宏理
権田 裕子

実習 ○筋組織について、骨格
筋、心筋、平滑筋の構造
と機能を対比して説明で
きる。

8

09月09日 月 4 神経組織 ニッスル染色
ゴルジ染色
神経細胞
グリア細胞
白質
灰白質
神経節
有髄・無髄神経線維

権田 裕子
北澤 宏理
柏木 太一
篠原 広志
石 龍徳

大山 恭司

実習 ○神経組織の構成要素を
説明できる。

9

09月30日 月 1 軟骨組織・骨組織 軟骨細胞
軟骨基質
骨細胞
骨基質
オステオン
膜内骨化
軟骨内骨化
骨芽細胞
破骨細胞

権田 裕子

講義 ○骨・軟骨の構造と機能
を説明できる。
○骨の成長と骨形成・吸
収の機序を説明できる。

解剖学(2)(組織学)(科目№TM16056001)
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2019年 度

解剖学(2)(組織学) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助
教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(組織学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

10

09月30日 月 2 外皮 表皮　
真皮　
皮下組織　
毛　
脂腺　
汗腺　
ケラチノサイト　
メラノサイト

権田 裕子

講義 ○皮膚の組織構造を図示
して説明できる。

11

09月30日 月 3 軟骨組織・骨組織 軟骨細胞
軟骨基質
骨細胞
骨基質
オステオン
膜内骨化
軟骨内骨化
骨芽細胞
破骨細胞

権田 裕子
篠原 広志
大山 恭司
石 龍徳

柏木 太一
北澤 宏理

実習 ○骨・軟骨の構造と機能
を説明できる。
○骨の成長と骨形成・吸
収の機序を説明できる。

12

09月30日 月 4 外皮 表皮　
真皮　
皮下組織　
毛　
脂腺　
汗腺　
ケラチノサイト　
メラノサイト

北澤 宏理
柏木 太一
篠原 広志
石 龍徳

大山 恭司
権田 裕子

実習 ○皮膚の組織構造を図示
して説明できる。

13

10月07日 月 1 心血管系：心臓、動脈、
静脈

心臓
動脈
静脈
毛細血管
刺激伝導系
内皮細胞
内膜
中膜
外膜

北澤 宏理

講義 ○体循環、肺循環と胎児
循環を説明できる。
○心臓の構造を説明でき
る。
○心臓の刺激伝導系を説
明できる。
▲動脈、静脈、毛細血管
の構造と機能を説明でき
る。
○毛細血管における物質
・水分交換を説明でき
る。
○血圧調節の機能を説明
できる。

14

10月07日 月 2 血液と骨髄 赤血球
白血球と白血球分画
血小板
赤芽球
骨髄球
巨核球
全能性幹細胞

北澤 宏理

講義 ○赤血球の構造と機能を
説明できる。
○白血球の種類と機能を
説明できる。
○血小板の機能を説明で
きる
○骨髄の構造を説明でき
る。
○造血幹細胞から各血球
への分化と成熟の過程を
説明できる。

15

10月07日 月 3 循環器：心臓、動脈、静
脈

心臓
動脈
静脈
毛細血管
刺激伝導系
内皮細胞
内膜
中膜
外膜

北澤 宏理
柏木 太一
大山 恭司
石 龍徳

権田 裕子
篠原 広志

実習 ○体循環、肺循環と胎児
循環を説明できる。
○心臓の構造を説明でき
る。
○心臓の刺激伝導系を説
明できる。
▲動脈、静脈、毛細血管
の構造と機能を説明でき
る。
○毛細血管における物質
・水分交換を説明でき
る。
○血圧調節の機能を説明
できる。

解剖学(2)(組織学)(科目№TM16056001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(2)(組織学) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助
教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(組織学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

16

10月07日 月 4 血液と骨髄 赤血球
白血球
リンパ球
単球
血小板
赤芽球
骨髄球
巨核球
全能性幹細胞

権田 裕子
石 龍徳

大山 恭司
北澤 宏理
篠原 広志
柏木 太一

実習 ○赤血球の構造と機能を
説明できる。
○白血球の種類と機能を
説明できる。
○血小板の機能を説明で
きる
○骨髄の構造を説明でき
る。
○造血幹細胞から各血球
への分化と成熟の過程を
説明できる。

17

11月11日 月 1 リンパ系：リンパ節、胸
腺、脾臓

赤脾髄と白脾髄
胸腺皮質と髄質
リンパ球（B細胞とT細
胞）
リンパ小節
粘膜付属リンパ組織

北澤 宏理

講義 ○脾臓、胸腺、リンパ
節、扁桃とパイエル板の
構造と機能を説明でき
る。

18

11月11日 月 2 リンパ系：リンパ節、胸
腺、脾臓

赤脾髄と白脾髄
胸腺皮質と髄質
リンパ球（B細胞とT細
胞）
リンパ小節
粘膜付属リンパ組織

北澤 宏理

講義 ○脾臓、胸腺、リンパ
節、扁桃とパイエル板の
構造と機能を説明でき
る。

19

11月11日 月 3 リンパ系：リンパ節、胸
腺、脾臓

赤脾髄と白脾髄
胸腺皮質と髄質
リンパ球
リンパ小節
細網組織
粘膜付属リンパ組織

北澤 宏理
柏木 太一
篠原 広志
大山 恭司
石 龍徳

権田 裕子

実習 ○脾臓、胸腺、リンパ
節、扁桃とパイエル板の
構造と機能を説明でき
る。

20

11月11日 月 4 リンパ系：リンパ節、胸
腺、脾臓

赤脾髄と白脾髄
胸腺皮質と髄質
リンパ球
リンパ小節
細網組織
粘膜付属リンパ組織

権田 裕子
篠原 広志
石 龍徳

大山 恭司
柏木 太一
北澤 宏理

実習 ○脾臓、胸腺、リンパ
節、扁桃とパイエル板の
構造と機能を説明でき
る。

21

11月18日 月 1 消化器系1：口腔、唾液
腺、歯

消化管
消化腺　
口腔　
歯　
舌　
唾液腺

石 龍徳

講義 ○歯、舌、唾液腺の基本
構造と部位による違いを
説明できる。

22

11月18日 月 2 消化器系2：食道、胃 食道
胃粘膜
表面粘液細胞
胃腺
主細胞
壁細胞
頸粘液
細胞

石 龍徳

講義 ○食道、胃の基本構造と
部位による違いを説明で
きる。

23

11月18日 月 3 消化器系1,2：口腔、唾
液腺、食道、胃

歯
舌
唾液腺
食道
胃

石 龍徳
大山 恭司
北澤 宏理
柏木 太一
権田 裕子
篠原 広志

実習 ○歯、舌、唾液腺、食
道、胃の基本構造と部位
による違いを説明でき
る。

24

11月18日 月 4 消化器系1,2：口腔、唾
液腺、食道、胃

歯
舌
唾液腺
食道
胃

権田 裕子
篠原 広志
北澤 宏理
柏木 太一
大山 恭司
石 龍徳

実習 ○歯、舌、唾液腺、食
道、胃の基本構造と部位
による違いを説明でき
る。

解剖学(2)(組織学)(科目№TM16056001)
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2019年 度

解剖学(2)(組織学) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助
教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(組織学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

25

11月25日 月 1 消化器系3：小腸、大腸 十二指腸　
空腸　
回腸　
結腸　
直腸　
腸腺　
十二指腸腺　
杯細胞
パネート細胞
パイエル板

石 龍徳

講義 ○小腸・大腸の基本構造
と部位による違いを説明
できる。

26

11月25日 月 2 消化器系4：肝臓、胆
嚢、膵臓

肝細胞
肝小葉
小葉間結合組織　
肝三つ組　
類洞周囲腔　
伊東細胞　
クッパー細胞
腺房　
介在部
中心腺房細胞
ランゲルハンス島

石 龍徳

講義 ○肝臓と膵臓の構造と機
能を説明できる。

27

11月25日 月 3 消化器系3,4：小腸、大
腸、肝臓、膵臓

十二指腸
空腸
結腸
腸腺　
十二指腸腺
杯細胞
パネート細胞

石 龍徳
大山 恭司
柏木 太一
北澤 宏理
篠原 広志
権田 裕子

実習 ○小腸・大腸の基本構造
と部位による違いを説明
できる。
○肝臓と膵臓の構造と機
能を説明できる。

28

11月25日 月 4 消化器系3,4：小腸、大
腸、肝臓、膵臓

肝細胞
肝小葉
小葉間結合組織　
肝三つ組　
膵臓
腺房　
介在部
中心腺房細胞
ランゲルハンス島

篠原 広志
権田 裕子
北澤 宏理
柏木 太一
大山 恭司
石 龍徳

実習 ○小腸・大腸の基本構造
と部位による違いを説明
できる。
○肝臓と膵臓の構造と機
能を説明できる。

29

12月02日 月 1 呼吸器系 鼻腔
喉頭
声帯ひだ
気管
気管支

石 龍徳

講義 ○気道と肺の構造と機能
を説明できる。
○鼻腔・喉頭の構造を図
示できる。

30

12月02日 月 2 呼吸器系（頭部の発生1
を含む）

細気管支
肺胞
顔面の発生
口腔の発生

石 龍徳

講義 ○気道と肺の構造と機能
を説明できる。
○顔面・口腔の形成過程
を概説できる。

31

12月02日 月 3 呼吸器系 鼻腔
喉頭
声帯ひだ
気管
気管支
細気管支
肺胞

石 龍徳
大山 恭司
北澤 宏理
篠原 広志
柏木 太一
権田 裕子

実習 ○気道と肺の構造と機能
を説明できる。
○鼻腔・喉頭の構造を図
示できる。

32

12月02日 月 4 呼吸器系 鼻腔
喉頭
声帯ひだ
気管
気管支
細気管
支
肺胞

権田 裕子
篠原 広志
柏木 太一
北澤 宏理
大山 恭司
石 龍徳

実習 ○気道と肺の構造と機能
を説明できる。
○鼻腔・喉頭の構造を図
示できる。

解剖学(2)(組織学)(科目№TM16056001)
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2019年 度

解剖学(2)(組織学) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助
教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(組織学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

33

12月09日 月 1 泌尿器系：腎臓、尿路
（尿生殖器の発生を含
む）

腎小体
糸球体
ボウマン嚢
血管極
尿管極

篠原 広志

講義 ○泌尿生殖器官系各器官
の形成過程を概説でき
る。
○腎の機能の全体像やネ
フロン各部の構造と機能
を概説できる。
○腎糸球体における濾過
の機序を説明できる。

34

12月09日 月 2 泌尿器系：腎臓、尿路 近位尿細管
遠位尿細管
ヘンレのわな
集合管
膀胱

篠原 広志

講義 ○尿路の構造と機能を説
明できる。

35

12月09日 月 3 泌尿器系 腎小体
糸球体
ボウマン嚢
血管極
尿管極

篠原 広志
柏木 太一
北澤 宏理
石 龍徳

大山 恭司
権田 裕子

実習 ○腎の機能の全体像やネ
フロン各部の構造と機能
を概説できる。
○尿路の構造と機能を説
明できる。

36

12月09日 月 4 泌尿器系 近位尿細管
遠位尿細管
ヘンレのわな
集合管
膀胱

権田 裕子
大山 恭司
石 龍徳

北澤 宏理
篠原 広志
柏木 太一

実習 ○腎の機能の全体像やネ
フロン各部の構造と機能
を概説できる。
○尿路の構造と機能を説
明できる。

37

12月16日 月 1 男性生殖器系 精巣　
精細管
精子発生　
セルトリ細胞
ライディッヒ細胞
精巣上体 柏木 太一

講義 ○生殖腺の発生と性分化
の過程を説明できる。
○男性生殖器の発育の過
程を説明できる。
○男性生殖器の形態と機
能を説明できる。
○精巣の組織構造と精子
形成の過程を説明でき
る。
○陰茎の組織構造と勃起
・射精の機序を説明でき
る。

38

12月16日 月 2 女性生殖器系 卵巣
卵子発生
卵胞膜
黄体　
卵管
子宮

柏木 太一

講義 ○女性生殖器の発育の過
程を説明できる。
○女性生殖器の形態と機
能を説明できる。
○性周期発現と排卵の機
序を説明できる。

39

12月16日 月 3 生殖器系 精巣　
精細管
精子発生　
セルトリ細胞
ライディッヒ細胞
精巣上体

柏木 太一
篠原 広志
北澤 宏理
石 龍徳

大山 恭司
権田 裕子

実習 ○男性生殖器の形態と機
能を説明できる。
○精巣の組織構造と精子
形成の過程を説明でき
る。
○女性生殖器の形態と機
能を説明できる。

40

12月16日 月 4 生殖器系 卵巣
卵子発生　　
卵胞膜
黄体　
卵管
子宮

権田 裕子
石 龍徳

大山 恭司
北澤 宏理
篠原 広志
柏木 太一

実習 ○女性生殖器の発育の過
程を説明できる。
○女性生殖器の形態と機
能を説明できる。
○性周期発現と排卵の機
序を説明できる。

41

12月23日 月 1 内分泌系 視床下部
下垂体
前葉
中間部
後葉

大山 恭司

講義 ○各内分泌器官の位置を
図示し、そこから分泌さ
れるホルモンを列挙でき
る。
○視床下部ホルモン・下
垂体ホルモンの名称、作
用と相互関係を説明でき
る。
○下垂体と口腔の形成過
程を説明できる。

解剖学(2)(組織学)(科目№TM16056001)
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2019年 度

解剖学(2)(組織学) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助
教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(組織学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

42

12月23日 月 2 内分泌系（頭部の発生2
を含む）

甲状腺
副甲状腺
副腎皮質
副腎髄質
鰓弓
咽頭嚢

大山 恭司

講義 ○鰓弓・咽頭嚢の分化と
頭・頸部の形成過程を概
説できる。
○甲状腺と副甲状腺（上
皮小体）から分泌される
ホルモンの作用と分泌調
節機構を説明できる。
○鰓嚢の分化と甲状腺の
形成過程を説明できる。
○副腎の構造と分泌され
るホルモンの作用と分泌
調節機構を説明できる。
○副腎髄質の形成過程を
説明できる。

43

12月23日 月 3 内分泌系 視床下部
下垂体
前葉
中間部
後葉

大山 恭司
北澤 宏理
柏木 太一
篠原 広志
石 龍徳

権田 裕子

実習 ○下垂体ホルモンの名
称、作用と相互関係を説
明できる。
○甲状腺から分泌される
ホルモンの作用と分泌調
節機構を説明できる。
○副腎の構造と分泌され
るホルモンの作用と分泌
調節機構を説明できる。

44

12月23日 月 4 内分泌系 甲状腺
副甲状腺
副腎皮質
副腎髄質

権田 裕子
石 龍徳

大山 恭司
篠原 広志
柏木 太一
北澤 宏理

実習 ○下垂体ホルモンの名
称、作用と相互関係を説
明できる。
○甲状腺から分泌される
ホルモンの作用と分泌調
節機構を説明できる。
○副腎の構造と分泌され
るホルモンの作用と分泌
調節機構を説明できる。

45

12月24日 火 1 感覚器：眼 網膜
硝子体
水晶体
眼球血管膜
角膜
強膜

石 龍徳

講義 ○眼球と付属器の構造と
機能を説明できる。
○視覚器、平衡聴覚器、
外皮系の形成過程を概説
できる。

46

12月24日 火 2 感覚器：耳 骨迷路
膜迷路
前庭
半規管
蝸牛管
コルチ器

石 龍徳

講義 ○外耳・中耳・内耳の構
造を図示できる。

47

12月24日 火 3 感覚器：眼、耳 網膜
硝子体
水晶体
眼球血管膜
角膜
強膜

石 龍徳
北澤 宏理
大山 恭司
柏木 太一
篠原 広志
権田 裕子

実習 ○眼球と付属器の構造と
機能を説明できる。
○外耳・中耳・内耳の構
造を図示できる。

48

12月24日 火 4 感覚器：眼、耳 骨迷路
膜迷路
前庭
半規管
蝸牛管
コルチ器

権田 裕子
柏木 太一
篠原 広志
大山 恭司
北澤 宏理
石 龍徳

実習 ○眼球と付属器の構造と
機能を説明できる。
○外耳・中耳・内耳の構
造を図示できる。

解剖学(2)(組織学)(科目№TM16056001)
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2019年 度

生理学(1) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・近森 大志郎・(循環器内科学)、主任教授・菅野 義彦・(腎臓内科学)、主任教授
・池田 徳彦・(呼吸器・甲状腺外科学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・
(細胞生理学)

生理学(1)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

基礎となる科学的方法論に配慮し、「実習実験」を実施できる。Ⅸ-1 ① レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．細胞膜の構造と機能を説明できる。
２．細胞膜を介する物質の能動・受動輸送過程を説明できる。
３．細胞内シグナル伝達過程を説明できる。
４．活動電位の発生・伝導の機構を説明できる。
５．神経組織の構造と機能を説明できる。
６．シナプスの形態と機能を説明できる。
７．主な神経伝達物質と受容体による情報伝達機序を説明できる。
８．交感神経と副交感神経系の機能と伝達物質を概説できる。
９．化学的情報伝達物質による生体機能の協調を説明できる。
10．心筋細胞の静止電位と活動電位にかかわるイオンの流れを説明でき
る。
11．心臓での興奮の伝導と心電図との関係を説明できる。
12．心電図の測定法と波形の意味を説明できる。
13．心筋細胞の活動電位の発生から収縮までの過程を説明できる。
14．心周期中の心臓各部の容積と圧の変化、弁の開閉、心音図、心電図
を関連付けて説明できる。
15．毛細血管の物質透過のメカニズムを説明できる。
16．血圧の神経性調節、体液性調節、局所性調節について主なものを列
挙し、説明できる。
17．腎糸球体における濾過の機序を説明できる。
18．尿細管における再吸収・分泌機構と尿の濃縮機序を説明できる。
19．水電解質、酸・塩基平衡の調節機構を説明できる。
20．腎に作用するホルモン・血管作動性物質の作用を説明できる。
21．呼吸運動の機序と肺気量の関係を説明できる。
22．肺循環とガス交換の関係を説明できる。
23．呼吸器疾患の病態と症状を生理学的見地から説明できる。

科目における教育到達目標

生理学とは、その名のとおり、生命の論理（logic of life）である。人間
の個体、器官、組織、そして細胞に至るまでどのレベルにおいても、生
きて機能するためには、複雑に組み合わさった非常に多くの部品が正し
く制御されなければならない。生理学では、そのような精巧な仕組みを
学ぶ。
一方、このような論理の破綻が病態ということになる。したがって、病
態を理解する上で生理学は大きな助けとなる。また、病態を治療するた
めの薬物の作用を理解する上でも、生理学の知識は必須となる。
生理学（１）では、まず生命の基礎となる細胞機能を学習した後、神経
系および内分泌系による生体の調節の概観を学ぶ。さらに器官系として
生命の維持に重要な役割を果たす循環器系、呼吸器系、腎・泌尿器系に
ついて詳しく学ぶ。

各講義の要点はプロジェクターを用いて提示し、かつ生理学（１）資料集を資料として配布する。講義中に提示する図表の主なものは、配布する資
料に提示されている。また、教育要綱、講義資料に示された教科書、参考図書も活用して学習することを薦める。講義資料は教科書ではないので、
試験前に講義資料をだけ見ても理解することは難しい。講義資料はあくまで講義の補助であり、講義に出席しても自分のノートをとることが大事で
ある。

  学習内容

復習

講義終了後、小テストの回答が開示されるので、間違えた個所を重点的
に復習すること。理解できない点があれば、講師に直接質問すること。

予習

毎時間、事前小テストを受けてから受講すること。また「e 自主自学」
を通じて予習用教材「一歩一歩学ぶ生命科学」を学習すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

評価の対象とはしないが、自己学習のために活用する。e ラーニングを利用した小テストを行う。また予習用教材「一歩一歩学ぶ生命科学」を閲覧
することができる。

生理学(1)(科目№TM16057001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 262 -

 / 6)PAGE (2

2019年 度

生理学(1) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・近森 大志郎・(循環器内科学)、主任教授・菅野 義彦・(腎臓内科学)、主任教授
・池田 徳彦・(呼吸器・甲状腺外科学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・
(細胞生理学)

生理学(1)

 60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の点＝各項目の
得点の平均点（昨年度までと異なるの
で注意すること）。

最終評価点

論述問題とＭＣＱを併用する。筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義終了
後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

筆記試験において、点数が 60 点に達
していない項目のみ受験する。

再試験・範囲

論述問題と MCQ を併用する。再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

100％

後期試験

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）生理学を学ぶことは、生体機能の調節・制御機構を理解することを目的としている。本科目は正常な生体の機能を主として講義するが、将来臨
床医学で学ぶ様々な病態を理解する基礎として不可欠である。
２）講義では、膨大な情報の中から必要な基本的知識を選択して提供する。さらに、教科書では得られない新しい情報や、多くの参考書を読まなけ
れば得られない知識も含まれているので、講義を聴くことが効率よく学習する最良の方法である。
３）配布された資料をなぞるだけでは講義の意義が半減する。各講師の講義内容を自らの頭で咀嚼し、整理してノートを作成すること。不明な点が
あれば、教科書・参考書を調べたり、講師に直接質問するとよい（第 3校舎 1 階　細胞生理学分野）。

  オフィスアワー

宮崎武文担当

月曜日　16：30～日時

第 3校舎 1 階　細胞生理学分野（第２研究室）場所

IP電話

miyazaki@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

田代倫子担当

木曜日　16：30～日時

第 3校舎 1 階　細胞生理学分野（第４研究室）場所

IP電話

tashiro@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

井上 華担当

水曜日　16：20～日時

第 3校舎 1 階　細胞生理学分野（第７研究室）場所

IP電話

hana@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

生理学(1)(科目№TM16057001)
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2019年 度

生理学(1) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・近森 大志郎・(循環器内科学)、主任教授・菅野 義彦・(腎臓内科学)、主任教授
・池田 徳彦・(呼吸器・甲状腺外科学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・
(細胞生理学)

生理学(1)

教科書

ギャノング生理学

Ｗ . Ｆ .Ganong 著、岡田泰伸他
訳

丸善著） 出）

備）

生理学テキスト

大地陸男 文光堂著） 出）

備）

参考書

標準生理学

著） 医学書院本郷利憲、広重力、豊田順一、
熊田衛編

出）

備）

新生理学

著） 文光堂小幡邦彦他 出）

備）

ガイトン生理学

著） エルゼビア・ジャパンＡ . Ｃ .Guyton 他著、御手洗玄
洋総監訳

出）

備）各項目の参考書は担当講師が講義時に推薦する。

  指定する教科書、参考書

生理学(1)(科目№TM16057001)
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2019年 度

生理学(1) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・近森 大志郎・(循環器内科学)、主任教授・菅野 義彦・(腎臓内科学)、主任教授
・池田 徳彦・(呼吸器・甲状腺外科学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・
(細胞生理学)

生理学(1)

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1 09月04日 水 1 オリエンテーション 横山 詩子講義  オリエンテーション

2

09月04日 水 2 細胞機能の基本① 1.ホメオスタシス
2.体液
3.細胞膜

井上 華

講義 ○細胞の構造と機能を説
明できる。
○細胞膜の構造と機能を
説明できる。

3

09月11日 水 1 細胞機能の基本② 1.イオンチャネル
2.能動輸送
3.受動輸送
4.細胞内シグナル伝達

井上 華

講義 ○細胞膜を介する物質の
能動・受動輸送過程を説
明できる。
○膜のイオンチャネル、
ポンプ、受容体と酵素の
機能を概説できる。
○細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
 受容体による情報伝達の
機能を説明できる。

4

09月11日 水 2 生体電気信号の基本① 1.平衡電位
2.静止電位
3.活動電位
4.イオン透過性

井上 華

講義 ○活動電位の発生機構を
説明できる。

5
09月18日 水 1 生体電気信号の基本② 1.活動電位の伝導

2.跳躍伝導
井上 華

講義 ○活動電位の伝導を説明
できる。

6

09月18日 水 2 神経細胞の構造と機能 1.神経細胞
2.軸索
3.樹状突起
4.神経膠細胞
5.神経栄養因子

井上 華

講義 ○神経組織の構造と機能
を説明できる。
○軸索輸送、軸索の変性
と再生を説明できる。

7

09月25日 水 1 神経細胞間の信号伝達 1.電気シナプス
2.化学シナプス
3.神経伝達物質
4.開口放出

井上 華

講義 ○シナプスの形態と機能
を説明できる。
○生体内におけるカルシ
ウムイオンの多様な役割
を説明できる。

8

09月25日 水 2 興奮性電気信号と抑制性
電気信号

1.終板電位
2.興奮性シナプス後電位
3.抑制性シナプス後電位
4.シナプス伝達の統合
5.シナプス可塑性

井上 華

講義 ○シナプス伝達の機能
（興奮性、抑制性）を説
明できる。
○シナプス可塑性を説明
できる。

9

10月02日 水 1 各種の神経伝達物質と受
容体

1.神経伝達物質
2.伝達物質受容体
3.細胞内情報伝達

井上 華

講義 ○主な伝達物質とその作
用を説明できる。
○受容体による情報伝達
機序を説明できる。
 細胞内シグナル伝達過程
を説明できる。

10

10月02日 水 2 自律神経による生体調節
①

1.自律神経の中枢
2.交感・副交感神経
3.内臓求心性線維
4.二重支配
5.拮抗支配

田代 倫子

講義 ○交感神経と副交感神経
系の中枢内局在、末梢分
布を説明できる。

11

10月09日 水 1 自律神経による生体調節
②

1.自律神経-効果器伝達
2.自律神経系の化学伝達
物質
3.効果器の受容体
4.細胞内情報伝達

田代 倫子

講義 ○交感神経と副交感神経
系の機能と伝達物質を説
明できる。

12

10月09日 水 2 ホルモン・化学的情報伝
達による生体調節

1.神経性・ホルモン性・
免疫性生体調節
2.内臓受容器
3.視床下部
4.自律機能の反射性調節

田代 倫子

講義 ▲化学的情報伝達物質に
よる生体機能の協調を説
明できる。
○視床下部の構造と機能
を内分泌および自律神経
機能と関連づけて説明で
きる。

生理学(1)(科目№TM16057001)
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2019年 度

生理学(1) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・近森 大志郎・(循環器内科学)、主任教授・菅野 義彦・(腎臓内科学)、主任教授
・池田 徳彦・(呼吸器・甲状腺外科学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・
(細胞生理学)

生理学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

11月06日 水 1 心臓は電気を発生する① 1.洞房結節
2.心房・心室筋細胞
3.活動電位
4.自動能
5.ペースメーカー

横山 詩子

講義 ○心臓の構造を説明でき
る。
○心臓の活動電位発生機
構を説明できる。
○自動能を説明できる。

14

11月06日 水 2 心臓は電気を発生する② 1.刺激伝導系
2.細胞外記録
3.心電図

横山 詩子

講義 ○刺激伝導系を説明でき
る。
○心臓の興奮伝導を説明
できる。
○心電図が心筋の興奮を
反映することを理解す
る。

15

11月13日 水 1 興奮から収縮へ 1.興奮収縮連関
2.筋小胞体
3.Caイオンの流れ
4.Ca誘発性Ca放出

横山 詩子

講義 ○心筋細胞の活動電位の
発生から収縮までの過程
を説明できる。
○心筋細胞の収縮におけ
るCaイオンの役割を述べ
ることができる。
○心筋の収縮力を変化さ
せる種々の調節機構を細
胞レベルで説明できる。

16

11月13日 水 2 心臓はポンプとして働く 1.心周期
2.圧‐容積関係
3.心音
4.心拍出量
5.Starlingの心臓の法則 横山 詩子

講義 ○心周期中における心臓
各部の容積と圧の推移、
弁の開閉を説明できる。
▲心周期と心電図・心音
図の時間的対応を述べる
ことができる。
○心拍出量を変化させる
因子をあげ、そのメカニ
ズムを説明できる。

17

11月14日 木 3 動脈から静脈へ 1.Poiseulleの法則
2.動脈血圧
3.血管平滑筋
4.静脈還流
5.浮腫

横山 詩子

講義 ▲動脈血圧（収縮期圧、
拡張期圧、平均血圧）を
変動させる因子を列挙
し、そのメカニズムを述
べることができる。
○毛細血管の構造と物質
透過の機序を述べること
ができる。
○浮腫の要因を列挙する
ことができる。

18

11月14日 木 4 抹消循環の調節 １.循環中枢
２.圧受容器
３.化学受容器
４.バゾプレシン
５.レニン－アンジオテン
シン－アルドステロン系

横山 詩子

講義 ○圧受容器反射の経路お
よびその反射応答を述べ
ることができる。
○動脈化学受容器反射の
経路およびその反射応答
を述べることができる
○バゾプレシン、レニ
ン－アンジオテンシン－
アルドステロン系の循環
調

19

11月20日 水 1 全身の血圧調節 １.代謝性調節
２.血管内皮細胞
３.血管収縮物質
４.血管拡張物質

横山 詩子

講義 ○神経性調節について述
べることができる。
○体液性調節について述
べることができる。
△局所性調節について述
べることができる。

20 11月20日 水 2 心電図 近森 大志郎講義

21

11月21日 木 3 医学生が腎臓について学
ばなければいけない理由

1.体液・電解質調整
2.酸塩基平衡
3.腎不全と人工透析療法

菅野 義彦

講義 ▲腎臓について学ぶ目的
を説明できる。
○生体における腎臓の役
割を説明できる。
○わが国における腎疾患
の現状を理解できる。

生理学(1)(科目№TM16057001)
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2019年 度

生理学(1) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・近森 大志郎・(循環器内科学)、主任教授・菅野 義彦・(腎臓内科学)、主任教授
・池田 徳彦・(呼吸器・甲状腺外科学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・
(細胞生理学)

生理学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

22

11月21日 木 4 糸球体濾過 1.ネフロン
2.膠質浸透圧
3.糸球体濾過量(GFR)
4.クレアチニンクリアラ
ンス

田代 倫子

講義 ○ネフロンの構造と機能
を説明できる。
○腎糸球体濾過の機序を
説明できる。
○糸球体濾過量を測定す
る方法を概説できる。

23

11月27日 水 1 尿細管の機能・尿濃縮機
序

1.近位尿細管
2.ヘンレループ
3.対向流増幅系
4.遠位曲尿細管
5.集合管

田代 倫子

講義 ○近位尿細管機能を説明
できる。
○ヘンレループと高浸透
圧勾配の関係を説明でき
る。
○集合管における水の再
吸収とヘンレループの役
割を説明できる。

24

11月27日 水 2 腎とホルモン 1.抗利尿ホルモン
2.レニン・アンギオテン
シン・アルドステロン系
3.副甲状腺ホルモン
4.活性型ビタミンD3
5.エリスロポエチン

田代 倫子

講義 ○ナトリウムと体液量の
関係を説明できる。
○腎に作用するホルモン
を説明できる。
○腎が分泌するホルモン
を説明できる。

25

12月04日 水 1 酸塩基平衡・下部尿路機
能

1.炭酸・重炭酸塩緩衝系
2.アシドーシス
3.アルカローシス
4.排尿反射 田代 倫子

講義 ○体液ｐHの重要性と緩衝
系を説明できる。
○アシドーシス・アルカ
ローシスの分類と説明が
できる。
○蓄排尿の機序を説明で
きる。

26

12月04日 水 2 呼吸器の構造と呼吸運動 1.気管と肺胞の組織学
2.肺循環
3.吸息と呼息
4.肺気量分画
5.機能的残気量

宮崎 武文

講義 ○肺循環の特徴を説明で
きる。
○呼吸筋と呼吸運動の機
序を説明できる。

27

12月11日 水 1 換気力学と肺胞でのガス
交換

1.コンプライアンス
2.気道抵抗
3.フロー・ボリュウム曲
線
4.表面活性物質
5.拡散能
6.換気血流比

宮崎 武文

講義 ○肺気量と肺・胸郭系の
圧・容量関係（コンプラ
イアンス）を説明でき
る。
○肺胞におけるガス交換
と血液の関係を説明でき
る。

28

12月11日 水 2 血液ガスの運搬と呼吸の
調節

1.酸素解離曲線
2.炭酸脱水酵素
3.Bohr効果
4.呼吸中枢
5.化学受容器

宮崎 武文

講義 ○血液による酸素と二酸
化炭素の運搬の仕組みを
説明できる。
○呼吸中枢を介する呼吸
調節の機序を説明でき
る。
▲主な呼吸反射の受容
器、求心路、遠心路、効
果器について述べること
ができる。

29

12月18日 水 1 酸塩基平衡（呼吸性調
節）

1.アシドーシス
2.アルカローシス
3.Henderson-Hasselbalch
の式

宮崎 武文

講義 ▲呼吸による酸・塩基調
節の仕組みを説明でき
る。

30

12月18日 水 2 呼吸器外科の臨床から呼
吸生理を考える

1.換気障害
2.拡散能
3.換気血流比
4.閉塞性肺疾患
5.呼吸不全

池田 徳彦

講義 △呼吸器疾患の病態を呼
吸生理学の見地から説明
できる。
 基礎医学と臨床医学の
フィードバックの必要性
を呼吸器疾患を通して理
解する。

生理学(1)(科目№TM16057001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 267 -

 / 4)PAGE (1

2019年 度

生理学(2) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 主任教授・林 由起子・(病態生理学)、主任教授・河合 隆・(消化器内視鏡学)

生理学(2)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．細胞運動と細胞内輸送について、その機能を説明できる。
２．骨格筋・平滑筋・心筋の構造と機能の相違を説明できる。
３．消化・吸収のしくみとその調節機構を説明できる。
４．吸収された栄養素の代謝過程を説明できる。

科目における教育到達目標

生理学は、生体機能の調節・制御機構を理解することを目的としている
学問である。正常な生体の機能の理解は、臨床医学で学ぶ様々な病態を
理解する基礎として不可欠である。
今年度は「細胞運動と筋」「消化器系」について、基本的な生理機能に
ついて学習する。

・各講義担当者による講義が中心である。
・講義の要点はパワーポイントや板書で提示し、かつプリントを資料として配布する。
　講義中に提示する図表の主なものは、配布する資料に示されている。
・教育要項、講義資料に示された教科書、参考図書も活用して学習することを薦める。
・講義資料は教科書ではない。試験前に講義資料だけ見ても理解することは難しい。
　講義に出席して自分のノートを作成し、それを手掛かりに自ら学ぶ姿勢を形作っていくことが重要である。

  学習内容

復習

授業終了後に、「e 自主自学」にて事後テストを受験し、自己の学習成
果を確認すること。復習には最低30分以上の時間を充て間違えた個所を
特に重点的に復習し、その時間の学習内容を完全に習得すること。それ
でも理解できない場合は、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に
教員に質問し、理解すること。

予習

教科書や参考図書の図を見ておくと、理解が深まる。

  授業時間外の学習

  ICT活用

小テスト（事後テスト）は e ラーニングを活用する。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の合計点最終評価点

作問者に試験結果をフィードバックす
る。

筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義終了
後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

後期試験が 60 点未満の者再試験・対象者

後期試験に準ずる再試験・範囲

選択および記述問題再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

100％

後期試験

未提出・内容不備の場合は減点する

レポート

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

生理学(2)(科目№TM16058001)
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2019年 度

生理学(2) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 主任教授・林 由起子・(病態生理学)、主任教授・河合 隆・(消化器内視鏡学)

生理学(2)

 学習上の注意

  学習上の注意等

講義では、膨大な情報の中から必要不可欠な基本的知識、あるいは将来必要となる知識を選択して提供する。ここには教科書では得られない新しい
情報や、多くの参考書を読まなければ得られない知識も含まれる。したがって、講義を受け身で聴くだけでなく質問などで積極的に講義に参加する
ことが、効率よく学習する最良の方法である。
配布された資料をなぞるだけでは講義の意味が半減する。各講師の講義内容を自らの頭で咀嚼し、整理してノートを作成し、不明な点は教科書・参
考書を調べ積極的に質問することを望む。

  オフィスアワー

林　由起子主任教授担当

毎週月～金曜日　10 ～ 16 時日時

基礎新館5階　集会室場所

IP電話

yhayashi@tokyo-med.ac.jpE-mail

西新宿キャンパスにいる場合もあるので、事前連絡をしてください備考

河合　隆主任教授担当

適宜。メールで日時と場所を調整。日時

西新宿キャンパス場所

IP電話

t-kawai@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書

ギャノング生理学

Ｗ . Ｆ .Ganong 著、岡田泰伸他
訳

丸善著） 出）

備）

生理学テキスト

文光堂 大地睦男著） 出）

備）

参考書

新生理学

著） 日本医事新報社竹内昭博 出）

備）

標準生理学

著） 医学書院本郷利憲、広重力、豊田順一、
熊田衛編

出）

備）

ガイトン生理学（原著　第 11 版）

著） エルゼビア・ジャパン御手洗玄洋　総監訳 出）

備）

  指定する教科書、参考書

生理学(2)(科目№TM16058001)
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2019年 度

生理学(2) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 主任教授・林 由起子・(病態生理学)、主任教授・河合 隆・(消化器内視鏡学)

生理学(2)

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

10月16日 水 1 細胞骨格 １．細胞骨格
２．アクチンフィラメン
ト
３．微小管
４．中間径フィラメント
５．細胞分裂

林 由起子

講義 ○細胞骨格を構成するタ
ンパク質とその機能を説
明できる。
○細胞分裂について説明
できる。

2

10月16日 水 2 モータータンパク質と細
胞運動

１．ATP
２．細胞内輸送
３．せん毛・鞭毛運動
４．アメーバ運動
５．細胞接着

林 由起子

講義 ○アクチンフィラメント
系による細胞運動を説明
できる。
○細胞内輸送システムを
説明できる。
○軸索輸送・軸索の変性
と再生を説明できる。

3

10月30日 水 1 筋収縮（１） １．骨・関節・骨格筋
２．筋細胞膜
３．筋小胞体と興奮収縮
連関
４．Ca2+
５．アクチンとミオシン

林 由起子

講義 ○筋組織につて、骨格筋
・平滑筋・心筋の構造と
機能を比較して説明でき
る。
○運動器系における骨・
関節・骨格筋の機能連関
を説明できる。
○骨格筋の収縮機序につ
いて説明できる。

4

10月30日 水 2 筋収縮（２） １．筋収縮エネルギー
２．ミオシン軽鎖
３．カルモジュリン
４．Ｇタンパク質
５．平滑筋興奮収縮連関

林 由起子

講義 ○筋組織につて、骨格筋
・平滑筋・心筋の構造と
機能を比較して説明でき
る。
○細胞内シグナル伝達を
説明できる。
○平滑筋収縮制御因子を
説明できる

5

11月28日 木 3 消化器総論、消化器各論
（口、食道 ・胃）

１．消化管組織
２．咀嚼嚥下
３．唾液腺
４．胃液

林 由起子

講義 ○咀嚼と嚥下の機構を説
明できる。
○唾液腺の機能を説明で
きる。
○胃液の作用と分泌調節
を説明できる。

6

11月28日 木 4 消化器各論(小腸・胆・
膵）

1.膜消化
3.胆汁
4.膵液
5.胃腸運動

林 由起子

講義 ○肝臓の機能を説明でき
る。
○膵液の作用を説明でき
る。
○胆汁の作用と胆嚢収縮
の調節機序を説明でき
る。
○小腸における消化、吸
収を説明できる。
○消化管運動仕組みを説
明できる。

7

12月05日 木 3 消化器各論（肝・大腸・
消化と吸収まとめ）

１．肝機能
２．大腸の機能と排便
３．消化管の運動
４．3大栄養素の吸収
５．消化管ホルモン

林 由起子

講義 ○大腸における糞便形成
と排便の仕組みを説明で
きる。
○消化器官に対する自律
神経の作用を説明でき
る。
○糖質、脂質、タンパク
質の消化と吸収過程を説
明できる。
○主な消化管ホルモンの
作用を説明できる。
○消化管の正常細菌叢の
役割を説明できる。

生理学(2)(科目№TM16058001)
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2019年 度

生理学(2) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 主任教授・林 由起子・(病態生理学)、主任教授・河合 隆・(消化器内視鏡学)

生理学(2)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

8

12月05日 木 4 消化器系の機能と病態
（ヘリコバクター・ピロ
リ感染、胃がんとの関
連）

１．胃酸分泌
２．ヘリコバクター・ピ
ロリ菌
３．除菌療法

河合 隆

講義 ○胃酸の分泌機序を理解
できる。
○ピロリ菌感染の病態を
理解できる。
○ピロリ菌の診断と除菌
療法を理解できる。

生理学(2)(科目№TM16058001)
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2019年 度

生化学(分子生物学概論) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 主任教授・宮澤 啓介・(生化学)

生化学(分子生物学概論)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

病態の理解に必要な基礎医学知識を習得する。Ⅲ-1 ① レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．遺伝子と染色体の構造を説明できる。
２．ゲノムと遺伝子の関係が説明できる。
３．細胞分裂について説明できる。
４．細胞周期の各期とその調節を概説できる。
５．ＤＮＡの合成、複製と修復を説明できる。
６．ＰＣＲの原理とその方法を説明できる。
７．ＤＮＡからＲＮＡを経てタンパク質合成にいたる情報伝達の変換の
プロセスを説明できる。
８．プロモーター、転写因子などによる遺伝子発現の調節を説明でき
る。
９．がん遺伝子とがん抑制遺伝子を概説できる。
10．細胞周期制御、ＤＮＡ修復機構およびアポトーシス制御機構の破綻
から「がん化」のプロセスを概説できる。

科目における教育到達目標

○生命現象を分子レベルで探求する目を養う「生化学」とは、「生命現
象を分子レベルで探求」していく学問である。生体を構成する物質（生
体分子）を取り出し、その機能と構造を調べ、それら生体分子間の相互
作用の解析を通して、生命現象を解明していく学問が生化学である。一
方、1953 年、James Watson と Francis Crick による「DNA 二重らせん
構造モデル」の発見を契機に発展した「分子生物学」は、遺伝情報の発
現機構を解明していく学問で、「遺伝子」、「DNA」、「RNA」、「タ
ンパク質」を主な研究対象としている。しかし、両者は「生命現象を分
子レベルで探求していく」という基本姿勢においては全く同一線上にあ
る。
これら生化学・分子生物学の講義は、他の機能系基礎医学の教科と同様
に、かなりの部分が「目に見えない」物質の相互関係を頭の中で一つ一
つ構築しながら理解しなければならないところに、教える側にも講義を
受ける側にも難しい問題がある。また近年、基礎系医学の進歩は目覚ま
しく、これらの基礎医学科目の「体系的理解」は、臨床医学を学ぶ上で
不可欠のものとなってきた。ある意味で臨床医学の「基礎言語」とも言
える。例を挙げれば、社会の高齢化に伴い今や日本人の二人に一人が
「がん」を発症し、三人に一人が「がん」で死亡
しているが、この細胞の「がん化」の機序を理解するには、分子生物学
の基礎知識なくして不可能である。また、本コースで学習する「PCR
法」も日常臨床で汎用されている検査技法である。
生化学・分子生物学の講義は、難解と思われがちな両分野を全般にわ
たって、段階を踏みながら授業を行い、最終的には生化学・分子生物学
の全体像が第 2 学年・前期終了時までに把握できるように行う。

臨床医学を学ぶには、分子生物学、生化学を含めた基礎系医学教科の基礎知識の習得と、それらを有機的に駆使する論理的な思考法の定着が重要で
ある。「分子生物学概論」では、体の「設計図」ともいえる遺伝子、そして、細胞分裂に伴う「DNA の複製」、遺伝子発現における「転写」「翻
訳」のプロセスを系統的に学習する。また、基礎医学教科の内容がどのように臨床医学の学習に反映されるかを、「がん」「代謝・変性疾患」「遺
伝性疾患」等の具体的疾患を示しながら講義を進めたい。本コースは、医師を目指す学生諸君の知的好奇心を十分に刺激する学習内容であると信じ
る。

  学習内容

復習

「練習問題」にて知識の確認・定着に努める。（30分以上の時間を充て
ること）

予習

事前に講義内容をこの「教育要項」で確認し、キーワードを中心とする
専門用語の理解に努め、「e 自主自学」を通じて、講義毎に実施する練
習問題を解いておくこと。(約30分）

  授業時間外の学習

  ICT活用

講義毎の「練習問題」を「e 自主自学」を通じて配布する。

生化学(分子生物学概論)(科目№TM16059001)
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2019年 度

生化学(分子生物学概論) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 主任教授・宮澤 啓介・(生化学)

生化学(分子生物学概論)

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価最終評価点

記述および多肢選択筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義終了
後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等かや
や難。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

講義の全範囲再試験・範囲

後期試験と同様。再試験・方法

評価に対するフィードバック

試験実施直後に模範解答を配布することでフィードバックを行う。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

なし

前期試験

９0 －９5％

後期試験

５％

小テスト

５％（実施した場合）

レポート

なし

ＰＢＬ

なし

出席点

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

なし

 学習上の注意

  学習上の注意等

「大学生」とは、中・高校時代の「生徒」とは異なり、「自ら探求し学問を修める者」のことで、教員はあくまでその手助けをするに過ぎない。近
年、「与えられることが当然」といった“spoon feeding”的な講義を望む学生達が増加傾向にある印象を持つ。本学の建学の精神でもある「自主
自学」に則り、本学入学を契機に「教えてもらう」から「自ら探求する」という思考・態度の変換を学生諸君に切に希望する。

  オフィスアワー

担当

木曜　16：20～18：00（基本的にいつでも来室可能。メールか電話により時間を調整してか来室す
るとなお良い。）

日時

新宿キャンパス、第一校舎一階　生化学教室主任教授室場所

IP電話 03-3351-6141 内線 243

miyazawa@tokyomed.ac.jp　（注意：メール送信の際、必ず「件名」に学年、氏名を記載するこ
と！）

E-mail

備考

教科書

分子生物学概論

東京医科大学・生化学教室編著） 出）

備）

Essential 細胞生物学

南江堂著） 出）

備）

参考書

  指定する教科書、参考書

生化学(分子生物学概論)(科目№TM16059001)
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2019年 度

生化学(分子生物学概論) （学年：1）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 主任教授・宮澤 啓介・(生化学)

生化学(分子生物学概論)

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月05日 木 3 細胞周期の制御 1.細胞周期
2.サイクリン
3.Rb
4.CDK
5.CDKinhibitor

宮澤 啓介

講義 ○細胞周期の各期とその
調節を概説できる。

2

09月12日 木 3 遺伝子と染色体 1.ゲノムサイズ
2.染色体
3.セントラルドクマ
4.DNA二重らせん構造
5.ヒストン
6.クロマチン

宮澤 啓介

講義 ○遺伝子と染色体の構造
を説明できる。
○ゲノムと遺伝子の関係
が説明できる。

3

09月19日 木 3 DNAの複製と修復 1.半保存的複製
2.複製フォーク
3.DNAポリメラーゼ
4.岡崎フラグメント

宮澤 啓介

講義 ○DNAの合成，複製と修
復を説明できる。

4

09月26日 木 3 DNAの複製とPCR法 1.トポイソメラーゼ
2.プライマーRNA
3.DNAリガーゼ
4.テロメア
5.PCR

宮澤 啓介

講義 ○DNAの合成，複製と修
復を説明できる。
○PCRの原理とその方法
を説明できる。

5

10月03日 木 3 転写のプロセス 1.RNA
2.RNAポリメラーゼ
3.スプライシング
4.エキソン
5.イントロン

宮澤 啓介

講義 ○DNAからRNAを経てタ
ンパク合成にいたる情報
伝達の変換のプロセスを
説明できる(I)。

6

10月10日 木 3 翻訳のプロセス 1.リボゾーム
2.コドン
3.アミノアシルtRNA
4.シグナル配列

宮澤 啓介

講義 ○DNAからRNAを経てタ
ンパク合成にいたる情報
伝達の変換のプロセスを
説明できる(II)。

7
10月17日 木 3 転写の制御 1.プロモーター

2.エンハンサー
3.転写因子

宮澤 啓介
講義 ○プロモーター，転写因

子などによる遺伝子発現
の調節を説明できる。

8

10月31日 木 3 アポトーシスとがん化 1.アポトーシス
2.ネクローシス
3.キャスペース(caspase)
4.Bcl-2ファミリー
5.Fas/Fasリガンド

宮澤 啓介

講義 ○個体の維持していく上
でのアポトーシスの意義
を説明できる。○アポ
トーシスとネクローシス
の違いを説明できる。

生化学(分子生物学概論)(科目№TM16059001)
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

患者の多様な背景を聴取することを模擬患者と体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(1)

医療における患者および家族とのコミュニケーションを体験する。Ⅰ-2 ② レベルC(2)

接遇に関する基本マナーを実践する。Ⅲ-2 ① レベルC(1)

医療面接の方法を理解し、模擬患者と体験する。Ⅲ-2 ① レベルC(2)

患者中心の医療(インフォームドコンセント)の重要性およびその過程を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルC(3)

基本的な身体診療法の種類や内容を理解する。Ⅲ-2 ② レベルC

基本的な臨床検査の種類や内容を理解する。Ⅲ-2 ③ レベルC

基本的手技の種類や内容を理解する。Ⅲ-2 ④ レベルC

チーム医療や法規に関する知識を有する。Ⅲ-2 ⑥ レベルC

症候学や検査医学、臨床推論に関する基本的な知識の習得に努める。Ⅲ-3 ① レベルC

バイタルサインやトリアージの測定の基本について理解する。Ⅲ-3 ② レベルC

医薬品・医療機器の危険性と管理の必要性を説明できる。Ⅲ-4 ② レベルC

院内・院外で発生しうる重要な感染症について説明できる。Ⅲ-4 ③ レベルC

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

医療における多職種交流の必要性を説明できる。Ⅴ-1 ① レベルC

医療チームに必要な構成者と役割を理解する。Ⅴ-1 ② レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

社会的存在としての人間を重視して研究・診療を行うことの重要性を理解し、社会医学の
知識を網羅的に提示できる。

Ⅶ-1 ① レベルB(1)

世界の保健・医療関連事象の推移と地域分布を説明できる。Ⅶ-1 ① レベルB(2)

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

一般的英語表現が理解できるとともに、英語を用いて自己紹介でき、英語を用いて自らの
考えをある程度発信できる。基本的な医学専門用語の知識をもつ。

Ⅷ-1 ③ レベルC

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書検索システム、データベース、インターネットで適切なキーワードを用いて
情報を検索し、信頼度を評価した上で情報を入手できる。

Ⅹ-1 ② レベルB

医療における情報管理の重要性、情報発信の仕方について説明できる。Ⅹ-1 ③ レベルB

プレゼンテーションソフトウェアを症例報告用スライド、学会口頭発表用スライド、ポス
ターなどの作成に利用し、高度な発表技法に応用できる。

Ⅹ-1 ④ レベルB

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1. 患者の立場に立って考えるようにする。
2. 医師の日常を知り、外来や病棟での業務を理解する。
3. 診察を理解し、シミュレーションを通じ、問診、基本的診療技術の基
本を実践できる。
4. ファーストエイドを理解する。
5. 医師として医療安全について知り、院内で配慮した行動ができる。
6. 多職種が連携して運営されている病院の機能を知る。
7. 多職種、特に看護学を理解し、業務内容を知る。
8. 専門の異なる学生を尊敬し、協力して学ぶことができる。
9. eポートフォリオに自己の達成度を記録するとともに省察できる。

科目における教育到達目標

第1学年から医療現場を体験することにより、優れた医療人（臨床医、
研究者）になるために、態度、診察、医療安全、多職種の関りについて
理解を深め、医学生として備えておくべき基本的態度・姿勢や基本的臨
床技能を修得する。

医療人となるために東京医科大学に入学した1年生は、医学生としての自覚を深め、これから6年間真摯に学んでいかなければなりません。
医学生としての基本的態度・姿勢を身につけ、患者さんの立場に立脚した全人的医療を行うために必要な場面が経験できるように、1,2年生の「早
期臨床体験実習」、「症候学入門」は段階を踏んだ学習が可能なように設計しています。診療と医療の現場を見学しながら、特に、態度、診察、医
療安全、多職種という4つの視点から考え、それぞれの理解を深めて下さい。

態度
シャドーイング実習では医師に影のように付き添い、エスコート実習では患者さんの介助をします。患者さんの訴えに真摯に向き合い、何が医師と
して求められているのか、どのようなマナー、コミュニケーションが望ましいのか学んで下さい。また、患者さんが医師に求めることも学んでいき
ます。

診察
患者さんの問題点を解決するために、どのように診察が行われているか見学して下さい。また、医療面接はシミュレーションで模擬患者さんに協力
して頂いて自ら行います。同時に並行して行われる「症候学入門」におけるバイタルサインを中心とする身体診察の手技の学習と併せて、自分で行
うことによりその理解をさらに深めて下さい。救命処置についても履します。

医療安全
早期から医療における安全意識の重要性を学び、また、危険予知トレーニング等の演習を行うことで、この理解を深める。

多職種
シャドーイングで診療の現場はチームで行われることに気づくと思います。その重要性を学んだうえで、 看護学科学生、東京薬科大学学生とのシ
ミュレーション実習を通じて、多職種との連携の必要性をさらに、理解します。また、病棟で行われる看護実習を介して入院患者さんの介助をしな
がら、多職種連携の現場を経験します。

「早期臨床体験実習」における経験を通じ、医師はどうあるべきかを常に自分自身に問いかけ、態度、診察、医療安全、多職種という4つの内容の
理解を深めることを望みます。

  学習内容

復習

実習で体験したことを eポートフォリオに蓄積することにより、自分自
身の思考や行動を常に省察し、基礎医学、臨床医学の学習に役立てるこ
と。30分の復習が必要である。

予習

講義内容、キーワードについて調査し、授業・実習に臨むこと。また、
病院での実習では東京医科大学病院のホームページを利用して、外来患
者の受診の流れや病院内各フロアの配置図等を把握しておくこと。30分
の準備は必要になる。

  授業時間外の学習

  ICT活用

実習内容、グループワークの成果物、レポートなどは、eラーニングや eポートフォリオを通じて提出する。提出場所や共有の仕方を間違わないよ
う十分注意を払うこと。

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 276 -

 / 13)PAGE (3

2019年 度

早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

60点を合格点とする。合格点

実習評価点最終評価点

筆記試験は行わない。筆記試験の形式

再試験（再実習）は、年度末（すべて
の講義・実習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が 60点未満の者再試験・対象者

到達目標の範囲。再試験・範囲

実習もしくはレポート.
別途指示する

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

20％（eポートフォリオに記載された日
誌の自己達成度から総括的評価を判断す
る）（前期）

実習試験

70％。服装、態度、実習への参加度等に
よって実習内容を評価する。（後期）多
職種実習30％、看護実習30％、看護実習
振り返り10％

グループ討論

10％（7/13患者の立場）

出席点

すべての実習への出席を原則とする

注意事項

eラーニングの形式・提出・共有方法等
についてはその都度指示する。

 学習上の注意

  学習上の注意等

1）医療の現場における実習では、患者やそのご家族に直接接する。したがって、不快の念を持たれないように服装や身だしなみ、態度・言葉遣い
等には充分に気を付けること。また、医療の妨げにならないよう、実習中は指導医の指示に従い、私語や勝手な行動は厳に慎むこと。
2）時間を厳守すること。遅刻は出席とみなされない（忌引きなどの正当な理由がある、病気であれば診断書が提出される、あるいは予め届けてい
ればこの限りではない）
3）討論のしかた、レポートの書き方等は、「課題研究」「情報科学」で学ぶ事項を参考にすること。また、「生命倫理学」「心理学・死生学」
等、第１学年で学習する内容も密接に関連している。
4）レポートや eラーニング・eポートフォリオの提出は締め切り厳守のこと。時間が過ぎてからの提出は未提出とみなされる。
5）10月4日、11日、18日：東京薬科大学、看護学科の学生との合同授業（IPE）
多職種との連携の重要性について、東京薬科大学薬学部や本学看護学科の学生とのディスカッションやシミュレーションを通じて修得する。実習は
東京薬科大学キャンパスでも行う。オリエンテーションを行うので必ず出席すること。

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

  オフィスアワー

三苫　博（医学教育推進センター）担当

午前中は可能です。予約して来室されると、なお良いと思います。日時

西新宿キャンパス、自主自学館、5階場所

IP電話 63721

mitoma@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

三島　史朗（救急・災害医学分野、救命救急センター）担当

eポートフォリオのダッシュボードに掲載されているので、毎月確認のうえ連絡をとること。日時

場所

IP電話 62860

mana9@me.comE-mail

備考

阿部　幸恵（シミュレーションセンター）担当

木曜日以外はいつでも可能。確実に時間を取りたい場合は、アポイントメントをとってから来ると良
い。

日時

西新宿校舎 自主自学館５階場所

IP電話 03-3342-6111（内線 2031）

y-abe@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

教科書

著） 出）

特になし備）

参考書

「アメリカの医学教育：アイビーリーグ医学部日記」

著） 日本評論社赤津晴子 出）

備）

医療の倫理

著） 岩波新書星野一正 出）

備）

いのち；８人の医師との対話

著） 講談社柳田邦男 出）

備）

犠牲

著） 文春文庫柳田邦男 出）

備）

それでも人生にイエスと言う

著） 春秋社Ｖ．Ｅ．フランクル 出）

備）

夜と霧

著） みすず書房Ｖ．Ｅ．フランクル（霜山徳爾
訳）

出）

備）

死ぬ瞬間―死にゆく人々との対話

著） 川口正吉訳、読売新聞社キューブラー・ロス 出）

備）

平静の心

著） 日野原重明・仁木久恵訳、医学
書院

ウィリアム・オスラー 出）

備）

道をてらす光―私が学んだ人と言葉

著） 春秋社日野原重明 出）

備）

人間を幸福にしない日本というシステム

著） 毎日新聞社Karl von Volfren 出）

備）

よき臨床医をめざして―全人的アプローチ（The Effective Clinician）

著） 医学書院Ｐ．Ａ．タマルティ 出）

備）

ホスピスへの遠い道

著） 筑摩書房岡村昭彦 出）

備）絶版

地獄の沙汰も医者次第―問われる医療システムと医師の資質

著） 集英社奈良信雄 出）

備）

人は誰でも間違える

著） 日本評論社米国医療の質委員会 出）

備）

市場原理に揺れるアメリカの医療

著） 医学書院李啓充 出）

備）

アメリカ医療の光と影―医療過誤防止からマネジメントケアまで

著） 医学書院李啓充 出）

備）

貧乏人は医者にかかるな！―医師不足が招く医療崩壊

著） 集英社新書永田　宏 出）

備）

  指定する教科書、参考書

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」とは何か

著） 朝日新聞社小松秀樹 出）

備）

21 世紀米国医学教育の最前線

著） 金原出版エレン・コズグローブ 出）

備）

変懇する日本の医学教育

著） 金原出版ゴードン・Ｌ・ノエル 出）

備）

臨床の知とは何か

著） 岩波新書中村雄二郎 出）

備）

高瀬舟

著） 集英社文庫森鴎外 出）

備）

海と毒薬

著） 新潮文庫遠藤周作 出）

備）

死の準備

著） 洋泉社吉本隆明 出）

備）

死の準備

著） 新書近藤誠、山田太一、日垣隆、吉
本隆明

出）

備）

無医村医者

著） 医研新書皆実功 出）

備）

暗黙知の次元

著） ちくま学芸文庫マイケル・ポランニー 出）

備）

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

05月30日 木 3 基本的臨床技能実習（1,2）
A班：1.バイタルサイン
2.エスコート実習（シミュレー
ション）
B班：1.ファーストエイド
2.医療面接

・医療面接
・面接技法
・コミュニケーション
・医師-患者関係
・共感的態度
・インフォームド・コンセント(IC)
・ロールプレイ
・ファーストエイド
・トリアージ
・外傷処置
・CPR

平山 陽示
内田 康太郎
阿部 幸恵
冷水 育

実習

2

05月30日 木 4 基本的臨床技能実習（1,2）
A班：1.バイタルサイン
2.エスコート実習（シミュレー
ション）
B班：1.ファーストエイド
2.医療面接

・医療面接
・面接技法
・コミュニケーション
・医師-患者関係
・共感的態度
・インフォームド・コンセント(IC)
・ロールプレイ
・ファーストエイド
・トリアージ
・外傷処置
・CPR

平山 陽示
内田 康太郎
阿部 幸恵
冷水 育

実習

3

06月06日 木 3 基本的臨床技能実習（3,4）
B班：1.バイタルサイン
2.エスコート実習（シミュレー
ション）
A班：1.ファーストエイド
2.医療面接

・医療面接
・面接技法
・コミュニケーション
・医師-患者関係
・共感的態度
・インフォームド・コンセント(IC)
・ロールプレイ
・ファーストエイド
・トリアージ
・外傷処置
・CPR

平山 陽示
内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水 育

実習

4

06月06日 木 4 基本的臨床技能実習（3,4）
B班：1.バイタルサイン
2.エスコート実習（シミュレー
ション）
A班：1.ファーストエイド
2.医療面接

・医療面接
・面接技法
・コミュニケーション
・医師-患者関係
・共感的態度
・インフォームド・コンセント(IC)
・ロールプレイ
・ファーストエイド
・トリアージ
・外傷処置
・CPR

平山 陽示
内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水 育

実習

5

06月13日 木 3 シャドーイング（1）
オリエンテーション

・大学病院の果たす社会的役割
・大学病院の構成，運営，機能
・医師像
・医療現場（医局，外来，病棟，手
術室）
・プロフェッショナリズム
・守秘義務

三苫 博
三木 保

実習

6

06月13日 木 4 シャドーイング（2）
オリエンテーション

・大学病院の果たす社会的役割
・大学病院の構成，運営，機能
・医師像
・医療現場（医局，外来，病棟，手
術室）
・プロフェッショナリズム
・守秘義務

三苫 博

実習

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

7

06月18日 火 1 シャドーイング（3）病院実習 ・ロールモデル
・アドバイザー
・メンター
・医師像
．勤務医
・医療現場（医局，外来，病棟，手
術室）
・プロフェッショナリズム
・守秘義務

三苫 博

実習

8

06月18日 火 2 シャドーイング（4）病院実習 ・ロールモデル
・アドバイザー
・メンター
・医師像
．勤務医
・医療現場（医局，外来，病棟，手
術室）
・プロフェッショナリズム
・守秘義務

三苫 博

実習

9

06月18日 火 3 シャドーイング（5）病院実習 ・ロールモデル
・アドバイザー
・メンター
・医師像
．勤務医
・医療現場（医局，外来，病棟，手
術室）
・プロフェッショナリズム
・守秘義務

三苫 博

実習

10

06月18日 火 4 シャドーイング（6）病院実習 ・ロールモデル
・アドバイザー
・メンター
・医師像
．勤務医
・医療現場（医局，外来，病棟，手
術室）
・プロフェッショナリズム
・守秘義務

三苫 博

実習

11
07月04日 木 3 危険予知トレーニング ・医療安全

・針刺し事故
・院内感染

三島 史朗
実習

12
07月04日 木 4 ヘルス・リテラシ ・健康教育

・情報活用
三島 史朗

実習

13

07月11日 木 3 病院実習（1）
患者の立場

・患者-医師関係
・医療訴訟
・医療過誤
・コミュニケーションギャップ
・患者塾
・QOL

内田 康太郎

講義

14

07月11日 木 4 病院実習（2）
患者の立場

・患者-医師関係
・医療訴訟
・医療過誤
・コミュニケーションギャップ
・患者塾
・QOL

内田 康太郎

講義

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

15

09月04日 水 3 病院実習（1,2）
A班：エスコート実習
B班：感染・安全管理シミュレー
ション
C班：医療安全

・初診，再診
・外来治療
・スタンダードプリコーション（標
準予防策）
・ユニバーサルプリコーション
・手洗い
・ガウンテクニック
・医療廃棄物処理
・清潔区域，不潔区域
・院内感染
・安全管理
・医療事故
・医療過誤
・ヒヤリ・ハット
・ハインリッヒの法則
・血圧
・脈拍
・呼吸
・体温
・意識状態

三苫 博
三島 史朗

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水　育

ジョイナー 恭子

実習

16

09月04日 水 4 病院実習（1,2）
A班：エスコート実習
B班：感染・安全管理シミュレー
ション
C班：医療安全

・初診，再診
・外来治療
・スタンダードプリコーション（標
準予防策）
・ユニバーサルプリコーション
・手洗い
・ガウンテクニック
・医療廃棄物処理
・清潔区域，不潔区域
・院内感染
・安全管理
・医療事故
・医療過誤
・ヒヤリ・ハット
・ハインリッヒの法則
・血圧
・脈拍
・呼吸
・体温
・意識状態

三苫 博
三島 史朗

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水　育

ジョイナー 恭子

実習

17

09月11日 水 3 病院実習（3,4）
B班：エスコート実習
C班：感染・安全管理シミュレー
ション
A班：医療安全

・初診，再診
・外来治療
・スタンダードプリコーション（標
準予防策）
・ユニバーサルプリコーション
・手洗い
・ガウンテクニック
・医療廃棄物処理
・清潔区域，不潔区域
・院内感染
・安全管理
・医療事故
・医療過誤
・ヒヤリ・ハット
・ハインリッヒの法則
・血圧
・脈拍
・呼吸
・体温
・意識状態

三苫 博
三島 史朗

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水　育

ジョイナー 恭子

実習

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

18

09月11日 水 4 病院実習（3,4）
B班：エスコート実習
C班：感染・安全管理シミュレー
ション
A班：医療安全

・初診，再診
・外来治療
・スタンダードプリコーション（標
準予防策）
・ユニバーサルプリコーション
・手洗い
・ガウンテクニック
・医療廃棄物処理
・清潔区域，不潔区域
・院内感染
・安全管理
・医療事故
・医療過誤
・ヒヤリ・ハット
・ハインリッヒの法則
・血圧
・脈拍
・呼吸
・体温
・意識状態

三苫 博
三島 史朗

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水　育

ジョイナー 恭子

実習

19

09月18日 水 3 病院実習（5,6）
C班：エスコート実習
A班：感染・安全管理シミュレー
ション
B班：医療安全

・初診，再診
・外来治療
・スタンダードプリコーション（標
準予防策）
・ユニバーサルプリコーション
・手洗い
・ガウンテクニック
・医療廃棄物処理
・清潔区域，不潔区域
・院内感染
・安全管理
・医療事故
・医療過誤
・ヒヤリ・ハット
・ハインリッヒの法則
・血圧
・脈拍
・呼吸
・体温
・意識状態

三苫 博
三島 史朗

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水　育

ジョイナー 恭子

実習

20

09月18日 水 4 病院実習（5,6）
C班：エスコート実習
A班：感染・安全管理シミュレー
ション
B班：医療安全

・初診，再診
・外来治療
・スタンダードプリコーション（標
準予防策）
・ユニバーサルプリコーション
・手洗い
・ガウンテクニック
・医療廃棄物処理
・清潔区域，不潔区域
・院内感染
・安全管理
・医療事故
・医療過誤
・ヒヤリ・ハット
・ハインリッヒの法則
・血圧
・脈拍
・呼吸
・体温
・意識状態

三苫 博
三島 史朗

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水　育

ジョイナー 恭子

実習

21
09月25日 水 3 多職種連携

オリエンテーション
・多職種連携教育の意義
・チーム医療に求められるもの
・医師、看護師、薬剤師

三苫 博
講義

22
09月25日 水 4 多職種連携

オリエンテーション
・多職種連携教育の意義
・チーム医療に求められるもの
・医師、看護師、薬剤師

三苫 博
講義

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

23

10月02日 水 3 多職種連携教育(1,2)：東京薬科
大学、看護学科の学生との合同
授業（IPE）
A班：看護シミュレーション
B班：訪問シミュレーション
C班：ディスカッション（東薬）

・多職種連携教育
・チーム医療
・薬剤師
・看護技術
・体位交換
・オムツ交換
・ストレッチャー操作
・介護
・模擬患者
・シミュレーション教育
・ブリーフィング
・デブリーフィング
・ディベート

三苫 博
内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵

東京薬科大学
冷水　育

ジョイナー 恭子

講義・シ
ミュレー
ション

24

10月02日 水 4 多職種連携教育(1,2)：東京薬科
大学、看護学科の学生との合同
授業（IPE）
A班：看護シミュレーション
B班：訪問シミュレーション
C班：ディスカッション（東薬）

・多職種連携教育
・チーム医療
・薬剤師
・看護技術
・体位交換
・オムツ交換
・ストレッチャー操作
・介護
・模擬患者
・シミュレーション教育
・ブリーフィング
・デブリーフィング
・ディベート

三苫 博
内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水 育

東京薬科大学
ジョイナー 恭子

講義・シ
ミュレー
ション

25

10月09日 水 3 多職種連携教育(3,4)：東京薬科
大学、看護学科の学生との合同
授業（IPE）
B班：看護シミュレーション
C班：訪問シミュレーション
A班：ディスカッション（東薬）

・多職種連携教育
・チーム医療
・薬剤師
・看護技術
・体位交換
・オムツ交換
・ストレッチャー操作
・介護
・模擬患者
・シミュレーション教育
・ブリーフィング
・デブリーフィング
・ディベート

三苫 博
内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水 育

東京薬科大学
ジョイナー 恭子

講義・シ
ミュレー
ション

26

10月09日 水 4 多職種連携教育(3,4)：東京薬科
大学、看護学科の学生との合同
授業（IPE）
B班：看護シミュレーション
C班：訪問シミュレーション
A班：ディスカッション（東薬）

・多職種連携教育
・チーム医療
・薬剤師
・看護技術
・体位交換
・オムツ交換
・ストレッチャー操作
・介護
・模擬患者
・シミュレーション教育
・ブリーフィング
・デブリーフィング
・ディベート

三苫 博
内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水 育

東京薬科大学
ジョイナー 恭子

講義・シ
ミュレー
ション

27

10月16日 水 3 多職種連携教育(5,6)：東京薬科
大学、看護学科の学生との合同
授業（IPE）
C班：看護シミュレーション
A班：訪問シミュレーション
B班：ディスカッション（東薬）

・多職種連携教育
・チーム医療
・薬剤師
・看護技術
・体位交換
・オムツ交換
・ストレッチャー操作
・介護
・模擬患者
・シミュレーション教育
・ブリーフィング
・デブリーフィング
・ディベート

三苫 博
内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水 育

東京薬科大学
ジョイナー 恭子

講義・シ
ミュレー
ション

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

28

10月16日 水 4 多職種連携教育(5,6)：東京薬科
大学、看護学科の学生との合同
授業（IPE）
C班：看護シミュレーション
A班：訪問シミュレーション
B班：ディスカッション（東薬）

・多職種連携教育
・チーム医療
・薬剤師
・看護技術
・体位交換
・オムツ交換
・ストレッチャー操作
・介護
・模擬患者
・シミュレーション教育
・ブリーフィング
・デブリーフィング
・ディベート

三苫 博
内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
阿部 幸恵
冷水 育

東京薬科大学
ジョイナー 恭子

講義・シ
ミュレー
ション

29

10月17日 木 1 看護実習（1）
オリエンテーション
看護について学ぶ

・チーム医療
・看護とは
・看護の歴史
・キュアとケア

三苫 博
阿部 幸恵

五十嵐 涼子
看護学科

講義

30

10月17日 木 2 看護実習（2）
オリエンテーション
看護実習にあたっての注意事項

・チーム医療
・コミュニケーション
・On-the-jobtrainig
・多職種連携教育

三苫 博
五十嵐 涼子

看護部

講義

31

10月21日 月 1 看護実習（3） ・看護業務
・チーム医療
・コミュニケーション
・On-the-jobtrainig
・多職種連携教育
・ドレスコード
・プロフェッショナリズム

三苫 博
五十嵐 涼子

看護部

実習

32

10月21日 月 2 看護実習（4） ・看護業務
・チーム医療
・コミュニケーション
・On-the-jobtrainig
・多職種連携教育
・ドレスコード
・プロフェッショナリズム

三苫 博
五十嵐 涼子

看護部

実習

33

10月21日 月 3 看護実習（5） ・看護業務
・チーム医療
・コミュニケーション
・On-the-jobtrainig
・多職種連携教育
・ドレスコード
・プロフェッショナリズム

三苫 博
五十嵐 涼子

看護部

実習

34

10月21日 月 4 看護実習（6） ・看護業務
・チーム医療
・コミュニケーション
・On-the-jobtrainig
・多職種連携教育
・ドレスコード
・プロフェッショナリズム

三苫 博
五十嵐 涼子

看護部

実習

35

10月23日 水 1 看護実習（7） ・看護業務
・チーム医療
・コミュニケーション
・On-the-jobtrainig
・多職種連携教育
・ドレスコード
・プロフェッショナリズム

三苫 博
五十嵐 涼子

看護部

実習

36

10月23日 水 2 看護実習（8） ・看護業務
・チーム医療
・コミュニケーション
・On-the-jobtrainig
・多職種連携教育
・ドレスコード
・プロフェッショナリズム

三苫 博
五十嵐 涼子

看護部

実習

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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早期臨床体験実習Ⅰ （学年：1）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、
教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災害医学)、助教・五十嵐
涼子・(医学教育学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、冷水　育、ジョイ
ナー 恭子、東京薬科大学、看護学科、看護部、山口育子（NPO法人COML）

早期臨床体験実習Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

37

10月23日 水 3 看護実習（9） "・看護業務
・チーム医療
・コミュニケーション
・On-the-jobtrainig
・多職種連携教育
・ドレスコード
・プロフェッショナリズム
"

三苫 博
五十嵐 涼子

看護部

実習

38

10月23日 水 4 看護実習（10） ・看護業務
・チーム医療
・コミュニケーション
・On-the-jobtrainig
・多職種連携教育
・ドレスコード
・プロフェッショナリズム

三苫 博
五十嵐 涼子

看護部

実習

39
10月24日 木 3 看護実習（11）

振り返り・まとめ
発表会

・省察的実践
・プレゼンテーション
・体験の共有

三苫 博
五十嵐 涼子

看護部

実習

40
10月24日 木 4 看護実習（12）

振り返り・まとめ
発表会

・省察的実践
・プレゼンテーション
・体験の共有

三苫 博
五十嵐 涼子

看護部

実習

41

11月07日 木 3 病院実習（1）
患者の立場（特別講演）
NPO法人COML（コムル）山口
育子

・患者-医師関係
・医療訴訟
・医療過誤
・コミュニケーションギャップ
・患者塾
・QOL

三苫 博
山口育子（NPO法

人COML）

講義

42

11月07日 木 4 病院実習（2）
NPO法人COML（コムル）山口
育子
講演を聴いて（グループ討論、
発表）

・患者-医師関係
・医療訴訟
・医療過誤
・コミュニケーションギャップ
・患者塾
・QOL

三苫 博
山口育子（NPO法

人COML）

講義

早期臨床体験実習Ⅰ(科目№TM16081001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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中国語 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・金子 真生・(中国語)

中国語

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルC(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルC(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルC(3)

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

相手の背景にあわせたわかりやすい言葉で、相手が理解・納得できるまで誠意をもって説
明する。

Ⅰ-2 ② レベルB(2)

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１、中国語の音節構造を理解する。
２、中国語による自己紹介ができる。
３、中国語で相手の情報を引き出すことができる。
４、中国語で携帯端末に入力ができる。
５、中国語でネットから必要な情報を適宜得ることができる。
６、中国語学習を今後続けていくための基礎を作ることができる。

科目における教育到達目標

近年、中国国内では、「観光医療」という分野が注目を浴びている。こ
れは、海外（主に日本）へ観光に行くかたわら、医療行為を受けるとい
うものである。この観光医療の実現にあたっては、医療の行為者と患者
とを結びつける通訳者、または外国語を解する医師、看護師をはじめと
する医療スタッフの存在が不可欠である。
前期で、中国語とは何かという問題から、実際の会話までを縦断する。
今までおそらく未知であった隣国中国の言語を学びつつ、自身の専攻と
リンクさせて会話を練習していただきたい。

中国語、と一般に言われる言語は、中華人民共和国において制定された標準語のことである。56 の民族からなる多民族国家において話される言語
ということもあり、言語構造は比較的シンプルであるが、よく言われるようにその発音は一見難解である。
本講義においては、中国語の音節構造を理解することから始めて、実際に話される中国語へとつなげていきたい。
また、中国語はアジア言語に多くみられる「声調」を有する言語であるから、積極的な発音の練習が肝要である。
日本語や英語との違いを楽しみながら、新たな言語に挑戦していただきたい。

  学習内容

復習

毎時間のテキストの本文を中国語で入力しておくこと。テキスト付属の
CD を用いて、既習の課を発音練習すること。一日最低10分を継続する
ことが望ましい。

予習

毎時間、課題を課すので、確実に課題を終わらせてから授業に臨むこ
と。また、スマートフォン、あるいはタブレット端末を使用するので、
毎回確実に持参すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

ｅラーニングを利用した小テストを実施する。

中国語(科目№TM16031002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

中国語 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・金子 真生・(中国語)

中国語

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝（筆記試験の点数）×
0.6 ＋（授業での取り組み）× 0.4

最終評価点

リスニングおよび記述問題筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に１回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

前期期末試験と同じ範囲再試験・範囲

リスニングおよび記述問題再試験・方法

評価に対するフィードバック

試験後の答案返しの際に、フィードバックを行う予定。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

期末（50％）

前期試験

（20％）

小テスト

（20％）

その他の筆記テスト

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

注意事項

出席率が 3/4 以上の者が、最終評価の対
象となる

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）語学の学習は日々の積み重ねが肝要である。予習復習とともに、欠席をできるかぎりしないこと。
２）テキストの音源を用いて積極的に練習をすること。

  オフィスアワー

金子真生担当

木曜 2限日時

非常勤講師室場所

IP電話

natie.moka@gmail.comE-mail

質問等は、木曜２限終了後、第１看護学科棟４階非常勤講師室を訪ねること。備考

教科書

対話・短文で学ぶ　アップデート中国語

中国語科教育法研究会 駿河台出版社著） 出）

特になし備）

参考書

著） 出）

備）講義中に適宜指示する。

  指定する教科書、参考書

中国語(科目№TM16031002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

中国語 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・金子 真生・(中国語)

中国語

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
04月11日 木 1 中国語概説 声調　方言

金子 真生
講義  中国語についての理解を

深める。

2
04月18日 木 1 発音① 単母音　複合母音　声調

金子 真生
講義  中国語の母音および声調

の習得。

3 04月25日 木 1 発音② 子音　声調 金子 真生講義  中国語の子音の習得。

4 05月09日 木 1 発音③ 子音　尾音　声調 金子 真生講義  中国語の尾音の習得。

5
05月16日 木 1 発音④ 自己紹介　発音

金子 真生
講義  発音の仕上げとして、簡

単な挨拶を習得する。

6
05月23日 木 1 第一課 自己紹介　発音

金子 真生
講義  会話を通して、自己紹介

の基礎を作る。

7
05月30日 木 1 第二課 質問　発音

金子 真生
講義  相手の情報を得ることが

できる。

8
06月06日 木 1 第三課 有　没有

金子 真生
講義  相手の所有物について尋

ねることができる。

9
06月13日 木 1 第四課 自己紹介　発音

金子 真生
講義  互いに家族構成を紹介し

合うことができる。

10
06月20日 木 1 第四課 自己紹介　発音

金子 真生
講義  互いに家族構成を紹介し

合うことができる。

11
06月27日 木 1 第五課 在　発音

金子 真生
講義  患者の予定を聞くことが

できる。

12
06月27日 木 2 第五課 在　発音

金子 真生
講義  患者の予定を聞くことが

できる。

13
07月04日 木 1 第六課 会　可以　能

金子 真生
講義  可能か不可能かを伝える

ことができる。

14
07月04日 木 2 第六課 会　可以　能

金子 真生
講義  可能か不可能かを伝える

ことができる。

15
07月11日 木 1 第七課 まとめ 還是　

金子 真生
講義  相手に選択を迫ることが

できる。

中国語(科目№TM16031002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

韓国語 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・林 世涓・(韓国語)

韓国語

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルB(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルB(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルB(3)

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．ハングルの読み書きができる。
２．韓国語で自己紹介ができる。
３．韓国語で場所を尋ねたり、答えることができる。
４．韓国語で自分の電話番号と誕生日が言える。
５．約束を決めることができる。
６．韓国語で敬語が言えるようになる。

科目における教育到達目標

１．韓国語の文字であるハングルの歴史的な背景と日本語と韓国語の類
似点及び
　　相違点を学ぶ。
２．韓国語の基礎的な読み書きを覚えて身の回りの語彙を韓国語で覚え
る。
３．韓国語との出会いによって新しい経験を楽しんでもらうことを教育
の目標と
　　する。

韓国語は日本語と語順を始め文法的な類似点が多く、日本人においては学習しやすいと言われている。しかし、全く同じわけではない。日韓両言語
の類似点及び相違点が分かればより韓国語の学習が楽しくなる。本講義では、ハングルという新たな文字を覚えた後、日本語と比較しながら韓国語
を楽しく学習する。

  学習内容

復習

その日に学習した文型を用いて文章を作る。

予習

新しい文型や単語の意味を予習する。

  授業時間外の学習

  ICT活用

なし。

韓国語(科目№TM16032002)
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2019年 度

韓国語 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・林 世涓・(韓国語)

韓国語

100 点を合格点とする。合格点

出席　30％／小テスト　20％／期末テ
スト　50％

最終評価点

期末テスト筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

本試験と同等再試験・範囲

本試験と同等再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

期末テスト 50％

前期試験

20％

小テスト

30％

出席点

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）第１回目の授業に入る前にハングルの母音 10 個は覚えてもらいたい。
２）予習と復習を徹底的にやってもらいたい。

  オフィスアワー

イム　セヨン担当

授業のある土曜日　9：00～14：30日時

第一看護学科棟４階非常勤講師室場所

IP電話

seyeon21@gmail.comE-mail

｢授業内容｣ の質問や ｢学習方法｣ について相談があれば、積極的に非常勤講師室を尋ねること。備考

教科書

韓国語レッスン初級Ⅰ

キム・トンハン／チャン・ウ
ニョン

スリーエネットワーク著） 出）

備）

参考書

講義資料配布

著） 出）

備）

  指定する教科書、参考書

韓国語(科目№TM16032002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

韓国語 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 兼任講師・林 世涓・(韓国語)

韓国語

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
06月01日 土 1 教科のオリエンテーショ

ン/ハングルと韓国語
ハングル/韓国語

林 世涓
講義  韓国語と日本語の類似点

2
06月01日 土 2 基本母音１０個を学ぶ。

正しい発音を身につける
コツ。

母音
林 世涓

講義  母音10個書き読みができ
る

3
06月01日 土 3 基本子音１４個を学ぶ。 子音

林 世涓
講義  子音14個の書き読みがで

きる

4
06月15日 土 1 基本母音の復習をしなが

ら合成母音・濃音を学
ぶ。

合成母音・農音
林 世涓

講義  合成母音・農音

5
06月15日 土 2 日本語には無いパッチム

を勉強する。
パッチム

林 世涓
講義  パッチムが分かる

6
06月15日 土 3 ハングルの発音のルール

とその例外について
ハングルの発音

林 世涓
講義  発音ルールが分かる

7
06月29日 土 1 今まで勉強したことにつ

いて復習をする。
ハングル

林 世涓
講義  ハングル文字マスター

8
06月29日 土 2 自己紹介と名詞の「で

す」形とその否定形。
肯定文・不定文

林 世涓
講義  名詞+です/ではない

9
06月29日 土 3 指示詞／陰母音と陽母音

について
指定詞・敬語

林 世涓
講義  指示詞と柔らかい敬語が

分かる

10
07月06日 土 1 場所を尋ねる練習。 場所

林 世涓
講義  場所を尋ねる/場所を教え

ることができる

11
07月06日 土 2 漢数字と固有数字につい

て書き読みの練習/自分の
電話番語と誕生日の練習

数詞
林 世涓

講義  漢数字/固有数字が言える
/読める

12 07月06日 土 3 全体のまとめ 林 世涓講義

韓国語(科目№TM16032002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、兼任講師・James R. Henderson・(英語)、兼任講師・横田 まり子・(英語)、兼任講師・中村
信子・(英語)

英語Ⅱ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルB(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルB(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルB(3)

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

相手の背景にあわせたわかりやすい言葉で、相手が理解・納得できるまで誠意をもって説
明する。

Ⅰ-2 ② レベルB(2)

科学・文学・芸術などさまざまな分野の存在意義について理解し，それを説明することが
できる。

Ⅱ-1 ② レベルB

文化的・階層的差異に対する関心と共通な人間性に対する理解を深め、医療と関連づける
ことができる。

Ⅱ-1 ③ レベルB

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

利益相反について説明できる。Ⅳ-1 ③ レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

世界の保険・医療関連について知識を有する。Ⅶ-1 ① レベルC(2)

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書検索システム、データベース、インターネットで適切なキーワードを用いて
情報を検索し、信頼度を評価した上で情報を入手できる。

Ⅹ-1 ② レベルB

医療における情報管理の重要性、情報発信の仕方について説明できる。Ⅹ-1 ③ レベルB

プレゼンテーションソフトウェアを症例報告用スライド、学会口頭発表用スライド、ポス
ターなどの作成に利用し、高度な発表技法に応用できる。

Ⅹ-1 ④ レベルB

英語Ⅱ(科目№TM16033002)
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2019年 度

英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、兼任講師・James R. Henderson・(英語)、兼任講師・横田 まり子・(英語)、兼任講師・中村
信子・(英語)

英語Ⅱ

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

卒業時に全員が習得すべきコンピテンシーのうち、英語Ⅱでは下記のコ
ンピテンシーの習得に向けて学修する。

Vocabulary
〈基本的な英単語（一般用語と専門用語語彙）〉
1. 「身体の部位と機能」、「症状、徴候」、「検査、診療行為、診療器
具」、「疾患、診断」に関する基本的な専門用語を理解し使うことがで
きる。
〈英語表現〉
2. 「医療面接」、「身体診察」、「患者への病状説明や指示・指導」
「医療情報(カルテ、電子カルテ)記載」、「症例プレゼンテーション」
で必要な基本的な英語表現を使うことができる。
3. 医学・医療の研究に必要な英単語、英語表現の情報を英語テキストや
web 上で検索できる。

Reading
〈診療に関連したリーディング〉
4. 基本的な身体機能及び疾患の英語表記を理解できる。
5. 基本的な症状、徴候の英語表記を理解できる。
6. 基本的な診察所見、診療行為、診療器具の英語表記を理解できる。
7. 英語の文献検索を行い、目的とする英語論文の abstract を読んで理解
できる。

Writing
〈テクニカル・ライティング〉
8. パラグラフ・ライティングができる。
9. 一貫性（coherence）の保たれた文章を書ける。
10. 明確（clear）かつ簡潔（concise）な文章を書ける。
11. 推敲（self-editing）ができる。
〈一般のコミュニケーション英文〉
12. 基本的な文法（punctuation を含む）を知っている。
13. 基本的な語彙（医学用語を含む）を知っている。
14. 応用的な文法・語彙を調べながら運用できる。
15. インフォーマル文書（e-mailなど）を書ける。

Communication
〈診療に関連したコミュニケーション〉
16. 一般的な身体表現、症状を聴き取り、理解できる。
〈研究に関連したコミュニケーション〉
17. （英語を母語としない人たちを対象とした）国際学会発表などのプ
レゼンテーションの内容をおおむね理解できる。
18. （英語を母語としない人たちを対象とした）グループディスカッ
ションでの議論の内容をおおむね理解できる。
19. 医学・医療関連の英語メディアの情報を聴き取りおおむね理解でき
る。
20. 簡単なプレゼンテーションができる。
21. グループディスカッションで自分の意見を簡単に述べることができ
る。
22. 簡単な質問に答えることができる。

科目における教育到達目標

「英語」科目・「医学英語」科目双方において、「医療人が必要とする
英語能力」という基準で教育到達目標および学習内容を設定している。
英語Ⅰ・Ⅱにおいては、その中で、例えば患者と話す際に使用する一般
英語、留学先での自己紹介、英語のメールの書き方など、医療人が必要
とする一般英語に焦点を当てる。医学英語Ⅰ～Ⅳにおいては、例えば口
頭で症例報告をする、論文を読むなど、医療人が必要とする専門的な英
語に焦点を当てる。
日本医学英語教育学会により策定された「医学教育のグローバルスタン
ダードに対応するための医学英語教育ガイドライン」のVocabulary、
Reading、Writing、Communicationのそれぞれにおける「Minimum
requirements」を本学の第1～4学年の英語・医学英語教育の統合された
到達目標とする。
本ガイドラインは、学修のアウトカムとして、医学部卒業時に全員が習
得すべき内容をMinimum requirements、全員が習得する必要はないが、
さらなる能力向上のために習得が望ましい内容をAdvanced
requirementsと定義している。
英語Ⅱでは、英語Ⅰで習得した能力に基づいて、引き続きMinimum
requirementsのうち、習得のために一般英語の能力が特に必要なものを
中心に教育到達目標を設定する。

英語Ⅱは、小グループで学習するため、学生は3クラス（1・2・3）、さらにそれぞれ2グループ（A・B）に分けられる。3名の教員がクラスを担当
し、5回の単位で担当クラスを交代する。このようにして、英語Ⅱでは学生全員が3名の教員全員の授業を受け、全体として同じ内容を学習する。

  学習内容

復習

授業で学習した内容の完全習得に努める。理解がじゅうぶんでない場合
は、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に教員に質問し、理解す
る。eポートフォリオにおける英語日誌にエントリを書き、振返りをす
る。

予習

課題があたえられていればその課題を確実にこなしておく。

  授業時間外の学習

  ICT活用

授業資料の掲載、小テスト実施、レポート提出、科目内のお知らせなどをe自主自学において行う。

英語Ⅱ(科目№TM16033002)
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2019年 度

英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、兼任講師・James R. Henderson・(英語)、兼任講師・横田 まり子・(英語)、兼任講師・中村
信子・(英語)

英語Ⅱ

60 点を合格点とする合格点

最終評価点＝授業評価最終評価点

MCQおよび記述式筆記試験の形式

年度末（すべての講義終了後）に1回
とする

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

講義内容全般再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

(1) 平常点: 50%
授業時におこなう小テスト、課題として
出されるレポート (25%)
ディスカッションへの参加度、予習復習
を含む受講態度全般 (25％)

(2) 期末試験: 50%

(1) 受講態度の著しく劣るものは、他の成
績にかかわらず最終評価点は60点未満と
なる。
(2) eポートフォリオの英語日誌における
積極性は成績に加味される。
(3) 出席率が3/2以上の者が、最終評価の
対象となる。
(4) 提出物(レポートなど)に、同一なもの
あるいは明白な類似が認められた場合に
は、不正があったものと判断し、その回
の提出物に関する評価は、「原本、複
写」にかかわらずマイナスの評価とす
る。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

1) 授業に対応するだけでなく、さまざまなメディアを積極的に活用して各自の英語力を高めるよう心がけてください。
2) 授業は少人数でおこなわれる。したがって、「受講態度」が評価の重要な要素となる。筆記用具なし、あるいはテキストなしでの出席は欠席扱
いとなり、授業開始後20分以降の遅刻は欠席扱いとなる。
3) 授業中、スマートフォンの利用は原則禁止とする。ただし、教員の指示があった場合のみ使用を認める。
4) 私語は禁止とする。

3)、4)は迷惑行為なので教員に指摘され、退席を指示された者は、即座に退席すること。なおその場合、授業は欠席として取り扱う。

  オフィスアワー

R.ブルーヘルマンス（英語）担当

前期：月曜日 12:00～13:00、後期：木曜日 12:10～13:10日時

大学（新宿キャンパス） 第三校舎 2階 英語教室場所

IP電話 内線285（大学）

rpb@tokyo-med.ac.jpE-mail

「授業内容」の質問や「学習方法」についての相談があれば、積極的に担当教員に連絡すること。備考

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

英語Ⅱ(科目№TM16033002)
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2019年 度

英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、兼任講師・James R. Henderson・(英語)、兼任講師・横田 まり子・(英語)、兼任講師・中村
信子・(英語)

英語Ⅱ

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月05日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Henderson,
Breugelmans):
Initiating, sustaining, and
concluding conversations with
new people. Asking appropriate
questions and follow-up
questions and introducing
colleagues.

Class 2 (Yokota):
Reading news stories in English
(1)

Class 3 (Nakamura):
Writing for communication (1)

Class 1: new encounters: greeting &
parting

Class 2: news, reading,
understanding

Class 3: vocabulary, grammar
James R.

Henderson
横田 まり子
中村 信子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

2

09月12日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Henderson):
Initiating, sustaining, and
concluding conversations with
colleagues.
Talking about personal news and
summarizing international news.

Class 2 (Yokota, Breugelmans):
Reading news stories in English
(2)

Class 3 (Nakamura):
Writing for communication (2)

Class 1: socializing in the workplace

Class 2: news, reading, unde
rstanding

Class 3: vocabulary, grammar
James R.

Henderson
横田 まり子
中村 信子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

3

09月19日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Henderson):
News summarizing, structured
paragraph formation and the
importance of having an opinion,
and agreeing and disagreeing.

Class 2 (Yokota):
Listening to news stories in
English (1)

Class 3 (Nakamura,
Breugelmans):
Email writing

Class 1: 6-step news summarizing

Class 2: news, listening,
understanding

Class 3: email writing
James R.

Henderson
横田 まり子
中村 信子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

4

09月26日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Henderson,
Breugelmans):
Supporting 3 types of opinions
with examples, explanations,
reasons, and expert opinions.

Class 2 (Yokota):
Listening to news stories in
English (2)

Class 3 (Nakamura):
Paragraph writing (1)

Class 1: opinions, reasons, support

Class 2: news, listening,
understanding

Class 3: paragraph writing James R.
Henderson
横田 まり子
中村 信子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

英語Ⅱ(科目№TM16033002)
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2019年 度

英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、兼任講師・James R. Henderson・(英語)、兼任講師・横田 まり子・(英語)、兼任講師・中村
信子・(英語)

英語Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

5

10月03日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Henderson):
Final Discussion, Review and
Reflections.

Class 2 (Yokota, Breugelmans):
Reading and Listening to news
stories in English

Class 3 (Nakamura):
Paragraph writing (2)

Class 1: conclusions

Class 2: news, reading, listening,
understanding

Class 3: paragraph writing, abstract
writing

James R.
Henderson
横田 まり子
中村 信子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

6

10月10日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Nakamura,
Breugelmans):
Writing for communication (1)

Class 2 (Henderson):
Initiating, sustaining, and
concluding conversations with
new people. Asking appropriate
questions and follow-up
questions and introducing
colleagues.

Class 3 (Yokota):
Reading news stories in English
(1)

Class 1: vocabulary, grammar

Class 2: new encounters: greeting &
parting

Class 3: news, reading,
understanding

中村 信子
James R.

Henderson
横田 まり子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

7

10月17日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Nakamura):
Writing for communication (2)

Class 2 (Henderson,
Breugelmans):
Initiating, sustaining, and
concluding conversations with
colleagues.
Talking about personal news and
summarizing international news.

Class 3 (Yokota):
Reading news stories in English
(2)

Class 1: vocabulary, grammar

Class 2: socializing in the workplace

Class 3: news, reading, unde
rstanding

中村 信子
James R.

Henderson
横田 まり子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

8

10月24日 木 1・2 Period 1: Group B
Period 2: Group A

Class 1 (Nakamura):
Email writing

Class 2 (Henderson):
News summarizing, structured
paragraph formation and the
importance of having an opinion,
and agreeing and disagreeing.

Class 3 (Yokota, Breugelmans):
Listening to news stories in
English (1)

Class 1: email writing

Class 2: 6-step news summarizing

Class 3: news, listening,
understanding 中村 信子

James R.
Henderson
横田 まり子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

英語Ⅱ(科目№TM16033002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 16 -

 / 7)PAGE (6

2019年 度

英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、兼任講師・James R. Henderson・(英語)、兼任講師・横田 まり子・(英語)、兼任講師・中村
信子・(英語)

英語Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

9

10月31日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Nakamura,
Breugelmans):
Paragraph writing (1)

Class 2 (Henderson):
Supporting 3 types of opinions
with examples, explanations,
reasons, and expert opinions.

Class 3 (Yokota):
Listening to news stories in
English (2)

Class 1: paragraph writing

Class 2: opinions, reasons, support

Class 3: news, listening,
understanding 中村 信子

James R.
Henderson
横田 まり子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

10

11月07日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Nakamura):
Paragraph writing (2)

Class 2 (Henderson,
Breugelmans):
Final Discussion, Review and
Reflections.

Class 3 (Yokota):
Reading and Listening to news
stories in English

Class 1: paragraph writing, abstract
writing

Class 2: conclusions

Class 3: news, reading, listening,
understanding

中村 信子
James R.

Henderson
横田 まり子

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

11

11月14日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Yokota, Breugelmans):
Reading news stories in English
(1)

Class 2 (Nakamura):
Writing for communication (1)

Class 3 (Henderson):
Initiating, sustaining, and
concluding conversations with
new people. Asking appropriate
questions and follow-up
questions and introducing
colleagues.

Class 1: news, reading,
understanding

Class 2: vocabulary, grammar

Class 3: new encounters: greeting &
parting 横田 まり子

中村 信子
James R.

Henderson
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

12

11月21日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Yokota):
Reading news stories in English
(2)

Class 2 (Nakamura,
Breugelmans):
Writing for communication (2)

Class 3 (Henderson):
Initiating, sustaining, and
concluding conversations with
colleagues.
Talking about personal news and
summarizing international news.

Class 1: news, reading,
understanding

Class 2: vocabulary, grammar

Class 3: socializing in the workplace
横田 まり子
中村 信子
James R.

Henderson
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

英語Ⅱ(科目№TM16033002)
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2019年 度

英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、兼任講師・James R. Henderson・(英語)、兼任講師・横田 まり子・(英語)、兼任講師・中村
信子・(英語)

英語Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

11月28日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Yokota):
Listening to news stories in
English (1)

Class 2 (Nakamura):
Email writing

Class 3 (Henderson,
Breugelmans):
News summarizing, structured
paragraph formation and the
importance of having an opinion,
and agreeing and disagreeing.

Class 1: news, listening,
understanding

Class 2: email writing

Class 3: 6-step news summarizing
横田 まり子
中村 信子
James R.

Henderson
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

14

12月05日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Yokota, Breugelmans):
Listening to news stories in
English (2)

Class 2 (Nakamura):
Paragraph writing (1)

Class 3 (Henderson):
Supporting 3 types of opinions
with examples, explanations,
reasons, and expert opinions.

Class 1: news, listening,
understanding

Class 2: paragraph writing

Class 3: opinions, reasons, support
横田 まり子
中村 信子
James R.

Henderson
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

15

12月12日 木 1・2 Period 1: Group A
Period 2: Group B

Class 1 (Yokota):
Reading and Listening to news
stories in English

Class 2 (Nakamura,
Breugelmans):
Paragraph writing (2)

Class 3 (Henderson):
Final Discussion, Review and
Reflections.

Class 1: news, reading, listening,
understanding

Class 2: paragraph writing, abstract
writing

Class 3: conclusions

横田 まり子
中村 信子
James R.

Henderson
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

英語Ⅱ(科目№TM16033002)
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2019年 度

医学英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・James D. Baldwin・(英語)、兼任講師・芦田 ルリ・(英
語)、兼任講師・野田 千ゑ里・(英語)、兼任助教・竹中 朋子・(英語)

医学英語Ⅱ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルB(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルB(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルB(3)

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

相手の背景にあわせたわかりやすい言葉で、相手が理解・納得できるまで誠意をもって説
明する。

Ⅰ-2 ② レベルB(2)

科学・文学・芸術などさまざまな分野の存在意義について理解し，それを説明することが
できる。

Ⅱ-1 ② レベルB

文化的・階層的差異に対する関心と共通な人間性に対する理解を深め、医療と関連づける
ことができる。

Ⅱ-1 ③ レベルB

接遇に関する基本マナーを実践する。Ⅲ-2 ① レベルC(1)

医療面接の方法を理解し、模擬患者と体験する。Ⅲ-2 ① レベルC(2)

患者中心の医療(インフォームドコンセント)の重要性およびその過程を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルC(3)

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

利益相反について説明できる。Ⅳ-1 ③ レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書検索システム、データベース、インターネットで適切なキーワードを用いて
情報を検索し、信頼度を評価した上で情報を入手できる。

Ⅹ-1 ② レベルB

医療における情報管理の重要性、情報発信の仕方について説明できる。Ⅹ-1 ③ レベルB

プレゼンテーションソフトウェアを症例報告用スライド、学会口頭発表用スライド、ポス
ターなどの作成に利用し、高度な発表技法に応用できる。

Ⅹ-1 ④ レベルB

医学英語Ⅱ(科目№TM16034002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 19 -

 / 7)PAGE (2

2019年 度

医学英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・James D. Baldwin・(英語)、兼任講師・芦田 ルリ・(英
語)、兼任講師・野田 千ゑ里・(英語)、兼任助教・竹中 朋子・(英語)

医学英語Ⅱ

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

卒業時に全員が習得すべきコンピテンシーのうち、医学英語IIでは下記
のコ ンピテンシーの習得に向けて学修する。
Vocabulary
〈基本的な英単語（一般用語と専門用語語彙）〉
1. 「身体の部位と機能」、「症状、徴候」、「検査、診療行為、診療器
具」、「疾患、診断」に関する基本的な専門用語を理解し使うことがで
きる。
2. 一般用語と専門用語の語彙を理解し使い分けながら、患者に説明でき
る。
医学英単語を駆使し、その意味も解説しながら講義やディスカッション
ができる。
〈英語表現〉
3. 「医療面接」、「身体診察」、「患者への病状説明や指示・指導」
「医療情報(カルテ、電子カルテ)記載」、「症例プレゼンテーション」
で必要な基本的な英語表現を使うことができる。 4. 医学・医療の研究に
必要な英単語、英語表現の情報を英語テキストや web 上で検索できる。
Reading
〈診療に関連したリーディング〉
5. 基本的な身体機能及び疾患の英語表記を理解できる。
6. 基本的な症状、徴候の英語表記を理解できる。
7. 基本的な診察所見、診療行為、診療器具の英語表記を理解できる。
8. 基本疾患（モデル・コア・カリキュラムに収載されている）について
英語の資料を読み、内容を理解できる。
9. 英単語文の症例報告の内容がおおむね理解できる。
最新の医学的知識を英文で理解できる。すなわち、診療や研究に関する
英語資料の内容をおおむね理解できる。
Writing
〈テクニカル・ライティング〉
10. パラグラフ・ライティングができる。
11. 明確（clear）かつ簡潔（concise）な文章を書ける。
12. 推敲（self-editing）ができる
〈一般のコミュニケーション英文〉
13. 基本的な文法（punctuation を含む）を知っている。
14. 基本的な語彙（医学用語を含む）を知っている。
15. 応用的な文法・語彙を調べながら運用できる。
Communication
〈診療に関連したコミュニケーション〉
16. 一般的な身体表現、症状を聴き取り、理解できる。
専門用語を使用した医療従事者間の会話を聴き取り、理解できる。
17. 挨拶・患者確認、ならびに基本的な医療面接を行える。
18. 患者の診察上必要な説明（体位の変換、指示など）を行える。
〈研究に関連したコミュニケーション〉
19. （英語を母語としない人たちを対象とした）グループディスカッ
ションでの議論の内容をおおむね理解できる。
20. 医学・医療関連の英語メディアの情報を聴き取りおおむね理解でき
る。
21. 簡単なプレゼンテーションができる。
22. グループディスカッションで自分の意見を簡単に述べることができ
る。
23. 簡単な質問に答えることができる。

科目における教育到達目標

「英語」科目・「医学英語」科目双方において、「医療人が必要とする
英語能力」という基準で教育到達目標および学習内容を設定している。
英語Ⅰ・Ⅱにおいては、その中で、例えば患者と話す際に使用する一般
英語、留学先での自己紹介、英語のメールの書き方など、医療人が必要
とする一般英語に焦点を当てる。医学英語Ⅰ～Ⅳにおいては、例えば口
頭で症例報告をする、論文を読むなど、医療人が必要とする専門的な英
語に焦点を当てる。 日本医学英語教育学会により策定された「医学教育
のグローバルスタン ダードに対応するための医学英語教育ガイドライ
ン」のVocabulary、 Reading、Writing、Communicationのそれぞれにお
ける「Minimum requirements」を本学の第1～4学年の英語・医学英語教
育の統合された 到達目標とする。 本ガイドラインは、学修のアウトカ
ムとして、医学部卒業時に全員が習 得すべき内容をMinimum
requirements、全員が習得する必要はないが、 さらなる能力向上のため
に習得が望ましい内容をAdvanced requirementsと定義している。 医学
英語IIでは、医学英語IでカバーしたMinimum requirementsを踏まえ、更
に専門的な英語を追及し、医療人としての英語能力を引き上げる。

教科書として日本医学英語教育学会の「医学教育のグローバルスタンダードに対応するための医学英語教育ガイドライン」に添った『総合医学英語
テキストStep1』を用い、医学・医療現場における読み・書き・聴き・話すという医学英語能力を身につける。医学用語及び表現の学習、医学関連
の専門的な英文記事や症例の読解を中心に進めていく。また、聴解力・発話力の基礎作りのため、授業は原則として英語でおこなう。

  学習内容

復習

・授業で学んだ内容とそれに関連する医学用語を繰り返し学習して定着
を図る。宿題・小テスト・課題等は、授業内での指示をよく聞いて取り
組む。

予習

・テキストの読解と演習問題は各自予習の上で授業に臨む。継続的に医
学用語を学習する。

  授業時間外の学習

  ICT活用

随時教員が指示する。

医学英語Ⅱ(科目№TM16034002)
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2019年 度

医学英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・James D. Baldwin・(英語)、兼任講師・芦田 ルリ・(英
語)、兼任講師・野田 千ゑ里・(英語)、兼任助教・竹中 朋子・(英語)

医学英語Ⅱ

60 点を合格点とする。合格点

授業評価の平均点最終評価点

記述式筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

年間の講義内容再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

期末試験

20％

小テスト

10％

態度

年度末に行なうTOEFL－ITP: 20%
スコアは以下の通り換算する。
560 以上: 20点
550-559: 19点
540-549: 18点
530-539: 17点
520-529: 16点
510-519: 15点
500-509: 14点
490-499: 13点
480-489: 12点
470-479: 11点
460-469: 10点
450-459: 9点
440-449: 8点
430-439: 7点
420-429: 6点
410-419: 5点
400-409: 4点
390-399: 3点
380-389: 2点
370-379: 1点
369 以下: 0点

（１）出席点は授業態度に含くまれる。
（２）授業態度が著しく劣る者は、その
他の成績にかかわらず最終評価点は 60
点未満となる。内訳比率（％）は暫定。
（３）出席率が3/2以上の者が最終評価の
対象となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）テキストの読解と演習問題及び医学用語は原則として各自の責任で学習する。
２）授業中は discussion,group work, role-playing 等に積極的に参加する。
３）授業中、スマートフォンの利用は原則禁止とする。ただし、教員の指示があった場合の使用を認める。
４）私語は禁止とする。

３）、４）は迷惑行為なので教員に指摘され、退席を指示された者は、即座に退席すること。なお、その場合、授業は欠席として扱う。

  オフィスアワー

林　美穂子担当

木 13:10-14:40日時

英語第一研究室（第三校舎 2 階）場所

IP電話

mihomm81@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

医学英語Ⅱ(科目№TM16034002)
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2019年 度

医学英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・James D. Baldwin・(英語)、兼任講師・芦田 ルリ・(英
語)、兼任講師・野田 千ゑ里・(英語)、兼任助教・竹中 朋子・(英語)

医学英語Ⅱ

教科書

『総合医学英語テキストStep 1』を使用する

日本医学英語教育学会 メジカルビュー社著） 出）

他、独自の教材を使用する。備）

参考書

Thinking Critically About Health Issues

著） MacMillan Language HouseJ. Patrick Barron, Ruri Ashida 出）

備）

  指定する教科書、参考書

医学英語Ⅱ(科目№TM16034002)
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2019年 度

医学英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・James D. Baldwin・(英語)、兼任講師・芦田 ルリ・(英
語)、兼任講師・野田 千ゑ里・(英語)、兼任助教・竹中 朋子・(英語)

医学英語Ⅱ

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月04日 木 1・2 Orientation
Review Medical Terms

1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

2

04月11日 木 1・2 Unit 1: Fever 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

3

04月18日 木 1・2 Unit 1: Fever 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

4

04月25日 木 1・2 Unit 2: Anemia 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

5

05月09日 木 1・2 Unit 2: Anemia 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

6

05月16日 木 1・2 Unit 3: Dehydration 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

7

05月23日 木 1・2 Unit 3: Dehydration 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

8

05月30日 木 1・2 Unit 4: Obesity 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

9

06月06日 木 1・2      Unit 4: Obesity 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

10

06月13日 木 1・2 Unit 5: Headache 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

11

06月20日 木 1・2 Unit 5: Headache 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

12

06月27日 木 1・2 Unit 6: Chest Pain 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

講義

医学英語Ⅱ(科目№TM16034002)
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2019年 度

医学英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・James D. Baldwin・(英語)、兼任講師・芦田 ルリ・(英
語)、兼任講師・野田 千ゑ里・(英語)、兼任助教・竹中 朋子・(英語)

医学英語Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

07月04日 木 1・2 Unit 6: Chest Pain 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

14

07月11日 木 1・2 Review for exam 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

15

08月29日 木 1・2 Unit 7: Cough 　　　　　　　 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

16

09月05日 木 1・2 Unit 7: Cough
　　　　　　　　　　

1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

17

09月12日 木 1・2 Unit 8: Abdominal Pain 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

18

09月19日 木 1・2 Unit 8: Abdominal Pain　　　　 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

19

09月26日 木 1・2 Unit 9: Dysphagia 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

20

10月03日 木 1・2 Unit 9: Dysphagia 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

21

10月10日 木 1・2 Unit 10: Hearing Loss 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

22

10月17日 木 1・2 Unit 10: Hearing Loss 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

23

10月24日 木 1・2 Unit 11: Fracture 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

24

10月31日 木 1・2 Unit 11: Fracture 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

25

11月07日 木 1・2 Unit 12: Pregnancy 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

医学英語Ⅱ(科目№TM16034002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医学英語Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・林 美穂子・(英語)、兼任講師・James D. Baldwin・(英語)、兼任講師・芦田 ルリ・(英
語)、兼任講師・野田 千ゑ里・(英語)、兼任助教・竹中 朋子・(英語)

医学英語Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

26

11月14日 木 1・2 Unit 12: Pregnancy 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

27

11月21日 木 1・2 Further Study 1 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

28

11月28日 木 1・2 Further Study 2 1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

29

12月05日 木 1・2 Further Study 3
Review for exam

1.Reading
2.Medical terminology
3.Exercises
4.Activity

林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里

講義

30

12月12日 木 1・2 TOEFL-ITP 林 美穂子
芦田 ルリ

James D. Baldwin
竹中 朋子

野田 千ゑ里
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義

医学英語Ⅱ(科目№TM16034002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅠ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・青木 昭子・
(八王子・リウマチ性疾患治療センター)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・山崎 由
花・(医学教育学)、講師・瀬戸山 陽子・(医学部看護学科)、兼任教授・大滝 純司・(医学教育学)、村田 晶子（早稲田大学ジェン
ダー研究所）、小澤 竹俊(めぐみ在宅クリニック)、星野 慎二（NPOSHIP虹色キャビン）、荻野 令子、磯部 光章（榊原記念病
院院長）、外川浩子（NPOマイフェイス・マイスタイル）

医療プロフェッショナリズムⅠ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

医療面接に必要な項目を理解できる。Ⅲ-2 ① レベルB(1)

開放的・閉鎖的質問の方法を理解する。Ⅲ-2 ① レベルB(2)

インフォームドコンセントに必要な内容を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルB(3)

患者の権利を法的根拠から説明できる。Ⅲ-4 ① レベルC

院内・院外で発生しうる重要な感染症について説明できる。Ⅲ-4 ③ レベルC

利益相反について説明できる。Ⅳ-1 ③ レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

相手の背景にあわせたわかりやすい言葉で、相手が理解・納得できるまで誠意をもって説
明する。

Ⅰ-2 ② レベルB(2)

医療における多職種交流の必要性を説明できる。Ⅴ-1 ① レベルC

医療チームに必要な構成者と役割を理解する。Ⅴ-1 ② レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．プロフェッショナリズムとは何かを説明できる。
２．プロフェッションとしての医師というキャリアを自覚することがで
きる。
３．人生の終末期にある患者に対する医療者のあり方を説明できる。
４．グローバル化を、プロフェッショナリズムの視点で説明することが
できる。
５．患者に対する、医師、医学生としてのプロフェッショナルな態度を
説明できる。
６．医師としてのキャリアパスを描くことができる。
７．性差、性的マイノリティーの存在を知り、共感的態度がとれる。
８．基本的人権としてのジェンダー平等を説明できる。
９．患者に立脚した患者情報を取得することができる。
１０.患者の経験を知り、共感的態度がとれる。
１１.研究倫理、医療倫理、利益相反および個人情報など、特に医師とし
て考慮すべきプロフェッショナリズムな態度について説明できる。
１２.互いの違いを認め多様性あふれる社会に向きあうことができる。
１３.ICT時代のプロフェッショナリズムについて知り、適切な行動が取
れる。

科目における教育到達目標

医療を学び、医師を目指す者として、プロフェッショナリズムについて
深く考え、学習の中で自己を振り返りながら、礼儀・礼節を身に付け、
プロフェッショナリズムに沿う活動を実践できる。

医療プロフェッショナリズムⅠ(科目№TM16041002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅠ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・青木 昭子・
(八王子・リウマチ性疾患治療センター)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・山崎 由
花・(医学教育学)、講師・瀬戸山 陽子・(医学部看護学科)、兼任教授・大滝 純司・(医学教育学)、村田 晶子（早稲田大学ジェン
ダー研究所）、小澤 竹俊(めぐみ在宅クリニック)、星野 慎二（NPOSHIP虹色キャビン）、荻野 令子、磯部 光章（榊原記念病
院院長）、外川浩子（NPOマイフェイス・マイスタイル）

医療プロフェッショナリズムⅠ

医師は、様々な職業の中でもプロ中のプロであることは誰もが認めるところでしょう。しかし、医師としてプロフェッショナルであることは、単に
医療の技術が高いとか、専門性が高いあるいは研究業績が多いというテクニカルなことだけではありません。むしろ授業で取り上げるテーマのう
ち、倫理観、振る舞い、コミュニケーション能力、チームワーク、リーダーシップ、ストレス管理、状況認識力、意思決定力などはいずれも、ノン
テクニカルスキルの範疇に属します。
医療におけるプロフェッショナリズムとは何なのか？、医師がプロフェッショナルであるということはどう定義されるのか？どういう人物を指すの
か？、どのような行為をすべきなのか？責務は何であるのか？、誰に対してプロフェッショナルであるべきなのか？など、プロフェッショナリズム
の授業では、医学生として一人一人が深く思考することが要求されます。
実は医学教育の歴史はこれまで長い間、医学知識や技術を伝授することに主眼が置かれていました。しかし昨今、医学知識は爆発的に増加し、医療
を取り巻く社会的背景は著しく複雑化し、医師に対して要求される資質は単に病を治すパターナル（家父長的）な立場から、患者の社会的背景や尊
厳、家族との関わりを考慮し、チームの一員・リーダーとして果たす役割などがクローズアップされてきました。さらに医師に対する評価として、
倫理観、態度、教育能力、グローバル化への対応、情報処理、能動的学修・生涯教育などでの高い能力が求められるようになりました。この時代の
大きな変遷のただ中にある医学生として、医療や医学教育が社会への説明責任を伴うことを学びます。
「プロフェッショナリズム」の授業は、２年生から４年生まで継続します。医師になる段階が進むごとに、自分自身が考える医師としてのプロ
フェッショナリズムも徐々に変化していくことでしょう。その時期、その時点で限界まで考え抜き、（最も大切なことですが）それを自分自身の行
動に反映させてください。

  学習内容

復習

講義でまなんだこと、考えたこと、あるいは気づいたことなどを、振り
返り、感想文としてまとめる。また、その時に思ったことを日々の行動
として表す（行動変容）努力が求められる。

予習

予習課題がだされた場合には、締め切りを遵守して準備すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

グループワークの内容、レポートなどは、e ラーニングや e ポートフォリオを通じて提出する。
提出場所や共有の仕方を間違わないよう十分注意を払うこと。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価＋グループワー
ク・シミュレーション評価＋レポート
＋ e ポーオフォリオ

最終評価点

筆記試験は行わない筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

授業・グループワーク・シミュレー
ションすべての範囲

再試験・範囲

レポート、ｅポートフォリオ提出、シ
ミュレーション、口頭試問、グループ
ワークなどから適宜考慮する。

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

なし

後期試験

30％

態度

（ｅラーニング）・e ポートフォリオ：
40％

レポート

30％

出席点

講義は出席率が 4/5 以上の者が、最終評
価の対象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

40％

レポート

（ｅラーニング）・e ポートフォリオ：
60％

出席点

０％

その他

自己評価、ピア評価の結果により、点数
に段階をつける。

注意事項

グループワークやシミュレーションは、
原則としてすべて出席すること。

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）プロフェッショナリズムを学ぶという授業の性格上、欠席は評価の対象となる、遅刻や早退はもちろん、授業への積極的参加やグループワーク
での態度など、態度全般について厳密に評価する。
２）遅刻をしないこと。遅刻は出席とみなされない（正当な理由があり、予め届けていればこの限りではない）
３）レポート提出や e ラーニング・e ポートフォリオは、締め切り厳守のこと。下書きのまま提出されていなかったり、時間が過ぎてからの提出は
未提出とみなされる。

医療プロフェッショナリズムⅠ(科目№TM16041002)
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅠ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・青木 昭子・
(八王子・リウマチ性疾患治療センター)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・山崎 由
花・(医学教育学)、講師・瀬戸山 陽子・(医学部看護学科)、兼任教授・大滝 純司・(医学教育学)、村田 晶子（早稲田大学ジェン
ダー研究所）、小澤 竹俊(めぐみ在宅クリニック)、星野 慎二（NPOSHIP虹色キャビン）、荻野 令子、磯部 光章（榊原記念病
院院長）、外川浩子（NPOマイフェイス・マイスタイル）

医療プロフェッショナリズムⅠ

  オフィスアワー

山科　章担当

基本的にいつでも歓迎。予め電話やメールなどで、予約してから来室を。日時

西新宿校舎自主自学館５階医学教育推進センター場所

IP電話 03-3342-6111（内線 2040）

akyam@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

青木　昭子（八王子医療センターリウマチ性疾患治療センター）担当

日時

場所

IP電話

aaoki@tokyomed.ac.jpE-mail

質問等 Email で随時受け付けます備考

R. ブルーヘルマンス（英語教室）担当

日時

大学（新宿キャンパス） 第三校舎 2階 英語教室場所

IP電話 内線 285（大学）

rpb@tokyo-med.ac.jpE-mail

◇ e ラーニング・e ポートフォリオに関する質問・問い合わせ備考

山崎　由花（医学教育学分野）担当

日時

西新宿校舎自主自学館9階場所

IP電話 （03）-3342-6111（内線 2041）

yuka28@tokyo-med.ac.jpE-mail

質問等 Email で随時受け付けます備考

医療プロフェッショナリズムⅠ(科目№TM16041002)
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅠ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・青木 昭子・
(八王子・リウマチ性疾患治療センター)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・山崎 由
花・(医学教育学)、講師・瀬戸山 陽子・(医学部看護学科)、兼任教授・大滝 純司・(医学教育学)、村田 晶子（早稲田大学ジェン
ダー研究所）、小澤 竹俊(めぐみ在宅クリニック)、星野 慎二（NPOSHIP虹色キャビン）、荻野 令子、磯部 光章（榊原記念病
院院長）、外川浩子（NPOマイフェイス・マイスタイル）

医療プロフェッショナリズムⅠ

教科書

著） 出）

なし備）

参考書

白衣のポケットの中―医師のプロフェッショナリズムを考える

著） 医学書院、東京、2009宮崎　仁、尾藤　誠司、大生　
定義

出）

備）東京、2009

医療プロフェッショナリズムを測定する―効果的な医学教育をめざして

著） 慶應義塾大学出版会天野隆弘（監修）、David
Thomas Stern（原著）、B.T.
Slingsby（原著）、B.T. スリン
グスビー（翻訳）、渡辺賢治
（翻訳）、岡野 James 洋尚（翻
訳）、神山圭介（翻訳）、中島
理加（翻訳）

出）

備）東京、2011

死を前にした人にあなたは何ができますか？

著） 医学書院小澤竹俊 出）

備）東京、2017

話を聞かない医師　思いが言えない患者

著） 集英社磯部光章 出）

備）東京、2011

外来でのコミュニケ―ション技法

著） 日本医事新報社飯島克己 出）

備）1995

医師アタマ

著） 医学書院尾藤誠司 出）

備）東京、2007

誰も教えてくれなかった診断学.患者のことばから診断仮説をどう作るか

著） 医学書院野口善令、福原俊一 出）

備）東京、2008

症候から診断・治療へ　循環器診療のロジックと全人的アプローチ

著） MEDSi社磯部光章 出）

備）2017

顔ニモマケズ

著） 文響社水野敬也 出）

備）2017

  指定する教科書、参考書

医療プロフェッショナリズムⅠ(科目№TM16041002)
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅠ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・青木 昭子・
(八王子・リウマチ性疾患治療センター)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・山崎 由
花・(医学教育学)、講師・瀬戸山 陽子・(医学部看護学科)、兼任教授・大滝 純司・(医学教育学)、村田 晶子（早稲田大学ジェン
ダー研究所）、小澤 竹俊(めぐみ在宅クリニック)、星野 慎二（NPOSHIP虹色キャビン）、荻野 令子、磯部 光章（榊原記念病
院院長）、外川浩子（NPOマイフェイス・マイスタイル）

医療プロフェッショナリズムⅠ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
09月03日 火 1 プロフェッショナリズム

とは何か（総論）
プロフェッショナリズ
ム，医療倫理，コンプラ
イアンス

山科 章
講義  プロフェッショナリズム

とは何かを説明できる。

2

09月03日 火 2 情報化社会におけるプロ
フェッショナリズムとは
何かについて学ぶ

ICT, SNS, 剽窃、著作権，
個人情報保護 山科 章

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義  ICT時代のプロフェッ
ショナリズムについて知
り、適切な行動が取れ
る。

3

09月10日 火 1 「ジェンダー平等」につ
いて考えあう

ジェンダー平等、男女共
同参画社会基本法、アン
コンシャスネス・バイア
ス

村田 晶子（早稲
田大学ジェン
ダー研究所）

講義  基本的人権としてのジェ
ンダー平等について説明
できる

4
09月10日 火 2 死を前にした人にあなた

は何ができますか
在宅医療、エンドオブラ
イフケア、看取り、意志
決定支援

小澤 竹俊(めぐ
み在宅クリニッ

ク)

講義  プロフェッションとして
の医師というキャリアを
自覚することができる。

5
09月17日 火 1 映画を観て考える医師の

能力と役割
高齢者への医療と介護
医療過疎地域
医行為と医師免許

大滝 純司
講義  医師の資格と能力と役割

を理解する

6

09月17日 火 2 国際化とダイバーシティ
におけるプロフェッショ
ナリズム

グローバル化、人種、宗
教、言語、移民、難民、
内線

山崎 由花

講義  グローバル化をプロ
フェッショナリズムの視
点で説明することができ
る

7
09月24日 火 1 多様性ダイバーシティに

対応できる医療
性差別，性的マイノリ
ティー，共感，偏見，差
別

青木 昭子
講義  性差、性的マイノリ

ティーの存在を知り、共
感的態度がとれる。

8
09月24日 火 2 多様性ダイバーシティに

対応できる医療
性差別，性的マイノリ
ティー，共感，偏見，差
別

星野 慎二
（NPOSHIP虹
色キャビン）

講義  性差、性的マイノリ
ティーの存在を知り、共
感的態度がとれる。

9

10月01日 火 1 医師としての将来を考え
る

キャリア、働く上で大事
にしたいこと、価値観
カード、キャリアデザイ
ン、キャリアパスイメー
ジ

大久保 ゆかり
小田切 優子
荻野 令子

SGD  キャリアについて学び、
自分が働く上で大事にし
たい価値観を見つけるこ
とができる

10

10月01日 火 2 循環器疾患と病歴の取り
方、医療面接の極意

illnessとdiseaseの違い、
患者にとって病気が持つ
意味、直接質問と間接質
問、解釈モデル、共感的
対

磯部 光章（榊原
記念病院院長）

講義  患者に立脚した患者情報
取得と医療情報提供につ
いての方法論を学ぶ

11
10月08日 火 1 患者の語りから学ぶ DIPEx Japan，健康と病

の語り，告知，受容，終
末期医療

青木 昭子
講義  患者の経験を知り、共感

的態度がとれる。

12
10月08日 火 2 患者の語りから学ぶ DIPEx Japan，健康と病

の語り，告知，受容，終
末期医療

瀬戸山 陽子
講義  患者の経験を知り、共感

的態度がとれる。

13
10月15日 火 1 知っていますか？「見た

目問題」
見た目問題、自己肯定
感、差別、偏見

外川浩子（NPO
マイフェイス・
マイスタイル）

講義  「見た目」の重要性を知
り、共感的態度がとれ
る。

14
10月15日 火 2 医療プロフェッショナリ

ズムⅠまとめ
振り返り，eポートフォリ
オ

山科 章
ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義  プロフェッショナリズム
について振り返る。

医療プロフェッショナリズムⅠ(科目№TM16041002)
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2019年 度

行動科学・患者学Ⅰ （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 0.5

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、客員講師・石川 善樹・(公衆衛生学)、客員講師・種市 康太郎・(公衆衛生学)、兼任講師・荒
神 裕之・(公衆衛生学)

行動科学・患者学Ⅰ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

社会における自らの役割と行為の意味とを深く認識し，そこから人生と医療の意義につい
て自分なりに説明することができる。

Ⅱ-1 ① レベルB

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

基礎的な予防治療について知識を有する。Ⅶ-1 ② レベルC(1)

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

科目における学習到達目標に代える

科目における教育到達目標

行動科学は、医学のみならず、社会学や心理学等にも関する知識や技術
を統合した学際的な学問である。行動科学は、健康や疾病の理解だけで
なく、疾病の予防、健康増進、病因の解明、診断、治療、リハビリテー
ションにも役立てられている。本講義では、行動、認知、心理をキー
ワードとし行動科学の基礎的理論を習得する。また、保健医療の現場で
活用し患者への診療に活かすことができるよう、行動科学の応用につい
て学習することで、医療者として患者およびその家族の気持ちに寄り添
い適切な態度で臨むことができる。

別表のごとく各学習内容について講義を行うこととする。第１・２・３回は人の行動と心理について基礎を学ぶ。第４回は行動科学の予防医学への
応用について学ぶ。第５回は行動科学の臨床医学への応用について学ぶ。

  学習内容

復習

授業時に配布するハンドアウトを用いて学習内容を復習すること

予習

別表キーワードから自主的学習を行うことを望む

  授業時間外の学習

  ICT活用

特に予定していない。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価点最終評価点

筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義終了
後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等以上
とする。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

全 5 回授業の内容すべて再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

70％（授業中に実施する）

小テスト

30％

出席点

出席率が2/3以上の者が最終評価の対象と
なる。また授業態度の悪い者は総合点よ
り減点する。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

行動科学・患者学Ⅰ(科目№TM16042002)
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2019年 度

行動科学・患者学Ⅰ （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 0.5

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、客員講師・石川 善樹・(公衆衛生学)、客員講師・種市 康太郎・(公衆衛生学)、兼任講師・荒
神 裕之・(公衆衛生学)

行動科学・患者学Ⅰ

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）授業に集中すること
２）入退室管理を行うので遅刻および途中退室をしないこと

  オフィスアワー

井上　　茂担当

日時

場所

IP電話

prev-med@tokyo-med.ac.jpE-mail

授業内容の質問があれば、公衆衛生学分野（第一校舎 3 階）（連絡先内線 237）井上教授あるいは小
田切講師を訪ねること。木曜９時より 17 時まで。

備考

小田切優子担当

日時

場所

IP電話

prev-med@tokyo-med.ac.jpE-mail

授業内容の質問があれば、公衆衛生学分野（第一校舎 3 階）（連絡先内線 237）井上教授あるいは小
田切講師を訪ねること。木曜９時より 17 時まで。

備考

種市康太郎担当

日時

場所

IP電話

prev-med@tokyo-med.ac.jpE-mail

授業内容の質問があれば、公衆衛生学分野（第一校舎 3 階）（連絡先内線 237）井上教授あるいは小
田切講師を訪ねること。木曜９時より 17 時まで。

備考

石川　善樹担当

日時

場所

IP電話

prev-med@tokyo-med.ac.jpE-mail

授業内容の質問があれば、公衆衛生学分野（第一校舎 3 階）（連絡先内線 237）井上教授あるいは小
田切講師を訪ねること。木曜９時より 17 時まで。

備考

荒神　裕之担当

日時

場所

IP電話

prev-med@tokyo-med.ac.jpE-mail

授業内容の質問があれば、公衆衛生学分野（第一校舎 3 階）（連絡先内線 237）井上教授あるいは小
田切講師を訪ねること。木曜９時より 17 時まで。

備考

教科書 参考書

行動科学―健康づくりのための理論と応用（改訂第二版）

著） 南江堂出）

備）

  指定する教科書、参考書

行動科学・患者学Ⅰ(科目№TM16042002)
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2019年 度

行動科学・患者学Ⅰ （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 0.5

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、客員講師・石川 善樹・(公衆衛生学)、客員講師・種市 康太郎・(公衆衛生学)、兼任講師・荒
神 裕之・(公衆衛生学)

行動科学・患者学Ⅰ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

06月17日 月 2 人の行動と心理（１） 1．行動と認知
2．レスポンデント条件付
け
3．オペラント条件付け
4．社会的学習

井上 茂
種市 康太郎

講義  ・人の行動と関連するこ
ころの働きについて説明
できる。
 ・学習行動や条件付けの
仕組みについて理解でき
る。

2

06月24日 月 1 人の行動と心理（２） 1．動機付け
2．適応（防衛）機制
3．ストレス
4．認知的評価

種市 康太郎

講義  ・動機付けと適応の働き
について説明できる。
 ・主なストレス理論やモ
デルについて概説でき
る。

3

06月24日 月 2 人の行動と心理（３） 1.発達
2.パーソナリティ
3.知能
4.対人コミュニケーショ
ン

種市 康太郎

講義  ・パーソナリティ、知能
などの発達と個人差につ
いて説明できる。
 ・対人関係と対人コミュ
ニケーションに関わる心
理的要因を概説できる。

4

07月01日 月 1 ヘルスコミュニケーショ
ン・行動変容

1.行動変容
2.習慣化
3.ヘルスコミュニケー
ション
4.ソーシャルマーケティ
ング

石川 善樹

講義  ・医学・健康情報を一般
市民に対してどのように
伝達すれば健康行動の変
容が起こるのか説明でき
る。

5

07月01日 月 2 行動医学とコンフリクト
・マネジメント

１．認知的齟齬（コンフ
リクト）
２．対話とケア
３．紛争構造分析
４．トランスセオレティ
カルモデル
５．患者参加（エンゲー
ジメント）
６．価値共創（コ・クリ
エーション）

荒神 裕之

講義  ・コンフリクト・マネジ
メントの概念を理解し、
診療における活用につい
て概説できる。

行動科学・患者学Ⅰ(科目№TM16042002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 33 -

 / 26)PAGE (1

2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルB(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルB(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルB(3)

社会における自らの役割と行為の意味とを深く認識し，そこから人生と医療の意義につい
て自分なりに説明することができる。

Ⅱ-1 ① レベルB

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

個人情報保護とプライバシーの尊重を理解し、行動できる。Ⅳ-1 ① レベルB

社会内規範を知り、概ね遵守できる。Ⅳ-1 ④ レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

基礎となる科学的方法論に配慮し、「実習実験」を実施できる。Ⅸ-1 ① レベルB

医学研究における倫理規範に配慮して「実習実験」を行える。Ⅸ-1 ② レベルB

現状を把握し、問題提起できる。Ⅸ-1 ③ レベルB

指導・監督のもとで研究計画に基づいて「実習実験」を施行できる。Ⅸ-1 ④ レベルB

「実習実験」で得られた結果の意義を議論し、実験の問題点や付随する研究テーマを抽出
できる。

Ⅸ-1 ⑤ レベルB

解剖学(1)(科目№TM16060002)
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

  学習目標

科目における教育到達目標

人体構造を局所解剖学（Regional Anatomy）と局所発生学（Regional Embryology）を軸に学習する。
人体のそれぞれの構造と互いの構造の位置関係を把握し、それらが機能的にあるいは発生学的にどのように関連しているかについて考える。そのた
めに実際の人体の詳細な３次元的観察を行う。各個体の解剖（触れる、観る、聴く）をとおして「観察眼の養成」を行い、人体構造の普遍性（一般
性）と個性（多様性）を認識する。また、たったひとつの細胞（受精卵）から複雑な人体構造へと発展する過程（人体発生の最終地点である成体構
造）を念頭に入れながら解剖を進めることによって「生命の神秘・驚異」に触れる。なお、解剖体には常に「感謝と尊敬の気持ち」をもって接し、
献体の意義を十分に理解するとともに、「人命の尊厳と死」について深く考える。

科目におけるコンピテンシー

１．各臓器の配置と位置関係
１）各器官の位置関係を方向用語（上下、前後、内・外側、浅深、頭・尾側、背・腹側）で説明できる。
２）局所における諸構造の位置関係を説明できる。
２．運動器（筋骨格）系
１）骨・軟骨・関節・靭帯の構造を説明できる。
２）頭部・顔面の骨の構成を説明できる。
３）四肢の骨・関節を列挙し、主な骨の配置を図示できる。
４）椎骨の構造と脊柱の構成を説明できる。
５）四肢の主要筋群の運動と神経支配を説明できる。
６）骨盤の構成と性差を説明できる。
７）骨の成長と骨形成・吸収の機序を説明できる。
８）姿勢と体幹の運動にかかわる筋群を概説できる。
９）抗重力筋を説明できる。
３．循環器系
１）心臓の構造と分布する血管・神経を説明できる。
２）体循環、肺循環と胎児循環を説明できる。
３）大動脈の枝を図示し、分布域を概説できる。
４）頭頸部と四肢の主な動脈を図示し、分布域を概説できる。
５）主な静脈を図示し、門脈系と大静脈系の吻合部を説明できる。
６）胸管を経由するリンパの流れを概説できる。
４．末梢神経系
１）末梢神経系の構成を概説できる。
２）脳神経の名称、走行 ･ 分布を概説できる。
３）脊髄神経と神経叢 ( 頸腕神経叢、腰仙神経叢）の構成および主な骨格筋支配と皮膚分布を概説できる。
４）視覚、聴覚 ･ 平衡覚、嗅覚、味覚の末梢の伝導路を概説できる。
５）交感神経系と副交感神経系の末梢分布を概説できる。
５．呼吸器系
１）気道の構造、肺葉・肺区域と肺門の構造を説明できる。
２）肺循環の特徴を説明できる。
３）縦隔と胸膜腔の構造を説明できる。
４）呼吸筋と呼吸運動の機序を説明できる。
６．消化器系
１）各消化器官の位置、形態と血管分布を図示できる。
２）腹膜と臓器の関係を説明できる。
３）食道 ･ 胃・小腸・大腸の基本構造と部位による違いを説明できる。
４）肝の構造を説明できる。
５）膵外分泌系の構造を説明できる。
７．腎 ･ 尿路系　
１）腎 ･ 尿路系の位置 ･ 形態と血管分布 ･ 神経支配を説明できる。
８．生殖機能
１）生殖腺の発生と性分化の過程を説明できる。
２）男性生殖器の発育の過程を説明できる。
３）男性生殖器の形態を説明できる。
４）女性生殖器の発育の過程を説明できる。
５）女性生殖器の形態を説明できる。
９．妊娠と分娩
１）妊娠 ･ 分娩 ･ 産褥での母体の解剖学的変化を説明できる。
２）胎児 ･ 胎盤系の発達過程での形態的変化を説明できる。
10．乳房
１）乳房の構造を説明できる。
２）成長発達に伴う乳房の変化を説明できる。
11．内分泌 ･ 栄養 ･ 代謝系
１）各内分泌器官の位置を図示し、そこから分泌されるホルモンを列挙できる。
12．眼 ･ 視覚系
１）眼球と付属器の構造を説明できる。
13．耳鼻 ･ 咽喉 ･ 口腔系
１）外耳 ･ 中耳 ･ 内耳の構造を図示できる。
２）口腔 ･ 鼻腔 ･ 咽頭 ･ 喉頭の構造を図示できる。
14.個体の発生(肉眼解剖学の立場から)
１）配偶子の形成から出生にいたる一連の経過と胚形成の全体像を説明できる。
２）体節の形成と性分化を説明できる。

解剖学(1)(科目№TM16060002)
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

３）体幹と四肢の骨格と筋の形成過程を概説できる。
４）消化・呼吸器系各器官の形成過程を概説できる。
５）心血管系の形成過程を説明できる。
６）胚内体腔の形成過程を説明できる。
７）鰓弓・鰓嚢の分化と顔面・口腔の形成過程を概説できる。
15.解剖学実習
１）諸構造の機能的な連関を念頭に置きながら剖出・観察を行うことができる。
２）不明な点については、実習室に持ち込んだテキストを用いて、できるだけ自分たちの力で問題解決することができる。
３）本分野が作成した予定表にあわせて実習を進めることができる。
４）解剖器具を正しく使うことができる。
５）班員同士で協力して作業ができる。
６）自主自学の精神を持って各班のテーマについて剖出と観察を試みることができる。
７）病変、手術痕、破格について、なぜそのような状態になったのかを推察できる。
８）解剖体、実習室、共同実習器具を良好かつ清潔な状態に保つことができる。
９）実習終了時には献体されたご本人およびご遺族に対する感謝分を記し、解剖学を正しく納棺・献花することができる。
１０）本学の献体組織の会である「東寿会」の総会に参加し、会員の方々と親睦を深めることができる。
１１）「ご遺骨返還式」に参加して、献体されたご本人およびご遺族に対して感謝の意を捧げることができる。

１．実習と並行して「解剖学実習総論」の講義をする。
２．「解剖実習の手びき（南山堂）」をコアとした実習講義には Power Point を使用する。
３．各自で実習室に「解剖実習の手びき（南山堂）」、「解剖学カラーアトラス（医学書院）」を持ち込み、自分たちの問題解決に利用する。
４．実習では４～５人で一班を編成し、人体解剖を行う。
５．実習では、毎回教員より予定表にあるスケジュールの修了のチェックを各班が受ける。

  学習内容

復習

前述のように、効率的・効果的な学修には復習が重要となる。「解剖実
習の手びき（南山堂）」および「解剖学カラーアトラス（医学書院）」
を活用し、毎回の実習内容の整理・把握に努めること。

予習

実習には、「解剖実習の手びき（南山堂）」を十分に精読するととも
に、「解剖学カラーアトラス（医学書院）」を確認し、実習内容を把握
して臨むこと。また、毎回の実習は連続しており、これまでの実習内容
を十分に復習し習熟しておくことが、次回の実習の予習ともなることを
銘記すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

教科書、参考書と合わせて、エルゼビア課題（人体構造学e自主自学ツール）を活用し、予習復習に努めること。

解剖学(1)(科目№TM16060002)
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

147点を合格点とする。合格点

記念館試験＋実習室試験（245点満
点）

最終評価点

記述式筆記試験の形式

再試験は、前期末（すべての講義・実
習終了後）に1回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が147点未満の者再試験・対象者

解剖学（1）全範囲（1学年次の内容を
含む）

再試験・範囲

筆記試験＋実習室試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

記念館試験 （125点満点）
エルゼビア課題 （課題の得点は本試験の
点数に加算する。ただし課題には毎回受
講期限がある。また、得点は再試験には
加算しない。）

前期試験

なし

後期試験

なし

小テスト

なし

その他の筆記テスト

なし

レポート

なし

ＰＢＬ

なし

出席点

特別講義（参加点あり）がある。

その他

なし

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

出席点

①実習は全回参加する。

態度

②ご献体への畏敬と感謝の念をもつ。
※無断あるいは不条理な欠席、遅刻、早
退および不適切な行動は、ご献体への畏
敬と感謝の念がないものと判断し、それ
以降の解剖実習室への入室を禁ずる（あ
るいは総合点に－45点を課す）。

口答試験

③毎回教員による実習チェックを受け
る。

注意事項

上記①②③を満たした者に前期試験の受
験資格を与える。

実習試験

実習室試験 （120点満点）

レポート

適宜行うことがある。

注意事項

記念館試験と実習室試験は同日に行う。

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）携帯電話、スマートフォン、カメラなど、大学外のネットワーク（インターネットなど）に接続可能な器材および撮影が可能な器材の解剖実習
室への持ち込みは禁止する。
２）実習の無断あるいは不条理な欠席、遅刻、早退および不適切な行動は、ご献体への畏敬と感謝の念がないものと判断し、それ以降の解剖実習室
への入室を禁ずる。
３）エルゼビア課題にて用いられている図などは著作権法に則って適切に使用すること。課題内容および図の複製（印刷およびスクリーンショット
など）は禁止する。
４）講義・実習とは別に、
     ■ 2019 年 5 月 18 日（土）　東寿会総会
     ■ 2019 年 9 月 13 日（金）　ご遺骨返還式
     に参加すること。

  オフィスアワー

伊藤 正裕、宮宗 秀伸、李 忠連、河田 晋一、永堀 健太、表原 拓也担当

基本的にはいつでも来室可能。日時

第一校舎２階　人体構造学分野場所

IP電話 東京医科大学 03-3351-6141、人体構造学分野（内線：231）

anatomy@tokyo-med.ac.jpE-mail

事前に時間を調整してから来室すること。備考

解剖学(1)(科目№TM16060002)
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

教科書

解剖実習の手びき　改定11版

寺田春水、藤田恒夫 南山堂著） 出）

このテキストなしには実習が進められない。自宅用と汚れても構わない
実習室用との２冊の購入を勧める。定期試験問題の本文と図表はこのテ
キストから出す。

備）

解剖学カラーアトラス　第8版

横地千仭 医学書院著） 出）

解剖実習の手引きと併用して実習を進めることができる（実際の解剖体
の写真を使用）。自宅用と汚れても構わない実習室用との２冊の購入を
勧める。

備）

ラングマン人体発生学　第11版

安田峯生 メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル

著） 出）

人体解剖実習とは人体発生の最終段階の観察であり、実習を通して多く
の発生学的側面を勉強できる。本書は改訂を重ねるごとにわかりやすく
なってきている。

備）

骨学実習の手びき

寺田春水、藤田恒夫 南山堂著） 出）

骨学実習の基本書である。備）

参考書

  指定する教科書、参考書

解剖学(1)(科目№TM16060002)
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1 04月03日 水 2 解剖学実習総論① 人体の構造① 伊藤 正裕講義

2

04月03日 水 3 ガイダンス
御遺体出し
器具（メス，ピンセットなど）
の使い方

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
島田 和幸

実習

3

04月03日 水 4 A
●胸部の皮下（1/2）
・胸部の皮膚の展開
・乳輪，乳頭，乳腺（温存）
・肋間神経の皮枝（外側皮枝，
前皮枝）
・胸腹壁静脈

B
●腹部の皮下（1/2）
・腹部の皮膚の展開
・臍と臍周辺の皮静脈と皮神経
・肋間神経の皮枝（外側皮枝，前皮
枝）
・浅腹壁静脈，浅腸骨回旋静脈

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
島田 和幸

実習

4

04月04日 木 3 A
●胸部の皮下（2/2）
・胸部の皮膚の展開
・乳輪，乳頭，乳腺（温存）
・肋間神経の皮枝（外側皮枝，
前皮枝）の分布
・胸腹壁静脈の走行
・大胸筋，前鋸筋の起始
・外肋間筋

B
●腹部の皮下（2/2）
・腹部の皮膚の展開
・臍と臍周辺の皮静脈と皮神経の分
布
・肋間神経の皮枝（外側皮枝，前皮
枝）の分布
・浅腹壁静脈の走行
・外腹斜筋の起始・停止
・腹直筋鞘

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

5

04月04日 木 4 A
●胸部の皮下（2/2）
・胸部の皮膚の展開
・乳輪，乳頭，乳腺（温存）
・肋間神経の皮枝（外側皮枝，
前皮枝）の分布
・胸腹壁静脈の走行
・大胸筋，前鋸筋の起始
・外肋間筋

B
●腹部の皮下（2/2）
・腹部の皮膚の展開
・臍と臍周辺の皮静脈と皮神経の分
布
・肋間神経の皮枝（外側皮枝，前皮
枝）の分布
・浅腹壁静脈の走行
・外腹斜筋の起始・停止
・腹直筋鞘

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

6

04月05日 金 3 A
●上肢の皮下（前面）
・上肢の皮膚の展開
・上肢の皮神経の分布
・橈側皮静脈，肘正中皮静脈の
走行
●頸部の皮下
・頸部の皮膚の展開
・広頸筋
・鎖骨上神経の分布

B
●下肢の皮下（前面）
・下肢の皮膚の展開
・下肢の皮神経の分布
・大伏在静脈，伏在裂孔
・伏在神経
・腸脛靭帯

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

7

04月05日 金 4 A
●上肢の皮下（前面）
・上肢の皮膚の展開
・上肢の皮神経の分布
・橈側皮静脈，肘正中皮静脈の
走行
●頸部の皮下
・頸部の皮膚の展開
・広頸筋
・鎖骨上神経の分布

B
●下肢の皮下（前面）
・下肢の皮膚の展開
・下肢の皮神経の分布
・大伏在静脈，伏在裂孔
・伏在神経
・腸脛靭帯

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

8 04月10日 水 2 解剖学実習総論② 人体の構造② 伊藤 正裕講義

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

9

04月10日 水 3 A
●背部の皮下（1/2）
・背部，頭頸部背面の皮膚の展
開
・腰神経後枝の皮枝（内側皮
枝，外側皮枝）の分布
・僧帽筋，広背筋の起始・停止
とその支配神経
・聴診三角

B
●腰部と殿部の皮下
・背部，殿部の皮膚の展開
・腰背腱膜と殿筋膜
・腰神経後枝の皮枝（内側皮枝，外
側皮枝）の分布
・腰三角
・上・中・下殿皮神経の分布
・大殿筋・中殿筋・大腿筋膜張筋，
腸脛靭帯

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
島田 和幸

実習

10

04月10日 水 4 A
●背部の皮下（1/2）
・背部，頭頸部背面の皮膚の展
開
・腰神経後枝の皮枝（内側皮
枝，外側皮枝）の分布
・僧帽筋，広背筋の起始・停止
とその支配神経
・聴診三角

B
●腰部と殿部の皮下
・背部，殿部の皮膚の展開
・腰背腱膜と殿筋膜
・腰神経後枝の皮枝（内側皮枝，外
側皮枝）の分布
・腰三角
・上・中・下殿皮神経の分布
・大殿筋・中殿筋・大腿筋膜張筋，
腸脛靭帯

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
島田 和幸

実習

11

04月11日 木 3 A
●背部の皮下（2/2）
・背部，頭頸部背面の皮膚の展
開
・腰神経後枝の皮枝（内側皮
枝，外側皮枝）の分布
・僧帽筋，広背筋，胸鎖乳突筋
の起始・停止とその支配神経
・聴診三角
●後頭・後頸部の皮下
・後頭動脈・静脈の走行
・大・小後頭神経の分布
●上肢の皮下（後面）
・上肢背面の皮膚の展開
・橈側皮静脈，尺側皮静脈の走
行
・上肢の皮神経の分布
・三角筋，上腕三頭筋の起始・
停止

B
●下肢の皮下（後面）
・大腿・下腿の皮膚の展開
・上・中・下殿皮神経の分布
・小伏在静脈の走行
●殿部（1/3）
・大殿筋（起始を剥離）
　　上殿・下殿動静脈，神経の分布
　　中殿筋，梨状筋
　　梨状筋上孔，梨状筋下孔
　　仙結節靭帯
　　坐骨神経，後大腿皮神経の走行

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

12

04月11日 木 4 A
●背部の皮下（2/2）
・背部，頭頸部背面の皮膚の展
開
・腰神経後枝の皮枝（内側皮
枝，外側皮枝）の分布
・僧帽筋，広背筋，胸鎖乳突筋
の起始・停止とその支配神経
・聴診三角
●後頭・後頸部の皮下
・後頭動脈・静脈の走行
・大・小後頭神経の分布
●上肢の皮下（後面）
・上肢背面の皮膚の展開
・橈側皮静脈，尺側皮静脈の走
行
・上肢の皮神経の分布
・三角筋，上腕三頭筋の起始・
停止

B
●下肢の皮下（後面）
・大腿・下腿の皮膚の展開
・上・中・下殿皮神経の分布
・小伏在静脈の走行
●殿部（1/3）
・大殿筋（起始を剥離）
　　上殿・下殿動静脈，神経の分布
　　中殿筋，梨状筋
　　梨状筋上孔，梨状筋下孔
　　仙結節靭帯
　　坐骨神経，後大腿皮神経の走行

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 40 -

 / 26)PAGE (8

2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

04月12日 金 3 A
●後頭・後頸部・背部の筋
（1/2）
・僧帽筋（起始で切）とその支
配神経
・広背筋（起始腱と筋腹の境界
で切）とその支配神経
　　前鋸筋とその支配神経
　　大・小菱形筋，肩甲挙筋の
起
　始・停止
・頭板状筋の起始・停止
・頭板状筋（停止を剥離）
　　頭半棘筋，頭最長筋の起始
・
　停止
　　大後頭神経の走行

B
●殿部（2/3）
・大殿筋に入る動静脈・神経（切）
　　梨状筋の起始・停止
　　梨状筋上孔・梨状筋下孔
　　中殿筋の起始・停止とその支配
　神経
　　上殿動脈・神経の分布
　　上・下双子筋，内閉鎖筋，大腿
　方形筋の起始・停止
　　坐骨神経・後大腿皮神経・下殿
　皮神経の走行
　　仙結節靭帯・仙棘靭帯
　　陰部神経の走行

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

14

04月12日 金 4 A
●後頭・後頸部・背部の筋
（1/2）
・僧帽筋（起始で切）とその支
配神経
・広背筋（起始腱と筋腹の境界
で切）とその支配神経
　　前鋸筋とその支配神経
　　大・小菱形筋，肩甲挙筋の
起
　始・停止
・頭板状筋の起始・停止
・頭板状筋（停止を剥離）
　　頭半棘筋，頭最長筋の起始
・
　停止
　　大後頭神経の走行

B
●殿部（2/3）
・大殿筋に入る動静脈・神経（切）
　　梨状筋の起始・停止
　　梨状筋上孔・梨状筋下孔
　　中殿筋の起始・停止とその支配
　神経
　　上殿動脈・神経の分布
　　上・下双子筋，内閉鎖筋，大腿
　方形筋の起始・停止
　　坐骨神経・後大腿皮神経・下殿
　皮神経の走行
　　仙結節靭帯・仙棘靭帯
　　陰部神経の走行

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

15 04月17日 水 2 解剖学実習総論③ 人体の構造③ 伊藤 正裕講義

16

04月17日 水 3 A
●後頭・後頸部・背部の筋
（2/2）
・大・小菱形筋（起始で切）
　　上・下後鋸筋の起始・停止
・三角筋（肩甲棘から剥離）と
その支配神経
・大円筋・小円筋，棘上筋・棘
下筋の起始・停止
●後頭部，項部
・頭・頸板状筋（確認）
・頭半棘筋（停止から剥離），
頸半棘筋の起始・停止
・頭最長筋（停止から剥離）
●後頭部，後頸部
・大後頭神経，第3後頭神経
・後頭下筋と後頭下三角，後頭
下神経
・椎骨動脈の走行

B
●殿部（3/3）
・中殿筋（起始から剥離）
　　小殿筋の起始・停止とその支配
　神経
・梨状筋の起始・停止
・坐骨神経，後大腿皮神経，下殿皮
神経の走行
・上・下双子筋，内閉鎖筋，大腿方
形筋の起始・停止
●大腿後面の筋
・半腱様筋，半膜様筋，大腿二頭筋
の起始・停止とその支配神経
・大内転筋の起始・停止とその支配
神経
・膝窩動静脈，坐骨神経
●固有背筋と脊髄神経後枝(1/2)
・固有背筋外側群：腸肋筋，最長筋
・脊髄神経後枝の外側枝
・固有背筋内側群：半棘筋と棘筋，
多裂筋と回旋筋
・脊髄神経後枝の内側枝

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

17

04月17日 水 4 A
●後頭・後頸部・背部の筋
（2/2）
・大・小菱形筋（起始で切）
　　上・下後鋸筋の起始・停止
・三角筋（肩甲棘から剥離）と
その支配神経
・大円筋・小円筋，棘上筋・棘
下筋の起始・停止
●後頭部，項部
・頭・頸板状筋（確認）
・頭半棘筋（停止から剥離），
頸半棘筋の起始・停止
・頭最長筋（停止から剥離）
●後頭部，後頸部
・大後頭神経，第3後頭神経
・後頭下筋と後頭下三角，後頭
下神経
・椎骨動脈の走行

B
●殿部（3/3）
・中殿筋（起始から剥離）
　　小殿筋の起始・停止とその支配
　神経
・梨状筋の起始・停止
・坐骨神経，後大腿皮神経，下殿皮
神経の走行
・上・下双子筋，内閉鎖筋，大腿方
形筋の起始・停止
●大腿後面の筋
・半腱様筋，半膜様筋，大腿二頭筋
の起始・停止とその支配神経
・大内転筋の起始・停止とその支配
神経
・膝窩動静脈，坐骨神経
●固有背筋と脊髄神経後枝(1/2)
・固有背筋外側群：腸肋筋，最長筋
・脊髄神経後枝の外側枝
・固有背筋内側群：半棘筋と棘筋，
多裂筋と回旋筋
・脊髄神経後枝の内側枝

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

18

04月18日 木 3 A
●頸部（1/5）
・外頸静脈・前頸静脈の走行
・広頸筋（下顎骨まで翻転）
・胸鎖乳突筋の起始
・副神経，僧帽筋枝
・頸神経叢の皮枝（4種）の分布

B
●鼠径部，大腿三角　
・浅鼠径輪と鼠径靱帯
・腸骨下腹神経，腸骨鼠径神経，陰
部大腿神経
・大腿三角
・長内転筋，恥骨筋，縫工筋の起始
とその支配神経
・大腿神経の分布（皮枝・筋枝）

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
佐藤 巌

実習

19

04月18日 木 4 A
●頸部（1/5）
・外頸静脈・前頸静脈の走行
・広頸筋（下顎骨まで翻転）
・胸鎖乳突筋の起始
・副神経，僧帽筋枝
・頸神経叢の皮枝（4種）の分布

B
●鼠径部，大腿三角　
・浅鼠径輪と鼠径靱帯
・腸骨下腹神経，腸骨鼠径神経，陰
部大腿神経
・大腿三角
・長内転筋，恥骨筋，縫工筋の起始
とその支配神経
・大腿神経の分布（皮枝・筋枝）

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
佐藤 巌

実習

20

04月19日 金 3 A
●顔面・頸部（2/5）
・顔面の皮膚の展開
・皮下筋：表情筋
・咀嚼筋
・顔面神経の枝（5枝）の分布
・耳下腺（輪郭を完全に剖
出），耳下腺管
・耳介側頭神経　浅側頭動静脈
の走行
・顔面動静脈の走行
・胸鎖乳突筋の起始・停止とそ
の支配神経
・外頸静脈・前頸静脈の走行

B
●内転筋群
・内転筋群の起始・停止とその支配
神経
●大腿伸筋
・大腿動静脈，大腿神経の筋枝の分
布
・内転筋管と伏在神経
・大腿四頭筋の起始・停止とその支
配神経
・大腿筋膜張筋と腸脛靭帯

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

21

04月19日 金 4 A
●顔面・頸部（2/5）
・顔面の皮膚の展開
・皮下筋：表情筋
・咀嚼筋
・顔面神経の枝（5枝）の分布
・耳下腺（輪郭を完全に剖
出），耳下腺管
・耳介側頭神経　浅側頭動静脈
の走行
・顔面動静脈の走行
・胸鎖乳突筋の起始・停止とそ
の支配神経
・外頸静脈・前頸静脈の走行

B
●内転筋群
・内転筋群の起始・停止とその支配
神経
●大腿伸筋
・大腿動静脈，大腿神経の筋枝の分
布
・内転筋管と伏在神経
・大腿四頭筋の起始・停止とその支
配神経
・大腿筋膜張筋と腸脛靭帯

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

22 04月24日 水 2 解剖学実習総論④ 人体の構造④ 伊藤 正裕講義

23

04月24日 水 3 A
●顔面・頸部（3/5）
・大耳介神経，小後頭神経，頸
横神経（切らずに胸鎖乳突筋か
ら剥離）
・耳下腺（完全に除去、耳下腺
管は残す）
・咬筋の起始・停止
・顔面神経の本幹
・顎下腺，茎突舌骨筋，顎二腹
筋の起始・停止とその支配神経
・胸鎖乳突筋（起始で切，皮神
経の下をくぐらせて乳様突起ま
で翻転）
・副神経の分布
・頸動脈鞘（温存）
・鎖骨下筋とその支配神経
・舌骨下筋群の起始・停止とそ
の支配神経

B
●腹直筋，側腹筋
・腹直筋鞘(観音開きにする）
　　腹直筋
・外腹斜筋，内腹斜筋，腹横筋（手
びきに従って切）
　　鼠径管（浅鼠径輪，深鼠径輪）
　　精索または子宮円索
　　腸骨下腹神経，腸骨鼠径神経
・腹直筋（臍の高さで切）
　　上・下腹壁動静脈の走行
　　腹直筋鞘（臍周囲を残して臍の
　高さで上下に翻転）
・壁側腹膜
・正中・内側・外側臍ヒダ

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

24

04月24日 水 4 A
●顔面・頸部（3/5）
・大耳介神経，小後頭神経，頸
横神経（切らずに胸鎖乳突筋か
ら剥離）
・耳下腺（完全に除去、耳下腺
管は残す）
・咬筋の起始・停止
・顔面神経の本幹
・顎下腺，茎突舌骨筋，顎二腹
筋の起始・停止とその支配神経
・胸鎖乳突筋（起始で切，皮神
経の下をくぐらせて乳様突起ま
で翻転）
・副神経の分布
・頸動脈鞘（温存）
・鎖骨下筋とその支配神経
・舌骨下筋群の起始・停止とそ
の支配神経

B
●腹直筋，側腹筋
・腹直筋鞘(観音開きにする）
　　腹直筋
・外腹斜筋，内腹斜筋，腹横筋（手
びきに従って切）
　　鼠径管（浅鼠径輪，深鼠径輪）
　　精索または子宮円索
　　腸骨下腹神経，腸骨鼠径神経
・腹直筋（臍の高さで切）
　　上・下腹壁動静脈の走行
　　腹直筋鞘（臍周囲を残して臍の
　高さで上下に翻転）
・壁側腹膜
・正中・内側・外側臍ヒダ

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

25

04月25日 木 3 A
●顔面・頸部 (3/5：確認)
・胸鎖乳突筋（乳様突起まで翻
転）
・頸神経叢の皮枝（4種）
・副神経の分布
●頸部（4/5）
・頸動脈鞘の開放
・頸神経叢，頸神経ワナ，舌下
神経
・内頸静脈，迷走神経，総頸動
脈
・横隔神経
・肩甲舌骨筋とその支配枝（温
存）
・胸骨舌骨筋（起始で切）と支
配枝（温存）
・甲状舌骨筋，胸骨甲状筋と支
配枝（温存）
●大胸筋，小胸筋，前鋸筋
・大胸筋，小胸筋（起始から剥
離）
　　支配神経
　　前鋸筋の起始
　　（乳腺は大胸筋に付けた状
態
　で温存）

B
●開腹（腹壁と腹腔）
・正中・内側・外側臍ヒダ（確認）
・壁側腹膜（手びきに従って切）
・開腹（皮神経・肝円索は温存）
　　正中臍索，内側臍索
・精索または子宮円索
・下腹壁動脈・静脈
＊肝円索を切らないこと！！
●腹部内臓の原位置
・大網
・胃
・小腸（十二指腸，空腸と回腸）
・大腸（盲腸，虫垂，結腸）
・肝臓，胆嚢
・肝鎌状間膜，肝円索，肝冠状間膜
・小網，網囊
・網嚢孔
・脾臓
・腹膜・腸間膜・腹膜後器官

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
佐藤 巌

実習

26

04月25日 木 4 A
●顔面・頸部 (3/5：確認)
・胸鎖乳突筋（乳様突起まで翻
転）
・頸神経叢の皮枝（4種）
・副神経の分布
●頸部（4/5）
・頸動脈鞘の開放
・頸神経叢，頸神経ワナ，舌下
神経
・内頸静脈，迷走神経，総頸動
脈
・横隔神経
・肩甲舌骨筋とその支配枝（温
存）
・胸骨舌骨筋（起始で切）と支
配枝（温存）
・甲状舌骨筋，胸骨甲状筋と支
配枝（温存）
●大胸筋，小胸筋，前鋸筋
・大胸筋，小胸筋（起始から剥
離）
　　支配神経
　　前鋸筋の起始
　　（乳腺は大胸筋に付けた状
態
　で温存）

B
●開腹（腹壁と腹腔）
・正中・内側・外側臍ヒダ（確認）
・壁側腹膜（手びきに従って切）
・開腹（皮神経・肝円索は温存）
　　正中臍索，内側臍索
・精索または子宮円索
・下腹壁動脈・静脈
＊肝円索を切らないこと！！
●腹部内臓の原位置
・大網
・胃
・小腸（十二指腸，空腸と回腸）
・大腸（盲腸，虫垂，結腸）
・肝臓，胆嚢
・肝鎌状間膜，肝円索，肝冠状間膜
・小網，網囊
・網嚢孔
・脾臓
・腹膜・腸間膜・腹膜後器官

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
佐藤 巌

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

27

04月26日 金 3 A
●鎖骨（取り外し）
・三角筋（鎖骨から剥離）
・胸鎖関節と肩鎖関節
・鎖骨下筋（温存）
●開胸（胸壁と胸腔）
・胸骨甲状筋（起始で切）
・第1肋骨，第2肋骨（斜角筋の
停止より腹側で切）
・第3～10肋骨（できるだけ背側
で切）
・内胸動静脈（切），上腹壁動
脈（切）
・横隔膜（肋骨弓・胸骨から剥
離）
・開胸
　　胸腺とその栄養血管，内胸
動
　脈
　　壁側胸膜（温存）と心膜
（温
　存）
　　横隔神経と横隔膜
●脳出し・頭蓋内面
・脳出し
・頭蓋内面
・脳神経

B
●腹部内臓の血管系と神経系
（1/4）
・腸間膜，S状間膜（片側だけ剥
ぐ）
　　下腸間膜動脈（起始部を確認）
　　下腸間膜静脈の枝（下直腸動脈
　など）
　　下腸間膜静脈
　　腎臓の被膜：ジェロタ筋膜（腎
　筋膜），脂肪被膜
●十二指腸，膵臓，脾臓
・網嚢の展開（横行結腸側のみを切
開）
・十二指腸，トライツ靭帯
・膵臓
・脾臓
●腹部内臓の血管系と神経系
（2/4）
・門脈系・総胆管・胆嚢管（壊さな
いこと）
・腹腔動脈・上腸間膜動脈の起始部
・腹腔動脈とその枝（3枝）
・腹腔・上腸間膜動脈神経節

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

28

04月26日 金 4 A
●鎖骨（取り外し）
・三角筋（鎖骨から剥離）
・胸鎖関節と肩鎖関節
・鎖骨下筋（温存）
●開胸（胸壁と胸腔）
・胸骨甲状筋（起始で切）
・第1肋骨，第2肋骨（斜角筋の
停止より腹側で切）
・第3～10肋骨（できるだけ背側
で切）
・内胸動静脈（切），上腹壁動
脈（切）
・横隔膜（肋骨弓・胸骨から剥
離）
・開胸
　　胸腺とその栄養血管，内胸
動
　脈
　　壁側胸膜（温存）と心膜
（温
　存）
　　横隔神経と横隔膜
●脳出し・頭蓋内面
・脳出し
・頭蓋内面
・脳神経

B
●腹部内臓の血管系と神経系
（1/4）
・腸間膜，S状間膜（片側だけ剥
ぐ）
　　下腸間膜動脈（起始部を確認）
　　下腸間膜静脈の枝（下直腸動脈
　など）
　　下腸間膜静脈
　　腎臓の被膜：ジェロタ筋膜（腎
　筋膜），脂肪被膜
●十二指腸，膵臓，脾臓
・網嚢の展開（横行結腸側のみを切
開）
・十二指腸，トライツ靭帯
・膵臓
・脾臓
●腹部内臓の血管系と神経系
（2/4）
・門脈系・総胆管・胆嚢管（壊さな
いこと）
・腹腔動脈・上腸間膜動脈の起始部
・腹腔動脈とその枝（3枝）
・腹腔・上腸間膜動脈神経節

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

29 05月08日 水 2 解剖学実習総論⑤ 人体の構造⑤ 伊藤 正裕講義

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

30

05月08日 水 3 A
●頸部（5/5）
・迷走神経，交感神経・神経
節，横隔神経
・総頸動脈（外・内頸動脈），
頸動脈洞
・前斜角筋
・静脈角（胸管）
・鎖骨下動脈の分枝
・肩甲上動静脈・神経，肩甲切
痕，上肩甲横靭帯
・甲状腺（上皮小体）
・甲状腺の動静脈の走行
●腕神経叢(1/2）
・腋窩動脈
・胸筋神経ワナ，正中神経ワナ
・腕神経叢（神経幹，神経束）

B
●腹部内臓の一括摘出
・消化管（S状結腸～直腸への移行
部で二重結紮して切）
・下腸間膜動脈（起始部で切）
・下直腸動脈（切）
・下行結腸，上行結腸を体壁から起
こす
・腹腔神経節と上腸間膜動脈神経節
を確認
・上腸間膜動脈（起始部で切）
・腹腔動脈（起始部で切）
・肝間膜(切)と無漿膜野，肝静脈の
確認
・下大静脈（横隔膜と肝静脈の間，
肝臓下面～副腎静脈などの間で２箇
所を切）　
・消化管（食道～胃への移行部で二
重結紮して切）
＊一緒に腎臓を摘出しないこと！
●腹部内臓の血管系と神経系
（3/4）
・腸間膜の片側だけ剥ぐ
・門脈系
・腹腔，上腸間膜，下腸間膜動脈の
枝（最終的に全てを詳細に剖出）

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

31

05月08日 水 4 A
●頸部（5/5）
・迷走神経，交感神経・神経
節，横隔神経
・総頸動脈（外・内頸動脈），
頸動脈洞
・前斜角筋
・静脈角（胸管）
・鎖骨下動脈の分枝
・肩甲上動静脈・神経，肩甲切
痕，上肩甲横靭帯
・甲状腺（上皮小体）
・甲状腺の動静脈の走行
●腕神経叢(1/2）
・腋窩動脈
・胸筋神経ワナ，正中神経ワナ
・腕神経叢（神経幹，神経束）

B
●腹部内臓の一括摘出
・消化管（S状結腸～直腸への移行
部で二重結紮して切）
・下腸間膜動脈（起始部で切）
・下直腸動脈（切）
・下行結腸，上行結腸を体壁から起
こす
・腹腔神経節と上腸間膜動脈神経節
を確認
・上腸間膜動脈（起始部で切）
・腹腔動脈（起始部で切）
・肝間膜(切)と無漿膜野，肝静脈の
確認
・下大静脈（横隔膜と肝静脈の間，
肝臓下面～副腎静脈などの間で２箇
所を切）　
・消化管（食道～胃への移行部で二
重結紮して切）
＊一緒に腎臓を摘出しないこと！
●腹部内臓の血管系と神経系
（3/4）
・腸間膜の片側だけ剥ぐ
・門脈系
・腹腔，上腸間膜，下腸間膜動脈の
枝（最終的に全てを詳細に剖出）

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

32

05月09日 木 3 A
●腕神経叢(2/2）
・腋窩動脈
・腕神経叢の分布（肘関節まで
追求）
●上腕屈筋
・上腕二頭筋，烏口腕筋，上腕
筋の起始・停止とその支配神経
●上腕伸筋
・上腕三頭筋の起始・停止とそ
の支配神経
●脳出し・頭蓋内面
・脳出し
・頭蓋内面
・脳神経

B
●腹部内臓の血管系と神経系
（4/4）
・腸間膜の片側だけ剥ぐ
・門脈系
・腹腔，上腸間膜，下腸間膜動脈の
枝（全てを詳細に剖出）

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

33

05月09日 木 4 A
●腕神経叢(2/2）
・腋窩動脈
・腕神経叢の分布（肘関節まで
追求）
●上腕屈筋
・上腕二頭筋，烏口腕筋，上腕
筋の起始・停止とその支配神経
●上腕伸筋
・上腕三頭筋の起始・停止とそ
の支配神経
●脳出し・頭蓋内面
・脳出し
・頭蓋内面
・脳神経

B
●腹部内臓の血管系と神経系
（4/4）
・腸間膜の片側だけ剥ぐ
・門脈系
・腹腔，上腸間膜，下腸間膜動脈の
枝（全てを詳細に剖出）

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

34

05月10日 金 3 A
●胸腔（胸膜，心膜，縦隔），
鎖骨下動脈の枝
・静脈角（胸管）
・腕頭静脈
・胸腺（胸腺動静脈を付けて頭
側へ翻転）
・迷走神経の枝（反回神経），
横隔神経
・大動脈弓，肺動脈，動脈管索
・壁側胸膜（温存）と心膜
（切）
・鎖骨下動脈の枝（椎骨動脈，
甲状頸動脈など）

B
●消化管内景
・腸管内腔・胃内腔
・幽門括約筋
・大・小十二指腸乳頭
・胆管・胆嚢・膵管
・回盲弁
●肝臓
・肝鎌状間膜と無漿膜野
・肝三つ組（左枝，右枝）
・Calot三角、胆嚢動脈
・Cantlie線
・肝円索と静脈管索
・肝区域と肝実質（右・左門脈，右
・左肝静脈，静脈管索）

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

35

05月10日 金 4 A
●胸腔（胸膜，心膜，縦隔），
鎖骨下動脈の枝
・静脈角（胸管）
・腕頭静脈
・胸腺（胸腺動静脈を付けて頭
側へ翻転）
・迷走神経の枝（反回神経），
横隔神経
・大動脈弓，肺動脈，動脈管索
・壁側胸膜（温存）と心膜
（切）
・鎖骨下動脈の枝（椎骨動脈，
甲状頸動脈など）

B
●消化管内景
・腸管内腔・胃内腔
・幽門括約筋
・大・小十二指腸乳頭
・胆管・胆嚢・膵管
・回盲弁
●肝臓
・肝鎌状間膜と無漿膜野
・肝三つ組（左枝，右枝）
・Calot三角、胆嚢動脈
・Cantlie線
・肝円索と静脈管索
・肝区域と肝実質（右・左門脈，右
・左肝静脈，静脈管索）

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

36 05月15日 水 2 解剖学実習総論⑥ 人体の構造⑥ 伊藤 正裕講義

37

05月15日 水 3 A
●胸部内臓の一括摘出
・横隔神経（温存）
・下大静脈（横隔膜と心臓の間
で切）
・上行大動脈（心膜の外・腕頭
動脈の間で切）
・動脈管索（切）
・迷走神経の枝（切）（反回神
経と本幹は切らないこと！）
・交感神経の枝（切）
・気管支動静脈（切）
・気管（甲状腺下縁で切）
・上大静脈（奇静脈と右心房の
間で切）

B
●腎臓，副腎，腎系血管
・副腎動脈（3種）
・腎臓の血管と尿管（片側のみ切）
・腎臓の内景（摘出した側のみ）
　　皮質・髄質
　　腎乳頭・腎盂
・性腺の血管
・腹腔，上腸間膜動脈神経節
●横隔膜
・大静脈孔，食道裂孔

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

38

05月15日 水 4 A
●胸部内臓の一括摘出
・横隔神経（温存）
・下大静脈（横隔膜と心臓の間
で切）
・上行大動脈（心膜の外・腕頭
動脈の間で切）
・動脈管索（切）
・迷走神経の枝（切）（反回神
経と本幹は切らないこと！）
・交感神経の枝（切）
・気管支動静脈（切）
・気管（甲状腺下縁で切）
・上大静脈（奇静脈と右心房の
間で切）

B
●腎臓，副腎，腎系血管
・副腎動脈（3種）
・腎臓の血管と尿管（片側のみ切）
・腎臓の内景（摘出した側のみ）
　　皮質・髄質
　　腎乳頭・腎盂
・性腺の血管
・腹腔，上腸間膜動脈神経節
●横隔膜
・大静脈孔，食道裂孔

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

39

05月16日 木 3 A
●肺と心臓の分離，外景
・肺動脈（心膜の外で切）と肺
静脈（心膜の外で切）
・心臓の外景
　　左・右冠状動脈
　　大・中・小心臓静脈，冠状
静
　脈洞
・肺葉

B
●固有背筋と脊髄神経後枝(2/2)
・固有背筋外側群：腸肋筋，最長筋
・脊髄神経後枝の外側枝
・固有背筋内側群：半棘筋と棘筋，
多裂筋と回旋筋
・脊髄神経後枝の内側枝
●脊髄神経，脊柱管，脊髄
・脊髄神経後枝
・脊柱管の開放（C3～L4まで）
・棘上靭帯，項靭帯，棘間靭帯，黄
色靭帯
・脊髄神経節，脊髄硬膜

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

40

05月16日 木 4 A
●肺と心臓の分離，外景
・肺動脈（心膜の外で切）と肺
静脈（心膜の外で切）
・心臓の外景
　　左・右冠状動脈
　　大・中・小心臓静脈，冠状
静
　脈洞
・肺葉

B
●固有背筋と脊髄神経後枝(2/2)
・固有背筋外側群：腸肋筋，最長筋
・脊髄神経後枝の外側枝
・固有背筋内側群：半棘筋と棘筋，
多裂筋と回旋筋
・脊髄神経後枝の内側枝
●脊髄神経，脊柱管，脊髄
・脊髄神経後枝
・脊柱管の開放（C3～L4まで）
・棘上靭帯，項靭帯，棘間靭帯，黄
色靭帯
・脊髄神経節，脊髄硬膜

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

41

05月17日 金 3 A
●肺，心臓(内景）
・心臓の内景
　　房室弁（僧帽弁，三尖
弁），
　腱索，乳頭筋
　　動脈弁
　　卵円窩
・気管支，肺動脈，肺静脈の分
岐
・肺区域（左右の肺区域を全て
同定すること）

B
●脊柱管，脊髄
・脊髄膜（硬膜，くも膜，軟膜）
・脊髄神経節，前根と後根
・脊髄硬膜の開放

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

42

05月17日 金 4 A
●肺，心臓(内景）
・心臓の内景
　　房室弁（僧帽弁，三尖
弁），
　腱索，乳頭筋
　　動脈弁
　　卵円窩
・気管支，肺動脈，肺静脈の分
岐
・肺区域（左右の肺区域を全て
同定すること）

B
●脊柱管，脊髄
・脊髄膜（硬膜，くも膜，軟膜）
・脊髄神経節，前根と後根
・脊髄硬膜の開放

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

43 05月18日 土 東寿会総会

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

44 05月22日 水 2 解剖学実習総論⑦ 人体の構造⑦ 伊藤 正裕講義

45

05月22日 水 3 A
●縦隔後部
・奇静脈系
・食道，食道動脈
・迷走神経
・交感神経幹，星状神経節
・大・小内臓神経
・胸管，乳ビ槽

（左右とも頸部～腹部までの繋
がりを剖出する）

B
●下肢帯の筋（寛骨内筋）
・腸骨筋
・大腰筋と小腰筋，腰方形筋
●腹壁（腰神経叢）
・腸骨下腹神経と腸骨鼠径神経
・陰部大腿神経（陰部枝，大腿枝）
・外側大腿皮神経
・大腿神経
・閉鎖神経
・交感神経幹，腹腔神経節
※大腰筋は完全に温存する！

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
河田 晋一
表原 拓也
島田 和幸

実習

46

05月22日 水 4 A
●縦隔後部
・奇静脈系
・食道，食道動脈
・迷走神経
・交感神経幹，星状神経節
・大・小内臓神経
・胸管，乳ビ槽

（左右とも頸部～腹部までの繋
がりを剖出する）

B
●下肢帯の筋（寛骨内筋）
・腸骨筋
・大腰筋と小腰筋，腰方形筋
●腹壁（腰神経叢）
・腸骨下腹神経と腸骨鼠径神経
・陰部大腿神経（陰部枝，大腿枝）
・外側大腿皮神経
・大腿神経
・閉鎖神経
・交感神経幹，腹腔神経節
※大腰筋は完全に温存する！

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
島田 和幸

実習

47

05月23日 木 3 A
●頭頸部離断 （環軸関節で離断
する）
以下構造物の離断
・総頸動脈（甲状腺の高さで
切）
・内・外頸静脈（中甲状腺静脈
より心臓側で切）
・迷走神経・下喉頭神経・交感
神経（甲状腺の高さで切）（上
喉頭神経は温存）
・肩甲舌骨筋（起始で切）
・頸神経叢（頸神経ワナ下根は
切）
・副神経の僧帽筋枝（切）（胸
鎖乳突筋枝は温存）
・気管，食道（甲状腺の高さで
切）
・肩甲挙筋（C1に起始する筋線
維だけ切）
・大後頭直筋，下頭斜筋（C2の
棘突起から剥がす）
・軸椎の棘突起，環椎後弓（ノ
ミで除去）
・脊髄（C1-2の間で切）
・椎骨動静脈，椎前筋群，脊椎
の靭帯（C1,2の間で切）（歯尖
靭帯は歯突起と後頭骨の間で
切）
※特に神経を見失わないよう
に！
●舌骨上筋群（4種）
・顎下腺・顎下腺管
・舌骨上筋群，茎突舌骨筋とそ
れらの支配神経
・舌下神経
・顔面動脈の走行

B
●下肢
・腸骨鼠径神経
・陰部大腿神経
・外側大腿皮神経
・縫工筋（下肢離断予定側を起始で
切）
・大腿直筋（下肢離断予定側を起始
で切）
・外側・内側・中間広筋
・内転筋群とその支配神経
・大腿動脈の枝
・大腿神経
●腰神経叢
・大腰筋（下肢離断予定側をピン
セットでむしる）
・腰神経叢の脊髄レベルと分枝
・腰仙骨神経幹
・交感神経幹

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

48

05月23日 木 4 A
●頭頸部離断 （環軸関節で離断
する）
以下構造物の離断
・総頸動脈（甲状腺の高さで
切）
・内・外頸静脈（中甲状腺静脈
より心臓側で切）
・迷走神経・下喉頭神経・交感
神経（甲状腺の高さで切）（上
喉頭神経は温存）
・肩甲舌骨筋（起始で切）
・頸神経叢（頸神経ワナ下根は
切）
・副神経の僧帽筋枝（切）（胸
鎖乳突筋枝は温存）
・気管，食道（甲状腺の高さで
切）
・肩甲挙筋（C1に起始する筋線
維だけ切）
・大後頭直筋，下頭斜筋（C2の
棘突起から剥がす）
・軸椎の棘突起，環椎後弓（ノ
ミで除去）
・脊髄（C1-2の間で切）
・椎骨動静脈，椎前筋群，脊椎
の靭帯（C1,2の間で切）（歯尖
靭帯は歯突起と後頭骨の間で
切）
※特に神経を見失わないよう
に！
●舌骨上筋群（4種）
・顎下腺・顎下腺管
・舌骨上筋群，茎突舌骨筋とそ
れらの支配神経
・舌下神経
・顔面動脈の走行

B
●下肢
・腸骨鼠径神経
・陰部大腿神経
・外側大腿皮神経
・縫工筋（下肢離断予定側を起始で
切）
・大腿直筋（下肢離断予定側を起始
で切）
・外側・内側・中間広筋
・内転筋群とその支配神経
・大腿動脈の枝
・大腿神経
●腰神経叢
・大腰筋（下肢離断予定側をピン
セットでむしる）
・腰神経叢の脊髄レベルと分枝
・腰仙骨神経幹
・交感神経幹

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

49

05月24日 金 3 A
●咽頭
・咽頭収縮筋
・茎突咽頭筋
・舌咽神経，迷走神経
・上頸神経節
●上肢（片側）の切り離し
・肩甲挙筋（切）の確認
・腕神経叢（神経幹で切）
・肩甲背神経（切）
・前鋸筋（起始から剥離），長
胸神経（なるべく根部で切）
・鎖骨下動静脈，腋窩動静脈の
枝（切）
・上肢（上肢帯部を含む）の切
り離し　　　
●上肢帯の筋
・内側・外側腋窩隙，回旋筋群
●肩関節の開放（離断した側）
・上腕二頭筋長頭腱

B
●下肢（片側）の離断
・小殿筋（起始で切）
・外旋六筋（停止で切）
・腸脛靭帯（大腿筋膜張筋からの移
行部で切）
・ハムストリングス（起始で切）
・坐骨神経（下殿神経より遠位で
切）
・後大腿皮神経（体幹側に翻転）
・陰部大腿神経（大腿枝を体幹側に
翻転）
・外側大腿皮神経（体幹側に翻転）
・内転筋群（起始で切）
・閉鎖神経（外閉鎖孔より遠位で前
枝，後枝それぞれ切）
・大腿動静脈・神経（鼠径靭帯より
遠位，伏在裂孔より近位で切）
・腸腰筋（筋腹～停止付近で切）
・外閉鎖筋（筋腹～停止付近で切）
・大腿骨頭靭帯（切）
・下肢を股関節から切り離す

伊藤 正裕
李 忠連

宮宗 秀伸
河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

50

05月24日 金 4 A
●咽頭
・咽頭収縮筋
・茎突咽頭筋
・舌咽神経，迷走神経
・上頸神経節
●上肢（片側）の切り離し
・肩甲挙筋（切）の確認
・腕神経叢（神経幹で切）
・肩甲背神経（切）
・前鋸筋（起始から剥離），長
胸神経（なるべく根部で切）
・鎖骨下動静脈，腋窩動静脈の
枝（切）
・上肢（上肢帯部を含む）の切
り離し　　　
●上肢帯の筋
・内側・外側腋窩隙，回旋筋群
●肩関節の開放（離断した側）
・上腕二頭筋長頭腱

B
●下肢（片側）の離断
・小殿筋（起始で切）
・外旋六筋（停止で切）
・腸脛靭帯（大腿筋膜張筋からの移
行部で切）
・ハムストリングス（起始で切）
・坐骨神経（下殿神経より遠位で
切）
・後大腿皮神経（体幹側に翻転）
・陰部大腿神経（大腿枝を体幹側に
翻転）
・外側大腿皮神経（体幹側に翻転）
・内転筋群（起始で切）
・閉鎖神経（外閉鎖孔より遠位で前
枝，後枝それぞれ切）
・大腿動静脈・神経（鼠径靭帯より
遠位，伏在裂孔より近位で切）
・腸腰筋（筋腹～停止付近で切）
・外閉鎖筋（筋腹～停止付近で切）
・大腿骨頭靭帯（切）
・下肢を股関節から切り離す

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

51

05月30日 木 3 A
●鼻腔，口腔，咽頭，食道，喉
頭，気管の正中断
・食道と咽頭
・気管・喉頭・喉頭蓋・舌骨
・頭頸部
●鼻腔，口腔，咽頭，食道，喉
頭，気管の解剖
・舌根部の観察
・声帯，喉頭室の観察
・甲状軟骨，披裂軟骨
・上下甲状腺動脈（確認）
・上皮小体（確認）
・喉頭の筋・神経（上喉頭神
経，下喉頭神経，輪状甲状筋，
咽頭収縮筋）
・頸動脈小体
・鼻中隔，嗅神経
・鼻甲介，鼻道
・舌咽神経，迷走神経，交感神
経

B
●骨盤部離断（L3-L4間）
・外腹斜筋，内腹斜筋，腹横筋，腰
方形筋を切る（腰神経叢の枝は腰神
経まで辿って温存）
・腰神経叢を切る（L2までの枝は
全て温存）
・腹大動脈，下大静脈，性腺動静
脈，尿管を切る
・交感神経幹を切る
・L3-L4間の椎間板を切る
・固有背筋群を切る
・下半身を切り離す

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

52

05月30日 木 4 A
●鼻腔，口腔，咽頭，食道，喉
頭，気管の正中断
・食道と咽頭
・気管・喉頭・喉頭蓋・舌骨
・頭頸部
●鼻腔，口腔，咽頭，食道，喉
頭，気管の解剖
・舌根部の観察
・声帯，喉頭室の観察
・甲状軟骨，披裂軟骨
・上下甲状腺動脈（確認）
・上皮小体（確認）
・喉頭の筋・神経（上喉頭神
経，下喉頭神経，輪状甲状筋，
咽頭収縮筋）
・頸動脈小体
・鼻中隔，嗅神経
・鼻甲介，鼻道
・舌咽神経，迷走神経，交感神
経

B
●骨盤部離断（L3-L4間）
・外腹斜筋，内腹斜筋，腹横筋，腰
方形筋を切る（腰神経叢の枝は腰神
経まで辿って温存）
・腰神経叢を切る（L2までの枝は
全て温存）
・腹大動脈，下大静脈，性腺動静
脈，尿管を切る
・交感神経幹を切る
・L3-L4間の椎間板を切る
・固有背筋群を切る
・下半身を切り離す

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

53

05月31日 金 3 A
●鼻腔，副鼻腔
・鼻甲介，鼻道
・副鼻腔（篩骨洞，上顎洞，前
頭洞，蝶形骨洞）とその開口部
・鼻涙管とその開口部
●口腔，舌，咽頭,口蓋
・耳管咽頭口
・口蓋帆挙筋と口蓋帆張筋
・翼口蓋神経節
・大・小口蓋神経

B
●膝窩と膝関節
●下肢の血管と神経
・膝窩動静脈
・坐骨神経，脛骨神経，総腓骨神経
・腓腹皮神経，腓腹神経
●大腿後面の筋
・半腱様筋，半膜様筋，大腿二頭筋
●下腿後面（浅層）と血管と神経
・腓腹筋
・踵骨腱（アキレス腱），足底筋の
腱
・腓腹筋（起始で切）
　　ヒラメ筋の起始・停止とその支
　配神経
・ヒラメ筋（起始で切）
　　後脛骨動静脈, 腓骨動脈
　　脛骨神経，総腓骨神経
・屈筋支帯

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

54

05月31日 金 4 A
●鼻腔，副鼻腔
・鼻甲介，鼻道
・副鼻腔（篩骨洞，上顎洞，前
頭洞，蝶形骨洞）とその開口部
・鼻涙管とその開口部
●口腔，舌，咽頭,口蓋
・耳管咽頭口
・口蓋帆挙筋と口蓋帆張筋
・翼口蓋神経節
・大・小口蓋神経

B
●膝窩と膝関節
●下肢の血管と神経
・膝窩動静脈
・坐骨神経，脛骨神経，総腓骨神経
・腓腹皮神経，腓腹神経
●大腿後面の筋
・半腱様筋，半膜様筋，大腿二頭筋
●下腿後面（浅層）と血管と神経
・腓腹筋
・踵骨腱（アキレス腱），足底筋の
腱
・腓腹筋（起始で切）
　　ヒラメ筋の起始・停止とその支
　配神経
・ヒラメ筋（起始で切）
　　後脛骨動静脈, 腓骨動脈
　　脛骨神経，総腓骨神経
・屈筋支帯

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

55 06月05日 水 2 解剖学実習総論⑧ 人体の構造⑧ 伊藤 正裕講義

56

06月05日 水 3 A
●顔面頬骨弓除去
　(ノミと骨鉗子を上手に使うこ
と）
・顔面神経の枝（本幹に向かっ
て翻転）
・耳下腺管（頬筋側に翻転）
・咬筋（停止から剥離）
・頬骨弓（咬筋を付けた状態で
その前後を割る）
・咬筋神経
●下顎管開放（1/2）
・オトガイ神経の分布
・下歯槽動静脈，神経の走行，
分布

B
●下腿前面
・前脛骨筋，長母趾伸筋，長趾伸筋
の起始とその支配神経
●下腿後面(深層)
・膝窩筋，長趾屈筋，後脛骨筋，長
母趾屈筋の起始とその支配神経
・長・短腓骨筋の起始とその支配神
経
・前脛骨動脈，後脛骨動脈，腓骨動
脈の走行
・脛骨神経，浅・深腓骨神経の分布
●足の皮下
・足の皮膚の展開
・屈筋支帯，伸筋支帯，腓骨筋支帯
・足底腱膜
・母趾外転筋，小趾外転筋，短指伸
筋の起始・停止

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

57

06月05日 水 4 A
●顔面頬骨弓除去
　(ノミと骨鉗子を上手に使うこ
と）
・顔面神経の枝（本幹に向かっ
て翻転）
・耳下腺管（頬筋側に翻転）
・咬筋（停止から剥離）
・頬骨弓（咬筋を付けた状態で
その前後を割る）
・咬筋神経
●下顎管開放（1/2）
・オトガイ神経の分布
・下歯槽動静脈，神経の走行，
分布

B
●下腿前面
・前脛骨筋，長母趾伸筋，長趾伸筋
の起始とその支配神経
●下腿後面(深層)
・膝窩筋，長趾屈筋，後脛骨筋，長
母趾屈筋の起始とその支配神経
・長・短腓骨筋の起始とその支配神
経
・前脛骨動脈，後脛骨動脈，腓骨動
脈の走行
・脛骨神経，浅・深腓骨神経の分布
●足の皮下
・足の皮膚の展開
・屈筋支帯，伸筋支帯，腓骨筋支帯
・足底腱膜
・母趾外転筋，小趾外転筋，短指伸
筋の起始・停止

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

58

06月06日 木 3 A
●下顎管開放（2/2）
・オトガイ神経の分布
・下歯槽動静脈，神経の走行・
分布
●咀嚼筋（深層 1/2）
・筋突起の割断
・側頭筋（割断した筋突起ごと
翻転）
・外側・内側翼突筋の停止
・顎関節を残し，下顎骨を除去
・下顎神経の枝の分布（見える
範囲で）
・顎動脈とその枝の分布（見え
る範囲で）

B
●足根関節と足の関節（支帯を開
放）
・屈筋支帯，伸筋支帯，腓骨筋支帯
とその内容物
●足背の筋
・短指伸筋
●足底の筋（浅層）
・足底腱膜（踵骨側に翻転）
・母趾外転筋，小趾外転筋，短趾屈
筋の起始・停止
・短趾屈筋（起始で切）
　　長指屈筋腱，足底方形筋，虫様
　筋の起始・停止
　　外側足底動静脈，神経の走行

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
佐藤 巌

実習

59

06月06日 木 4 A
●下顎管開放（2/2）
・オトガイ神経の分布
・下歯槽動静脈，神経の走行・
分布
●咀嚼筋（深層 1/2）
・筋突起の割断
・側頭筋（割断した筋突起ごと
翻転）
・外側・内側翼突筋の停止
・顎関節を残し，下顎骨を除去
・下顎神経の枝の分布（見える
範囲で）
・顎動脈とその枝の分布（見え
る範囲で）

B
●足根関節と足の関節（支帯を開
放）
・屈筋支帯，伸筋支帯，腓骨筋支帯
とその内容物
●足背の筋
・短指伸筋
●足底の筋（浅層）
・足底腱膜（踵骨側に翻転）
・母趾外転筋，小趾外転筋，短趾屈
筋の起始・停止
・短趾屈筋（起始で切）
　　長指屈筋腱，足底方形筋，虫様
　筋の起始・停止
　　外側足底動静脈，神経の走行

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
佐藤 巌

実習

60

06月07日 金 3 A
●咀嚼筋（深層 2/2）
・耳下腺管（頬筋側に温存）
・顎関節を除去
・下顎神経の枝の分布
・顔面神経の枝：鼓索神経の走
行
・顎動脈とその枝の分布

B
●足底の筋（深層）
・母趾外転筋（起始で切），小趾外
転筋（起始で切），長指屈筋腱（四
趾に分岐する直前で切）
　　短母指屈筋，母趾内転筋，短小
　指屈筋，底側骨間筋の起始・停止
　　外側・内側足底動静脈，神経の
　走行
●足背の筋
・背側骨間筋の起始・停止
●下肢の血管と神経の分布
・前脛骨動脈
・足背動脈，弓状動脈
・後脛骨動脈，腓骨動脈
・外側・内側足底動静脈，足底動脈
弓
・脛骨神経，内側・外側足底神経，
浅・深腓骨神経

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

61

06月07日 金 4 A
●咀嚼筋（深層 2/2）
・耳下腺管（頬筋側に温存）
・顎関節を除去
・下顎神経の枝の分布
・顔面神経の枝：鼓索神経の走
行
・顎動脈とその枝の分布

B
●足底の筋（深層）
・母趾外転筋（起始で切），小趾外
転筋（起始で切），長指屈筋腱（四
趾に分岐する直前で切）
　　短母指屈筋，母趾内転筋，短小
　指屈筋，底側骨間筋の起始・停止
　　外側・内側足底動静脈，神経の
　走行
●足背の筋
・背側骨間筋の起始・停止
●下肢の血管と神経の分布
・前脛骨動脈
・足背動脈，弓状動脈
・後脛骨動脈，腓骨動脈
・外側・内側足底動静脈，足底動脈
弓
・脛骨神経，内側・外側足底神経，
浅・深腓骨神経

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

62 06月12日 水 2 解剖学実習総論⑨ 人体の構造⑨ 伊藤 正裕講義

63

06月12日 水 3 A
●側頭下窩
・茎状突起につく筋 (3種）
・茎乳突孔と顔面神経
・舌咽神経，舌下神経，舌神経
の走行
●顔と頸の皮下の唾液腺
・顎下腺と顎下腺管
・舌下腺と開口部
・顎下神経節
●舌
・分界溝と舌乳頭
・外舌筋
・舌神経，舌咽神経，舌下神経
・耳介筋

B
●前腕前面
・屈筋群の起始とその支配神経
・尺側，撓側皮静脈，肘正中皮静脈
の走行
・上腕動脈，尺骨動脈，撓骨動脈，
総骨間動脈の走行
・尺骨神経，正中神経の分布
●前腕後面
・伸筋群の起始とその支配神経
・撓側皮静脈の走行
・撓骨動脈の走行
・橈骨神経の分布
●手の皮下
・手の皮膚の展開
・屈筋支帯，伸筋支帯
・手掌腱膜
・短掌筋，母指球筋，小指球筋

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

64

06月12日 水 4 A
●側頭下窩
・茎状突起につく筋 (3種）
・茎乳突孔と顔面神経
・舌咽神経，舌下神経，舌神経
の走行
●顔と頸の皮下の唾液腺
・顎下腺と顎下腺管
・舌下腺と開口部
・顎下神経節
●舌
・分界溝と舌乳頭
・外舌筋
・舌神経，舌咽神経，舌下神経
・耳介筋

B
●前腕前面
・屈筋群の起始とその支配神経
・尺側，撓側皮静脈，肘正中皮静脈
の走行
・上腕動脈，尺骨動脈，撓骨動脈，
総骨間動脈の走行
・尺骨神経，正中神経の分布
●前腕後面
・伸筋群の起始とその支配神経
・撓側皮静脈の走行
・撓骨動脈の走行
・橈骨神経の分布
●手の皮下
・手の皮膚の展開
・屈筋支帯，伸筋支帯
・手掌腱膜
・短掌筋，母指球筋，小指球筋

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

65

06月13日 木 3 A
●外耳，中耳
・耳介，外耳道
・（乳様突起を含む）周辺の骨
を削る
・鼓膜（温存）
・鼓索神経の走行（骨から出て
くるところまで追求）
・顔面神経管の開放（1/2）

B
●手根関節と手の関節（支帯を開
放）
・手掌腱膜（長掌筋とつなげたまま
近位へ翻転）
・屈筋支帯，伸筋支帯とその内容物
●手掌筋・手背筋
・母指球筋，小指球筋，母指内転
筋，虫様筋，背側・掌側骨間筋の起
始・停止
・浅掌動脈弓，深掌動脈弓の走行
●上肢の血管と神経の分布
・橈骨動脈，尺骨動脈
・浅掌動脈弓，深掌動脈弓
・正中神経，尺骨神経，橈骨神経

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
佐藤 巌

実習

66

06月13日 木 4 A
●外耳，中耳
・耳介，外耳道
・（乳様突起を含む）周辺の骨
を削る
・鼓膜（温存）
・鼓索神経の走行（骨から出て
くるところまで追求）
・顔面神経管の開放（1/2）

B
●手根関節と手の関節（支帯を開
放）
・手掌腱膜（長掌筋とつなげたまま
近位へ翻転）
・屈筋支帯，伸筋支帯とその内容物
●手掌筋・手背筋
・母指球筋，小指球筋，母指内転
筋，虫様筋，背側・掌側骨間筋の起
始・停止
・浅掌動脈弓，深掌動脈弓の走行
●上肢の血管と神経の分布
・橈骨動脈，尺骨動脈
・浅掌動脈弓，深掌動脈弓
・正中神経，尺骨神経，橈骨神経

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也
佐藤 巌

実習

67

06月14日 金 3 A
●中耳，鼓索神経
・耳小骨
・鼓索神経の走行
・鼓室，耳管鼓室口
・顔面神経管の開放（2/2）
・鼓索神経と顔面神経，舌神経
の走行
※絶対に内耳を壊さないこ
と！！

B
●肘関節（離断した側を開放）
・内側・外側側副靱帯
・輪状靭帯
●膝窩と膝関節（離断した側を開
放）
・膝蓋靭帯
・内側・外側側副靱帯
・内側・外側半月
・前・後十字靭帯

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

68

06月14日 金 4 A
●中耳，鼓索神経
・耳小骨
・鼓索神経の走行
・鼓室，耳管鼓室口
・顔面神経管の開放（2/2）
・鼓索神経と顔面神経，舌神経
の走行
※絶対に内耳を壊さないこ
と！！

B
●肘関節（離断した側を開放）
・内側・外側側副靱帯
・輪状靭帯
●膝窩と膝関節（離断した側を開
放）
・膝蓋靭帯
・内側・外側側副靱帯
・内側・外側半月
・前・後十字靭帯

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

69 06月19日 水 2 解剖学実習総論⑩ 人体の構造⑩ 伊藤 正裕講義

70

06月19日 水 3 A
●内耳
・膝神経節・大錐体神経の走行
・小錐体神経，三叉神経の走行
・内耳孔，内耳神経，顔面神経
の走行
・半規管と蝸牛
・前庭神経と蝸牛神経の走行

B
●会陰（1/2）
・坐骨直腸窩
・肛門挙筋，尾骨筋，内閉鎖筋，外
肛門括約筋の起始・停止
・陰部神経，内陰部動静脈，陰部神
経管（温存）
・仙棘靭帯，仙結節靭帯
・大坐骨孔，小坐骨孔

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

71

06月19日 水 4 A
●内耳
・膝神経節・大錐体神経の走行
・小錐体神経，三叉神経の走行
・内耳孔，内耳神経，顔面神経
の走行
・半規管と蝸牛
・前庭神経と蝸牛神経の走行

B
●会陰（1/2）
・坐骨直腸窩
・肛門挙筋，尾骨筋，内閉鎖筋，外
肛門括約筋の起始・停止
・陰部神経，内陰部動静脈，陰部神
経管（温存）
・仙棘靭帯，仙結節靭帯
・大坐骨孔，小坐骨孔

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

72

06月20日 木 3 A
●翼突管，頸動脈管，耳神経節
（1/2）
・大錐体神経，小錐体神経，深
錐体神経，翼口蓋神経節の走行
・形態
・頸動脈管を開放，内頸動脈神
経叢
・耳神経節

B
●会陰（2/2）
・尿生殖隔膜と骨盤隔膜
・坐骨海綿体筋，球海綿体筋，浅会
陰横筋の起始・停止
・男性の外生殖器，女性の外・内生
殖器
・会陰膜

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

73

06月20日 木 4 A
●翼突管，頸動脈管，耳神経節
（1/2）
・大錐体神経，小錐体神経，深
錐体神経，翼口蓋神経節の走行
・形態
・頸動脈管を開放，内頸動脈神
経叢
・耳神経節

B
●会陰（2/2）
・尿生殖隔膜と骨盤隔膜
・坐骨海綿体筋，球海綿体筋，浅会
陰横筋の起始・停止
・男性の外生殖器，女性の外・内生
殖器
・会陰膜

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

74

06月21日 金 3 A
●翼突管，頸動脈管，耳神経節
（2/2）
・大錐体神経，小錐体神経，深
錐体神経，翼口蓋神経節の走行
・形態
・頸動脈管を開放，内頸動脈神
経叢
・耳神経節

B
●骨盤内臓
・男性と女性の内生殖器
・正中臍索，臍動脈，上膀胱動脈，
膀胱
・膀胱尖・底の正中切開
　　膀胱三角（尿管口，内尿道口）
・直腸と肛門　
・尿生殖隔膜と骨盤隔膜（全貌を剖
出，深会陰横筋を剖出）　　　　　
●骨盤の血管・神経
・総腸骨動静脈，内・外腸骨動静
脈，正中仙骨動脈
・交感神経幹

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

75

06月21日 金 4 A
●翼突管，頸動脈管，耳神経節
（2/2）
・大錐体神経，小錐体神経，深
錐体神経，翼口蓋神経節の走行
・形態
・頸動脈管を開放，内頸動脈神
経叢
・耳神経節

B
●骨盤内臓
・男性と女性の内生殖器
・正中臍索，臍動脈，上膀胱動脈，
膀胱
・膀胱尖・底の正中切開
　　膀胱三角（尿管口，内尿道口）
・直腸と肛門　
・尿生殖隔膜と骨盤隔膜（全貌を剖
出，深会陰横筋を剖出）　　　　　
●骨盤の血管・神経
・総腸骨動静脈，内・外腸骨動静
脈，正中仙骨動脈
・交感神経幹

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

76 06月26日 水 2 解剖学実習総論⑪ 人体の構造⑪ 伊藤 正裕講義

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

77

06月26日 水 3 A
●眼窩（1/2）
・眼窩の骨（前頭骨の眼窩部）
を除去
・眼窩骨膜，涙腺，眼窩脂肪体
・眼神経の枝（前頭神経，涙腺
神経），滑車神経
・眼動脈の枝
・上眼瞼挙筋，上斜筋，外側直
筋の起始・停止
・総腱輪，視神経
・上眼瞼挙筋（停止付近で切）
　　上直筋の起始・停止

B
●骨盤部の正中断
・外尿道口を確認後，膀胱を正中断
（ゾンデを入れて内尿道口まで正中
断）
・男性・女性内生殖器の正中断
・直腸の正中断
・腹大動脈・下大静脈の正中断
・外生殖器, 肛門の正中断
・尿生殖隔膜と骨盤隔膜の正中断
・恥骨結合, 仙骨の正中断
・骨盤部を正中で切断
・骨盤部, 生殖器の正中断面観察
・不対神経節

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

78

06月26日 水 4 A
●眼窩（1/2）
・眼窩の骨（前頭骨の眼窩部）
を除去
・眼窩骨膜，涙腺，眼窩脂肪体
・眼神経の枝（前頭神経，涙腺
神経），滑車神経
・眼動脈の枝
・上眼瞼挙筋，上斜筋，外側直
筋の起始・停止
・総腱輪，視神経
・上眼瞼挙筋（停止付近で切）
　　上直筋の起始・停止

B
●骨盤部の正中断
・外尿道口を確認後，膀胱を正中断
（ゾンデを入れて内尿道口まで正中
断）
・男性・女性内生殖器の正中断
・直腸の正中断
・腹大動脈・下大静脈の正中断
・外生殖器, 肛門の正中断
・尿生殖隔膜と骨盤隔膜の正中断
・恥骨結合, 仙骨の正中断
・骨盤部を正中で切断
・骨盤部, 生殖器の正中断面観察
・不対神経節

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

79

06月27日 木 3 A
●眼窩（2/2）
・上直筋（停止付近で切）
・眼動脈の枝
・動眼神経の枝，眼神経の枝
・毛様体神経節
・視神経
・外転神経
・内側直筋，下直筋の起始・停
止

B
●骨盤の血管・神経（1/2）
・上膀胱動脈と臍動脈索
・閉鎖動静脈（死冠）の走行
・上殿動脈，下殿動脈の走行・分布
・内腸骨動脈の内臓枝（男女差に注
意）
・内陰部動静脈の走行
・閉鎖孔，大坐骨孔，小坐骨孔
・下腹神経叢の走行
・骨盤内臓神経の走行
・仙骨神経叢（上殿神経，下殿神
経，坐骨神経，後大腿皮神経，陰部
神経）
・仙棘靭帯，仙結節靭帯，陰部神経
管

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

80

06月27日 木 4 A
●眼窩（2/2）
・上直筋（停止付近で切）
・眼動脈の枝
・動眼神経の枝，眼神経の枝
・毛様体神経節
・視神経
・外転神経
・内側直筋，下直筋の起始・停
止

B
●骨盤の血管・神経（1/2）
・上膀胱動脈と臍動脈索
・閉鎖動静脈（死冠）の走行
・上殿動脈，下殿動脈の走行・分布
・内腸骨動脈の内臓枝（男女差に注
意）
・内陰部動静脈の走行
・閉鎖孔，大坐骨孔，小坐骨孔
・下腹神経叢の走行
・骨盤内臓神経の走行
・仙骨神経叢（上殿神経，下殿神
経，坐骨神経，後大腿皮神経，陰部
神経）
・仙棘靭帯，仙結節靭帯，陰部神経
管

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

81
06月28日 金 2 解剖学実習総論⑫

三島 史朗（臨床解剖講義「解剖
学的Landmarkを学ぶ」）

人体の構造⑫
伊藤 正裕
三島 史朗

講義

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

82

06月28日 金 3 A
●眼球
・外眼筋（停止付近で切）
・視神経（切），眼動脈の枝
（切）
・下斜筋（停止付近で切）
・片側眼窩の内容物を一括摘出
・眼球（赤道で割断）
・水晶体，毛様体，網膜，強膜
・鼻涙管

B
●骨盤の血管・神経（2/2）
・上膀胱動脈と臍動脈索
・閉鎖動静脈（死冠）の走行
・上殿動脈，下殿動脈の走行・分布
・内腸骨動脈の内臓枝（男女差に注
意）
・内陰部動静脈の走行
・閉鎖孔，大坐骨孔，小坐骨孔
・下腹神経叢の走行
・骨盤内臓神経の走行
・仙骨神経叢（上殿神経，下殿神
経，坐骨神経，後大腿皮神経，陰部
神経）
・仙棘靭帯，仙結節靭帯，陰部神経
管

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

83

06月28日 金 4 A
●眼球
・外眼筋（停止付近で切）
・視神経（切），眼動脈の枝
（切）
・下斜筋（停止付近で切）
・片側眼窩の内容物を一括摘出
・眼球（赤道で割断）
・水晶体，毛様体，網膜，強膜
・鼻涙管

B
●骨盤の血管・神経（2/2）
・上膀胱動脈と臍動脈索
・閉鎖動静脈（死冠）の走行
・上殿動脈，下殿動脈の走行・分布
・内腸骨動脈の内臓枝（男女差に注
意）
・内陰部動静脈の走行
・閉鎖孔，大坐骨孔，小坐骨孔
・下腹神経叢の走行
・骨盤内臓神経の走行
・仙骨神経叢（上殿神経，下殿神
経，坐骨神経，後大腿皮神経，陰部
神経）
・仙棘靭帯，仙結節靭帯，陰部神経
管

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

84 07月03日 水 2 解剖学実習総論⑬ 人体の構造⑬ 伊藤 正裕講義

85

07月03日 水 3 全体まとめ① 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

86

07月03日 水 4 全体まとめ① 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

87

07月04日 木 3 全体まとめ② 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

88

07月04日 木 4 全体まとめ② 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

89

07月05日 金 1 解剖学実習総論⑭ 人体の構造⑭ 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

講義

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(1) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 5

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李
忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)、客員
教授・島田 和幸・(人体構造学)、客員教授・佐藤 巌・(人体構造学)、木村 晴

解剖学(1)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

90
07月05日 金 2 解剖学特別講義

木村 晴（臨床解剖講義「消化器
内視鏡画像から学ぶ解剖学」）

人体の構造⑮
伊藤 正裕
木村 晴

講義

91

07月05日 金 3 全体まとめ③ 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

92

07月05日 金 4 全体まとめ③ 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

93

07月19日 金 期末試験、実習室試験 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

94

07月19日 金 期末試験、実習室試験 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

95

07月19日 金 献花・納棺 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

96

07月19日 金 献花・納棺 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

97

09月13日 金 ご遺骨返還式 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

解剖学(1)(科目№TM16060002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(2)(神経解剖学) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、教授・秋元 治朗・(脳神経外科学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、准教授
・馬原 孝彦・(高齢総合医学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太
一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(神経解剖学)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルB(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルB(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルB(3)

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

基礎となる科学的方法論に配慮し、「実習実験」を実施できる。Ⅸ-1 ① レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

「講義内容・日程」の到達目標に代える。

科目における教育到達目標

１．我々の日常生活を考えながら、感覚と運動に基づいた中枢神経系の
簡単な構造と機能をまず理解する。
２．基本的な機能を常に意識しながら、脳や脊髄の構造の名称を覚え
る。
３．各部分の切断面（横断面や縦断面）で見える構造（CT 及びMRI 像
を含む）と、立体的な構造との関係を十分に把握する。
４．各部分の機能的な結びつきによる神経ネットワーク（神経路）を理
解する。つまり、各部分の構造を説明できると共に、ある機能を果たす
ときに、各部の構造がどの神経ネットワークに属して、どのように働い
ているのかを理解することが目標である。
５．神経解剖学を中心とした神経科学の最新のトピックに触れ、基礎医
学のすばらしさを知るとともに、臨床医学とどのように結びついている
のかを知ることも目標の一つである。

講義と肉眼解剖実習を行う。講義プリントや実習プリントを毎回配布する。講義は講義プリントを中心に行うが、各自参考書を必ず購入し関連項目
を復習すること。実習では、「解剖実習の手びき」を読みながら脳を解剖する。また、実習プリントの指示に従って、重要な構造については、ス
ケッチをし、名称を日本語と英語で記入する。その際に、その構造がどのような機能と関係しているのかを、授業プリントや参考書を見ながら確認
する。つまり、眼と手をフルに使って脳の構造と基本機能を理解することが大切である。実習では、脳解剖アトラスがあると便利であり、脳の構造
が記憶に残りやすいので購入を勧める。脳解剖実習では、献体された貴重なご遺体の脳を教材とするので、いいかげんに実習を行うことは絶対に許
されない。

  学習内容

復習

講義や実習で理解できなかった点について教科書や参考書で調べる（30
分以上）。その時に理解できたことは、ノートや講義プリントに追記し
ておくこと。このようなノートやプリントは試験の時に大変役立つであ
ろう。しかし、分からないことがあれば、実習の時に教員に質問するの
が一番である。

予習

「解剖実習の手びき」をよく読んで、実習内容を良く理解すること（30
分以上）。その時に分からない内容、用語などがあれば、参考書で調べ
ておくこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

講義についての連絡や補足資料の配布などはｅ自主自学を通じて行われる。ICT による小テストなどは行わないが、午前の講義の後には午後に実習
があり、実習プリントには、講義内容についての設問が設けてある。人脳を目の前にして、教科書や参考書をめくりながらその設問について考える
こと。また、疑問点があれば、近くの教員に直接質問すること。教員との対話や学生どうしの話し合い、つまり人と人との直接対話は神経解剖学の
理解に非常に重要である。

解剖学(2)(神経解剖学)(科目№TM16061002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

解剖学(2)(神経解剖学) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、教授・秋元 治朗・(脳神経外科学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、准教授
・馬原 孝彦・(高齢総合医学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太
一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(神経解剖学)

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝定期試験、実習点の合計
を100 点とする。

最終評価点

記述式筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）にl 回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

前期試験と同じ再試験・範囲

前期試験と同じ形式再試験・方法

評価に対するフィードバック

試験・レポートに対する質問はオフィスアワーに担当教員が回答する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

85％

前期試験

0％

後期試験

0％

小テスト

0％

その他の筆記テスト

0％

レポート

0％

ＰＢＬ

出席率が著しく悪い者は、試験の点数よ
り－20 点。

出席点

0％

その他

出席率が2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

何度も席を長く離れる、実習とは関係の
ない話を延々と続ける、実習中に他の学
科の勉強をするなど、実習の意欲が無い
と認められた者はレポート評価から減点
する。

レポート

15％

実習試験

0％

口答試験

0％

出席点

全回出席が原則。欠席の場合は補習。無
断欠席は、１回に付き総合点より－10
点。

その他

0％

注意事項

出席率が4/5 以上の者が、最終評価の対
象となる

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）神経解剖学を理解するためには、講義と実習の両方に出席することが極めて大切である。どちらが欠けても知識は身につかず、臨床科目を学ぶ
際に支障をきたすであろう。
２）神経解剖学では、図を理解し記憶することが大切である。実習では、実際の標本を見てスケッチする。その他、プリントや教科書の模式図を何
度も描くことを勧める。
３）実習は、講義で理解できなかった点を質問する絶好の機会である。
４）実習は全て出席すること。遅刻、欠席をした場合は必ず補習を行なう。
５）実習に出席できない時は、前もって連絡をすること。なお、正当な理由以外で実習を欠席することは許されない。（内線278：大山）
６）実習は、常に献体者への感謝の念をもって望むこと。白衣、解剖用具、マスク、プラスチック手袋、ネームカード、ノート、授業プリント、教
科書、参考書（アトラスなど）、筆記用具（色鉛筆など）を持参すること。
実習室内での飲食厳禁。実習態度が極めて悪い場合、実習を中止させることがある。
７）レポートは毎回実習毎に提出すること。

解剖学(2)(神経解剖学)(科目№TM16061002)
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2019年 度

解剖学(2)(神経解剖学) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、教授・秋元 治朗・(脳神経外科学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、准教授
・馬原 孝彦・(高齢総合医学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太
一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(神経解剖学)

  オフィスアワー

石　龍徳主任教授担当

基本的にはいつでも来室可能。ただし対応できない場合があるので、メールにより時間を調整してか
ら来室する方が望ましい。

日時

新宿キャンパス第一校舎２階　組織・神経解剖学教授室場所

IP電話 03-3351-6141（内線274）

sekit@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

大山　恭司准教授担当

基本的にはいつでも来室可能。ただし対応できない場合があるので、メールにより時間を調整してか
ら来室する方が望ましい。

日時

新宿キャンパス第一校舎２階　組織・神経解剖学第二研究室場所

IP電話 03-3351-6141（内線232）

kyohyama@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

北澤　宏理講師担当

基本的にはいつでも来室可能。ただし対応できない場合があるので、メールにより時間を調整してか
ら来室する方が望ましい。

日時

新宿キャンパス第一校舎２階　組織・神経解剖学第七研究室場所

IP電話 03-3351-6141（内線278）

hiromasa@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

柏木　太一助教担当

基本的にはいつでも来室可能。ただし対応できない場合があるので、メールにより時間を調整してか
ら来室する方が望ましい。

日時

新宿キャンパス第一校舎２階　組織・神経解剖学第七研究室場所

IP電話 03-3351-6141（内線278）

kasiwagi@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

篠原　広志助教担当

基本的にはいつでも来室可能。ただし対応できない場合があるので、メールにより時間を調整してか
ら来室する方が望ましい。

日時

新宿キャンパス第一校舎２階　組織・神経解剖学第七研究室場所

IP電話 03-3351-6141（内線278）

shinohoo@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

権田　裕子助教担当

基本的にはいつでも来室可能。ただし対応できない場合があるので、メールにより時間を調整してか
ら来室する方が望ましい。

日時

新宿キャンパス第一校舎２階　組織・神経解剖学第七研究室場所

IP電話 03-3351-6141（内線278）

gonda@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

秋元　治朗教授（脳神経外科学分野）担当

火曜日、木曜日の午後１時から５時。メールにより時間を調整してから来室すること日時

新教育研究棟15 階、脳神経外科実験室、あるいは11 階、脳神経外科医局場所

解剖学(2)(神経解剖学)(科目№TM16061002)
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2019年 度

解剖学(2)(神経解剖学) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、教授・秋元 治朗・(脳神経外科学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、准教授
・馬原 孝彦・(高齢総合医学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太
一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(神経解剖学)

IP電話 03-3342-6111（5773）、PHS62397

jakimoto@tokyo med.ac.jpE-mail

備考

馬原　孝彦准教授（高齢総合医学分野）担当

メールにより時間を調整してから来室すること。日時

西新宿キャンパス、新教育研究棟（自主自学館）７階　高齢診療科医局場所

IP電話 03-3342-6111（内線5759）

takahiko@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書

「解剖実習の手びき」

寺田春水・藤田恒夫 （南山堂）著） 出）

解剖(1)肉眼解剖学実習でも使用する教科書。備）

「ラングマン人体発生学」

Sadler TW、安田訳 （メティカル・サイエンス・イ
ンターナショナル）

著） 出）

1年生の時に購入した教科書。備）

参考書

「解剖学講義」

著） （南山堂）伊藤隆 出）

備）「9章中枢神経系」の部分

解剖学カラーアトラス

著） 医学書院Rohen, 横地, Lutjen-Drecoll 出）

備）解剖(1)肉眼解剖学実習でも使用する教科書だが、脳解剖実習でも役に立
つ。

「脳単～語源から覚える解剖学英単語集」

著） （株式会社エヌ・ティー・エ
ス）

河合良訓・原島広至 出）

備）

「人体の正常構造と機能（全 10 巻縮刷版）」

著） （日本医事新報社）坂井、河原編集 出）

備）9、10 章神経系（１）（２）。ちょっと高価（18,000 円）だが、神経解
剖学、組織学、肉眼解剖学、発生学、生理学全てを把握できることを考
えると決して高くはない。高学年に進級したときに解剖生理学を一冊の
参考書で見直すのに便利であろう。

「イラスト解剖学」

著） （中外出版）松村譲兒 出）

備）「第V章神経系と感覚器」の部分

「カラー図解神経解剖学講義ノート」

著） （金芳堂）寺島俊雄 出）

備）著者自身が作成した模式図が大変分かりやすい。

「プロメテウス解剖学アトラス　頭部/ 神経解剖」

著） （医学書院）ShunkeM 他　坂井・河田監訳 出）

備）非常に美しい解剖図と適切な模式図からなるアトラス。この本に掲載さ
れているいろいろな角度から見た解剖図によって、それまで理解できな
かった点が、理解できるようになるであろう。

「ハインズ神経解剖学アトラス」

著） （メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル）

HainesDE　山内訳 出）

備）詳細な解剖図や断面図が掲載されている。最後に神経路の模式図がまと
められていて、大変便利である。画像診断の理解に役立つ。

  指定する教科書、参考書

解剖学(2)(神経解剖学)(科目№TM16061002)
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2019年 度

解剖学(2)(神経解剖学) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、教授・秋元 治朗・(脳神経外科学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、准教授
・馬原 孝彦・(高齢総合医学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太
一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(神経解剖学)

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
04月01日 月 1 神経解剖学概論 脳と脊髄

運動と感覚
石 龍徳

講義 ○中枢神経系と末梢神経
系の構成を概説できる。

2

04月01日 月 2 脳血管と脳脊髄液 脳の動脈と静脈
ウィリス動脈輪
クモ膜
軟膜
硬膜

石 龍徳

講義 ○脳の血管支配と血液・
脳関門を説明できる
○ウィリス動脈輪を説明
できる。
○髄膜・脳室系の構造と
脳脊髄液の産生と循環を
説明できる。

3

04月01日 月 3 脳解剖実習（１）
§92脳の概観
§93脳くも膜と脳軟膜
§94脳の血管

大脳
間脳
小脳
中脳
橋
延髄
脳の動脈と静脈
ウィリス動脈輪
クモ膜
軟膜
硬膜

石 龍徳
大山 恭司
北澤 宏理
柏木 太一
篠原 広志
権田 裕子

実習 ○脳の血管支配と血液・
脳関門を説明できる。
○ウィリス動脈輪を説明
できる。
○髄膜・脳室系の構造と
脳脊髄液の産生と循環を
説明できる。

4

04月01日 月 4 脳解剖実習（１）
§92脳の概観
§93脳くも膜と脳軟膜
§94脳の血管

大脳
間脳
小脳
中脳
橋
延髄
脳の動脈と静脈
ウィリス動脈輪
クモ膜
軟膜
硬膜

権田 裕子
柏木 太一
北澤 宏理
篠原 広志
大山 恭司
石 龍徳

実習 ○脳の血管支配と血液・
脳関門を説明できる。
○ウィリス動脈輪を説明
できる。
○髄膜・脳室系の構造と
脳脊髄液の産生と循環を
説明できる。

5

04月08日 月 1 脊髄 灰白質と白質
脊髄神経
自律神経

石 龍徳

講義 ○脊髄の構造、機能局在
と伝導路を説明できる。
○脊髄神経、自律神経を
説明できる。
○脊髄と自律神経系の形
成過程を概説できる。

6

04月08日 月 2 脳神経と脳幹1 延髄
橋
中脳
脳神経
錐体
大脳脚
脳神経核

石 龍徳

講義 ○脳神経の名称、走行・
分布と機能を概説でき
る。
○脳幹の構造と伝導路を
説明できる。
○脳神経の名称、核の局
在、走行・分布と機能を
概説できる。
○鰓弓の分化と頭部、頸
部、顔面の形成過程を概
説できる。

7

04月08日 月 3 脳解剖実習（２）
§95脳神経の根
§96脳幹の外面
§97小脳
§100のうち、小脳の横
断面

脳神経
中脳
橋
延髄
小脳

石 龍徳
篠原 広志
北澤 宏理
柏木 太一
大山 恭司
権田 裕子

実習 ○脳幹の構造と伝導路を
説明できる。
○脳神経の名称、核の局
在、走行・分布と機能を
概説できる。
○小脳の構造と機能を概
説できる。

8

04月08日 月 4 脳解剖実習（２）
§95脳神経の根
§96脳幹の外面
§97小脳
§100のうち、小脳の横
断面

脳神経
中脳
橋
延髄
小脳

権田 裕子
大山 恭司
柏木 太一
北澤 宏理
篠原 広志
石 龍徳

実習 ○脳幹の構造と伝導路を
説明できる。
○脳神経の名称、核の局
在、走行・分布と機能を
概説できる。
○小脳の構造と機能を概
説できる。

解剖学(2)(神経解剖学)(科目№TM16061002)
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2019年 度

解剖学(2)(神経解剖学) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、教授・秋元 治朗・(脳神経外科学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、准教授
・馬原 孝彦・(高齢総合医学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太
一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(神経解剖学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

9

04月15日 月 1 脳神経と脳幹2 延髄
橋
中脳
脳神経核
錐体
大脳脚

石 龍徳

講義 ○脳幹の構造と伝導路を
説明できるまる。
○脳神経の名称、核の局
在、走行・分布と機能を
概説できる。

10

04月15日 月 2 小脳 小脳半球
虫部
小脳脚
脊髄小脳路

石 龍徳

講義 ○小脳の構造と機能を概
説できる。

11

04月15日 月 3 脳解剖実習（３）
§98第4脳室
§99延髄と橋
§100のうち、脳幹の横
断面

第４脳室
菱形窩
脳神経核
伝導路

石 龍徳
大山 恭司
篠原 広志
北澤 宏理
柏木 太一
権田 裕子

実習 ○脳幹の構造と伝導路を
説明できる。
○脳神経の名称、核の局
在、走行・分布と機能を
概説できる。

12

04月15日 月 4 脳解剖実習（３）
§98第4脳室
§99延髄と橋
§100のうち、脳幹の横
断面

第４脳室
菱形窩
脳神経核
伝導路

権田 裕子
柏木 太一
北澤 宏理
大山 恭司
篠原 広志
石 龍徳

実習 ○脳幹の構造と伝導路を
説明できる。
○脳神経の名称、核の局
在、走行・分布と機能を
概説できる。

13

04月22日 月 2 神経組織実習：小脳 小脳皮質
小脳髄質
分子層
プルキンエ細胞
顆粒細胞

石 龍徳
篠原 広志
柏木 太一
大山 恭司
北澤 宏理
権田 裕子

SGD ○小脳の構造と機能を概
説できる。　

14

04月22日 月 3 神経組織実習：中脳、
橋、延髄

動眼神経核
顔面神経核
外転神経核
三叉神経核
迷走神経背側核
舌下神経核

権田 裕子
北澤 宏理
大山 恭司
柏木 太一
篠原 広志
石 龍徳

実習 ○脳幹の構造と伝導路を
説明できる。
○脳神経の名称、核の局
在、走行・分布と機能を
概説できる。

15

04月22日 月 4 神経組織実習：中脳、
橋、延髄

動眼神経核
顔面神経核
外転神経核
三叉神経核
迷走神経背側核
舌下神経核

石 龍徳
篠原 広志
大山 恭司
北澤 宏理
柏木 太一
権田 裕子

実習 ○脳幹の構造と伝導路を
説明できる。
○脳神経の名称、核の局
在、走行・分布と機能を
概説できる。

16

05月13日 月 1 大脳半球１ 大脳溝
大脳回
運動野
感覚野
言語野

石 龍徳

講義 ○大脳の構造を説明でき
る。
○大脳皮質の機能局在
（運動野・感覚野・言語
野）を説明できる。

17

05月13日 月 2 大脳半球2 投射線維
連合線維
交連線維
連合野

石 龍徳

講義 ○大脳の構造を説明でき
る。
○大脳皮質の機能局在
（連合野）を説明でき
る。

18

05月13日 月 3 脳解剖実習（４）
§101大脳の半切と第3脳
室
§102大脳皮質

第３脳室
脳梁
大脳溝
大脳回
大脳皮質の機能局在

石 龍徳
権田 裕子
柏木 太一
北澤 宏理
大山 恭司
篠原 広志

実習 ▲第3脳室とその周囲の構
造を説明できる。
○大脳皮質の機能局在
（運動野・感覚野・言語
野・連合野）を説明でき
る。

19

05月13日 月 4 脳解剖実習（４）
§101大脳の半切と第3脳
室
§102大脳皮質

第３脳室
脳梁
大脳溝
大脳回
大脳皮質の機能局在

柏木 太一
篠原 広志
権田 裕子
大山 恭司
北澤 宏理
石 龍徳

実習 ▲第3脳室とその周囲の構
造を説明できる。
○大脳皮質の機能局在
（運動野・感覚野・言語
野・連合野）を説明でき
る。

解剖学(2)(神経解剖学)(科目№TM16061002)
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2019年 度

解剖学(2)(神経解剖学) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、教授・秋元 治朗・(脳神経外科学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、准教授
・馬原 孝彦・(高齢総合医学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太
一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(神経解剖学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

20

05月20日 月 1 大脳基底核 被殻
淡蒼球
尾状核
線条体

石 龍徳

講義 ○大脳基底核（線条体、
淡蒼球、黒質）の線維結
合と機能を概説できる。

21

05月20日 月 2 大脳辺縁系 海馬
扁桃体
帯状回 石 龍徳

講義 ▲辺縁系 の構造と機能を
説明できる。
△記憶、学習の機序を辺
縁系の構成と関連させて
概説できる。

22

05月20日 月 3 脳解剖実習（５）
§103嗅脳とその付近
§104大脳の連合線維と
レンズ核
§105側脳室と尾状核

嗅脳
連合線維
レンズ核
海馬
扁桃体

石 龍徳
北澤 宏理
大山 恭司
篠原 広志
柏木 太一
権田 裕子

実習 ▲辺縁系 の構造と機能を
説明できる。
△記憶、学習の機序を辺
縁系の構成と関連させて
概説できる。

23

05月20日 月 4 脳解剖実習（5）
§103嗅脳とその付近
§104大脳の連合線維と
レンズ核
§105側脳室と尾状核

嗅脳
連合線維
レンズ核
海馬
扁桃体

権田 裕子
篠原 広志
柏木 太一
北澤 宏理
大山 恭司
石 龍徳

実習 ▲辺縁系 の構造と機能を
説明できる。
△記憶、学習の機序を辺
縁系の構成と関連させて
概説できる。

24

05月27日 月 1 間脳 視床
視床下部
視床上部
松果体

大山 恭司

講義 ▲視床と視床上部の構造
と機能を説明できる。
○視床下部の構造と機能
を内分泌および自律機能
と関連づけて概説でき
る。

25
05月27日 月 2 脳画像 MRI

CT
血管造影

秋元 治朗
馬原 孝彦

講義 ○脳・脊髄CT・MRI検査
で得られる情報を説明で
きる。

26

05月27日 月 3 脳解剖実習（6）
§106間脳
§107大脳と間脳の断面

視床下部
視床
大脳基底核
内包

大山 恭司
北澤 宏理
柏木 太一
篠原 広志
権田 裕子
石 龍徳

実習 ○大脳基底核（線条体、
淡蒼球、黒質）の線維結
合と機能を概説できる。
○脳・脊髄CT・MRI検査
で得られる情報を説明で
きる。

27

05月27日 月 4 脳解剖実習（6）
§106間脳
§107大脳と間脳の断面

視床下部
視床
大脳基底核
内包

石 龍徳
権田 裕子
篠原 広志
柏木 太一
北澤 宏理
大山 恭司

実習 ○大脳基底核（線条体、
淡蒼球、黒質）の線維結
合と機能を概説できる。
○脳・脊髄CT・MRI検査
で得られる情報を説明で
きる。

28

06月03日 月 1 神経系のまとめ1 錐体路
錐体外路

石 龍徳

講義 ○随意運動の発現機構を
錐体路を中心として概説
できる。
○大脳基底核（線条体、
淡蒼球、黒質）の線維結
合と機能を概説できる。

29

06月03日 月 2 神経系のまとめ2 脊髄視床路
後索内側毛帯路視覚路
聴覚路
嗅覚路
味覚路

石 龍徳

講義 ○表在感覚と深部感覚の
受容機序と伝導路を説明
できる。
○視覚、聴覚・平衡覚、
嗅覚、味覚の受容機序と
伝導路を概説できる。

30

06月03日 月 3 神経発生1 脊髄
神経細胞
神経膠細胞
神経堤細胞
脊髄神経
髄鞘
菱脳
髄脳
後脳

大山 恭司

講義 ○神経管の分化と脊髄お
よび菱脳の形成過程を概
説できる。

解剖学(2)(神経解剖学)(科目№TM16061002)
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2019年 度

解剖学(2)(神経解剖学) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、教授・秋元 治朗・(脳神経外科学)、准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)、准教授
・馬原 孝彦・(高齢総合医学)、講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)、助教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太
一・(組織・神経解剖学)、助教・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

解剖学(2)(神経解剖学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

31

06月03日 月 4 神経発生2 中脳
前脳
間脳
終脳
脳神経
自律神経系
交感神経系
副交感神経系

大山 恭司

講義 ○中脳、前脳および自律
神経系の形成過程を概説
できる。

解剖学(2)(神経解剖学)(科目№TM16061002)
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2019年 度

生理学(2) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)、教授・櫻井 博文・
(高齢総合医学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、准教授・山中 岳・(小児科学)

生理学(2)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．感覚の基本的な仕組みと制御機構を説明できる。
２．全体として調和のとれた機能、即ち、運動の調節、感覚や感情の統
御、覚醒と睡眠のリズム、学習と記憶などを遂行している神経回路網の
働きについて説明できる。
３．中枢神経系の正常な機能を発揮するための外部環境（血液及び脳脊
髄液循環）の要点を説明できる。
４．神経系を扱う臨床科目で良く遭遇する意識障害、運動失調や麻痺、
知覚障害、脳神経障害、脳血管及び脳脊髄液循環障害などの病態生理を
理解する。
５．ホルモンによる生体内部環境の生理的調節について説明できる。
６．内分泌系の異常によっておこる疾患の基礎および病態を理解する。
７．内分泌系と神経系及び免疫系とのかかわりについて総合的に理解す
る。

科目における教育到達目標

生理学は、生体機能の調節・制御機構を理解することを目的としている
学問である。正常な生体の機能の理解は、臨床医学で学ぶ様々な病態を
理解する基礎として不可欠である。
今年度は、「感覚」、「神経」、「内分泌」についての基本的な生理機
能について学習する。

・各講義担当者による講義が中心であるが、最新の医学情報を学ぶグループ学習も取り入れる。
・講義の要点はパワーポイントや板書で提示し、かつプリントを資料として配布する。
　講義中に提示する図表の主なものは、配布する資料に示されている。
・教育要項、講義資料に示された教科書、参考図書も活用して学習することを薦める。
・講義資料は教科書ではない。試験前に講義資料だけ見ても理解することは難しい。
・講義に出席して自分のノートを作成し、それを手掛かりに自ら学ぶ姿勢を形作っていくことが重要である。
・項目終了毎に中間テストを実施し、講義内容の理解と定着を図る。

  学習内容

復習

授業終了後に、「e 自主自学」にて事後テストを受験し、自己の学習成
果を確認すること。間違えた個所を特に重点的に復習し、最低30分以上
を充てその時間の学習内容を完全に習得すること。オフスアワー等の時
間を活用して積極的に教員に質問し、理解すること。

予習

教科書や参考図書の図を見ておくと、理解が深まる。

  授業時間外の学習

  ICT活用

小テスト（事前テスト、事後テスト）はｅラーニングを活用する。

生理学(2)(科目№TM16062002)
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2019年 度

生理学(2) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)、教授・櫻井 博文・
(高齢総合医学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、准教授・山中 岳・(小児科学)

生理学(2)

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業・態度評価の合計点最終評価点

作問者に試験結果をフィードバックす
る。

筆記試験の形式

再試験は、前期再試験期間に１回実施
する。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

本試験で最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

本試験に準ずる再試験・範囲

本試験に準ずる再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

出席率が2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

学習・実習態度が不良である場合、前期
試験点数から減点する

 学習上の注意

  学習上の注意等

講義では、膨大な情報の中から必要不可欠な基本的知識、あるいは将来必要となる知識を選択して提供する。ここには教科書では得られない新しい
情報や、多くの参考書を読まなければ得られない知識も含まれる。したがって、講義を受け身で聴くだけでなく質問などで積極的に講義に参加する
ことが、効率よく学習する最良の方法である。
配布された資料をなぞるだけでは講義の意味が半減する。各講師の講義内容を自らの頭で咀嚼し、整理してノートを作成し、不明な点は教科書・参
考書を調べ積極的に質問することを望む。

生理学(2)(科目№TM16062002)
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2019年 度

生理学(2) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)、教授・櫻井 博文・
(高齢総合医学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、准教授・山中 岳・(小児科学)

生理学(2)

  オフィスアワー

林　由起子教授（病態生理学分野）担当

月曜日～金曜日　10 時～16 時日時

新宿キャンパス 基礎新館　5 階　集会室場所

IP電話 （03）3351 6141（内線423）

yhayashi@tokyo med.ac.jpE-mail

備考

川原　玄理准教授（病態生理学分野）担当

月曜日～金曜日　10 時～16 時日時

新宿キャンパス 基礎新館　5 階　集会室場所

IP電話

gkawahar@tokyo med.ac.jpE-mail

備考

櫻井　博文教授（高齢総合医学）担当

適宜。メールにより日時・場所をを調整。日時

西新宿キャンパス場所

IP電話

sakurah@tokyo med.ac.jpE-mail

備考

三苫　　博教授（医学教育学）担当

適宜。メールにより日時・場所をを調整。日時

西新宿キャンパス場所

IP電話

mitoma@tokyo med.ac.jpE-mail

備考

相澤　仁志教授（神経内科学）担当

適宜。メールにより日時・場所をを調整。日時

西新宿キャンパス場所

IP電話

haizawa@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

山中　岳准教授（小児科学）担当

適宜。メールにより日時・場所をを調整。日時

西新宿キャンパス場所

IP電話

gaku@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

生理学(2)(科目№TM16062002)
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2019年 度

生理学(2) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)、教授・櫻井 博文・
(高齢総合医学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、准教授・山中 岳・(小児科学)

生理学(2)

教科書

ギャノング生理学

W.F.Ganong 著、岡田泰伸他訳 （丸善）著） 出）

備）

生理学テキスト

大地睦男 （文光堂）著） 出）

備）

参考書

新生理学

著） （日本医事新報社）竹内昭博 出）

備）

標準生理学

著） （医学書院）本郷利憲、広重力、豊田順一、
熊田衛編

出）

備）

ガイトン生理学（原著　第 11 版）

著） （エルゼビア・ジャパン）御手洗玄洋　総監訳 出）

備）

  指定する教科書、参考書

生理学(2)(科目№TM16062002)
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2019年 度

生理学(2) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)、教授・櫻井 博文・
(高齢総合医学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、准教授・山中 岳・(小児科学)

生理学(2)

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月02日 火 1 視覚（Ｉ） 1.遠近調節
2.杆体・錐体
３.視野欠損
４.対光反射・輻輳反射
５.色覚障害
６.明・暗順応

林 由起子

講義 ○網膜での視覚情報処理
機構を説明できる。
受容器電位を説明でき
る。
伝導路を説明できる。
中枢での情報処理機構を
説明できる。

2

04月02日 火 2 聴覚と平衡感覚 1.コルチ器官
2.有毛細胞
3.進行波
4.音源定位
5.半器官と耳石器
6.眼振

林 由起子

講義 ○受容器の構造と機能を
説明できる。
受容器電位を説明でき
る。
伝導路を説明できる。

3

04月09日 火 1 味覚と嗅覚 1.化学感覚
2.基本味
3.味覚受容器
4.嗅覚受容器
5.Ｇ蛋白質共役型受容体

林 由起子

講義 ○感覚受容の仕組みを説
明できる。
異なる味覚・嗅覚の識別
機序を説明できる。
伝導路および中枢機序を
説明できる。

4

04月09日 火 2 体性感覚 1.表在性受容器
2.深部受容器
3.侵害受容器
4.皮膚分節
5.体部位局在
6.順応
7.閾値
8.受容器電位

林 由起子

講義 ○受容器の種類、構造、
機能を説明できる。
伝導路を説明できる。
特殊感覚、体性感覚、内
臓感覚を説明できる。

5

04月16日 火 1 運動単位と反射 1.運動単位
2.Ia, Ib, II群線維
3.α-γ連関
4.交叉性伸展反射
5.桔抗抑制
6.レンショウ細胞

林 由起子

講義 ○運動単位とその機能分
化を説明できる。
一次終末、二次終末、腱
器官の応答特性を説明で
きる。
脊髄反射と筋の相反性支
配を説明できる。
単シナプス反射と､多シナ
プス反射の違いを説明で
きる。

6

04月16日 火 2 脳の外部環境
脊髄・脳幹

1.血液脳関門
2.Willisの動脈輪
3.脳脊髄液
4.錐体路・内側毛帯路
5.脳神経核

林 由起子

講義 ○脳の血管支配と血液・
脳関門を説明できる。
脳のエネルギー代謝の特
徴を説明できる。
脳膜・脳室系の構造と脳
脊髄液の産生と循環を説
明できる。
随意運動の発現機構を錐
体路を中心として概説で
きる。
脳幹の構造、伝導路と機
能を説明できる。
脳神経の名称、核の局
在、走行・分布と機能を
概説できる。

生理学(2)(科目№TM16062002)
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2019年 度

生理学(2) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)、教授・櫻井 博文・
(高齢総合医学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、准教授・山中 岳・(小児科学)

生理学(2)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

7

04月23日 火 1 大脳辺縁系 1.扁桃体･海馬･帯状回
2.内側前脳束･背側縦束
3.睡眠・脳波

林 由起子

講義 ○脳の血管支配と血液・
脳関門を説明できる。
脳のエネルギー代謝の特
徴を説明できる。
脳膜・脳室系の構造と脳
脊髄液の産生と循環を説
明できる。
随意運動の発現機構を錐
体路を中心として概説で
きる。
脳幹の構造、伝導路と機
能を説明できる。
脳神経の名称、核の局
在、走行・分布と機能を
概説できる。

8

04月23日 火 2 小脳の機能と病態 1.プルキンエ細胞、苔
状、登上線維
2.平衡障害、運動障害

三苫 博

講義 ○小脳の構造と機能を概
説できる。
小脳の神経回路網と主な
入出力を述べることがで
きる。
小脳症状を説明できる。

9

05月07日 火 1 大脳皮質・大脳基底核と
視床下部

1.皮質線条体投射路･黒質
視床投射路
2.直接経路･間接経路
3.グルタミン酸
・ＧＡＢＡとドーパミン
4. 側坐核･扁桃体と腹側被
蓋野
5. 体温調節中枢
6. 摂食中枢･満腹中枢

林 由起子

講義 ○大脳皮質の機能局在
（運動野･感覚野･言語野･
連合野）を説明できる。
大脳基底核（線条体、淡
蒼球、黒質）の線維結合
と機能を概説できる。
「情動・動機づけ」と基
底核の関連を理解する。
視床下部の構造と機能を
内分泌および自律機能と
関連づけて概説できる。

10
05月07日 火 2 大脳の機能・認知症を中

心に
1.学習・記憶

櫻井 博文
講義 ○記憶、学習の機序を概

説できる。

11
05月14日 火 1 神経診察の実際 神経・感覚系の生理学全

般 林 由起子
講義 ▲講義内容の復習をしな

がら、神経学的診察方法
を学ぶ。

12
05月14日 火 2 神経診察の実際 神経・感覚系の生理学全

般 林 由起子
講義 ▲講義内容の復習をしな

がら、神経学的診察方法
を学ぶ。

13

05月21日 火 1 神経診察の実際 神経・感覚系の生理学全
般

林 由起子
三苫 博

相澤 仁志
山中 岳

講義 ▲講義内容の復習をしな
がら、神経学的診察方法
を学ぶ。

14

05月21日 火 2 神経診察の実際 神経・感覚系の生理学全
般

林 由起子
三苫 博

相澤 仁志
山中 岳

講義 ○講義内容の復習をしな
がら、神経学的診察方法
を学ぶ。

15

05月28日 火 1 内分泌学総論 1.ペプチドホルモン
2.ステロイドホルモン
3.アミンホルモン
4.神経内分泌
5.フィードバック調節
6.標的器官、受容体

川原 玄理

講義 ○各内分泌器官の位置を
図示し、そこから分泌さ
れるホルモンを列挙でき
る。
ホルモンを構造から分類
し作用機序を説明でき
る。
ホルモン分泌の調節機構
を概説できる。

生理学(2)(科目№TM16062002)
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2019年 度

生理学(2) （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、主任教授・三苫 博・(医学教育学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)、教授・櫻井 博文・
(高齢総合医学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、准教授・山中 岳・(小児科学)

生理学(2)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

16

05月28日 火 2 視床下部・下垂体 1.視床下部
2.下垂体門脈系
3.下垂体前葉
4.下垂体後葉
5.成長ホルモン
6.性ホルモン 川原 玄理

講義 ○視床下部ホルモンの名
称、下垂体ホルモンの作
用と相互関係を説明でき
る。
ACTH,FSH,LH,TSH,PRL,
オキシトシン、バソプ
レッシンの生理作用を説
明できる。
男性ホルモン・女性ホル
モンの合成・代謝経路と
作用を説明できる。

17

06月04日 火 1 甲状腺・副甲状腺 1.サイロキシン
2.トリヨードサイロニン
3.甲状腺ホルモンの生合
成
4.TRH,TSH
5.カルシトニン
6.上皮小体ホルモン

川原 玄理

講義 ○甲状腺ホルモンの分泌
機構と作用を説明でき
る。

18

06月04日 火 2 膵島ホルモンと糖代謝 1.インスリン、グルカゴ
ン
2.ソマトスタチン
3.膵ポリペプチド

川原 玄理

講義 ○膵島から分泌されるホ
ルモンの作用を説明でき
る。
糖尿病の病態について理
解できる。

19

06月11日 火 1 副腎 1.アドレナリン
2.ノルアドレナリン
3.糖質コルチコイド
4.鉱質コルチコイド

川原 玄理

講義 ○副腎の構造と副腎髄質
ホルモンの作用及び分泌
調節機構を説明できる。
副腎皮質ホルモンの作用
及び分泌調節機構を説明
できる。

20

06月11日 火 2 内分泌学まとめおよび疾
患との関連

1.分泌調節異常による疾
患
2.視床下部・下垂体関連
疾患
3.副腎のホルモン異常に
よる疾患
4.糖代謝による疾患
5.甲状腺ホルモン異常に
よる疾患

川原 玄理

講義 ○内分泌系の異常で起こ
る疾患についてその基礎
を理解できる。

生理学(2)(科目№TM16062002)
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

基本的な臨床検査の適応や結果の解釈を提示できる。Ⅲ-2 ③ レベルB

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルB(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルB(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルB(3)

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

基礎となる科学的方法論に配慮し、「実習実験」を実施できる。Ⅸ-1 ① レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１　主要な疾患について、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示でき
る。
２　基本的な臨床検査の種類や内容を理解する。
３　症候学や検査医学、臨床推論に関する基本的な知識の習得に努め
る。
４　医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明
できる。
５　自分の力で問題を発見し、自己学習および他の学習者との連携に
よって、問題解決できる。得られた情報を分析し、その信頼性を評価で
きる。
６　「実習実験」に積極的に取り組むことができる。
７　基礎となる科学的方法論に配慮し、「実習実験」を実施できる。

科目における教育到達目標

１）生体電気信号
　　生体電気信号を担うイオンの役割について理解を深める。
２）心電図・血圧
　　人体の心電図及び血圧測定を通して循環器系の総合的理解を深め
る。
３）筋肉の収縮 脱分極および薬物による消化管平滑筋の収縮機構を理解
し、興奮性細胞における細胞内 Ca2+ 濃度調節メカニズムを考える。
４）誘発筋電図（M 波、H 波）
　　中枢の基本的行動パターンである反射について理解を深める。
５）経口ブドウ糖負荷試験
　　血糖値と尿糖の変化を観察し、糖代謝過程における内分泌機構を理
解する。
６）尿生成とクリアランス
　　腎における尿生成と体液浸透圧調整について理解する。

１）生体電気信号
　　１．筋肉細胞から電位を記録する。
２）心電図・血圧
　　１．心電図の記録と各種計測を行い、ECG　report を作成する。
　　２．安静時、運動負荷後、寒冷刺激時に血圧を測定し、血圧調節のメカニズムについて考察する。
３）筋肉の収縮
　　１．腸管平滑筋を収縮させる刺激の細胞内Ca2+ 濃度調節メカニズムを予測する。
　　２．モルモット盲腸紐平滑筋摘出標本に、各種刺激を行った際の力学応答を記録・解析する。
　　３．各自の予測と実験結果の整合性について検討する。
４）誘発筋電図（Ｍ波、Ｈ波）
　　１．人体における末梢神経電気刺激法、筋電図記録法を学習する。
　　２．基本的な脊髄反射について学習する。
５）経口ブドウ糖負荷試験
　　１．実習者自身が被験者となり、臨床上よく用いられるブドウ糖負荷試験を行う。
　　２．血糖値を尿糖の変化を観察し、糖代謝過程における内分泌機構を理解する。
６）尿生成とクリアランス
　　１．各自が被験者となり、経時的に採尿して尿量を測る。
　　２．尿中のクレアチニン濃度を測定し、クレアチニンクリアランスを求め、糸球体濾過量を求める。
上記項目を６班に分け、２日ずつ実習を行う。

  学習内容

復習

実験結果について考察をし、レポートを完成させ、発表がある項目は準
備をする。
理解できない点があれば講師に直接質問すること。

予習

あらかじめ教科書、資料集、講義ノートおよび生理学実習書などで内容
を把握しておく。

  授業時間外の学習

  ICT活用

特になし

生理学実習(科目№TM16063002)
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

評価点60 点以上を合格点とする。合格点

各実習のレポート点と実習試験の点数
を併せて評価点とする。

最終評価点

筆記試験の形式

再試験は、年度末に１回とする。再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

本試験と同様再試験・範囲

筆記または口頭試問再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

実習態度が悪く注意しても改善の見られ
ない場合、欠席扱いとする。

態度

評価の方法と内訳(%)・実習評価

注意事項

出席率が5/6 以上の者が、最終評価の対
象となる。

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）実習内容は生理学の講義と密接に関連しているので、常に講義で学んだことと関連づけて実習を進めてほしい。
２）実習は全部出席することが原則である。欠席はやむを得ない事情がある時に限る。毎回、生理学実習要項の生理学実習・出席確認表に担当教員
の印またはサインを受けて、出席の確認とする。
３）薬品、血液などで汚れるので、白衣を着用すること。
４）名札を着用すること。
５）実習に必要なもの以外は実習室に持ちこまないこと。
６）レポートは各実習項目の担当教員が指示する提出期限に遅れないように提出すること。
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

  オフィスアワー

宮崎武文講師（第２研究室）担当

月曜日　16：30 ～ 17：30日時

細胞生理学分野→第３校舎１階場所

IP電話

miyazaki@tokyo-med.ac.jpE-mail

特に指定しないが質問があれば随時訪問してよい。あらかじめ、内線電話またはメールでアポイント
メントをとることを勧める。

備考

田代倫子講師（第４研究室）担当

木曜日　16：30 ～ 17：30日時

細胞生理学分野→第３校舎１階場所

IP電話

tashiro@tokyo-med.ac.jpE-mail

特に指定しないが質問があれば随時訪問してよい。あらかじめ、内線電話またはメールでアポイント
メントをとることを勧める。

備考

井上 華講師（第７研究室）担当

水曜日　16：20 ～ 17：00日時

細胞生理学分野→第３校舎１階場所

IP電話

hana@tokyo-med.ac.jpE-mail

特に指定しないが質問があれば随時訪問してよい。あらかじめ、内線電話またはメールでアポイント
メントをとることを勧める。

備考

谷藤章太助教（第6研究室）担当

月曜日　16：30 ～ 17：30日時

細胞生理学分野→第３校舎１階場所

IP電話

tanifuji@tokyo-med.ac.jpE-mail

特に指定しないが質問があれば随時訪問してよい。あらかじめ、内線電話またはメールでアポイント
メントをとることを勧める。

備考

林由起子主任教授（集会室）担当

月曜日～金曜日　10：00 ～ 16：00　日時

病態生理学分野→基礎新館５階場所

IP電話 （03）3351 6141（内線423）

yhayashi@tokyo-med.ac.jpE-mail

特に指定しないが質問があれば随時訪問してよい。あらかじめ、内線電話またはメールでアポイント
メントをとることを勧める。

備考

川原玄理准教授（集会室）担当

月曜日～金曜日　10：00 ～ 16：00日時

病態生理学分野→基礎新館５階場所

IP電話

gkawahar@tokyo-med.ac.jpE-mail

特に指定しないが質問があれば随時訪問してよい。あらかじめ、内線電話またはメールでアポイント
メントをとることを勧める。

備考

和田英治助教（集会室）担当

月曜日～金曜日　10：00 ～ 16：00日時

病態生理学分野→基礎新館５階場所

生理学実習(科目№TM16063002)
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

IP電話

ewada@tokyo-med.ac.jpE-mail

特に指定しないが質問があれば随時訪問してよい。あらかじめ、内線電話またはメールでアポイント
メントをとることを勧める。

備考

華藤恵美助教（集会室）担当

月曜日～金曜日　10：00 ～ 16：00日時

病態生理学分野→基礎新館５階場所

IP電話

meishida@tokyo-med.ac.jpE-mail

特に指定しないが質問があれば随時訪問してよい。あらかじめ、内線電話またはメールでアポイント
メントをとることを勧める。

備考

川幡由希香助教（集会室）担当

月曜日～金曜日　10：00 ～ 16：00日時

病態生理学分野→基礎新館５階場所

IP電話

kawabata@tokyo-med.ac.jpE-mail

特に指定しないが質問があれば随時訪問してよい。あらかじめ、内線電話またはメールでアポイント
メントをとることを勧める。

備考

教科書

生理学テキスト

大地陸男 （文光堂）著） 出）

備）

キャノング生理学

岡田泰伸訳他 （丸善）著） 出）

備）

参考書

新生理学

著） （文光堂）小幡邦彦 出）

備）各項目共通

標準生理学

著） （医学書院）小澤瀞司他 出）

備）各項目共通

ガイトン生理学

著） （エルゼビア・ジャパン）御手洗玄洋　総監訳 出）

備）各項目共通

神経情報生理学入門

著） （オーム社）小林春雄他 出）

備）生体電気信号を担うイオンの役割

ニューロンから脳へ

著） （広川書店）S.W.Kueflr 他（金子他訳） 出）

備）生体電気信号を担うイオンの役割

Neuroscience

著） （Sinauer）D.Purves 他 出）

備）生体電気信号を担うイオンの役割

図解心電図学

著） （金芳堂）M.J.Goldman 出）

備）心電図・血圧

  指定する教科書、参考書
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

08月29日 木 3 1）生体電気信号
2）心電図
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）活動電位/静止電位
2）平均電気軸
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖、尿糖/糖代謝
6）比色反応

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）生体電気信号の発生
の仕組みを説明できる。
2）心拍数、PQ間隔、
QRS幅、QT間隔などを正
しく計測することができ
る。
3）生体内におけるCa2+
の多様な役割を説明でき
る。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）血糖を変化させるホル
モンを挙げ、それらの糖
代謝に対する作用を説明
できる。
6）クレアチニン溶液の濃
度測定法を学ぶ。

2

08月29日 木 4 1）生体電気信号
2）心電図
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）活動電位/静止電位
2）平均電気軸
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖、尿糖/糖代謝
6）比色反応

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）生体電気信号の発生
の仕組みを説明できる。
2）心拍数、PQ間隔、
QRS幅、QT間隔などを正
しく計測することができ
る。
3）生体内におけるCa2+
の多様な役割を説明でき
る。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）血糖を変化させるホル
モンを挙げ、それらの糖
代謝に対する作用を説明
できる。
6）クレアチニン溶液の濃
度測定法を学ぶ。

3

08月30日 金 3 1）生体電気信号
2）血圧
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）ネルンストの式
2）運動負荷/寒冷刺激
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖調節機構
6）糸球体濾過量 林 由起子

宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
横山 詩子

実習  1）レポート作成。ネル
ンスト、ゴールドマンの
理論値と実測値の相違を
説明できる。
2）運動及び寒冷による血
圧変動のメカニズムを説
明できる。
3）細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）インスリンの分泌機
構、タンパク代謝、脂質
代謝に対する作用を説明
できる。
6）各自のクレアチニン・
クリアランス、糸球体濾
過量を求め、それらにつ
いて理解する。
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

4

08月30日 金 4 1）生体電気信号
2）血圧
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）ネルンストの式
2）運動負荷/寒冷刺激
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖調節機構
6）糸球体濾過量

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）レポート作成。ネル
ンスト、ゴールドマンの
理論値と実測値の相違を
説明できる。
2）運動及び寒冷による血
圧変動のメカニズムを説
明できる。
3）細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）インスリンの分泌機
構、タンパク代謝、脂質
代謝に対する作用を説明
できる。
6）各自のクレアチニン・
クリアランス、糸球体濾
過量を求め、それらにつ
いて理解する。

5

09月02日 月 3 1）生体電気信号
2）心電図
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）活動電位/静止電位
2）平均電気軸
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖、尿糖/糖代謝
6）比色反応

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）生体電気信号の発生
の仕組みを説明できる。
2）心拍数、PQ間隔、
QRS幅、QT間隔などを正
しく計測することができ
る。
3）生体内におけるCa2+
の多様な役割を説明でき
る。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）血糖を変化させるホル
モンを挙げ、それらの糖
代謝に対する作用を説明
できる。
6）クレアチニン溶液の濃
度測定法を学ぶ。

6

09月02日 月 4 1）生体電気信号
2）心電図
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）活動電位/静止電位
2）平均電気軸
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖、尿糖/糖代謝
6）比色反応

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）生体電気信号の発生
の仕組みを説明できる。
2）心拍数、PQ間隔、
QRS幅、QT間隔などを正
しく計測することができ
る。
3）生体内におけるCa2+
の多様な役割を説明でき
る。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）血糖を変化させるホル
モンを挙げ、それらの糖
代謝に対する作用を説明
できる。
6）クレアチニン溶液の濃
度測定法を学ぶ。
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

7

09月03日 火 3 1）生体電気信号
2）血圧
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）ネルンストの式
2）運動負荷/寒冷刺激
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖調節機構
6）糸球体濾過量

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）レポート作成。ネル
ンスト、ゴールドマンの
理論値と実測値の相違を
説明できる。
2）運動及び寒冷による血
圧変動のメカニズムを説
明できる。
3）細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）インスリンの分泌機
構、タンパク代謝、脂質
代謝に対する作用を説明
できる。
6）各自のクレアチニン・
クリアランス、糸球体濾
過量を求め、それらにつ
いて理解する。

8

09月03日 火 4 1）生体電気信号
2）血圧
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）ネルンストの式
2）運動負荷/寒冷刺激
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖調節機構
6）糸球体濾過量

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）レポート作成。ネル
ンスト、ゴールドマンの
理論値と実測値の相違を
説明できる。
2）運動及び寒冷による血
圧変動のメカニズムを説
明できる。
3）細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）インスリンの分泌機
構、タンパク代謝、脂質
代謝に対する作用を説明
できる。
6）各自のクレアチニン・
クリアランス、糸球体濾
過量を求め、それらにつ
いて理解する。

9

09月04日 水 3 1）生体電気信号
2）心電図
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）活動電位/静止電位
2）平均電気軸
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖、尿糖/糖代謝
6）比色反応

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）生体電気信号の発生
の仕組みを説明できる。
2）心拍数、PQ間隔、
QRS幅、QT間隔などを正
しく計測することができ
る。
3）生体内におけるCa2+
の多様な役割を説明でき
る。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）血糖を変化させるホル
モンを挙げ、それらの糖
代謝に対する作用を説明
できる。
6）クレアチニン溶液の濃
度測定法を学ぶ。

生理学実習(科目№TM16063002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

10

09月04日 水 4 1）生体電気信号
2）心電図
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）活動電位/静止電位
2）平均電気軸
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖、尿糖/糖代謝
6）比色反応

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）生体電気信号の発生
の仕組みを説明できる。
2）心拍数、PQ間隔、
QRS幅、QT間隔などを正
しく計測することができ
る。
3）生体内におけるCa2+
の多様な役割を説明でき
る。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）血糖を変化させるホル
モンを挙げ、それらの糖
代謝に対する作用を説明
できる。
6）クレアチニン溶液の濃
度測定法を学ぶ。

11

09月05日 木 3 1）生体電気信号
2）血圧
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）ネルンストの式
2）運動負荷/寒冷刺激
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖調節機構
6）糸球体濾過量

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）レポート作成。ネル
ンスト、ゴールドマンの
理論値と実測値の相違を
説明できる。
2）運動及び寒冷による血
圧変動のメカニズムを説
明できる。
3）細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）インスリンの分泌機
構、タンパク代謝、脂質
代謝に対する作用を説明
できる。
6）各自のクレアチニン・
クリアランス、糸球体濾
過量を求め、それらにつ
いて理解する。

12

09月05日 木 4 1）生体電気信号
2）血圧
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）ネルンストの式
2）運動負荷/寒冷刺激
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖調節機構
6）糸球体濾過量

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）レポート作成。ネル
ンスト、ゴールドマンの
理論値と実測値の相違を
説明できる。
2）運動及び寒冷による血
圧変動のメカニズムを説
明できる。
3）細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）インスリンの分泌機
構、タンパク代謝、脂質
代謝に対する作用を説明
できる。
6）各自のクレアチニン・
クリアランス、糸球体濾
過量を求め、それらにつ
いて理解する。

生理学実習(科目№TM16063002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

09月09日 月 3 1）生体電気信号
2）心電図
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）活動電位/静止電位
2）平均電気軸
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖、尿糖/糖代謝
6）比色反応

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）生体電気信号の発生
の仕組みを説明できる。
2）心拍数、PQ間隔、
QRS幅、QT間隔などを正
しく計測することができ
る。
3）生体内におけるCa2+
の多様な役割を説明でき
る。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）血糖を変化させるホル
モンを挙げ、それらの糖
代謝に対する作用を説明
できる。
6）クレアチニン溶液の濃
度測定法を学ぶ。

14

09月09日 月 4 1）生体電気信号
2）心電図
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）活動電位/静止電位
2）平均電気軸
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖、尿糖/糖代謝
6）比色反応

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）生体電気信号の発生
の仕組みを説明できる。
2）心拍数、PQ間隔、
QRS幅、QT間隔などを正
しく計測することができ
る。
3）生体内におけるCa2+
の多様な役割を説明でき
る。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）血糖を変化させるホル
モンを挙げ、それらの糖
代謝に対する作用を説明
できる。
6）クレアチニン溶液の濃
度測定法を学ぶ。

15

09月10日 火 3 1）生体電気信号
2）血圧
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）ネルンストの式
2）運動負荷/寒冷刺激
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖調節機構
6）糸球体濾過量

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）レポート作成。ネル
ンスト、ゴールドマンの
理論値と実測値の相違を
説明できる。
2）運動及び寒冷による血
圧変動のメカニズムを説
明できる。
3）細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）インスリンの分泌機
構、タンパク代謝、脂質
代謝に対する作用を説明
できる。
6）各自のクレアチニン・
クリアランス、糸球体濾
過量を求め、それらにつ
いて理解する。

生理学実習(科目№TM16063002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

16

09月10日 火 4 1）生体電気信号
2）血圧
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）ネルンストの式
2）運動負荷/寒冷刺激
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖調節機構
6）糸球体濾過量

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）レポート作成。ネル
ンスト、ゴールドマンの
理論値と実測値の相違を
説明できる。
2）運動及び寒冷による血
圧変動のメカニズムを説
明できる。
3）細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）インスリンの分泌機
構、タンパク代謝、脂質
代謝に対する作用を説明
できる。
6）各自のクレアチニン・
クリアランス、糸球体濾
過量を求め、それらにつ
いて理解する。

17

09月11日 水 3 1）生体電気信号
2）心電図
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）活動電位/静止電位
2）平均電気軸
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖、尿糖/糖代謝
6）比色反応

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）生体電気信号の発生
の仕組みを説明できる。
2）心拍数、PQ間隔、
QRS幅、QT間隔などを正
しく計測することができ
る。
3）生体内におけるCa2+
の多様な役割を説明でき
る。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）血糖を変化させるホル
モンを挙げ、それらの糖
代謝に対する作用を説明
できる。
6）クレアチニン溶液の濃
度測定法を学ぶ。

18

09月11日 水 4 1）生体電気信号
2）心電図
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）活動電位/静止電位
2）平均電気軸
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖、尿糖/糖代謝
6）比色反応

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）生体電気信号の発生
の仕組みを説明できる。
2）心拍数、PQ間隔、
QRS幅、QT間隔などを正
しく計測することができ
る。
3）生体内におけるCa2+
の多様な役割を説明でき
る。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）血糖を変化させるホル
モンを挙げ、それらの糖
代謝に対する作用を説明
できる。
6）クレアチニン溶液の濃
度測定法を学ぶ。

生理学実習(科目№TM16063002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

19

09月12日 木 3 1）生体電気信号
2）血圧
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）ネルンストの式
2）運動負荷/寒冷刺激
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖調節機構
6）糸球体濾過量

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）レポート作成。ネル
ンスト、ゴールドマンの
理論値と実測値の相違を
説明できる。
2）運動及び寒冷による血
圧変動のメカニズムを説
明できる。
3）細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）インスリンの分泌機
構、タンパク代謝、脂質
代謝に対する作用を説明
できる。
6）各自のクレアチニン・
クリアランス、糸球体濾
過量を求め、それらにつ
いて理解する。

20

09月12日 木 4 1）生体電気信号
2）血圧
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）ネルンストの式
2）運動負荷/寒冷刺激
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖調節機構
6）糸球体濾過量

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）レポート作成。ネル
ンスト、ゴールドマンの
理論値と実測値の相違を
説明できる。
2）運動及び寒冷による血
圧変動のメカニズムを説
明できる。
3）細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）インスリンの分泌機
構、タンパク代謝、脂質
代謝に対する作用を説明
できる。
6）各自のクレアチニン・
クリアランス、糸球体濾
過量を求め、それらにつ
いて理解する。

21

09月17日 火 3 1）生体電気信号
2）心電図
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）活動電位/静止電位
2）平均電気軸
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖、尿糖/糖代謝
6）比色反応

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）生体電気信号の発生
の仕組みを説明できる。
2）心拍数、PQ間隔、
QRS幅、QT間隔などを正
しく計測することができ
る。
3）生体内におけるCa2+
の多様な役割を説明でき
る。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）血糖を変化させるホル
モンを挙げ、それらの糖
代謝に対する作用を説明
できる。
6）クレアチニン溶液の濃
度測定法を学ぶ。

生理学実習(科目№TM16063002)
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

22

09月17日 火 4 1）生体電気信号
2）心電図
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）活動電位/静止電位
2）平均電気軸
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖、尿糖/糖代謝
6）比色反応

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）生体電気信号の発生
の仕組みを説明できる。
2）心拍数、PQ間隔、
QRS幅、QT間隔などを正
しく計測することができ
る。
3）生体内におけるCa2+
の多様な役割を説明でき
る。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）血糖を変化させるホル
モンを挙げ、それらの糖
代謝に対する作用を説明
できる。
6）クレアチニン溶液の濃
度測定法を学ぶ。

23

09月19日 木 3 1）生体電気信号
2）血圧
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）ネルンストの式
2）運動負荷/寒冷刺激
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖調節機構
6）糸球体濾過

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）レポート作成。ネル
ンスト、ゴールドマンの
理論値と実測値の相違を
説明できる。
2）運動及び寒冷による血
圧変動のメカニズムを説
明できる。
3）細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）インスリンの分泌機
構、タンパク代謝、脂質
代謝に対する作用を説明
できる。
6）各自のクレアチニン・
クリアランス、糸球体濾
過量を求め、それらにつ
いて理解する。

24

09月19日 木 4 1）生体電気信号
2）血圧
3）筋肉の収縮
4）誘発筋電図（M波、H
波）
5）経口ブドウ糖負荷試
験
6）尿生成とクリアラン
ス

1）ネルンストの式
2）運動負荷/寒冷刺激
3）興奮収縮連関
4）単シナプス反射
5）血糖調節機構
6）糸球体濾過量

林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

実習  1）レポート作成。ネル
ンスト、ゴールドマンの
理論値と実測値の相違を
説明できる。
2）運動及び寒冷による血
圧変動のメカニズムを説
明できる。
3）細胞内シグナル伝達過
程を説明できる。
4）脊髄の構造、機能局
在、伝導路、脊髄反射を
説明できる。
5）インスリンの分泌機
構、タンパク代謝、脂質
代謝に対する作用を説明
できる。
6）各自のクレアチニン・
クリアランス、糸球体濾
過量を求め、それらにつ
いて理解する。

生理学実習(科目№TM16063002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

生理学実習 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・横山 詩子・(細胞生理学)、主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・田代 倫子・(細胞生理学)、准教授・川原
玄理・(病態生理学)、講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)、助教・
和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)、助手・水本 遼・(細胞生理学)、
客員教授・佐々木 光美・(病態生理学)

生理学実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

25

09月20日 金 1 生理学実習試験 林 由起子
宮崎 武文
田代 倫子
井上 華

川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香
谷藤 章太
水本 遼

佐々木 光美
横山 詩子

生理学実習(科目№TM16063002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

生化学 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
特任教授・半田 宏・(ナノ粒子先端医学応用講座)、主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援セン
ター)、准教授・阿部 晃久・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化
学)、兼任教授・後藤 明彦・(生化学)

生化学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

個人情報保護とプライバシーの尊重を理解し、行動できる。Ⅳ-1 ① レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

基礎となる科学的方法論に配慮し、「実習実験」を実施できる。Ⅸ-1 ① レベルB

医学研究における倫理規範に配慮して「実習実験」を行える。Ⅸ-1 ② レベルB

現状を把握し、問題提起できる。Ⅸ-1 ③ レベルB

指導・監督のもとで研究計画に基づいて「実習実験」を施行できる。Ⅸ-1 ④ レベルB

「実習実験」で得られた結果の意義を議論し、実験の問題点や付随する研究テーマを抽出
できる。

Ⅸ-1 ⑤ レベルB

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書検索システム、データベース、インターネットで適切なキーワードを用いて
情報を検索し、信頼度を評価した上で情報を入手できる。

Ⅹ-1 ② レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．酵素の機能と調節を説明できる。
２．解糖の経路と調節機構を説明できる。
３．クエン酸回路を説明できる。
４．電子伝達系と酸化的リン酸化を説明できる。
５．糖新生の経路と調節機構を説明できる。
６．グリコーゲンの合成と分解の経路を説明できる。
７．五炭糖リン酸回路の意義を説明できる。
８．脂質の合成と分解を説明できる。
９．リポタンパクの構造と代謝を説明できる。
10．タンパク質の合成と分解を説明できる。
11．アミノ酸の異化と尿素合成の経路を概説できる。
12．ヘム・ポルフィリンの代謝を説明できる。
13．ヌクレオチドの合成・異化・再利用経路を説明できる。
14．酸化ストレス（フリーラジカル、活性酸素）の発生と作用を説明で
きる。
15．ビタミン、微量元素の種類と作用を説明できる。
16．エネルギー代謝を理解し、空腹（飢餓）時、食後（過食時）と運動
時における代謝を説明できる。
17．糖質、脂質、タンパク質・アミノ酸、核酸等の代謝異常の病態を説
明できる。
18．受容体による情報伝達の機序を説明できる。
19．細胞内シグナル伝達過程を説明できる。
20．癌の原因や遺伝子変化を説明できる。
21．ゲノムの多様性に基づく個体の多様性を説明できる。
22．エピゲノムの機序及び関連する疾患を概説できる。
23．多因子疾患における遺伝要因と環境要因の関係を概説できる。
24．薬剤の有効性や安全性とゲノムの多様性との関係を概説できる。
25．ノンコーディング RNA の機能を概説できる。
26．幹細胞、ES 細胞、iPS 細胞の特徴を概説できる。

科目における教育到達目標

生化学とは、生体を構成する物質（生体分子）を取り出し、その機能と
構造を調べ、それら生体分子間の相互作用の解析を通して、生命現象の
化学的背景を解明していく学問領域である。また、Watson と Crick の
「DNA二重らせん構造モデル」の発見を契機に発展してきた分子生物学
は、そのセントラルドグマを構成する「DNA」「RNA」「タンパク質」
を中心に、それら分子が織りなす生命現象を追究する学問領域である。
したがって、生命現象を生体分子レベルで探求していく上で、生化学と
分子生物学は全く同一線上にあり、不可分な学問領域である。

医学部医学科６年間の教育課程で生化学を学ぶ意義は、医学が対象とす
る「人体」の生命活動を分子機能レベルで理解することに他ならない。
この精緻な調節機能の破綻は、種々の疾病の発症に直結する。換言すれ
ば「病態生理」を深く理解するために生化学・分子生物学を学ぶのであ
る。生化学・分子生物学の講義は、他の機能系の基礎医学教科と同様
に、かなりの部分が「目に見えない」物質の相互関係を、頭の中で１つ
１つ構築しながら理解しなければならない。ここに教える側にも講義を
受ける側にも難しい問題がある。

講義では、難解と思われがちな生化学・分子生物学の両分野を全般にわ
たって、段階を踏みながら授業を行ない、また、実習では「目に見えな
い」物質の相互作用を可能な限り「可視化」させ、講義内容を「体感」
できるように立案されたテーマを実施する。これらにより、最終的には
生化学・分子生物学を通じて物質代謝の全体像が把握できることを目標
とする。個々のパーツも大切であるが、これらが有機的に連動して生命
活動が日々営まれているという、「全体を俯瞰できる眼」を是非養って
ほしい。

生化学(科目№TM16064002)
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2019年 度

生化学 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
特任教授・半田 宏・(ナノ粒子先端医学応用講座)、主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援セン
ター)、准教授・阿部 晃久・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化
学)、兼任教授・後藤 明彦・(生化学)

生化学

講　義：生化学の基礎となる糖質、脂質、アミノ酸・タンパク質、核酸などの構造・機能と代謝について学んだ後、これら基礎知識を基に、臓器間
相互作用に視点を拡げた代謝の統合的理解、臨床を視野に入れた病態生化学へと進む。また後半では、第 1 学年で学んだ分子生物学概論に引き続
き、近年に発展を遂げた分子生物学領域について、分子生物学各論として学ぶ。

実　習：生化学講義で習得した知識を具体的に体得してもらう。実習内容は講義内容と連動しており、基礎医学知識がいかに臨床医学に運用される
か理解することも意図して、教室独自に立案・厳選した 4 つのテーマを行う。

  学習内容

復習

生化学・分子生物学を含めた「機能系基礎医学」は、基本的知識を積み
上げていくことで、有機的に連携した全体像が構築・理解できる教科で
あり、日々の堅実な学習が要求される教科である。したがって、講義毎
に実施する「確認問題」などを中心とする学習領域を、確実に復習する
ことが肝要である。（おおよそ60分）

予習

配布するテキスト（分子生物学概論）および市販の教科書・参考書を用
いて、予習を行っておくことが講義の理解を深める。（おおよそ30分）

  授業時間外の学習

  ICT活用

 e ラーニングに関しては、講義毎に実施する「確認問題」をアップする予定である。その後は、学内環境と学生側の要望とを考慮しながら検討す
る。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝（授業評価の平均点）×
0.7 ＋（実習評価）× 0.3

最終評価点

記述、穴埋め、計算問題、MCQ を適
宜織り交ぜて出題

筆記試験の形式

再試験は、前期再試験期間中に１回と
する。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

全範囲再試験・範囲

記述、穴埋め、計算問題、MCQ を適
宜織り交ぜて出題

再試験・方法

評価に対するフィードバック

試験やレポートの評価結果について、学問的な質問には対応する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

90～100％（生化学と分子生物学は別個
にそれぞれ実施する）

前期試験

なし

後期試験

なし

その他の筆記テスト

なし

ＰＢＬ

なし

出席点

≦ 10％（授業中の質疑応答など）

その他

出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

実習試験

（前期試験に出題し、授業評価に含め
る）

レポート

65～75％

服装・態度

25％

出席点

なし（実習は全出席を原則とする）

その他

≦ 10％（実習中の質疑応答など）

注意事項

実習は全出席を原則とする

 学習上の注意

  学習上の注意等

「大学生」とは、中学・高校時代の「生徒」とは異なり、「自ら探求し学問を修める者」のことで、教員はあくまでその手助けをするに過ぎない。
近年、「与えられることが当然」といった“spoon feeding”的な講義を望む学生達が増加傾向にある印象を持つ。本学の建学の精神として脈々と
受け継がれてきた「自主自学」に則り、「教えてもらう」から「自ら探求する」という思考・態度の変換を学生諸君に切に希望する。教室は常に学
生達に開かれており、質問や建設的なディスカッションは常時歓迎する。

生化学(科目№TM16064002)
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2019年 度

生化学 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
特任教授・半田 宏・(ナノ粒子先端医学応用講座)、主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援セン
ター)、准教授・阿部 晃久・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化
学)、兼任教授・後藤 明彦・(生化学)

生化学

  オフィスアワー

宮澤　啓介担当

月～金 9:00～18:00（基本的には随時可。不在の場合は、生化学秘書・廣田に連絡し、アポイントメ
ントをとること。）

日時

新宿キャンパス　第一校舎一階　生化学分野場所

IP電話 03 3351 6141　内線243

<miyazawa@tokyo-med.ac.jp>E-mail

（注意：メール送信の際、件名には必ず、学年と氏名を記載すること。）備考

平本　正樹担当

月～金 9:00～18:00（基本的には随時可。不在の場合は、生化学秘書・廣田に連絡し、アポイントメ
ントをとること。）

日時

新宿キャンパス　第一校舎一階　生化学分野場所

IP電話 03 3351 6141　内線381

<hiramoto@tokyo-med.ac.jp>E-mail

（注意：メール送信の際、件名には必ず、学年と氏名を記載すること。）備考

阿部　晃久担当

月～金 9:00～18:00（基本的には随時可。不在の場合は、生化学秘書・廣田に連絡し、アポイントメ
ントをとること。）

日時

新宿キャンパス　第一校舎一階　生化学分野場所

IP電話 03 3351 6141　内線381

<aabe-bc@tokyo-med.ac.jp>E-mail

（注意：メール送信の際、件名には必ず、学年と氏名を記載すること。）備考

高野　直治担当

月～金 9:00～18:00（基本的には随時可。不在の場合は、生化学秘書・廣田に連絡し、アポイントメ
ントをとること。）

日時

新宿キャンパス　第一校舎一階　生化学分野場所

IP電話 03 3351 6141　内線381

<ntakano@tokyo-med.ac.jp>E-mail

（注意：メール送信の際、件名には必ず、学年と氏名を記載すること。）備考

森谷　昇太担当

月～金 9:00～18:00（基本的には随時可。不在の場合は、生化学秘書・廣田に連絡し、アポイントメ
ントをとること。）

日時

新宿キャンパス　第一校舎一階　生化学分野場所

IP電話 03 3351 6141　内線434

<moriya@tokyo-med.ac.jp>E-mail

（注意：メール送信の際、件名には必ず、学年と氏名を記載すること。）備考

半田　　宏担当

（必要な場合は、生化学秘書・廣田に連絡し、アポイントメントをとること。）日時

新宿キャンパス　第一校舎一階　生化学分野場所

IP電話 03 3351 6141　内線244（生化学秘書・廣田）

<hhanda@tokyo-med.ac.jp>E-mail

（注意：メール送信の際、件名には必ず、学年と氏名を記載すること。）備考

後藤　明彦担当

（必要な場合は、生化学秘書・廣田に連絡し、アポイントメントをとること。）日時

新宿キャンパス　第一校舎一階　生化学分野場所

IP電話 03 3351 6141　内線244（生化学秘書・廣田）

生化学(科目№TM16064002)
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2019年 度

生化学 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
特任教授・半田 宏・(ナノ粒子先端医学応用講座)、主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援セン
ター)、准教授・阿部 晃久・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化
学)、兼任教授・後藤 明彦・(生化学)

生化学

<akgotou@juntendo.ac.jp>E-mail

（注意：メール送信の際、件名には必ず、学年と氏名を記載すること。）備考

竹山　邦彦担当

（必要な場合は、生化学秘書・廣田に連絡し、アポイントメントをとること。）日時

新宿キャンパス　第一校舎一階　生化学分野場所

IP電話 03 3351 6141　内線244（生化学秘書・廣田）

<takeyama@tokyo-med.ac.jp>E-mail

（注意：メール送信の際、件名には必ず、学年と氏名を記載すること。）備考

教科書

リッピンコット生化学

（丸善出版）著） 出）

備）

ハーパー生化学

（丸善出版）著） 出）

以上2 冊のうち、いずれか１冊の購入を推奨する備）

Essential 細胞生物学

（南江堂）著） 出）

購入を推奨する備）

分子生物学概論

（東京医科大学・生化学分野
編）

著） 出）

配布する備）

参考書

ベインズ・ドミニチャク生化学

著） （丸善出版）出）

備）

レーニンジャーの新生化学

著） （廣川書店）出）

備）

ストライヤー生化学

著） （東京化学同人）出）

備）

ヴォート生化学

著） （東京化学同人)出）

備）

系統看護講座・生化学

著） （医学書院）出）

備）

細胞の分子生物学

著） （ニュートンプレス）出）

備）

ワトソン遺伝子の分子生物学

著） （東京電機大学出版局）出）

備）

ワトソン組換えDNA の分子生物学

著） （丸善出版）出）

備）

  指定する教科書、参考書

生化学(科目№TM16064002)
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2019年 度

生化学 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
特任教授・半田 宏・(ナノ粒子先端医学応用講座)、主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援セン
ター)、准教授・阿部 晃久・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化
学)、兼任教授・後藤 明彦・(生化学)

生化学

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月02日 火 3 オリエンテーション
生化学と分子生物学－生
体の構成要素－　

1.炭水化物
2.脂質
3.タンパク質
4.核酸
5.動的平衡

宮澤 啓介

講義  基礎医学の学習目的を明
確にする。
○生体を構成する高分子
の概要を理解する。
▲生体の維持における動
的平衡の基本概念を理解
する。

2

04月02日 火 4 アミノ酸・タンパク質の
化学

1.基本構造
2.側鎖の性質
3.ペプチド結合
4.タンパク質の高次構造

平本 正樹

講義 ▲アミノ酸の種類と性質
を説明できる。
▲タンパク質の基本的な
構造と機能を説明でき
る。

3

04月05日 金 1 タンパク質の構造・機能
・代謝

1.構造機能相関
2.分子間相互作用
3.合成・分解とアミノ酸
プール
4.成熟・輸送・局在

平本 正樹

講義 ▲タンパク質の基本的な
構造と機能を説明でき
る。
○タンパク質の合成と分
解を説明できる。

4

04月05日 金 2 酵素【1】 1.酵素とは
2.酵素の機能
3.酵素の種類
4.触媒
5.活性化エネルギー

阿部 晃久

講義 ○酵素の本体と性質につ
いて説明できる。
▲酵素の分類について説
明できる。

5

04月09日 火 3 酵素【2】 1.活性部位
2.基質特異性
3.ゼロ次反応
4.一次反応
5.最大反応速度
6.ミカエリス定数

阿部 晃久

講義 ○活性部位における基質
特異性を理解する。
○ミカエリス・メンテン
の式を誘導できる。

6

04月09日 火 4 酵素【3】 1.競争阻害
2.非競争阻害
3.不競争阻害

阿部 晃久

講義 ○最大反応速度
（Vmax）、ミカエリス定
数（Km）の意味を説明で
きる。
▲競争阻害、非競争阻
害、不競争阻害について
説明できる。

7

04月12日 金 1 糖の化学および代謝の概
観

1.単糖・二糖・多糖
2.グリコシド結合
3.複合糖質
4.異化と同化
5.生体エネルギー

平本 正樹

講義 ▲単糖類、二糖類の種類
と性質を説明できる。
▲炭水化物の基本的な構
造と機能を説明できる。
○生体物質の代謝の動態
を理解する。

8

04月12日 金 2 糖代謝【1】 1.解糖系
2.ペントースリン酸経路

平本 正樹

講義 ○解糖の経路と調節機構
を説明できる。
○五炭糖リン酸回路の意
義を説明できる。

9

04月16日 火 3 糖代謝【2】 1.クエン酸回路
2.電子伝達系
3.酸化的リン酸化

平本 正樹

講義 ○クエン酸回路を説明で
きる。
○電子伝達系と酸化的リ
ン酸化を説明できる。

10

04月16日 火 4 糖代謝【3】 1.糖新生
2.グリコーゲンの合成・
分解 平本 正樹

講義 ○糖新生の経路と調節機
構を説明できる。
○グリコーゲンの合成と
分解の経路を説明でき
る。

11

04月19日 金 1 糖代謝【4】 1.インスリン・グルカゴ
ン
2.摂食空腹サイクル
3.糖尿病

平本 正樹

講義 ○膵島から分泌されるホ
ルモンの作用を説明でき
る。
○糖質代謝異常の病態を
説明できる。

生化学(科目№TM16064002)
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2019年 度

生化学 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
特任教授・半田 宏・(ナノ粒子先端医学応用講座)、主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援セン
ター)、准教授・阿部 晃久・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化
学)、兼任教授・後藤 明彦・(生化学)

生化学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

12

04月19日 金 2 脂質の化学 1.脂肪酸
2.アシルグリセロール
3.リン脂質
4.スフィンゴ脂質
5.糖脂質
6.ステロール

阿部 晃久

講義 ○脂質の定義と化学的特
性を説明できる。
○脂質の種類を説明でき
る。

13

04月23日 火 3 脂質代謝【1】 1.脂肪酸
2.アセチルCoA
3.β-酸化
4.グリセロール
5.TCA回路
6.ペルオキシソーム

阿部 晃久

講義 ○脂質の消化・動員・運
搬について説明できる。
○脂肪酸の酸化について
説明できる。
○脂肪酸酸化により生じ
るATP量を計算できる。
▲ペルオキシソームでの
酸化との違いを説明でき
る。

14

04月23日 火 4 脂質代謝【2】 1.不飽和脂肪酸
2.奇数炭素鎖脂肪酸
3.分枝鎖脂肪酸
4.飢餓状態

阿部 晃久

講義 ○一価不飽和・多価不飽
和・奇数炭素鎖脂肪酸の
酸化について説明でき
る。
○脂肪酸動員の調節につ
いて説明できる。
▲ケトン体の生成につい
て説明できる。

15

04月26日 金 1 脂質代謝【3】 1.アセチルCoA
2.マロニルCoA
3.アシルキャリアータン
パク
4.脂肪酸合成酵素

阿部 晃久

講義 ○脂肪酸の合成について
説明できる。
○脂肪酸の合成と分解の
経路の違いについて説明
できる。
○不飽和脂肪酸の合成に
ついて説明できる。

16

04月26日 金 2 脂質代謝【4】 1.不飽和脂肪酸
2.伸長化酵素
3.不飽和化酵素
4.n-3系脂肪酸・n-6系脂肪
酸

阿部 晃久

講義 ○アセチル基転移シャト
ル機構について説明でき
る。
○脂肪酸合成の調節につ
いて説明できる。
○必須脂肪酸の合成につ
いて説明できる。

17

05月07日 火 3 脂質代謝【5】 1.メバロン酸
2.HMG-CoA還元酵素
3.イソプレン単位
4.SCAP/SREBP
5.胆汁酸
6.ステロイドホルモン
7.ビタミンD

阿部 晃久

講義 ○コレステロールの正常
値・分布について説明で
きる。
○コレステロールの合成
と合成調節について説明
できる。
○コレステロール代謝物
について説明できる。

18

05月07日 火 4 消化器の生化学 1.糖質消化酵素
2.タンパク消化酵素
3.ザイモーゲン
4.基質特異性
5.ミセル
6.胆汁酸
7.膵液 阿部 晃久

講義 ○糖質の消化過程を説明
できる。
○タンパク質の消化過程
を説明できる。
○胃酸分泌機序を説明で
きる。
○タンパク分解酵素の活
性化について説明でき
る。
○タンパク質の消化過程
を説明できる。
○脂質の消化過程を説明
できる。
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2019年 度

生化学 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
特任教授・半田 宏・(ナノ粒子先端医学応用講座)、主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援セン
ター)、准教授・阿部 晃久・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化
学)、兼任教授・後藤 明彦・(生化学)

生化学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

19

05月10日 金 1 リポタンパク質 1.アポタンパク質
2.リポタンパク質
3キロミクロン
4.VLDL/HDL/LDL
5.LDL受容体
6.コレステロール
7.アテローム性動脈硬化

阿部 晃久

講義 ○キロミクロンとVLDLの
合成と代謝を説明でき
る。
▲食物中の中性脂質・コ
レステロールの消化、吸
収と運搬について説明で
きる。
○LDL受容体と高コレス
テロール血症の関係につ
いて説明できる。

20

05月10日 金 2 アミノ酸代謝【1】 1.アミノ基転移反応
2.酸化的脱アミノ反応
3.尿素回路
4.高アンモニア血症

平本 正樹

講義 ○アミノ酸の異化と尿素
合成の経路を概説でき
る。
○タンパク質・アミノ酸
代謝異常の病態を説明で
きる。

21

05月14日 火 3 アミノ酸代謝【2】 1.糖原性・ケト原性
2.必須・非必須
3.クエン酸回路
4.フェニルケトン尿症
5.メープルシロップ尿症

平本 正樹

講義 ▲非必須アミノ酸の合成
を概説できる。
○タンパク質・アミノ酸
代謝異常の病態を説明で
きる。
▲主な先天性アミノ酸代
謝異常を概説できる。

22

05月14日 火 4 アミノ酸代謝【3】 1.生理活性アミン
2.プリン塩基・ピリミジ
ン塩基
3.ポルフィリン・ヘム
4.クレアチン・クレアチ
ニン

平本 正樹

講義 ▲アミノ酸からの含窒素
化合物の合成を概説でき
る。

23

05月17日 金 1 核酸代謝【1】 1.プリン体・ピリミジン
体
2.ペントースリン酸経路
3.denovo合成・サルベー
ジ経路
4.尿酸

高野 直治

講義 ▲塩基、ヌクレオシド、
ヌクレオチドの種類と性
質を説明できる。
▲核酸の構造と機能を説
明できる。
○ヌクレオチドの合成・
異化・再利用経路を説明
できる。

24

05月17日 金 2 核酸代謝【2】 1.高尿酸血症・痛風
2.抗腫瘍薬・抗菌薬
3.レッシュ・ナイハン症
候群
4.ADA欠損症

高野 直治

講義 ○ヌクレオチドの合成・
異化・再利用経路を説明
できる。
○核酸・ヌクレオチド代
謝異常の病態を説明でき
る。

25

05月21日 火 3 ビタミンおよび微量元素 1.水溶性ビタミン
2.補酵素
3.脂溶性ビタミン
4.微量元素

平本 正樹

講義 ○ビタミン、微量元素の
種類と作用を説明でき
る。
○ビタミン、微量元素の
欠乏症と過剰症を概説で
きる。

26

05月21日 火 4 代謝の統合および補足事
項

1.摂食空腹サイクル
2.運動
3.臓器相関
4.エネルギー代謝
5.肥満
6.フリーラジカル・活性
酸素

平本 正樹

講義 ○エネルギー代謝を理解
し、空腹(飢餓)時、食後
（過食時）と運動時にお
ける代謝を説明できる。
○肥満に起因する代謝障
害の病態を説明できる。
○酸化ストレス（フリー
ラジカル、活性酸素）の
発生と作用を説明でき
る。

27

05月24日 金 1 分子生物学各論【1】
細胞内情報伝達1

1.受容体型チロシンキ
ナーゼ
2.非受容体型チロシンキ
ナーゼ
3.Gタンパク結合型受容体
4.分子スイッチ

宮澤 啓介

講義 ○受容体による情報伝達
の機序を説明できる。

生化学(科目№TM16064002)
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2019年 度

生化学 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
特任教授・半田 宏・(ナノ粒子先端医学応用講座)、主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援セン
ター)、准教授・阿部 晃久・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化
学)、兼任教授・後藤 明彦・(生化学)

生化学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

28
05月24日 金 2 分子生物学各論【2】

細胞内情報伝達2
1.キナーゼカスケード
2.Ras-MAPキナーゼ経路
3.JAK-STAT経路

宮澤 啓介
講義 ○受容体による情報伝達

の機序を説明できる。

29

05月28日 火 3 分子生物学各論【3】
遺伝子工学

1.PCR法
2.RT-PCR法
3.リアルタイムPCR法
4.逆転写酵素・cDNA
5.制限酵素
6.プラスミド
7.クローニング
8.遺伝子組換え製剤

森谷 昇太

講義 ▲PCRの原理と方法を説
明できる。
○遺伝子工学の手法と応
用やヒトゲノムの解析を
説明できる。

30

05月28日 火 4 分子生物学各論【4】
遺伝的多様性

1.一塩基多型
2.多因子遺伝（多因子疾
患）
3.ゲノム解析における倫
理指針 森谷 昇太

講義 ○ゲノムの多様性に基づ
く個体の多様性を説明で
きる。
○多因子疾患における遺
伝要因と環境要因の関係
を概説できる。
○薬剤の有効性や安全性
とゲノムの多様性との関
係を概説できる。

31
05月31日 金 1 分子生物学各論【5】

がん化の機序
1.がん遺伝子
2.がん抑制遺伝子

宮澤 啓介
講義 ○癌の原因や遺伝子変化

を説明できる。

32

05月31日 金 2 分子生物学各論【6】
特別講義:生体と薬物

1.分子標的薬
2.分子間相互作用

半田 宏

講義 ○薬物の受容体結合と薬
理作用との定量的関連性
および活性薬・拮抗薬と
分子標的薬を説明でき
る。

33

06月04日 火 3 分子生物学各論【7】
エピジェネティクス

1.DNAメチル化
2.ヒストン修飾
3.ゲノムインプリンティ
ング
4.遺伝子-環境間相互作用

高野 直治

講義 ○エピゲノムの機序及び
関連する疾患を概説でき
る。

34

06月04日 火 4 実習ガイダンスと準備 1.タンパク質-
Westernblotting
2.糖質-分離精製
3.酵素-反応速度解析
4.核酸-PCR

宮澤 啓介
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

講義 ○生体内の有機化合物の
構造、性質および反応に
ついて学ぶ。
○生体物質の代謝の動態
を理解する。

35

06月07日 金 1 分子生物学各論【8】
ノンコーディングRNA

1.microRNA
2.siRNA,piRNA
3.長鎖ノンコーディング
RNA

高野 直治

講義 ▲mRNA,tRNA,rRNA以外
のRNA分子の種類と機能
について概説できる。

36

06月07日 金 2 分子生物学各論【9】
幹細胞・ES細胞・iPS細
胞

1.幹細胞
2.ES細胞
3.iPS細胞
4.再生医療

高野 直治

講義 ▲幹細胞の性質を説明で
きる。
▲ES細胞、iPS細胞の性
質を概説できる。

37

06月10日 月 3 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

生化学(科目№TM16064002)
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2019年 度

生化学 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
特任教授・半田 宏・(ナノ粒子先端医学応用講座)、主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援セン
ター)、准教授・阿部 晃久・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化
学)、兼任教授・後藤 明彦・(生化学)

生化学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

38

06月10日 月 4 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

39

06月11日 火 3 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
後藤 明彦
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

40

06月11日 火 4 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
後藤 明彦
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

41

06月14日 金 1 血液の生化学 1.血清
2.血漿
3.血球成分
4.アルブミン
5.血小板
6.フィブリノゲン・フィ
ブリン
7.プラスミン
8.赤血球の機能
9.ヘモグロビン
10.メトヘモグロビン
11.酵素異常症
12.高ビリルビン血症

宮澤 啓介

講義 ○血漿タンパク質の種類
と機能を説明できる。
○血小板の機能を説明で
きる。
○血液凝固のプロセスを
説明できる。
○赤血球とヘモグロビン
の構造と機能を説明でき
る。
○ヘム・ポルフィリンの
代謝を説明できる。

42

06月14日 金 2 特別講義
「10年後（医者になって
5年目）のための講義-情
報は知識ではない-」

学び

竹山 邦彦

講義  医学部での「学び」の意
義を理解する。

生化学(科目№TM16064002)
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2019年 度

生化学 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
特任教授・半田 宏・(ナノ粒子先端医学応用講座)、主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援セン
ター)、准教授・阿部 晃久・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化
学)、兼任教授・後藤 明彦・(生化学)

生化学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

43

06月17日 月 3 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

44

06月17日 月 4 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

45

06月18日 火 3 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
後藤 明彦
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

46

06月18日 火 4 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
後藤 明彦
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

生化学(科目№TM16064002)
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2019年 度

生化学 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
特任教授・半田 宏・(ナノ粒子先端医学応用講座)、主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援セン
ター)、准教授・阿部 晃久・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化
学)、兼任教授・後藤 明彦・(生化学)

生化学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

47

06月24日 月 3 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

48

06月24日 月 4 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

49

06月25日 火 3 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
後藤 明彦
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

50

06月25日 火 4 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
後藤 明彦
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

生化学(科目№TM16064002)
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2019年 度

生化学 （学年：2）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
特任教授・半田 宏・(ナノ粒子先端医学応用講座)、主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援セン
ター)、准教授・阿部 晃久・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化
学)、兼任教授・後藤 明彦・(生化学)

生化学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

51

07月01日 月 3 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

52

07月01日 月 4 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

53

07月02日 火 3 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
後藤 明彦
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

54

07月02日 火 4 （1）がん化の機序と細
胞内情報伝達
（2）グリコーゲンの分
離精製
（3）酵素のKmと阻害
（4）アルデヒド脱水素
酵素のSNP解析

1.セントラルドグマ
2.チロシンキナーゼ
3.がん遺伝子

1.分離精製
2.グリコシド結合

1.ミカエリス定数
2.最大反応速度

1.PCR法
2.SNP
3.制限酵素

宮澤 啓介
後藤 明彦
阿部 晃久
平本 正樹
高野 直治
森谷 昇太

実習  （1）白血病細胞株の細
胞内タンパク質解析によ
り細胞がん化の機序と細
胞内情報伝達との関連性
を理解する。
（2）肝臓からのグリコー
ゲン抽出とその構造解析
を理解する。
（3）酵素反応実験を通し
てKm値、Vmax値および
酵素反応様式を理解す
る。
（4）PCR法の原理と一塩
基多型による個体差を理
解する。

生化学(科目№TM16064002)
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2019年 度

免疫学 （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫
学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師・若松 英・(免疫学)、兼任講師・天野 栄子・(免疫学)

免疫学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野の存在意義について理解し，それを説明することが
できる。

Ⅱ-1 ② レベルB

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

院内・院外で発生しうる重要な感染症について説明できる。Ⅲ-4 ③ レベルC

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

基礎となる科学的方法論に配慮し、「実習実験」を実施できる。Ⅸ-1 ① レベルB

医学研究における倫理規範に配慮して「実習実験」を行える。Ⅸ-1 ② レベルB

現状を把握し、問題提起できる。Ⅸ-1 ③ レベルB

指導・監督のもとで研究計画に基づいて「実習実験」を施行できる。Ⅸ-1 ④ レベルB

「実習実験」で得られた結果の意義を議論し、実験の問題点や付随する研究テーマを抽出
できる。

Ⅸ-1 ⑤ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．免疫システムの高次機能系としての生物学的特性を理解する。
２．自然免疫細胞による病原体パターン認識および活性化機構を理解す
る。
３．獲得免疫細胞による特異的抗原認識および細胞活性化機構を理解す
る。
４．自然免疫細胞と獲得免疫細胞との双方的活性化制御機構とその生体
応答を理解する。
５．免疫系による生体防御と病原体排除および抗腫瘍効果について理解
する。
６．免疫系の破綻による自己免疫疾患およびアレルギーの発症について
理解する。
７．免疫学的特性を生かした基本的な実験手技を修得する。（学生実
習）
８．講義や実習における修学意欲の向上を目的としたコンプライアンス
教育の一端を理解する

科目における教育到達目標

免疫系の機構と生体機能を分子レベルで理解し、病原体に対する応答、
自己と非自己の認識から、主要な自己免疫疾患、先天性および後天性免
疫不全症候群（AIDS）、がん細胞に対する免疫監視機構など、多岐に渡
る免疫応答と生物学的重要性、および関連疾患を理解する。

免疫学(科目№TM16065002)
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2019年 度

免疫学 （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫
学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師・若松 英・(免疫学)、兼任講師・天野 栄子・(免疫学)

免疫学

学習到達目標および学習目標に沿った講義・実習・コンプライアンス教育を行う。
生物が外界からの異物を排除し、内部環境を維持することは、生命の維持にとっての必須事項である。これは、真菌やウイルスから身を守る必要の
ある昆虫はもとより、ファージに感染する細菌にもあてはまる。このように自分ではないこと、つまり「自己と非自己」を認識し、それを異物や病
原体として排除する生命の営みは、生物の進化と共に保存され、発展し、まさに今私達が学ぼうとしている高次機能系「免疫系」である。特に、ヒ
トを含め、高等に進化した哺乳類は、より多くの非自己を異物として認識し排除する必要性があるため、複雑かつ巧妙なシステムを作り上げてい
る。
免疫系は大きく、「自然免疫系」と「獲得免疫系」とに大別して考えることができる。まず病原体が体内に侵入すると、マクロファージや好中球な
どの貪食細胞や樹状細胞などの自然免疫細胞が、これら異物のパターンを認識し、活性化する。この初動によって、フロントラインでの初期の大ま
かな病原体の排除が行われるが、それと同時に、この病原体に関する情報は、樹状細胞などの抗原提示細胞によって、ペプチド配列として適応免疫
系に伝達される。
その結果、抗原情報を「特異的」に認識する T 細胞や B 細胞などの獲得免疫細胞が活性化され、T 細胞はサイトカインを放出したり病原体感染細
胞を殺傷したりする細胞性免疫として、また、B 細胞はクラススイッチや高親和性成熟を行い特異性の高い抗体産生を担う液性免疫として、効率的
な生体防御応答を遂行する。さらに、抗原特異的に補体の活性化を誘導したり、貪食細胞のクリアランス機能をあげたり、活性化状態を自然免疫細
胞にフィードバックさせることで、さらに両者は協調的に機能し、異物は除去される。
「ワクチン」の原理は、種痘を用いたジェンナーの時代より概念化されている「免疫記憶」に基づいているが、その細胞・分子レベルでの機序は不
明の点が多い。しかし、この 15 年の自然免疫受容体とそのシグナル伝達機構の解明により、次第にその全貌が分かりつつある。また、これまで知
られていなかった病原体のパターン認識が、相当する膨大な受容体によって多様性な認識形態として存在することも分かって来た。また、自然免疫
細胞と獲得免疫細胞の両方の性格を持つ中間的な細胞群「自然リンパ球」や「自然T細胞」の存在も明らかとなり、自然免疫と獲得免疫との枠を超
え、有機的に繋がった免疫系の構築が考えられるようになってきている。
1860年にノーベル医学生理学賞を受賞したBurnetが提唱した概念「免疫監視」は、これまで50年以上に渡り研究されてきた「がん免疫」の基礎と
なる概念である。2018年、京都大学の本庶佑先生が同賞を受賞したことで「免疫チェックポイント療法」として、今まさにがん免疫研究が全盛期
を迎えている。免疫チェックポイント分子もこれまで長年研究されてきたT細胞抑制性補助刺激受容体のことであり、免疫学の基礎研究から生まれ
た画期的な治療法である。
このように、免疫学は広く分子生物学、基礎生物学から臨床医学に渡る広い分野で重要な学問であり、第二学年前期でその概要を学習する。

  学習内容

復習

不明な点は授業中に担当教官に質問し、問題を残さず解決する。
理解が得られない点は、簡易参考書や教科書を独自で調べ、理解に努め
る。
特に免疫学は全ての講義が関連性を持っているため、後でまとめて勉強
しようとしても理解ができない科目である。
クエスチョンバンクの関連問題を実戦し、授業の理解を深めると同時
に、CBT に備える。
上記、復習には1回の授業につき30分以上の自己自学の時間をとるよう
心がける。

予習

簡易参考書を一読し、各項目の全体像を把握しておく。
教科書や正書を調べ、重要な単語や概念を把握しておく。
e 自主自学にアップロードされる授業スライドを30分以上かけて一見し
ておく。

  授業時間外の学習

  ICT活用

各講義で使用する授業スライドとレジュメは、前日までにe自学自習に都度アップロードする。

免疫学(科目№TM16065002)
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2019年 度

免疫学 （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫
学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師・若松 英・(免疫学)、兼任講師・天野 栄子・(免疫学)

免疫学

授業評価60%以上かつ実習の出席60%
と実習レポートの提出をもってを合格
とする。

合格点

最終評価点＝授業評価（前期試験
100％）× 0.8 ＋実習評価（出席50％
＋レポート50%）× 0.2

最終評価点

医師国家試験やCBTに基づいた五者択
一の選択問題100問（60分）。前期講
義出席60%以上を受験の資格とする。

筆記試験の形式

再試験は、前期再試験と後期再試験の
2回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等もし
くはそれ以上とする。

再試験・難易度

授業評価が60点未満の者再試験・対象者

前期講義の範囲再試験・範囲

本試験と同型式。再試験・方法

評価に対するフィードバック

前期試験問題は試験終了後に各自持ち帰ってよい。試験当日に配布された模範解答を
参考に、試験の復習を行う。試験終了1週間以内に各設問の解答率を公表する。各自の
ウイークポイントの発見と改善やCBTの対策に役立てて欲しい。同様に、実習レポー
トも採点し各自に返却する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

60％
五択問題100問（60分）。

前期試験

なし

後期試験

なし

小テスト

なし

その他の筆記テスト

なし

レポート

なし

ＰＢＬ

なし
ただし、前期講義出席60%をもって本試
験受験資格ありとする。

出席点

なし

その他

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

悪いと判断した場合は出席点をゼロと
し、最終評価の対象外とする。

レポート

50％

実習試験

なし

口答試験

なし

出席点

50％

その他

なし

注意事項

実習出席60%未満またはレポート未提出
者は前期合格を取り消す。

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）一年次春期休業期間に「休み時間の免疫学」を通読すると授業が200%活用できる。
２）授業スライドをe自主自学にアップロードする。
３）プリントの配布は行わないため、必要に応じて各自プリントアウトをする。
４）レジュメは紙媒体にて配布する。
５）授業はPowerPoint によるスライド講義を行う。
６）まず免疫学の概要を把握し、その中での各論を位置づけながら聴講すると、単元毎の繋がり、しいては免疫系の全容が理解し易い。
７）授業に毎回出席し、自らの頭で深く考え、疑問点については教科書や参考書を用いて調べ、解決し、また学生同士で議論して欲しい。
８）授業中の質問は随時可能。
９）授業中以外での教官への質問、教授室や研究室への訪問、メール送信も随時可能。
10）放課後等の研究室での実験など希望者には率先して教示する。
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2019年 度

免疫学 （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫
学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師・若松 英・(免疫学)、兼任講師・天野 栄子・(免疫学)

免疫学

  オフィスアワー

横須賀忠主任教授（免疫学分野）担当

基本的にいつでも来室、メール、電話可能日時

大学キャンパス、中央校舎４階、免疫学教授室場所

IP電話 03 3351 6141（内線284）

yokosuka@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

矢那瀬紀子講師（免疫学分野）担当

基本的にいつでも来室、メール、電話可能日時

大学キャンパス、第３校舎４階、免疫学実験室場所

IP電話 03 3351 6141（内線283）

ny-immun@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

秦喜久美講師（免疫学分野）担当

基本的にいつでも来室、メール、電話可能日時

大学キャンパス、第３校舎４階、免疫学実験室場所

IP電話 03 3351 6141（内線283）

khata@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

永井太朗講師（免疫学分野）担当

木曜日午前と金曜日午後を除いて来室、メールはいつでも可能日時

大学キャンパス、第３校舎４階、免疫学実験室場所

IP電話 03 3351 6141（内線283）

bactaro@aol.comE-mail

備考

町山裕亮講師（免疫学分野）担当

基本的にいつでも来室、メール、電話可能日時

大学キャンパス、第３校舎４階、免疫学実験室場所

IP電話 03 3351 6141（内線283）

machi18@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

若松英講師（免疫学分野）担当

基本的にいつでも来室、メール、電話可能日時

大学キャンパス、第３校舎４階、免疫学実験室場所

IP電話 03 3351 6141（内線283）

ewakama2@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

高田栄子兼任講師（免疫学分野）担当

免疫学実習期間の実習修了直後日時

大学キャンパス、中央校舎３階、実習室場所

IP電話 03 3351 6141（内線283）

t-suburu@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

善本隆之教授（医学総合研究所）担当

免疫学(科目№TM16065002)
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2019年 度

免疫学 （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫
学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師・若松 英・(免疫学)、兼任講師・天野 栄子・(免疫学)

免疫学

基本的にいつでも来室、メール、電話可能日時

大学キャンパス、中央校舎４階、医学総合研究所免疫制御研究部門教授室場所

IP電話 03 3351 6141（内線431）

yoshimot@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書

Janeway's 免疫生物学　原著第9版

ケニス マーフィ、 マーク ウォ
ルポート著　吉開泰信監訳

南江堂著） 出）

免疫細胞のシグナルの章を横須賀が担当、アメリカ合衆国を始め免疫学
の世界的なバイブル。

備）

分子細胞免疫学　原著第９版

アバス、リックマン、ピレ　中
尾篤人監訳

エルゼビア・ジャパン著） 出）

免疫細胞のシグナルの章を横須賀が担当、基礎免疫学のアドバンスト
版、2018年3月発刊の最新書籍、日本語版購入によて英語原書のオンラ
イン版が利用可能。

備）

基礎免疫学　原著第5版

アバス、リックマン、ピレ著　
松島綱治、山田幸宏監訳

エルゼビア・ジャパン著） 出）

分子細胞免疫学のダイジェスト版、日本語版購入にて英語原書のオンラ
イン版が利用可能。

備）

参考書

もっとよくわかる免疫学（実験医学別冊）

著） 羊土社河本宏 出）

備）

休み時間の免疫学　第3版

著） 講談社齋藤紀先 出）

備）第２版は36箇所に不適切表記や間違いがあるため、免疫学分野で開示し
ている訂正を加えて参考にすること。

  指定する教科書、参考書

免疫学(科目№TM16065002)
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2019年 度

免疫学 （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫
学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師・若松 英・(免疫学)、兼任講師・天野 栄子・(免疫学)

免疫学

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月03日 水 1 免疫学概論とコンプライ
アンス教育

1. 自然免疫
2. 適応免疫
3. 体液性免疫
4. 細胞性免疫
5. リンパ器官
6. ジフテリア抗毒素
7. コンプライアンス

横須賀 忠

講義 ▲免疫学の歴史を説明で
きる。
○生体防御系における免
疫系の特徴を説明でき
る。
○免疫学的自己の確立と
破綻を説明できる。
○自然免疫と適応免疫の
違いを説明できる。
▲免疫学を学ぶための心
構えを体得できる。

2

04月10日 水 1 自然免疫１ 1. PAMPs
2. DAMPs
3. 貪食作用
4. 炎症性細胞
5. リンパ器官
6. ジフテリア抗毒素
7. 自然免疫受容体
（TLR/NLR/RLR/CLR）

横須賀 忠

講義 ○生体防御における自然
免疫系の役割について説
明できる。
○自然免疫細胞の種類と
役割を説明できる。
○自然免疫における抗原
の種類を説明できる。
○自然免疫受容体の種類
とシグナル伝達を説明で
きる。

3

04月17日 水 1 自然免疫２ 1. 貪食細胞
2. センチネル細胞
3. マクロファージ
4. 好中球
5. フロントライン

横須賀 忠

講義 ▲自然免疫のフロントラ
インを説明できる。
○貪食細胞の種類と機能
を説明できる。
○獲得免疫細胞との相互
作用を説明できる。
▲貪食機能の破綻と疾病
との関係を説明できる。

4

04月24日 水 1 自然免疫３ 1. NK細胞
2. 自然免疫細胞
3. 遊走
4. 接着分子
5. 補体
6. 炎症
7. 自然リンパ球

横須賀 忠

講義 ▲NK細胞の機能と自然免
疫との関わりを説明でき
る。
▲自然免疫細胞の種類と
機能を説明できる。
▲自然免疫細胞の遊走と
接着を説明できる。
○補体の機能と自然免疫･
獲得免疫との関わりを説
明できる。
▲炎症とは何かを理解で
きる。

5

05月08日 水 1 抗原提示 1. 抗原提示細胞
2. 樹状細胞
3. MHCの構造
4. MHCの多重性と多型性
　
5. ハプロタイプ
6. プロセシングとエピ
トープ
7. クロスプレゼンテー
ション

横須賀 忠

講義 ○自然免疫と獲得免疫と
の緊密性を説明できる。
○獲得免疫における抗原
提示の役割を説明でき
る。
○抗原提示細胞の種類と
その違いを説明できる。
○MHCクラスI/II分子の基
本構造の違いを説明でき
る。
○MHCクラスI/II分子の抗
原提示機構の違いを説明
できる。
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2019年 度

免疫学 （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫
学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師・若松 英・(免疫学)、兼任講師・天野 栄子・(免疫学)

免疫学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

6

05月15日 水 1 抗原認識受容体１ 1. レパトア
2. 抗体と軽鎖･重鎖
3. 遺伝子再構成
4. クラススイッチ
5. モノクローナル
6. 対立遺伝子

横須賀 忠

講義 ○獲得免疫受容体の多様
性を説明できる。
○抗体の種類と構造と機
能を説明できる。
○クラススイッチの機構
と生理活性を説明でき
る。
○モノクローナルとポリ
クローナルの違いを説明
できる。
○獲得免疫受容体の遺伝
子発現調節を説明でき
る。

7

05月22日 水 1 抗原認識受容体２ 1. T細胞受容体とCD3
2. B細胞受容体
3. 相補的決定部位
4. T細胞分化と胸腺
5. B細胞分化と骨髄
6. 補助受容体CD4/CD8 横須賀 忠

講義 ○T細胞受容体CD3複合体
の構造と抗原MHCとの結
合を説明できる。
○B細胞受容体･抗体の構
造と抗原との結合を説明
できる。
○多様性創出の機序を説
明できる。
○T細胞の胸腺内分化を説
明できる。
○B細胞の分化を説明でき
る。

8

05月29日 水 2 Ｔ細胞の機能１ 1. フローサイトメトリー
2. T細胞受容体シグナル
3. 補助刺激受容体
CD28/CTLA-4
4. インテグリン
5. 免疫シナプス
6. ITAMとITIM
7. インテグリン

横須賀 忠

講義 ▲フローサイトメトリー
の基本技術を説明でき
る。
○T細胞受容体シグナルの
多様な経路と機能を説明
できる。
○補助刺激受容体の機能
と必要性を説明できる。
▲T細胞活性化における免
疫シナプスの機能を説明
できる。
▲細胞接着の生理的意義
を説明できる。

9

06月05日 水 1 Ｔ細胞の機能２ 1. サイトカイン
2. クローン拡大
3. 高内皮細静脈HEV
4. エフェクター
5. ヘルパーT細胞
6. 細胞傷害性T細胞 横須賀 忠

講義 ○T細胞機能分化における
サイトカインの役割を説
明できる。
▲T細胞のリンパ器官の遊
走機構を説明できる。
○T細胞のエフェクター機
能獲得と生理的役割を説
明できる。
○ヘルパーT細胞と細胞傷
害性T細胞の違いを説明で
きる。

10

06月12日 水 1 Ｂ細胞の機能１ 1. 形質細胞
2. ワクチンと二次免疫応
答
3. リンパ濾胞と胚中心
4. B細胞受容体シグナル
5. T細胞依存/非依存抗体
産生
6. 親和性成熟
7. ELISA

横須賀 忠

講義 ○B細胞機能分化と抗体産
生機構を説明できる。
○B細胞受容体シグナルと
B細胞活性機構を説明でき
る。
○抗体産生におけるT細胞
の機能を説明できる。
▲ELISA法の原理と応用
を説明できる。
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2019年 度

免疫学 （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫
学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師・若松 英・(免疫学)、兼任講師・天野 栄子・(免疫学)

免疫学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

11

06月18日 火 1 Ｂ細胞の機能２ 1. ケモカイン
2. Fc受容体
3. 腸管関連リンパ組織と
IgA
4. 粘膜免疫と腸内細菌叢
5. 抗体依存性細胞傷害活
性
6. 中和抗体とオプソニン
7. 補体

横須賀 忠

講義 ○B細胞成熟におけるケモ
カインの生理機能を説明
できる。
○抗体のアイソタイプと
受容体の相関性を説明で
きる。
▲粘膜免疫を説明でき
る。
○抗体の生物学的活性を
説明できる。
○補体の種類と機能を説
明できる。

12
06月18日 火 2 特別講義1 特別講義1

横須賀 忠
講義 ○特別講義1の内容を理解

する。

13

06月19日 水 1 免疫寛容 1. 自己と非自己
2. 免疫原性と寛容原性
3. 中枢性と末梢性寛容
4. アナジー
5. 制御性T細胞とFoxp3
6. 組織特異的抗原とAIRE
7. 受容体再編成

横須賀 忠

講義 ○免疫系における自己･非
自己の認識を説明でき
る。
○免疫寛容の概念と実例
を説明できる。
○T細胞の胸腺選択を説明
できる。
○制御性T細胞の分化様式
と生理機能を説明でき
る。
○B細胞の免疫寛容誘導機
構を説明できる。

14

06月25日 火 1 腫瘍免疫と移植免疫 1. 免疫監視
2. 腫瘍浸潤リンパ球
3. 受動免疫と能動免疫
4. 免疫チェックポイント
5. 拒絶反応
6. ドナーとレシピエント
7. HLA多型
8. アロ抗原･血液型

横須賀 忠

講義 ○腫瘍免疫の概要を説明
できる。
○細胞傷害性T細胞の機能
を説明できる。
▲免疫チェックポイント
機構を説明できる。
○移植免疫の概要を説明
できる。
○さまざまな抗原と個人
識別機構を説明できる。

15
06月25日 火 2 特別講義２ 特別講義２

横須賀 忠
講義 ○特別講義２の内容を理

解する。

16

06月26日 水 1 過敏症とアレルギー１ 1. Coobms & Gellの分類
2. アレルギー
3. 肥満細胞
4. 感作
5. ケミカルメディエー
ター
6. 脱顆粒
7. 減感作療法

横須賀 忠

講義 ○Coobms & Gellの分類を
説明できる。
○I型アレルギーの発症機
序を説明できる。
○肥満細胞の活性化と機
能を説明できる。
○アレルギーの治療法を
説明できる。

17

07月02日 火 1 過敏症とアレルギー２ 1. 免疫複合体
2. Graves病
3. 重症筋無力症
4. 全身性エリテマトーデ
ス
5. アルザス反応
6. 遅延型過敏反応
7. 多発性硬化症とEAE

横須賀 忠

講義 ○II/III/IV型アレルギーの
概要を説明できる。
○II/III/IV型アレルギーの
各疾患の発症機序を説明
できる。

18

07月02日 火 2 特別講義３「サイトカイ
ン」

1. サイトカイン
2. ケモカイン
3. Th1細胞
4. Th2細胞
5. Th17細胞 善本 隆之

講義 ○代表的なサイトカイン
とその生理機能を説明で
きる。
○サイトカインとヘル
パーT細胞分化を説明でき
る。
○代表的なケモカインと
その生理機能をを説明で
きる。

免疫学(科目№TM16065002)
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2019年 度

免疫学 （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫
学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師・若松 英・(免疫学)、兼任講師・天野 栄子・(免疫学)

免疫学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

19

07月09日 火 1 免疫不全 1. 先天性免疫不全症
2. SCID
3. X連鎖無γグロブリン血
漿
4. 慢性肉芽腫症
5. 後天的免疫不全症
6. HIVとAIDS

横須賀 忠

講義 ○先天性免疫不全症を原
因遺伝子との関連性から
説明できる。
○HIV感染における機序と
AIDSの臨床症状を説明で
きる。

20

07月09日 火 2 免疫学実習オリエンテー
ションと実習の心構え

1. 実習項目全般
2. コンプライアンス

横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

講義 ▲免疫学実習の概要を説
明できる。
▲免疫学実習における心
構えおよびコンプライア
ンス教育を体得できる

21

09月24日 火 3 抗体の精製１ 1. 免疫グロブリン
2. 硫安塩析法

横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  免疫グロブリンについて
説明できる。
▲抗体の精製法の手順を
説明し、実施できる。

22

09月24日 火 4 抗体の精製２ 同上 横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  同上

23

09月25日 水 3 免疫沈降１ 1. 重層法
2. 格子説
3. 最適比
4. 抗原価
5. 二次元二因子拡散法

横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  沈降反応の種類とその原
理を説明できる。
▲沈降反応の手順を説明
し、実施できる。

24

09月25日 水 4 免疫沈降２ 同上 横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  同上

25

09月26日 木 3 エンザイムイムノアッセ
イ１

1. サンドイッチ法
2. 酵素標識抗体
3. 基質
4. 発色
5. 吸光度
6. 標準曲線･検量線

横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  酵素抗体法の種類とその
原理を説明できる。
▲サンドイッチ法の手順
を説明し、実施できる。

26

09月26日 木 4 エンザイムイムノアッセ
イ２

同上 横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  同上

27

09月27日 金 3 オプソニンと溶血反応 1. 食細胞
2. オプソニン効果
3. Fcγ受容体
4. 補体　　　　
5. 補体受容体
6. 溶血反応

横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  オプソニン作用を説明で
きる。
○補体の活性化経路を説
明できる。
▲オプソニン作用と溶血
反応の手順を説明し、実
施できる。

28

09月27日 金 4 オプソニンと溶血反応 同上 横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  同上

免疫学(科目№TM16065002)
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2019年 度

免疫学 （学年：2）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫
学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師・若松 英・(免疫学)、兼任講師・天野 栄子・(免疫学)

免疫学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

29

10月01日 火 3 血液型判定 1. おもて試験
2. 裏試験
3. 交差適合試験
4. 亜型
5. 不規則抗体

横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  血液型の種類とその判定
試験の原理を説明でき
る。
▲血液型判定と交差適合
試験の手順を説明し、実
施できる。

30

10月01日 火 4 血液型判定 同上 横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  同上

31

10月02日 水 3 免疫細胞の分離 1. 抗原受容体
2. CD
3. ロゼット法
4. 蛍光抗体法
5. フローサイトメトリー

横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  リンパ球分離の原理を説
明できる。
▲リンパ球分離法の手順
を説明し、実施できる。

32

10月02日 水 4 免疫細胞の分離 同上 横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  同上

33

10月03日 木 3 免疫細胞の分離 同上 横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  同上

34

10月03日 木 4 免疫細胞の分離 同上 横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  同上

35

10月04日 金 3 実習総括 1. 検量線
2. 抗体価
3. 補体価
4. 有意差　　　
5. 考察と結果

横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  実験結果を正確に記述
し、論理的に考察してレ
ポートを作成することが
できる。

36

10月04日 金 4 実習総括 同上 横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  同上

37

10月21日 月 1 実習総括 同上 横須賀 忠
矢那瀬 紀子
秦 喜久美
町山 裕亮
若松 英

天野 栄子

実習  同上

免疫学(科目№TM16065002)
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2019年 度

薬理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、教授・稲津 正人・(医学総合研究所)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、
講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)、助手・大原 朋子・(薬理学)、助手・外山
由夏・(薬理学)、兼任教授・石毛 敦・(薬理学)、兼任教授・山下 直秀・(薬理学)、別府宏國

薬理学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

基本的な臨床検査の種類や内容を理解する。Ⅲ-2 ③ レベルC

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

過去の主要な医薬品・医療機器被害を説明できる。Ⅲ-4 ② レベルB

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

関連する文献を集め、まとめることができる。Ⅸ-1 ③ レベルC

指導・監督のもとで研究計画に基づいて「実習実験」を施行できる。Ⅸ-1 ④ レベルB

大学や自宅などのIT環境において、WIFI、LAN、インターネット、メールなどの基本的な
利用環境の設定ができる。

Ⅹ-1 ① レベルC

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

情報を利用するとき、注意すべき事柄について説明でき、情報を正しく引用することがで
きる。

Ⅹ-1 ③ レベルC

薬理学(科目№TM16066002)
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2019年 度

薬理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、教授・稲津 正人・(医学総合研究所)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、
講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)、助手・大原 朋子・(薬理学)、助手・外山
由夏・(薬理学)、兼任教授・石毛 敦・(薬理学)、兼任教授・山下 直秀・(薬理学)、別府宏國

薬理学

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１）薬物・毒物の濃度反応曲線を描き、その決定因子を説明できる。
２）薬物の受容体結合と薬理作用との定量的関連性を理解し、活性薬と
拮抗薬を説明できる。
３）薬物・毒物の用量反応曲線を描き、有効量・中毒量・致死量の関係
を説明できる。
４）薬物・毒物の吸収、分布、代謝と排泄を説明できる。
５）薬物の生体膜通過に影響する因子を説明できる。
６）薬物投与方法を列挙し、それぞれの薬物動態を説明できる。
７）薬物の評価におけるプラセボの意義を説明できる。
８）薬物の蓄積、耐性、タキフィラキシー、依存、習慣性や嗜癖を説明
できる。
９）主な薬物アレルギーを列挙し、予防策と対処法を説明できる。
10）中枢神経作用薬（向精神薬、抗うつ薬、パーキンソン治療薬、抗け
いれん薬、全身麻酔薬）の薬理作用を説明できる。
11）自律神経作用薬（アドレナリン作用薬、抗アドレナリン作用薬、コ
リン作用薬、抗コリン作用薬）の薬理作用を説明できる。
12）循環器作用薬（強心薬、抗不整脈薬、降圧薬）の薬理作用を説明で
きる。
13）呼吸器作用薬（気管支拡張薬）の薬理作用を説明できる。
14）消化器作用薬（潰瘍治療薬、消化管運動作用薬）の薬理作用を説明
できる。
15）利尿薬の薬理作用を説明できる。
16）ステロイド薬および非ステロイド系抗炎症薬の薬理作用を説明でき
る。
17）抗菌薬（抗生物質、合成抗菌薬）の薬理作用を説明できる。
18）抗腫瘍薬、免疫抑制薬の薬理作用を説明できる。
19）主な薬物の副作用を概説できる。
20）年齢による薬剤投与の注意点を説明できる。
21）薬物動態学的相互作用について例を挙げて説明できる。
22）処方箋の書き方、服薬の基本・コンプライアンスを説明できる。
23）生物製剤の薬理作用と副作用を説明できる。
24）和漢薬を概説できる。

科目における教育到達目標

薬物・毒物の生体への作用について、個体・細胞・分子のレベルにおけ
る作用機序と、生体と薬物分子との相互作用を理解し、的確な薬物療法
を行うための基本的な考え方を学ぶ。具体的には
１．薬物の作用様式と生体内動態の基礎を理解する。
２．生体の生理的状態と病的状態の理解に基づき、疾患に対する治療薬
の作用メカニズム（薬理作用）を分子、細胞、組織、個体レベルにおい
て理解する。
３．薬物の正しい使い方の基礎を理解する（臨床薬理学）。
４．以上の３つの分野からなる薬理学のコアの知識に基づいて、多くの
疾患で十分な治療薬が存在しない現状を理解し、未来の創薬における課
題を理解する。
５．薬理学の新しい知識を自己学習できる基礎を身につける。
６．医学薬理学における守るべきコンプライアンスを理解する。

薬理学は医学生が薬物療法の基礎を学ぶ最初の科目であり、いかにして薬剤が効果を発揮するのかを科学的に理解する学問である。

卒業までに、医学生は上記の医学教育ガイドラインで示された薬理学関連のいわゆるコア到達目標に到達する事が求められている。そのうち、薬理
学学修終了の段階（２年終了時）では、生命科学の正確な知識に基づき「科学的な視点から」薬物療法の基礎と本質を理解することが求められてい
る。決して、安直な形式で薬剤の名前とその作用を記憶することではなく、重要な薬物の作用機序を科学的に十分理解する事が重要である。３年以
降、臨床医学関連の講義や実習の中で、改めて重要な薬物とその作用機序の説明が繰り返される。その都度復習をして知識を整理して理解し、卒業
時までに上記のコア知識を完全なものにする必要がある。

薬理学を学習するにあたって、既修の基礎科目で出てきた生命科学上の基本概念の理解が不足している場合には、通常薬理学の知識の習得が困難に
なる。自分がそのような状態である事を自覚した学生は、これらの既知であるべき基本概念を自己学習することが強く推奨される。この際、薬理学
の担当教員に学修の相談をすることも可能である。以上のような学修の積み重ねなく、試験合格をめざした薬理学知識を機械的に暗記するだけの学
修方法では、試験には合格する可能性はあるが、知識の整理が十分でないため将来の応用が効かない場合が多い。

薬理学のコア知識の習得に格段支障のない学生は上記の目標の達成のみで満足する事なく、もう一段階上のレベルに向かって進む意欲を持つことが
推奨される。すなわち、講義に出席して受動的に話を聞いているだけではなく、自発的に新しい薬理学の知識を事前に『自己学習』し、疑問点を教
員に投げかける等の習慣を身につけることが推奨される。この様な学修態度の結果として、最終的には科学的な視点から個々の薬理学分野の現状と
課題の一端を知るまでに至ることも可能である。また、このような自己学修の態度を養う事は、医師あるいは医学者として将来、発展する上におい
て極めて有益である。

最後に、薬理学においては遵守しなければならないコンプライアンスが存在する。特に、薬剤開発の最終段階である臨床試験における医師のコンプ
ライアンスについては明瞭な規定が存在する。また、それ以外にも、薬剤使用の種々の段階で守るべきコンプライアンスが複数存在することを銘記
すべきである。

  学習内容

薬理学(科目№TM16066002)
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2019年 度

薬理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、教授・稲津 正人・(医学総合研究所)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、
講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)、助手・大原 朋子・(薬理学)、助手・外山
由夏・(薬理学)、兼任教授・石毛 敦・(薬理学)、兼任教授・山下 直秀・(薬理学)、別府宏國

薬理学

復習

講義内容の理解が十分でない場合、復習が必須である。その場合重要な
ことは、薬理学の教科書や資料を見て理解に努めるだけではなく、理解
が不十分であった内容の基礎にある概念や事項を以前の教科に戻って復
習する地道な作業が不可欠である。十分理解できない場合は、オフィス
アワー等の時間を活用して積極的に教員に質問し、理解に努めることが
一助となる。

予習

基本的に各講義は予習を必要としないが、臨床薬理に関係する一部の講
義では事前学習をすることが望ましい(30-60分)。
また、一部（TDM 関連の薬剤シミュレーション）の実習では事前学習が
不可欠である。この実習では実習説明会などで指示される通りに、実習
前に e ラーニングを用いて予習を行い、シミュレーションソフトの扱い
方に習熟しておく必要がある。
１年生時の成績が平均以下の学生は薬理学内容を十分理解できない場合
が多い。これらの学生や基礎医学科目の学力に不安がある学生は教科書
など予習をすることが必須である。

  授業時間外の学習

  ICT活用

臨床薬理に関係する講義では、東京医大の e ラーニングシステムである「e 自主自学」にハンドアウトをアップし、講義中はクリッカーを用いて質
疑応答を行う。また、TDM 関連の薬剤シミュレーションの実習では、事前学習のための教材を e 自主自学にアップする。実習前に指示に従って予
習を行い、シミュレーションソフトの扱い方に習熟しておくことが不可欠である。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝（授業評価）× 0.9 ＋
（実習評価）× 0.1

最終評価点

記述式あるいは穴埋めあるいは選択問
題

筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

試験前に通知する再試験・範囲

原則として通常試験と同じ再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

45％

中間試験

45％

期末試験

なし

小テスト

なし

その他の筆記テスト

一部の講義はレポート提出　10％

レポート

なし

ＰＢＬ

０％

出席点

なし

その他

出席率が2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

40％

レポート

50％

実習試験

０％

口答試験

０％

出席点

10％

その他

優れた課題発表には加点する

注意事項

出席率が4/5 以上の者が、最終評価の対
象となる

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）学修の困難な学生は今までに学んだ教科の復習を行う必要がある。
２）理解が不完全なキーワードは成書にあたりその意味をその都度確認する作業を行う。

薬理学(科目№TM16066002)
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2019年 度

薬理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、教授・稲津 正人・(医学総合研究所)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、
講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)、助手・大原 朋子・(薬理学)、助手・外山
由夏・(薬理学)、兼任教授・石毛 敦・(薬理学)、兼任教授・山下 直秀・(薬理学)、別府宏國

薬理学

  オフィスアワー

担当

各講義内容に対して質問がある場合は各講義の当日16：30 ～19：00 薬理学教室で受け付ける。日時

場所

IP電話 03-3351-6141（内線325）

pharmaco@tokyo-med.ac.jp までE-mail

（すべての講師について共通）備考

教科書

ＮＥＷ薬理学

田中千賀子、加藤隆一編 （南江堂）著） 出）

上記の教科書で、不十分な部分は下記の準教科書、講義内容あるいは他
の書物を参考にして学習してください。

備）

医科薬理学

遠藤政夫編 （南山堂）著） 出）

上記の教科書で、不十分な部分は下記の準教科書、講義内容あるいは他
の書物を参考にして学習してください。

備）

参考書

Principles of Pharmacology-The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy
（清野 裕監修：病態生理に基づく臨床薬理学）－ハーバード大学テキス
ト
著） （Medical Science

International）
David E. Golan et al. 出）

備）

カッツング・薬理学

著） （丸善）Bertram G.Katzung 著；柳澤輝
行他監訳

出）

備）

  指定する教科書、参考書

薬理学(科目№TM16066002)
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2019年 度

薬理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、教授・稲津 正人・(医学総合研究所)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、
講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)、助手・大原 朋子・(薬理学)、助手・外山
由夏・(薬理学)、兼任教授・石毛 敦・(薬理学)、兼任教授・山下 直秀・(薬理学)、別府宏國

薬理学

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
09月02日 月 1 薬理学総論Ⅰ 1.リガンド

2.受容体 松岡 正明
講義  introduction

▲リガンド／受容体を理
解する。

2

09月02日 月 2 基本概念1-A
細胞情報伝達経路
細胞周期

1.細胞膜受容体
2.核内受容体
3.セカンドメッセン
ジャー
4.細胞周期

松岡 正明

講義 ▲細胞膜受容体を介する
情報伝達経路を説明でき
る。
▲核内受容体を介する情
報伝達経路を説明でき
る。
▲細胞周期制御機構を説
明できる。

3

09月09日 月 1 基本概念I-B
細胞情報伝達経路
細胞周期

1.細胞膜受容体
2.核内受容体
3.セカンドメッセン
ジャー
4.細胞周期

松岡 正明

講義 ▲細胞膜受容体を介する
情報伝達経路を説明でき
る。
▲核内受容体を介する情
報伝達経路を説明でき
る。
▲細胞周期制御機構を説
明できる。

4

09月09日 月 2 基本概念Ⅱ
イオンチャネル
トランスポーター

1.イオンチャネル
2.トランスポーター

草苅 伸也

講義 ▲イオンチャネルを説明
できる。
▲トランスポーターを説
明できる。

5

09月30日 月 1 薬理学総論II
(薬物動態1)

1.薬物体内動態
2.薬物代謝酵素
3.薬物トランスポーター

松岡 正明

講義 ○薬物・毒物の吸収、分
布、代謝と排泄を説明で
きる。
○薬物の生体膜通過に影
響する因子を説明でき
る。

6

09月30日 月 2 薬理学総論III
(薬物動態2)

1.初回通過効果
2.バイオアべイラビリ
ティ
3.半減期
4.血中濃度曲線

松岡 正明

講義 ○薬物投与方法を列挙
し、それぞれの薬物動態
を説明できる。

7

09月30日 月 3 薬理学総論IV
(薬物動態3)

1.薬物相互作用
2.蛋白結合率
3.薬物代謝酵素の誘導と
阻害
4.薬物-食物相互作用

原 一恵

講義 △薬物動態学的相互作用
PKについて例を挙げて説
明できる。
△薬力学的相互作用PDに
ついて例を挙げて説明で
きる。

8

09月30日 月 4 薬理学総論V 1.用量反応曲線
2.ED50,LD50
3.安全係数
4.薬理作用の修飾因子
5.年齢、性別、感受性
6.コンプライアンス

原 一恵

講義 ○薬物・毒物の濃度反応
曲線を描き、有効量、中
毒量、致死量の関係を説
明できる。
△薬理作用に影響を及ぼ
す修飾因子について説明
できる。

9

10月07日 月 1 薬理学総論VI 1.薬物中毒
2.蓄積・耐性・依存
3.薬物アレルギー
4.副作用
5.医原病 鈴木 宏昌

講義 ○薬物の蓄積、耐性、タ
キフィラキシー、依存、
習慣性や嗜癖を説明でき
る。
○主な薬物アレルギーを
列挙し、予防策と対処法
を説明できる。
△主な薬物の副作用を概
説できる。

10

10月07日 月 2 基本概念Ⅲ
自律神経

1.交感神経
2.副交感神経
3.神経節
4.節前線維
5.節後線維

名和 幹朗

講義 ○自律神経系の形態と生
理について説明できる。

薬理学(科目№TM16066002)
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2019年 度

薬理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、教授・稲津 正人・(医学総合研究所)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、
講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)、助手・大原 朋子・(薬理学)、助手・外山
由夏・(薬理学)、兼任教授・石毛 敦・(薬理学)、兼任教授・山下 直秀・(薬理学)、別府宏國

薬理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

11

10月07日 月 3 薬理学総論Ⅶ（薬物開
発)

1.インフォームドコンセ
ント
2.薬の開発、治験
3.プラセボ
4.二重盲検法
5.GLP、GCP
6.コンプライアンス

松岡 正明

講義 ○薬物の評価におけるプ
ラセボの意義を説明でき
る。

12
10月07日 月 4 実習説明 I 1.鎮痛薬

2.副作用･相互作用
3.血中濃度モニタリング

原 一恵
鈴木 宏昌
草苅 伸也

実習 ▲薬理学実習の内容を説
明できる。

13

10月08日 火 3 交感神経作用薬 1.アドレナリン作用薬
2.抗アドレナリン作用薬

原 一恵

講義 ○自律神経作用薬（アド
レナリン作用薬、抗アド
レナリン作用薬）の薬理
作用を説明できる。

14

10月08日 火 4 副交感神経作用薬 1.コリン作用薬
2.抗コリン作用薬

原 一恵

講義 ○自律神経作用薬（コリ
ン作用薬、抗コリン作用
薬）の薬理作用を説明で
きる。

15

10月15日 火 3 高血圧治療薬 I 1.利尿薬
2.β遮断薬
3.ACE阻害薬
4.Ca拮抗薬
5.アンギオテンシンⅡ
受容体桔抗薬

松岡 正明

講義 ○循環器作用薬（降圧
薬）の薬理作用を説明で
きる。

16

10月15日 火 4 高血圧治療薬Ⅱ 1.利尿薬
2.β遮断薬
3.ACE阻害薬
4.Ca拮抗薬
5.アンギオテンシンⅡ
受容体桔抗薬

松岡 正明

講義 ○循環器作用薬（降圧
薬）の薬理作用を説明で
きる。

17

10月21日 月 2 利尿薬 1.炭酸脱水酵素阻害薬
2.ループ利尿薬
3.サイアザイド薬
4.アルドステロン拮抗薬
5.バゾプレッシン受容体
拮抗薬
6.浸透圧利尿剤

名和 幹朗

講義 ○利尿薬の薬理作用を説
明できる。

18

10月29日 火 1 抗不整脈薬・強心薬・冠
血管拡張薬 I

1.Naチャネル遮断薬
2.β遮断薬
3.Ca拮抗薬
4.ジキタリス薬
5.催不整脈作用

松岡 正明

講義 ○循環器作用薬(抗不整脈
薬／強心薬／狭心症・心
筋梗塞治療薬)の薬理作用
を説明できる。

19

10月29日 火 2 抗不整脈薬・強心薬・冠
血管拡張薬Ⅱ

1.Naチャネル遮断薬
2.β遮断薬
3.Ca拮抗薬
4.ジキタリス薬
5.催不整脈作用

松岡 正明

講義 ○循環器作用薬(抗不整脈
薬／強心薬／狭心症・心
筋梗塞治療薬)の薬理作用
を説明できる。

20

10月29日 火 3 抗菌薬I 1.作用機序
2.有害作用
3.抗菌スペクトラム
4.選択毒性

原 一恵

講義 ○抗菌薬（抗生物質、合
成抗菌薬）の薬理作用を
説明できる。

21

10月29日 火 4 抗菌薬Ⅱ 1.PAE
2.時間/濃度依存
3.腎・肝障害時
4.併用療法

原 一恵

講義 ○抗菌薬（抗生物質、合
成抗菌薬）の薬理作用を
説明できる。

22
11月01日 金 3 精神疾患の病態生理と治

療薬
1.統合失調症
2.うつ病
3.躁病

橋本 祐一
講義 ○精神疾患の病態とその

治療薬の薬理作用を説明
できる。

薬理学(科目№TM16066002)
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2019年 度

薬理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、教授・稲津 正人・(医学総合研究所)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、
講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)、助手・大原 朋子・(薬理学)、助手・外山
由夏・(薬理学)、兼任教授・石毛 敦・(薬理学)、兼任教授・山下 直秀・(薬理学)、別府宏國

薬理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

23

11月01日 金 4 神経変性疾患の病態生理
と治療薬

1.認知症
2.アルツハイマー病
3.筋萎縮性側索硬化症
4.ポリグルタミン症
5.パーキンソン病
6.L-DOPA

橋本 祐一

講義 ○神経変性疾患の病態と
その治療薬の薬理作用を
説明できる。

24
11月05日 火 1 中間試験（対象ー講義1-

23)
講義

25
11月05日 火 2 中間試験（対象ー講義1-

23)
講義

26

11月05日 火 3 処方計画の立て方 1.腎疾患時の薬物動態
2.薬の適正使用
3.ＴＤＭ(血中濃度モニタ
リング)
4.薬物動態パラメータ
5.コンプライアンス／ア
ドヒアランス

原 一恵

講義 ○処方箋の書き方、服薬
の基本・コンプライアン
スを説明できる。

27
11月05日 火 4 実習説明II 1.鎮痛薬

2.副作用･相互作用
3.血中濃度モニタリング

橋本 祐一
松岡 正明
名和 幹朗

実習 ▲薬理学実習の内容を説
明できる。

28

11月11日 月 1 内分泌作用薬 1.副腎皮質ホルモン
2.甲状腺ホルモン
3.副甲状腺ホルモン
4.下垂体ホルモン
5.性ホルモン

山下 直秀

講義 ○内分泌作用薬の薬理作
用を説明できる。

29
11月11日 月 2 糖尿病治療薬 1.インスリン

2.経口糖尿病薬
3.インクレチン

山下 直秀
講義 ○糖尿病治療薬の薬理作

用を説明できる。

30
11月11日 月 3 鎮痛薬 1.麻薬性鎮痛薬

2.麻薬性拮抗性鎮痛薬
3.麻薬拮抗薬

名和 幹朗
講義 ○鎮痛薬の薬理作用を説

明できる。

31
11月12日 火 1 抗炎症薬/鎮痛解熱薬 1.ステロイド

2.非ステロイド系抗炎症
薬

松岡 正明
講義 ○非ステロイド系抗炎症

薬の薬理作用を説明でき
る。

32

11月12日 火 2 アレルギー治療薬・血液
作用薬

1.抗ヒスタミン薬
2.抗アレルギー薬
3.造血薬
4.止血薬
5.抗血栓薬

松岡 正明

講義 ▲抗アレルギー薬の薬理
作用を説明できる。
▲血液系に作用する薬物
の薬理作用を説明でき
る。

33

11月12日 火 3 実習 I 1.鎮痛薬
2.副作用･相互作用
3.血中濃度モニタリング

松岡 正明
橋本 祐一
原 一恵

名和 幹朗
鈴木 宏昌
草苅 伸也
大原 朋子
外山 由夏

実習 △薬理学実習を通じて、
鎮痛薬、薬物の副作用・
相互作用、薬物の体内動
態についての理解を深め
る。

34

11月12日 火 4 実習 I 1.鎮痛薬
2.副作用･相互作用
3.血中濃度モニタリング

松岡 正明
橋本 祐一
名和 幹朗
原 一恵

鈴木 宏昌
草苅 伸也
大原 朋子
外山 由夏

実習 △薬理学実習を通じて、
鎮痛薬、薬物の副作用・
相互作用、薬物の体内動
態についての理解を深め
る。

35
11月18日 月 1 薬害I

(レポート提出)
別府宏國

講義 ▲

36
11月18日 月 2 薬害II

(レポート提出)
別府宏國

講義 ▲

37
11月18日 月 3 抗ウィルス薬 1.インフルエンザ

2.ヘルペス
3.エイズ

鈴木 宏昌
講義 ○抗ウィルス薬の薬理作

用を説明できる

薬理学(科目№TM16066002)
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2019年 度

薬理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、教授・稲津 正人・(医学総合研究所)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、
講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)、助手・大原 朋子・(薬理学)、助手・外山
由夏・(薬理学)、兼任教授・石毛 敦・(薬理学)、兼任教授・山下 直秀・(薬理学)、別府宏國

薬理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

38

11月18日 月 4 消化器系に作用する薬剤 1.潰瘍治療薬

松岡 正明

講義 ○消化器作用薬（潰瘍治
療薬、消化管運動作用
薬）の薬理作用を説明で
きる。

39
11月19日 火 1 精神疾患治療薬I 1.向精神薬

2.抗不安薬
3.抗けいれん薬

橋本 祐一
講義 ○中枢神経作用薬（向精

神薬、抗けいれん薬）の
薬理作用を説明できる。

40
11月19日 火 2 精神疾患治療薬II 1.抗うつ薬

2.抗躁病薬 橋本 祐一
講義 ▲気分障害の病態とその

治療薬の薬理作用を説明
できる。

41

11月19日 火 3 実習II 1.鎮痛薬
2.副作用･相互作用
3.血中濃度モニタリング

松岡 正明
橋本 祐一
原 一恵

名和 幹朗
鈴木 宏昌
草苅 伸也
大原 朋子
外山 由夏

実習 △薬理学実習を通じて、
鎮痛薬、薬物の副作用・
相互作用、薬物の体内動
態についての理解を深め
る。

42

11月19日 火 4 実習II 1.鎮痛薬
2.副作用･相互作用
3.血中濃度モニタリング

松岡 正明
橋本 祐一
原 一恵

名和 幹朗
鈴木 宏昌
草苅 伸也
大原 朋子
外山 由夏

実習 △薬理学実習を通じて、
鎮痛薬、薬物の副作用・
相互作用、薬物の体内動
態についての理解を深め
る。

43
11月20日 水 2 免疫抑制剤 1.免疫抑制剤

2.カルシニューリン
草苅 伸也

講義 ▲免疫系に作用する薬物
の薬理作用を説明できる

44
11月25日 月 1 漢方薬の作用機序I

石毛 敦
講義 ▲漢方薬の薬理機序を説

明できる。

45
11月25日 月 2 漢方薬の作用機序II

石毛 敦
講義 ○漢方薬の薬理機序を説

明できる。

46

11月25日 月 3 抗腫瘍薬I 1.アルキル化薬
2.代謝拮抗薬
3.抗腫瘍性抗生物質
4.微小管阻害薬
5.分子標的治療薬

松岡 正明

講義 ○抗腫瘍薬の薬理作用を
説明できる。

47

11月25日 月 4 抗腫瘍薬II 1.アルキル化薬
2.代謝拮抗薬
3.抗腫瘍性抗生物質
4.微小管阻害薬
5.分子標的治療薬

松岡 正明

講義 △抗腫瘍薬の薬理作用を
説明できる。

48

11月26日 火 1 麻酔薬／鎮静催眠薬 1.全身麻酔薬
2.局所麻酔薬
3.鎮静催眠薬 稲津 正人

講義 ○全身麻酔薬の薬理作用
を説明できる。
○局所麻酔薬、鎮静催眠
薬の薬理作用を説明でき
る。

49

11月26日 火 2 脂質異常症治療薬 1.HMG-CoA 還元酵素阻害
剤
2.フィブラート系薬剤
3.ニコチン系薬剤
4.陰イオン交換樹脂
5.プロボコール

稲津 正人

講義 ○脂質異常症の病態と治
療薬の薬理作用を説明で
きる。
▲メタボリックシンド
ロームの病態を説明でき
る。

50

11月26日 火 3 実習III 1.鎮痛薬
2.副作用･相互作用
3.血中濃度モニタリング

松岡 正明
橋本 祐一
原 一恵

名和 幹朗
鈴木 宏昌
草苅 伸也
大原 朋子
外山 由夏

実習 △薬理学実習を通じて、
鎮痛薬、薬物の副作用・
相互作用、薬物の体内動
態についての理解を深め
る。

薬理学(科目№TM16066002)
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2019年 度

薬理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、教授・稲津 正人・(医学総合研究所)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、
講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)、助手・大原 朋子・(薬理学)、助手・外山
由夏・(薬理学)、兼任教授・石毛 敦・(薬理学)、兼任教授・山下 直秀・(薬理学)、別府宏國

薬理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

51

11月26日 火 4 実習III 1.鎮痛薬
2.副作用･相互作用
3.血中濃度モニタリング

松岡 正明
橋本 祐一
原 一恵

名和 幹朗
鈴木 宏昌
草苅 伸也
大原 朋子
外山 由夏

実習 △薬理学実習を通じて、
鎮痛薬、薬物の副作用・
相互作用、薬物の体内動
態についての理解を深め
る。

52

11月27日 水 2 小児・高齢者への薬剤投
与

1.腎機能
2.肝機能
3.生体水分量
4.コンプライアンス

名和 幹朗

講義 △年齢による薬剤投与の
注意点を説明できる。

53

12月02日 月 1 骨粗鬆症治療薬 1.骨カルシウム代謝
2.薬剤誘発性骨粗鬆症
3.骨吸収抑制薬
4.骨形成促進薬

原 一恵

講義 ▲骨粗鬆症治療薬の薬理
作用を説明できる。

54
12月02日 月 2 妊婦・授乳婦で注意する

薬物
1.催奇形性
2.乳汁中への薬物移行 鈴木 宏昌

講義 △妊婦・授乳婦に対する
薬剤投与の注意点を説明
できる。

薬理学(科目№TM16066002)
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2019年 度

病理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純
・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教
授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・高梨 正勝・(分子病理学)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀子・(分子
病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平井 秀明・
(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原 万理恵・
(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・梅澤 明弘・(分子病理学)、兼任教授・寺田 直弘・(分子病理
学)、兼任教授・真村 瑞子・(統合医療研究講座)、兼任講師・元井 亨・(分子病理学)、兼任講師・新井 恵吏・(分子病理学)

病理学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

「講義内容・日程」の到達目標に代える。

科目における教育到達目標

ａ．臨床医学の学習に必要な基本的病変および主要疾患の原因、発生機
序について、形態学的立場から理解する。
ｂ．疾患の究明に必要な病理学的方法論（病理解剖学、外科病理学、臨
床細胞学、分子生物学など）を理解する。
ｃ．患者ならびに疾患に関する問題を病理学的に把握し解決するため
に、臨床的事項と病理学的変化を関連づけて考察する素養を修得する。

病理学は第２学年後期から第３学年通年にわたり講義と実習が行われる。
第２学年後期では、病理学総論として、全身の臓器や組織に共通して認められる病気によって引き起こされる変化を学習する。このような変化の原
因、発生機序、病変の成り立ちについて病理形態学的立場から理解する。形態的変化の基礎のある機能的異常、あるいは病変によって引き起こされ
る機能的変化についても理解する。また、遺伝子レベルから個体レベルまでの病気の成り立ちを理解できるように、典型的な例を用いて学習する。
学習方略としては講義を中心に、理解を深めるために、病気に侵された臓器の肉眼像や顕微鏡像を合わせて学ぶ。
また、実習では病理標本を顕微鏡によって観察し、病変をスケッチすることにより、病理形態学をより深く学習する。
講義前後の予習・復習は必須で、疑問のある点を担当教官に質問することが望まれる。

  学習内容

復習

教官にもよるが、毎時間、授業終了後に、「e 自主自学」にて事後テス
トを受験し、自己の学習成果を確認すること。間違えた箇所を特に重点
的に復習し、その時間の学習内容を完全に修得すること。それでも理解
できない場合は、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に教員に質
問し、理解すること。また、講義ごとに自分自身でまとめを作り、時間
外に復習する習慣を身につけること。

予習

教官にもよるが、毎時間、「e 自主自学」を参照して、事前テストがあ
る場合には、必ず受験してから授業に臨むこと。テストは、「e 自主自
学」を通じて授業資料を事前に入手し、熟読したうえで受験すること。
テストで自己の不得意箇所を把握してから授業に臨み、授業時間内に理
解するように努めること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

一部の教官による講義では、「e 自主自学」を活用して事前あるいは事後テストを行い、学習効果を上げるようにする。

病理学(科目№TM16067002)
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2019年 度

病理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純
・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教
授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・高梨 正勝・(分子病理学)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀子・(分子
病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平井 秀明・
(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原 万理恵・
(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・梅澤 明弘・(分子病理学)、兼任教授・寺田 直弘・(分子病理
学)、兼任教授・真村 瑞子・(統合医療研究講座)、兼任講師・元井 亨・(分子病理学)、兼任講師・新井 恵吏・(分子病理学)

病理学

60 点を合格点とする合格点

最終評価点＝授業評価＋実習評価最終評価点

多肢選択問題および記述筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

原則として通常試験と同じ再試験・範囲

多肢選択および記述式問題、状況に応
じて面接あるいは口頭試問

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

なし

前期試験

90％

後期試験

状況に応じて実施

小テスト

状況に応じて実施

その他の筆記テスト

状況に応じて実施

レポート

なし

ＰＢＬ

10％

出席点

授業態度を考慮する

その他

出席率が2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる
出席および試験において不正行為があっ
た場合、その者の単位を認めない

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

20％

レポート

40％

実習試験

なし

口答試験

なし

出席点

40％

その他

授業態度を考慮する

注意事項

毎回必ず出席すること
無断欠席した者は最終評価の対象から外
す
出席および試験において不正行為があっ
た場合、その者の単位を認めない

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）講義はあくまでも自己学習を手助けするものである。常に自ら学習する姿勢が重要である。疑問点は積極的に質問をし、問題解決を図る。
２）授業への出席が最重要である。
３）病理学総論は病気について初めてふれる機会であり、病気を系統的に理解する上で基礎的知識を身につける機会である。以後の病理学各論、臨
床各科の講義を理解する上でも不可欠であり、病気の定義、分類、成立機序を理解しないと以後の学習に差し支える。
４）解剖学、組織学、生理学、生化学などで学ぶヒトの正常の形態、機能や代謝の知識が病気によって起こる異常な状態を理解する上では必須であ
り、これらの科目の内容を復習する必要がある。

病理学(科目№TM16067002)
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2019年 度

病理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純
・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教
授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・高梨 正勝・(分子病理学)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀子・(分子
病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平井 秀明・
(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原 万理恵・
(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・梅澤 明弘・(分子病理学)、兼任教授・寺田 直弘・(分子病理
学)、兼任教授・真村 瑞子・(統合医療研究講座)、兼任講師・元井 亨・(分子病理学)、兼任講師・新井 恵吏・(分子病理学)

病理学

  オフィスアワー

黒田　雅彦主任教授担当

平日の午前９時から午後５時まで日時

主任教授室（新宿キャンパス第1 校舎2 階）場所

IP電話 03-3351-6141（内線 234）

kuroda@tokyo-med.ac.jpE-mail

分子病理学分野備考

長尾　俊孝主任教授担当

平日の午前９時から午後５時まで日時

主任教授室（西新宿キャンパス自主自学館9 階）場所

IP電話 03-3342-6111（内線 3522　病院病理診断科）

nagao-t@tokyo-med.ac.jpE-mail

人体病理学分野備考

病理学(科目№TM16067002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 121 -

 / 8)PAGE (4

2019年 度

病理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純
・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教
授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・高梨 正勝・(分子病理学)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀子・(分子
病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平井 秀明・
(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原 万理恵・
(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・梅澤 明弘・(分子病理学)、兼任教授・寺田 直弘・(分子病理
学)、兼任教授・真村 瑞子・(統合医療研究講座)、兼任講師・元井 亨・(分子病理学)、兼任講師・新井 恵吏・(分子病理学)

病理学

教科書

著） 出）

病理実習に際しては、病理組織像が載っているアトラスを各自が必ず持
参すること。

備）

「標準病理学」第5版

坂本穆彦・北川昌伸・仁木利郎
編集

医学書院著） 出）

2015 年備）

「病態病理学」第17版

菊地浩吉監修 南山堂著） 出）

2004 年備）

「病理組織マップ＆ガイド」

深山正久編集 文光堂著） 出）

2014 年備）

「組織病理アトラス」第6版

小田義直・坂元亨宇・深山正久
・松野吉宏・森永正二郎・森谷
卓也編集

文光堂著） 出）

2015 年備）

「カラーアトラス病理組織の見方と鑑別診断」第5 版

赤木忠厚監修 医歯薬出版著） 出）

2007 年備）

「外科病理学」第4版

向井　清・真鍋俊明・深山正久
編集

文光堂著） 出）

2006 年備）

病理画像診断　これでスッキリ！

黒田雅彦・梅澤明弘編集 メディカルビュー著） 出）

2012 年備）

｢がんの生物学｣

Weinberg A： 南江堂著） 出）

2017 年備）

細胞の分子生物学 第6版

Alberts B, Johnson A, Lewis J,
Raff M, Roberts K, Walter P：

Newton Press著） 出）

2017 年備）

Robbins Basic Pathology. 10th Edition

Kumar V, Abbas AK, Aster JC Elsevier著） 出）

2017 年備）

参考書

  指定する教科書、参考書

病理学(科目№TM16067002)
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2019年 度

病理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純
・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教
授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・高梨 正勝・(分子病理学)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀子・(分子
病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平井 秀明・
(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原 万理恵・
(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・梅澤 明弘・(分子病理学)、兼任教授・寺田 直弘・(分子病理
学)、兼任教授・真村 瑞子・(統合医療研究講座)、兼任講師・元井 亨・(分子病理学)、兼任講師・新井 恵吏・(分子病理学)

病理学

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

08月30日 金 1 イントロダクション
【人体病理】

1.病理学
2.疾病
3.形態と機能
4.病因論

長尾 俊孝

講義 ○病理学とはどういう学
問なのか、またその医学
・医療における位置づけ
を概説できる
○病理学の歴史的な流れ
と、医学との関わりを概
説できる
○疾病の概念を説明でき
る

2

08月30日 金 2 人体病理学概論
【人体病理】

1.光学顕微鏡的観察
2.形態学
3.染色法
4.免疫染色
5.病理診断学

長尾 俊孝

講義 ○人体病理学の医療・医
学における役割を説明で
きる
○病理診断学に用いる各
種染色法を説明できる

3

09月04日 水 1 分子病理学概論
【分子病理】

1.病理学
2.分子と生命
3.病因

黒田 雅彦

講義 ○病理学・分子病理学と
はどういう学問なのか、
またその医学・医療にお
ける位置づけを概説でき
る
○原子→分子→個体の流
れを理解する

4

09月04日 水 2 遺伝子と疾患1
【分子病理】

1.病気の素因と外因
2.先天性疾患
3.後天性疾患
4.環境因子

黒田 雅彦

講義 ○多因子遺伝が原因とな
る疾患を列挙しその特徴
を説明できる
○染色体異常による疾患
の中で主なものを挙げ、
概説できる
○ゲノム解析に基づく
DNAレベルの個人差を説
明できる

5

09月06日 金 1 臨床細胞診
【特別講義】
隈病院病理診断科長
廣川満良先生

1.細胞診
2.パパニコロウ染色
3.剥離細胞診
4.穿刺吸引細胞診

講義 ○臨床の現場における細
胞診の意義・適応・重要
性を説明できる
○代表的な臓器における
細胞診の所見を概説でき
る　
○細胞診と組織診の違い
を説明できる

6

09月11日 水 1 病理形態学を理解するた
めの組織学の復習
【分子病理】

1.病理学
2.組織学
3.病理形態学
4.病理組織学

倉田 厚

講義 ○既に学んだ組織学の知
識を、これから学ぶ病理
形態学を理解するための
知識にできる

7

09月11日 水 2 先天異常１
【分子病理】

1.遺伝病
2.奇形

倉田 厚

講義 ○個体の発達異常におけ
る遺伝因子と環境因子の
関係を説明できる
○主な細胞遺伝学的疾患
を列挙できる

8

09月18日 水 2 先天異常２
【分子病理】

１．二部脊椎と無脳児
２．先天性心疾患
３．先天性風疹症候群 倉田 厚

講義 ○各臓器ごとに主な先天
性疾患を列挙できる
○胎児期感染による重篤
な全身性異常を来す疾患
を列挙できる

病理学(科目№TM16067002)
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2019年 度

病理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純
・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教
授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・高梨 正勝・(分子病理学)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀子・(分子
病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平井 秀明・
(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原 万理恵・
(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・梅澤 明弘・(分子病理学)、兼任教授・寺田 直弘・(分子病理
学)、兼任教授・真村 瑞子・(統合医療研究講座)、兼任講師・元井 亨・(分子病理学)、兼任講師・新井 恵吏・(分子病理学)

病理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

9

09月20日 金 2 炎症１
【分子病理】

1.炎症の徴候
2.急性炎症
3.慢性炎症
4.肉芽腫性炎症
5.免疫系
6.生体防御
7.血管と炎症

高梨 正勝

講義 ○炎症の定義を説明でき
る
○炎症の分類、組織形態
学的変化と経時変化を説
明できる
○特異的防御機構である
免疫系の役割を説明でき
る
○生体の非特異的防御反
応を説明できる
○体液性と細胞性免疫応
答を説明できる

10

09月25日 水 2 炎症２
【分子病理】

1.肉芽組織
2.線維化
3.瘢痕化
4.自己免疫疾患
5.自己抗体

高梨 正勝

講義 ○創傷治癒の過程を概説
できる
 膠原病と自己免疫疾患を
概説し、その種類を列挙
できる

11
09月27日 金 1 炎症３

【分子病理】
1.細菌性疾患
2.真菌性疾患
3.ウィルス性疾患

高梨 正勝
講義 ○感染症による形態的な

炎症変化を、分子メカニ
ズムによって説明できる

12

10月02日 水 2 自己免疫・アレルギー
【医学総合研究所病理】

1.全身性エリテマトーデ
ス
2.関節リウマチ
3.多発筋炎
4.血管炎症候群
5.クームス分類

佐藤 永一

講義 ○膠原病と自己免疫疾患
を概説し、その種類を列
挙できる
○アレルギー反応の各型
を説明できる

13

10月04日 金 1 腫瘍１
【人体病理】

1.良性腫瘍
2.悪性腫瘍
3.腺腫
4.癌
5.肉腫

長尾 俊孝

講義 ○腫瘍とは何かを説明で
きる
○良性腫瘍と悪性腫瘍の
違いを説明できる
○上皮性腫瘍と非上皮性
腫瘍の違いを説明できる

14
10月04日 金 2 腫瘍２

【人体病理】
1.異型性
2.多形性

長尾 俊孝
講義 ○腫瘍細胞の異型性と多

形性を説明できる

15

10月09日 水 2 退行性病変１
【人体病理】

1.細胞の適応反応
2.細胞障害
3.変性
4.萎縮
5.細胞死 井上 理惠

講義 ○細胞の適応反応（肥
大、過形成、萎縮、化
生）を説明できる
○細胞障害・変性と細胞
死の原因と意義を説明で
きる
○細胞障害・変性と細胞
死の細胞と組織の形態的
変化の特徴を説明できる

16

10月09日 水 3 退行性病変２
【人体病理】

1.ネクローシス
2.アポトーシス
3.オートファジー
4.細胞内蓄積

井上 理惠

講義 ○ネクローシスとアポ
トーシスの違いを説明で
きる
○アポトーシスとオート
ファジーの分子生物学的
機序について説明できる
○細胞内蓄積物について
説明できる

17

10月09日 水 4 退行性病変３
【人体病理】

1.幹細胞
2.senescenceと不死化
3.テロメアの短縮と加齢
4.老化のメカニズム

井上 理惠

講義 ○細胞の一生と加齢に関
わる因子について説明で
きる

18
10月11日 金 1 腫瘍３

【分子病理】
1.増殖
2.浸潤
3.転移

元井 亨
講義 ○局所における腫瘍の増

殖、局所浸潤と転移を説
明できる

病理学(科目№TM16067002)
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2019年 度

病理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純
・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教
授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・高梨 正勝・(分子病理学)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀子・(分子
病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平井 秀明・
(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原 万理恵・
(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・梅澤 明弘・(分子病理学)、兼任教授・寺田 直弘・(分子病理
学)、兼任教授・真村 瑞子・(統合医療研究講座)、兼任講師・元井 亨・(分子病理学)、兼任講師・新井 恵吏・(分子病理学)

病理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

19
10月11日 金 2 腫瘍４

【分子病理】
1.素因
2.外因
3.遺伝的腫瘍

元井 亨
講義 ○腫瘍発生に関わる遺伝

的要因と外的因子を概説
できる

20
10月16日 水 2 遺伝子と疾患2

【分子病理】
１．免疫異常と疾患

真村 瑞子
講義 ○免疫異常に基づいた疾

患を遺伝子の異常から理
解する

21

10月16日 水 3 総論実習①
【人体病理】

1.光学顕微鏡的観察
2.形態学
3.染色法
4.免疫染色

松林 純
山口 浩

谷川 真希
榎本 愛

大原 万理恵

実習 ○光学顕微鏡を用いて細
胞集団としての組織・臓
器の構成を理解する
○代表的な特殊染色、免
疫染色を理解する

22

10月16日 水 4 総論実習①
【人体病理】

1.光学顕微鏡的観察
2.形態学
3.染色法
4.免疫染色

松林 純
山口 浩

谷川 真希
榎本 愛

大原 万理恵

実習 ○光学顕微鏡を用いて細
胞集団としての組織・臓
器の構成を理解する
○代表的な特殊染色、免
疫染色を理解する

23
10月18日 金 1 進行性病変１

【分子病理】
1.再生
2.修復
3.増生

渡辺 紀子
講義 ○組織の再生と修復や肥

大、増生、化生、異形成
と退形成を説明できる

24
10月18日 金 2 進行性病変２

【分子病理】
1.化生
2.異形成
3.退形成

渡辺 紀子
講義 ○組織の再生と修復や肥

大、増生、化生、異形成
と退形成を説明できる

25

10月21日 月 3 循環障害１
【分子病理】

1.虚血
2.乏血
3.貧血
4.うっ血
5.浮腫

金蔵 孝介

講義 ○虚血、充血、うっ血と
血行静止の違いとそれぞ
れの原因と病体を説明で
きる

26

10月21日 月 4 ヒト臨床試料を用いた多
段階発がん過程の分子病
理学的研究【分子病理】

1.多段階発がん
2.エピゲノム
3.データ駆動型研究
4.バイオバンク

新井 恵吏

講義 ○ヒト疾患の多様性と臨
床試料を用いたデータ駆
動型研究について理解す
る
○データ駆動型研究の基
盤となるバイオバンキン
グと病理学の関わりを知
る
○臨床試料を用いたがん
研究の実際を学ぶ

27

10月23日 水 2 がん免疫
【医学総合研究所病理】

1.がん抗原
2.HLA class I
3.細胞傷害性T細胞
4.腫瘍エスケープ機構

佐藤 永一

講義 ○がん免疫に関連する細
胞性免疫反応の過程を説
明できる

28
10月23日 水 3 再生医療１ 1.再生医療

寺田 直弘
講義 ○再生医療の意義と展望

を理解し概説できる

29

10月23日 水 4 再生医療２ 1.iPS細胞

梅澤 明弘

講義 ○細胞治療のコンプライ
アンス
○iPS細胞の意義と展望を
理解し概説できる

30

10月25日 金 1 循環障害２
【分子病理】

1.出血
2.止血
3.ショック、DIC
4.血栓
5.梗塞

金蔵 孝介

講義 ○血栓症の成因と病体を
説明できる
○出血の原因と止血の機
構を説明できる
○ショックの定義、原因
と病体を説明できる
○塞栓の種類と経路や塞
栓症の病態を説明できる

病理学(科目№TM16067002)
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2019年 度

病理学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純
・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教
授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・高梨 正勝・(分子病理学)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀子・(分子
病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平井 秀明・
(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原 万理恵・
(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・梅澤 明弘・(分子病理学)、兼任教授・寺田 直弘・(分子病理
学)、兼任教授・真村 瑞子・(統合医療研究講座)、兼任講師・元井 亨・(分子病理学)、兼任講師・新井 恵吏・(分子病理学)

病理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

31

10月25日 金 2 循環障害3
【分子病理】

1.心筋梗塞
2.心筋症
3.心弁膜症
4.動脈硬化症

金蔵 孝介

講義 ○動脈硬化症、心筋梗塞
の危険因子、病態生理と
合併症を説明できる
○心筋症と特定心筋疾患
の定義・概念と病態生理
を説明できる

32

10月30日 水 2 分子腫瘍学
【分子病理】

1.癌遺伝子
2.癌抑制遺伝子
3.多段階発癌

黒田 雅彦

講義 ○腫瘍発生を分子メカニ
ズムで説明できる
○癌遺伝子と癌抑制遺伝
子を概説できる
○がん幹細胞を説明でき
る

33

10月30日 水 3 総論実習②
【人体病理】

1.急性炎症
2.慢性炎症
2.肉芽腫性炎症

高橋 礼典
石橋 康則
平井 秀明

三枝 奈津季
助田 葵

実習 ○炎症の分類、組織形態
学的変化と経時変化を説
明できる

34

10月30日 水 4 総論実習②
【人体病理】

1.急性炎症
2.慢性炎症
2.肉芽腫性炎症

高橋 礼典
石橋 康則
平井 秀明

三枝 奈津季
助田 葵

実習 ○炎症の分類、組織形態
学的変化と経時変化を説
明できる

35

11月06日 水 3 総論実習③
【分子病理】

1.良性腫瘍
2.悪性腫瘍
3.腺腫
4.癌
5.肉腫

黒田 雅彦
倉田 厚

渡辺 紀子
山田 侑子
金蔵 孝介

実習 ○良性腫瘍と悪性腫瘍の
違いを説明できる
○上皮性腫瘍と非上皮性
腫瘍の違いを説明できる

36

11月06日 水 4 総論実習③
【分子病理】

1.異型性
2.多形性

黒田 雅彦
倉田 厚

渡辺 紀子
山田 侑子
金蔵 孝介

実習 ○腫瘍細胞の異型性と多
形性を説明できる

病理学(科目№TM16067002)
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2019年 度

微生物学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
教授・大楠 清文・(微生物学)、教授・濱田 篤郎・(渡航者医療センター)、准教授・小林 了・(微生物学)、准教授・宮崎 治子・
(微生物学)、助教・Khandakar M.A.Haque・(微生物学)、助教・福島 慎二・(渡航者医療センター)、兼任教授・松本 哲哉・(微生
物学)、兼任教授・亀井 克彦・(微生物学)、兼任教授・甲斐 明美・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

微生物学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

病態の理解に必要な基礎医学知識を習得する。Ⅲ-1 ① レベルC

主要な疾患の疫学/病態/予後を説明できる。Ⅲ-1 ② レベルB

主要な疾患の診断に関する知識を提示できる。Ⅲ-1 ③ レベルB

主要な疾患の治療に関する知識を提示できる。Ⅲ-1 ④ レベルB

基本的な臨床検査の種類や内容を理解する。Ⅲ-2 ③ レベルC

症候学や検査医学、臨床推論に関する基本的な知識の習得に努める。Ⅲ-3 ① レベルC

院内・院外で発生しうる重要な感染症について説明できる。Ⅲ-4 ③ レベルC

・与えられた課題を自分の視点でとらえ直し、問題点を発見できる。
・問題解決のための情報を収集することができる。

Ⅵ-1 ① レベルC

・自分の考えを決められた様式にしたがって文書と口頭で他者に伝えられる。
・他者の話を真摯に聞くことができる。

Ⅵ-1 ② レベルC

・問題点を明確化し、批判的に説明できる。
・思考の方略を活用できる。

Ⅵ-1 ③ レベルC

学習成果・収集資料などの学習状況をポートフォリオにまとめることができる。Ⅵ-1 ④ レベルC

・学習目標を設定し、その達成方法を選択できる。
・学習時間を自己管理できる。

Ⅵ-1 ⑤ レベルC

研究マインドの大切さを理解する。Ⅵ-1 ⑥ レベルC

基礎的な予防治療について知識を有する。Ⅶ-1 ② レベルC(1)

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけようとする積極的な姿勢をもつ。Ⅷ-1 ① レベルC

国内外のさまざまなトピックについて関心を持つ。Ⅷ-1 ② レベルC

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトウェアの基本的な概念と専門用語について
説明でき、基本的な機能を利用し、ドキュメントの作成、保存、編集、印刷ができる。

Ⅹ-1 ④ レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

「講義内容・日程」の到達目標に代える。

科目における教育到達目標

１．感染症の概念を的確に述べることができ、感染症の発症に至るまで
の過程（侵入、定着、増殖）について説明できる。
２．微生物の各種類（細菌、ウイルス、真菌、抗酸菌、マイコプラズ
マ、クラミジア、リケッチアなど）の大まかな特徴を理解する。
３．ヒトに病原性を示す主要な病原体の特徴を述べることができる。
４．臨床的に高い頻度でみられる感染症（肺炎、腸管感染症、尿路感染
症、髄膜炎、敗血症、その他）の病態とその主要病原体を述べることが
できる。
５．ウイルスおよび真菌感染症の病態と各種病原体の特徴を述べること
ができる。
６．清潔、不潔の概念を十分に理解した上で、実験的操作を行うことが
できる。
７．バイオハザードの概念とその取り扱い方法を正しく理解し、汚染さ
せることなく適確に扱うことができる。
８．院内感染、および日和見感染症の概念を十分に理解し、原因となる
病原体の特徴やその予防法について説明できる。
９．耐性菌の概念を理解し、耐性に至る機序や誘因、およびその対策を
述べることができる。
10．各種抗菌薬（βラクタム、マクロライド、アミノグリコシド、キノ
ロン、その他）の大まかな特徴とその使用法について理解できる。
11．寄生虫を原虫類、蠕虫類に分類し生物学的特徴を説明できる。
12．寄生虫の生活史、感染経路と感染疫学的意義を説明できる。
13．臨床的、社会的に重要な寄生虫疾患の診断、治療、予防の概要を理
解する

微生物学(科目№TM16068002)
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2019年 度

微生物学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
教授・大楠 清文・(微生物学)、教授・濱田 篤郎・(渡航者医療センター)、准教授・小林 了・(微生物学)、准教授・宮崎 治子・
(微生物学)、助教・Khandakar M.A.Haque・(微生物学)、助教・福島 慎二・(渡航者医療センター)、兼任教授・松本 哲哉・(微生
物学)、兼任教授・亀井 克彦・(微生物学)、兼任教授・甲斐 明美・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

微生物学

感染症を正しく理解するには、微生物側と宿主側の両面からアプローチしなければならない。例えば、肺炎球菌による肺炎は、微生物側からとらえ
れば肺炎球菌感染症であるが、宿主側からとらえれば細菌が原因となって起こる肺の炎症である。そういう意味では各種微生物の特徴だけを理解し
ても感染症そのものを正しく理解することにはならず、疾患とのかかわりあいの中で微生物を理解していく必要がある。
本学の学生のほとんどが臨床への道を志しているという事実から、私達は良き臨床医を育てるための礎となる教育を目指しており、単なる基礎医学
としての微生物学という位置付けではなく、感染症の臨床につながる教育が重要と考えている。そういう意味においても医学生が微生物学を学ぶと
いうことは、感染症を学ぶということであり、今後医師として臨床に携わる際に誰もが遭遇するであろう感染症に対して、誤りのない対応を取れる
ようになるための根本的な知識と技能を身につけて欲しいと考えている。４学年以降も臨床的な感染症の講義がカリキュラムで組まれているため、
まず第２学年においては、微生物に関する一般的な知識の基礎を作り上げ、さらに臨床的な感染症のとらえ方の根本を学んで欲しい。
PBL では、グループ毎に与えられた症例の問題点を把握し、学生自らが導き出した課題に対して、書物やインターネットを利用して調べ上げ、グ
ループの中で各自調べた内容を発表するとともにディスカッションの過程を経てまとめる準備をする。最終的に教室全体で、各グループのプレゼン
テーションを聞き学生自らがその発表を評価し、さらにディスカッションを通じて内容を深め合うことを目標としている。
実習においては、清潔と不潔の概念を正しく理解し、バイオハザードの取り扱い方の基本について習得することが必須の項目となる。その上で、細
菌を染色、培養し、発育してきた菌がどのような過程を経て同定に至るかについて、一人一人が自ら体験して習得してもらうことを目標にしてい
る。またウイルスの分野の実習においては、インフルエンザウイルスを対象として、抗体価の測定方法などを実際に体験してもらい、その意義を理
解してもらう
ことを目標としている。

  学習内容

復習

授業内容についてひととおり全体的な復習を行っておくこと。

予習

シラバスの内容に従って、指定された教科書の中で関連する内容につい
て予め目を通しておくこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

授業の出欠を確認する目的で CBT 形式の問題を出題するが、この内容については、後日、模範解答をつけて「e自主自学」あるいは微生物学講座
のホームページ上に公開する予定である。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝期末試験評価点最終評価点

記述および選択肢の両方を含む筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

講義および実習の全範囲再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

90％

期末試験

10%

レポート

０％

小テスト

なし

ＰＢＬ

０％

出席点

0点

その他

席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対象
となる。各講義毎に小テストを実施し、
レポートやPBL 等の評価も行い、最終的
評価点に加算することがある。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

０％

レポート

０％

実習試験

０％

口答試験

０％

出席点

０％

その他

0点

注意事項

出席率が 3/4 以上の者が、最終評価の対
象となる。実習の評価は授業評価の筆記
試験の出題対象の中に組み込んで行う。
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2019年 度

微生物学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
教授・大楠 清文・(微生物学)、教授・濱田 篤郎・(渡航者医療センター)、准教授・小林 了・(微生物学)、准教授・宮崎 治子・
(微生物学)、助教・Khandakar M.A.Haque・(微生物学)、助教・福島 慎二・(渡航者医療センター)、兼任教授・松本 哲哉・(微生
物学)、兼任教授・亀井 克彦・(微生物学)、兼任教授・甲斐 明美・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

微生物学

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）各種書籍等を参考にすることによって、講義に出席をせずとも、微生物学に関するある程度の知識の習得は可能である。ただし講義では経験に
基づく内容も少なからず含まれており、さらに感染症のとらえ方については、書籍だけでは得られない内容も多い。講義の際に配布される資料は重
要ではあるが、それ以外の内容から試験が出題される可能性もある。
２）実習においては、臨床で用いられている各種検査キットを使用した迅速診断など、自ら経験できる内容が含まれている。そこで実習は休むこと
なく是非出席して欲しい。

微生物学(科目№TM16068002)
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2019年 度

微生物学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
教授・大楠 清文・(微生物学)、教授・濱田 篤郎・(渡航者医療センター)、准教授・小林 了・(微生物学)、准教授・宮崎 治子・
(微生物学)、助教・Khandakar M.A.Haque・(微生物学)、助教・福島 慎二・(渡航者医療センター)、兼任教授・松本 哲哉・(微生
物学)、兼任教授・亀井 克彦・(微生物学)、兼任教授・甲斐 明美・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

微生物学

  オフィスアワー

中村　茂樹主任教授担当

適宜。できればメールにて事前に調整することが望ましい。日時

第一校舎 2 階　微生物学分野場所

IP電話

E-mail

備考

濱田　篤郎教授担当

適宜。できればメールにて事前に調整することがのぞましい。日時

大学病院・新教育研究棟７階教授室場所

IP電話

a-hamada@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

大楠　清文教授担当

適宜。できればメールにて事前に調整することが望ましい。日時

第一校舎 2 階　微生物学分野場所

IP電話

ohkusu@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

小林　　了准教授担当

適宜。あらかじめメールで所在を確認してください。日時

第一校舎 2 階　微生物学分野教室場所

IP電話

ryo@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

宮崎　治子准教授担当

適宜。できればメールにて事前に調整することが望ましい。日時

第一校舎 2 階　微生物学分野場所

IP電話

hmiya@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

福島　慎二助教担当

適宜。できればメールで事前に調整することが望ましい。日時

東京医科大学病院 7 階　渡航者医療センター場所

IP電話

fuku789@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

松本　哲哉兼任教授担当

適宜。できればメールにて事前に調整することが望ましい。日時

第一校舎 2 階　微生物学分野場所

IP電話

tetsuya.m@iuhw.ac.jpE-mail

備考

微生物学(科目№TM16068002)
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2019年 度

微生物学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
教授・大楠 清文・(微生物学)、教授・濱田 篤郎・(渡航者医療センター)、准教授・小林 了・(微生物学)、准教授・宮崎 治子・
(微生物学)、助教・Khandakar M.A.Haque・(微生物学)、助教・福島 慎二・(渡航者医療センター)、兼任教授・松本 哲哉・(微生
物学)、兼任教授・亀井 克彦・(微生物学)、兼任教授・甲斐 明美・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

微生物学

カンダカル・ハーク兼任助教担当

適宜。できればメールにて事前に調整することが望ましい。日時

第一校舎 2 階　微生物学分野場所

IP電話

haqamk@yahoo.comE-mail

備考

教科書

標準微生物学（第 12 版）

平松啓一・中込　治編 医学書院著） 出）

備）

図説人体寄生虫学（第 7 版）

吉田幸雄 他 南山堂著） 出）

備）

参考書

イラストレイテッド微生物学

著） 丸善舘田一博・松本哲哉　監訳 出）

備）

ブラック微生物学

著） 丸善林　英生、岩本愛吉、神谷　
茂、高橋秀実

出）

備）

寄生虫ビジュアル図鑑

著） 誠文堂新光社濱田篤郎監修 出）

備）

  指定する教科書、参考書

微生物学(科目№TM16068002)
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2019年 度

微生物学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
教授・大楠 清文・(微生物学)、教授・濱田 篤郎・(渡航者医療センター)、准教授・小林 了・(微生物学)、准教授・宮崎 治子・
(微生物学)、助教・Khandakar M.A.Haque・(微生物学)、助教・福島 慎二・(渡航者医療センター)、兼任教授・松本 哲哉・(微生
物学)、兼任教授・亀井 克彦・(微生物学)、兼任教授・甲斐 明美・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

微生物学

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月06日 金 3 感染症総論（1） 1.細菌
2.ウイルス
3.真菌
4.抗酸菌
5.マイコプラズマ，クラ
ミジア

中村 茂樹

講義 ○各種微生物の基本的、
病原性とそれによって生
じる病態を理解する。
○微生物のおおまかな分
類を述べることができ
る。
○微生物の感染経路を分
類し、説明できる。

2

09月06日 金 4 感染症総論（2） 1.非特異的防御
2.特異的防御（免疫）
3.免疫不全
4.日和見感染症

中村 茂樹

講義 ○細菌が疾病を引き起こ
す機序を説明できる。
○病原体からみた感染症
の病態を説明できる。
○培地の特徴を説明する
ことができる。

3

09月18日 水 3 ウイルス学総論 1.ウイルス粒子
2.構造
3.エンベロープ
4.吸着器官

小林 了

講義 ○ウイルスのおおまかな
分類を述べることができ
る。
○ウイルスの構造と機能
を説明できる。

4

09月18日 水 4 ウイルス学各論(RNAウ
イルス)

1.インフルエンザウイル
ス
2.麻疹ウイルス
3.ポリオウイルス
4.ムンプスウイルス
5.ライノウイルス

小林 了

講義 ○RNAウイルスを列記で
きる。
○RNAウイルスが起こす
病態を説明できる。

5

09月20日 金 3 呼吸器感染症（１） 1.肺炎球菌
2.インフルエンザ菌
3.黄色ブドウ球菌
4.緑膿菌

中村 茂樹

講義 ○細菌性肺炎を起こす病
原体を列記できる。
○細菌性肺炎の病態や症
状を説明できる。

6

09月20日 金 4 呼吸器感染症（２） 1.抗酸菌
2.真菌
3.マイコプラズマ
4.クラミジア

中村 茂樹

講義 ○非定型肺炎を起こす病
原体を列記できる。
○非定型肺炎の病態や症
候を説明できる。
○抗酸菌（結核菌・非結
核性抗酸菌）の細菌学的
特徴とそれが引き起こす
疾患を列挙できる。

7

10月10日 木 3 消毒・滅菌，バイオハ
ザード，グラム染色

1.各種消毒薬
2.各種滅菌法
3.バイオハザード
4.グラム染色

大楠 清文

講義 ○消毒と滅菌の違いを理
解する。
○バイオハザードの概念
を説明できる。
○グラム染色の機序を説
明できる。

8

10月10日 木 4 消毒・滅菌
バイオハザード

1.各種消毒薬
2.各種滅菌法
3.バイオハザード
4.グラム染色

大楠 清文
中村 茂樹
小林 了

宮崎 治子
Khandakar M.A.

Haque

実習 ○消毒と滅菌の概念、器
具の清潔操作を理解でき
る。
○清潔と不潔を区別でき
る。
○院内感染の原因と対策
を説明できる。

9

10月11日 金 3 消毒・滅菌 1.手指消毒
2.滅菌

大楠 清文
中村 茂樹
小林 了

宮崎 治子
Khandakar M.A.

Haque

実習 ○手術や手技のための手
指消毒を習得する。
○清潔と不潔を区別でき
る。

10

10月11日 金 4 グラム染色 1.グラム染色
2.細菌の分類

大楠 清文
中村 茂樹
小林 了

宮崎 治子
Khandakar M.A.

Haque

実習 ○グラム染色により細菌
の形態と染色性の違いを
述べることができる。
○陽性菌、陰性菌、球
菌、桿菌の鑑別、細菌学
的特徴を述べることがで
きる。

微生物学(科目№TM16068002)
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2019年 度

微生物学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
教授・大楠 清文・(微生物学)、教授・濱田 篤郎・(渡航者医療センター)、准教授・小林 了・(微生物学)、准教授・宮崎 治子・
(微生物学)、助教・Khandakar M.A.Haque・(微生物学)、助教・福島 慎二・(渡航者医療センター)、兼任教授・松本 哲哉・(微生
物学)、兼任教授・亀井 克彦・(微生物学)、兼任教授・甲斐 明美・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

微生物学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

11

10月17日 木 3 腸管感染症・食中毒 1.腸内細菌科
2.ビブリオ科
3.カンピロバクター
4.黄色ブドウ球菌

甲斐 明美

講義 ○下痢症を起こす病原体
を列挙できる。
○下痢症の診断の基本を
説明できる。
○下痢症の治療の基本を
説明できる。

12

10月17日 木 4 食中毒と衛生管理 1.ノロウイルス
2.O157
3.クロストリジウム

甲斐 明美

講義 ○食中毒を引き起こす病
原体を列挙できる。
△食品の衛生管理の基本
を説明できる。

13

10月18日 金 3 真菌感染症（1） 1.真菌の分類
2.カンジダ
3.アスペルギルス
4.クリプトコッカス

亀井 克彦

講義 ○真菌の特徴とそれが引
き起こす疾患を列挙でき
る。
○カンジダ症の症候、診
断と治療を説明できる。
○クリプトコッカス症と
アスペルギルス症の症
候、診断と治療を説明で
きる。

14

10月18日 金 4 真菌感染症（2） 1.日和見感染症
2.１，３－β－Ｄ－グル
カン
3.アムフォテリシンＢ
4.アゾール系
5.キャンディン系

亀井 克彦

講義 ○皮膚表在性と深在性真
菌症の症候と病型を説明
できる。
○カリニ肺炎の症候、診
断と治療を説明できる。
▲真菌感染症の治療法に
ついて理解することがで
きる。

15

10月24日 木 3 ウイルス学各論　　　　
　(DNAウイルス)

1.ポックスウイルス科
2.ヘルペスウイルス科
3.アデノウイルス科
4.パピローマウイルス科
5.パルボウイルス科

小林 了

講義 ○DNAウイルスを列記で
きる。
○DNAウイルスが起こす
病態を説明できる。

16

10月24日 木 4 ウイルス学各論（HIV） 1.レトロウイルス科
2.ＨＩＶ
3.ＡＩＤＳ
4.日和見感染

小林 了

講義 ○ヒト免疫不全ウイルス
(HIV)について説明でき
る。
○後天性ヒト免疫不全症
候群(AIDS)の病態を説明
できる。
○後天性ヒト免疫不全症
候群(AIDS)の病態を説明
できる。

17

10月31日 木 3 中枢神経感染症
（脳炎･髄膜炎）

1.髄膜炎菌
2.肺炎球菌
3.インフルエンザ菌
4.抗酸菌
5.ウイルス

中村 茂樹

講義 ○脳炎・髄膜炎の主な起
炎菌を列記できる。
○脳炎・髄膜炎の病態を
述べることができる。
○脳炎・髄膜炎の症候と
診断を説明できる。

18

10月31日 木 4 菌血症・敗血症 1.膀胱炎
2.腎孟腎炎
3.尿道カテーテル
4.大腸菌

中村 茂樹

講義 ○尿路感染症の病態を理
解する。
○尿路感染症の起炎菌を
列記できる。

19

11月07日 木 3 細菌の分離・同定（1） 1.グラム染色
2.分離培養
3.純培養

大楠 清文
中村 茂樹
小林 了

宮崎 治子
Khandakar M.A.

Haque

実習 ○細菌の分離培養の目的
を説明できる。
○代表的なグラム陽性菌,
陰性菌の菌名を列記でき
る。

20

11月07日 木 4 細菌の分離・同定（2） 1.グラム染色
2.コロニー性状
3.溶血反応
4.カタラーゼ試験
5.オキシダーゼ試験

大楠 清文
中村 茂樹
宮崎 治子
小林 了

Khandakar M.A.
Haque

実習 ○代表的なグラム陽性
菌、陰性菌の特徴を説明
できる。
○代表的な培地の特徴を
説明できる。

微生物学(科目№TM16068002)
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2019年 度

微生物学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
教授・大楠 清文・(微生物学)、教授・濱田 篤郎・(渡航者医療センター)、准教授・小林 了・(微生物学)、准教授・宮崎 治子・
(微生物学)、助教・Khandakar M.A.Haque・(微生物学)、助教・福島 慎二・(渡航者医療センター)、兼任教授・松本 哲哉・(微生
物学)、兼任教授・亀井 克彦・(微生物学)、兼任教授・甲斐 明美・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

微生物学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

21

11月08日 金 3 細菌の分離・同定（3） 1.マンニット分解能
2.コアグラーゼ試験
3. 乳糖分解能

大楠 清文
中村 茂樹
小林 了

宮崎 治子
Khandakar M.A.

Haque

実習 ○代表的なグラム陽性
菌、陰性菌の同定法を説
明できる。
○培養の検査結果を判定
できる。

22

11月08日 金 4 細菌の分離・同定（4） 1.同定用各種培地
2.糖分解能
3. ガス産生性
4. IPA反応
5. 抗酸菌染色

大楠 清文
中村 茂樹
小林 了

宮崎 治子
Khandakar M.A.

Haque

実習 ○代表的なグラム陽性
菌、陰性菌を同定結果を
説明できる。
○代表的な菌の分離法を
説明できる。

23

11月13日 水 3 PBL（問題発見解決型学
習）（１）

1.症状
2.身体所見

松本 哲哉
中村 茂樹
大楠 清文
小林 了

宮崎 治子
Khandakar M.A.

Haque

実習 ○基本的診療知識にもと
づき、症例に関する情報
を収集・分析できる。

24

11月13日 水 4 PBL（問題発見解決型学
習）（２）

1.臨床検査値
2.圃像診断
3.問題点の抽出

松本 哲哉
中村 茂樹
大楠 清文
宮崎 治子
小林 了

Khandakar M.A.
Haque

実習 ○得られた情報をもと
に、その症例の問題点を
抽出できる。
▲病原体の診断に関する
アプローチについて述べ
ることができる。

25

11月14日 木 3 PBL（問題発見解決型学
習）（３）

1.病態の推定 松本 哲哉
中村 茂樹
大楠 清文
小林 了

宮崎 治子
Khandakar M.A.

Haque

実習 ○病歴と身体所見等の情
報を統合して、鑑別診断
ができる。
▲症例された症例の問題
点について分担して調べ
ることができる。

26

11月14日 木 4 PBL（問題発見解決型学
習）（４）

1.疾患名
2.感染症名

松本 哲哉
中村 茂樹

Khandakar M.A.
Haque

宮崎 治子
小林 了

大楠 清文

実習 ○主要疾患の症例に関し
て、診断・治療計圃を立
てられる。
○自分たちのグループに
与えれた症例の問題点と
その背景についてグルー
プ内でディスカッション
を行って理解を深める。

27

11月15日 金 3 尿路感染症 1.膀胱炎
2.腎孟腎炎
3.尿道カテーテル
4.大腸菌

中村 茂樹

講義 ○尿路感染症の病態を理
解する。
○尿路感染症の起炎菌を
列記できる。

28

11月15日 金 4 皮膚・軟部組織感染症 1.化膿性皮膚感染症
2.創部感染
3.激症型A群溶連菌感染症

中村 茂樹

講義 ○皮膚・軟部組織感染症
の病態を理解する。
○皮膚・軟部組織感染症
の起炎菌を列記できる。

29

11月20日 水 3 薬剤感受性の測定（1） 1.微量液体希釈法
2.ディスク法
3.Etest

宮崎 治子
中村 茂樹
大楠 清文
小林 了

Khandakar M.A.
Haque

実習 ▲微量液体希釈法の手順
について説明できる。
▲ディスク法の手順につ
いて説明できる。
▲Etestによる感受性測
定。

30

11月20日 水 4 薬剤感受性の測定（2） 1.薬剤感受性測定法
2.MIC

中村 茂樹
大楠 清文
宮崎 治子
小林 了

Khandakar M.A.
Haque

実習 ▲薬剤感受性の測定法の
種類と特徴について説明
できる。
▲MICの測定。

微生物学(科目№TM16068002)
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2019年 度

微生物学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
教授・大楠 清文・(微生物学)、教授・濱田 篤郎・(渡航者医療センター)、准教授・小林 了・(微生物学)、准教授・宮崎 治子・
(微生物学)、助教・Khandakar M.A.Haque・(微生物学)、助教・福島 慎二・(渡航者医療センター)、兼任教授・松本 哲哉・(微生
物学)、兼任教授・亀井 克彦・(微生物学)、兼任教授・甲斐 明美・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

微生物学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

31

11月21日 木 3 薬剤感受性検査 1.薬剤感受性測定法
2.ブレイクポイント
3.PK-PDパラメータ

宮崎 治子

講義 ○薬剤感受性検査の意義
を理解する。
○薬剤感受性検査の方法
を説明できる。

32

11月21日 木 4 薬剤感受性の測定（３） 1.薬剤感受性測定法
2.MIC
3.ブレイクポイント

宮崎 治子
中村 茂樹
大楠 清文
小林 了

Khandakar M.A.
Haque

実習 ○薬剤感受性検査の結果
を判定できる。
○薬剤感受性検査の解釈
を理解できる。

33

11月22日 金 3 ウイルス学各論　　　　
　（肝炎ウイルス）

1.Ａ型肝炎ウイルス
2.Ｂ型肝炎ウイルス
3.Ｃ型肝炎ウイルス 小林 了

講義 ○肝炎ウイルスの種類を
列記できる。
○肝炎ウイルスの構造と
病態との関連を正しく説
明できる。

34

11月22日 金 4 ウイルス学各論（出血熱
ウイルス）

1.エボラ出血熱ウイルス
2.マールブルグ出血熱ウ
イルス
3.ラッサ熱ウイルス
4.クリミア・コンゴ出血
熱ウイルス

小林 了

講義 ○出血熱ウイルスの種類
を列記できる。
○出血熱ウイルス感染症
の臨床的特徴を説明でき
る。

35

11月27日 水 3 寄生虫学総論 1.蠕虫と原虫
2.疫学と感染経路
3.宿主の反応と免疫

濱田 篤郎

講義 ○蠕虫・原虫類の分類と
形態学的特徴を説明でき
る。　
○寄生虫の生活史、感染
経路と感染疫学的意義を
説明できる。
○寄生虫感染宿主の生体
防御の特徴を説明でき
る。
○日和見寄生虫症と寄生
虫症の重症化を説明でき
る。

36

11月27日 水 4 線虫症 1.回虫症
2.蟯虫症
3.糞線虫症
4.アニサキス症
5.顎口虫症
6.バンクロフト糸状虫症
7.回旋糸状虫症

濱田 篤郎

講義 ○各臓器・器官の主な線
虫症および幼線虫移行症
を説明できる。
○回虫症、蟯虫症、糞線
虫症を診断できる。
○世界各地のフィラリア
症を説明できる。

37

11月28日 木 3 原虫症１（マラリアな
ど）

1.熱帯熱マラリア
2.三日熱マラリア
3.四日熱マラリア
4.卵形マラリア
5.トキソプラズマ症

濱田 篤郎

講義 ○マラリアを説明でき
る。
○トキソプラズマ症を説
明できる。

38

11月28日 木 4 吸虫症 1.肝吸虫症
2.横川吸虫症
3.肺吸虫症
4.日本住血吸虫症
5.マンソン住血吸虫症
6.ビルハルツ住血吸虫症

濱田 篤郎

講義 ○各臓器・器官の主な吸
虫症を説明できる。
▲世界各地の住血吸虫症
を説明できる。

39

11月29日 金 3 衛生動物、渡航医学 １．疥癬
２．シラミ症
３．ハチ咬症
４．蛇咬症
５．渡航医学

濱田 篤郎

講義 ○各臓器・器官の衛生動
物による病害を説明でき
る。
△海外渡航者の寄生虫疾
患を説明できる。

40
11月29日 金 4 感染症の予防 1. 生ワクチン

2．不活化ワクチン 宮崎 治子
講義 ○感染症の予防につい

て、主なワクチンの特徴
を説明できる

微生物学(科目№TM16068002)
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2019年 度

微生物学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 3

担当教員
教授・大楠 清文・(微生物学)、教授・濱田 篤郎・(渡航者医療センター)、准教授・小林 了・(微生物学)、准教授・宮崎 治子・
(微生物学)、助教・Khandakar M.A.Haque・(微生物学)、助教・福島 慎二・(渡航者医療センター)、兼任教授・松本 哲哉・(微生
物学)、兼任教授・亀井 克彦・(微生物学)、兼任教授・甲斐 明美・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

微生物学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

41

12月05日 木 3 原虫症２（消化管原虫症
など）

1.アメーバ赤痢
2.ランブル鞭毛虫症
3.クリプトスポリジウム
症
4.病原自由生活アメーバ
症
5.リシューマニア症
6.トリパノソーマ症

福島 慎二

講義 ○アメーバ赤痢を説明で
きる。
△クリプトスポリジウム
症、ランブル鞭毛虫症を
説明できる。

42

12月05日 木 4 条虫症 1.無鉤条虫症
2.有鉤条虫症
3.裂頭条虫症
4.マンソン孤虫症
5.エキノコックス症

福島 慎二

講義 ○各臓器・器官の主な条
虫症を説明できる。
○エキノコックス症を説
明できる。

43

12月06日 金 1 抗菌薬治療・耐性菌 1.β-ラクタム、アミノグ
リコシド、マクロライ
ド、キノロンなど
2.MRSA, PRSP, VRE,
ESBL産生菌, 緑膿菌
（MDRP）

中村 茂樹

講義 ○主な抗菌薬の特徴を概
説できる。
○代表的な耐性菌の名前
を列記できる。

44

12月06日 金 2 インフルエンザウイルス
カ価の測定

1.赤血球凝集反応
2.HA価

小林 了
中村 茂樹
大楠 清文
宮崎 治子

実習 ▲赤血球凝集反応につい
て説明できる。
▲ウイルスカ価について
述べることができる。

45

12月06日 金 3 インフルエンザウイルス
感染症

1.中和抗体
2.ワクチン
3.治療

小林 了
中村 茂樹
大楠 清文
宮崎 治子

実習 ○中和抗体について説明
できる。
○ワクチンについて述べ
ることができる。

46

12月06日 金 4 インフルエンザウイルス
中和抗体の測定

1.赤血球凝集阻止試験
2.HI価

大楠 清文
中村 茂樹
小林 了

宮崎 治子

実習 ▲赤血球凝集阻止試験に
ついて説明できる。
▲抗インフルエンザウイ
ルス抗体の測定原理を述
べることができる。

微生物学(科目№TM16068002)
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2019年 度

運動医学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、教授・杉本 昌弘・(低侵襲医療開発総合センター)、講師・木目 良太郎・(健康
増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進スポーツ医学)、兼任准教授・村瀬 訓生・(健康増進スポーツ医学)

運動医学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

基礎となる科学的方法論に配慮し、「実習実験」を実施できる。Ⅸ-1 ① レベルB

医学研究における倫理規範に配慮して「実習実験」を行える。Ⅸ-1 ② レベルB

現状を把握し、問題提起できる。Ⅸ-1 ③ レベルB

指導・監督のもとで研究計画に基づいて「実習実験」を施行できる。Ⅸ-1 ④ レベルB

「実習実験」で得られた結果の意義を議論し、実験の問題点や付随する研究テーマを抽出
できる。

Ⅸ-1 ⑤ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

更なる高齢化に伴う身体機能やQOL（生活の質）の低下により社会的負
担が増大していく中で、今後は、従来にも増して積極的に運動を励行
し、一次予防に重点を置いた対策が強化される。また、運動は生活習慣
病の予防や治療にも効果的である反面、対象や運動強度によっては効果
がないどころか逆に悪化するケースもみられる。運動医学は、運動の功
罪について正しく理解し、EBMに基づく地域の健康づくり、疾病予防・
改善、治療を安全かつ効果的に遂行できる医師の形成に貢献する。

科目における教育到達目標

現在、社会で大きな健康問題となっている高血圧、脂質異常症、糖尿
病、心血管疾患などの生活習慣病は、身体活動量の減少（運動不足）が
その発症に大きく関わっており、これらの疾患の予防や改善のためには
運動の継続が重要である。また、わが国では人口の高齢化に伴い要介護
者の数が増加しており、その原因となっている動脈硬化性疾患や体力の
衰えを予防するためにも運動の継続が極めて重要である。本講義では運
動による身体の生理的、生化学的応答を理解すると同時に、健康の保持
・増進に及ぼす運動の効果およびその重要性について理解することを目
標とする。

講義の内容には、基礎医学や臨床医学の知識を必要とするものも一部含まれる。講義内容の理解に必要な項目については講義のなかで解説をする
が、詳細は生理学、生化学、解剖学の講義や臨床医学の講義の際に学習すること。
講義は、パワーポイントを使用し配布資料を用いて進めるが、不明な点は参考書で学習したり、積極的に質問したりして疑問点を解決すること。
また、原則として講義の前日までにe 自主自学「運動医学」に授業ガイド及び予習要点セルフチェックをアップロードするので、事前に学習してお
くこと。講義の後には復習用要点セルフチェックを利用して知識の確認をすること。

  学習内容

復習

復習用要点セルフチェック（小テスト）はe ラーニングを利用する。こ
れは評価の対象となる。復習には30分以上の時間を充てること。

予習

授業ガイド及び予習要点セルフチェックはe ラーニングを利用する。こ
れは自習用であり評価の対象にはならない。予習には30分以上の時間を
充てること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

前述のとおり、予習および復習で使用する。

運動医学(科目№TM16069002)
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2019年 度

運動医学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、教授・杉本 昌弘・(低侵襲医療開発総合センター)、講師・木目 良太郎・(健康
増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進スポーツ医学)、兼任准教授・村瀬 訓生・(健康増進スポーツ医学)

運動医学

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の点数最終評価点

多肢選択問題及び記述問題筆記試験の形式

再試験は１回とする。再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

後期試験と同様再試験・範囲

多肢選択問題及び記述問題再試験・方法

評価に対するフィードバック

eラーニング上に復習用要点セルフチェック（小テスト）の解答を示す。各自の理解の
足りない項目の発見と改善や期末試験・CBT対策に役立てて欲しい。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

95％

後期試験

5％

ｅ自主自学による復習用要点セルフ
チェック

出席は2/3 以上を必要とする。また、著
しく授業態度の悪いものは総合点より最
高10 点を減点する。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

運動医学では、運動による身体の生理的、生化学的応答といった基礎医学的な内容から、健康の保持増進に対する運動の効果や重要性などの予防医
学にかかわる内容を学習する。解剖学、生理学、生化学などの基礎医学はもとより、臨床医学に関連する内容も含まれている。十分に理解を深めら
れるように、e ラーニングでの予習・復習を活用して講義に臨むこと。

  オフィスアワー

浜岡隆文担当

適宜日時

新宿キャンパス、第1 校舎3 階　健康増進スポーツ医学分野場所

IP電話 03 3351 6141（内線420）

健康増進スポーツ医学分野代表　whoccsm@tokyo-med.ac.jpE-mail

メールか電話によりアポイントをとってから来室するのが望ましい。備考

木目良太郎担当

適宜日時

新宿キャンパス、第1 校舎3 階　健康増進スポーツ医学分野場所

IP電話 03 3351 6141（内線420）

健康増進スポーツ医学分野代表　whoccsm@tokyo-med.ac.jpE-mail

メールか電話によりアポイントをとってから来室するのが望ましい。備考

黒澤裕子担当

適宜日時

新宿キャンパス、第1 校舎3 階　健康増進スポーツ医学分野場所

IP電話 03 3351 6141（内線420）

健康増進スポーツ医学分野代表　whoccsm@tokyo-med.ac.jpE-mail

メールか電話によりアポイントをとってから来室するのが望ましい。備考

運動医学(科目№TM16069002)
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2019年 度

運動医学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、教授・杉本 昌弘・(低侵襲医療開発総合センター)、講師・木目 良太郎・(健康
増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進スポーツ医学)、兼任准教授・村瀬 訓生・(健康増進スポーツ医学)

運動医学

教科書

入門運動生理学　第４版

勝田 茂 編著　 和田正信、松永
智 著

（杏林書院）著） 出）

備）

スポーツ医科学

中野昭一 編 （杏林書院）著） 出）

備）

参考書

  指定する教科書、参考書

運動医学(科目№TM16069002)
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2019年 度

運動医学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、教授・杉本 昌弘・(低侵襲医療開発総合センター)、講師・木目 良太郎・(健康
増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進スポーツ医学)、兼任准教授・村瀬 訓生・(健康増進スポーツ医学)

運動医学

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月18日 水 1 運動医学と健康増進 1.体力
2.加齢変化
3.運動の目的 濱岡 隆文

講義 ○体力の分類、加齢に伴
う身体組織・機能の変化
について説明できる
△運動の目的を説明でき
る

2

09月25日 水 1 筋線維組成と筋エネル
ギー代謝

1.エネルギー供給系
2.筋線維の種類と特徴
3.筋線維組成と遺伝
4.トレーニングによる変
化

木目 良太郎

講義 ○筋および筋線維の種類
と特徴について説明でき
る
○運動強度および運動時
間とエネルギー供給系と
の関係を説明できる

3

10月02日 水 1 運動中の中心循環 1.心機能
2.スポーツ心臓
3.運動能力を決定する要
因
4.筋ポンプ作用 木目 良太郎

講義 ○運動時の心機能特性と
循環調節について説明で
きる
○トレーニングによる心
機能の変化や特性につい
て説明できる
▲運動能力に影響を及ぼ
す因子について説明でき
る

4

10月09日 水 1 運動中の呼吸応答、末梢
循環

1.トレーニングと心肺機
能
2.呼吸商
3.最大酸素摂取量
4.無酸素性作業閾値
5.末梢循環
6.運動時の血流再配分
7.血管内皮機能と疾病

木目 良太郎

講義 ○運動時の呼吸循環器系
の応答を説明できる
▲最大酸素摂取量および
無酸素性作業閾値につい
て説明できる
○運動時の骨格筋を中心
とした血流再配分につい
て説明できる
○血管内皮機能による血
管拡張作用や血管拡張物
質を説明できる

5

10月16日 水 1 運動と栄養、食事 1.栄養素の機能と代謝
2.運動実施のための栄養
素
3.骨格筋肥大
4.パフォーマンス向上
5.疲労回復

黒澤 裕子

講義 ▲各栄養素の機能と代謝
を説明できる
▲運動実施に必要な栄養
素摂取について説明でき
る　　　
▲骨格筋肥大、パフォー
マンス向上、疲労回復の
ための栄養素摂取を説明
できる

6

10月23日 水 1 健康・運動データの分析 1. 統計
2. 感度・特異度
3. 擬陽性・偽陰性
4. ROC曲線

杉本 昌弘

講義 △運動時に観測できる
様々な情報に関して、単
なる従来の統計を行うだ
けでなく、正しくデータ
の意味を解釈し、説明で
きる

7

10月30日 水 1 生活習慣病と運動処方 1.各種疾患に対する運動
処方
2.生活習慣病
3.健康づくり

濱岡 隆文

講義 △生活習慣病の予防・改
善のための運動療法に関
して概説し、各疾患に対
応した運動処方について
説明できる

8

11月20日 水 1 高齢者と運動 1.ADL, IADL
2.フレイル
3.ロコモティブシンド
ローム
4.サルコペニア
5.高齢者の運動

黒澤 裕子

講義 ▲ADL、IADLを説明でき
る
▲フレイルの概念を説明
できる
▲ロコモティブシンド
ロームを説明できる
▲サルコペニアの概念を
説明できる
▲高齢者の運動実施効果
を説明できる

運動医学(科目№TM16069002)
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2019年 度

運動医学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、教授・杉本 昌弘・(低侵襲医療開発総合センター)、講師・木目 良太郎・(健康
増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進スポーツ医学)、兼任准教授・村瀬 訓生・(健康増進スポーツ医学)

運動医学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

9

11月27日 水 1 運動と環境 1.高地トレーニング
2.高山病
3.減圧症
4.熱中症

木目 良太郎

講義 ○加圧（低酸素）下での
運動について説明できる
○高山病について説明で
きる
○減圧症について説明で
きる
○熱中症の分類、予防
法、対処方法について説
明できる

10

12月04日 水 4 若年者・中高年者と運動 1.運動突然死
2.メタボリックシンド
ローム
3.アンチ・ドーピング

村瀬 訓生

講義 △各ライフステージの健
康問題について説明でき
る
▲メタボリックシンド
ロームの運動療法につい
て説明できる
▲運動による内科的障害
について説明できる
▲アンチ・ドーピングに
ついて説明できる

運動医学(科目№TM16069002)
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2019年 度

医用電子工学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 0.5

担当教員
主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、教授・吉村 真奈・(放射線医学)、講師・佐口 徹・(放射線医学)、講師・三上 隆二・(放射
線医学)

医用電子工学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

病態の理解に必要な基礎医学知識を習得する。Ⅲ-1 ① レベルC

医薬品・医療機器の危険性と管理の必要性を説明できる。Ⅲ-4 ② レベルC

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

社会医学の知識を、保険活動及び医療に応用できる。Ⅶ-1 ① 卒業時レベルA(1)

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

実際の放射線科実習を行う前知識としての理解を深める。

科目における教育到達目標

医学・医療の分野に広く応用されている放射線や放射線以外の電磁波な
どの物理的現象は、広く医学へ応用され、CT、MRI、超音波検査などの
画像診断、その診断技術を応用した治療としてinterventional radiology（
IVR）、放射線同位元素を用いた診断・治療、放射線治療は医療に欠か
せないものとなっている。画像技術の向上により優れた画像が得られる
ようになり、画像の読影において解剖学、画像診断学、各疾患の病態に
関する深い理解と知識が従来以上に求められるようになってきた。核医
学については形態診断以上に機能診断が重要視されるようになり、分子
イメージングも可能となってきた。内用療法もβ線だけでなく、α線も
使用できる状況になり、治療効果が期待される。がん治療の三本柱の一
つである放射線治療は腫瘍学のなかで体系付けられると共に、画像診断
学の進歩を背景とした低侵襲性治療としての側面も強調されつつある。
分子標的薬剤の進歩は著しく、これらの治療との組み合わせも今後の問
題である。また、被曝に対する関心が高まり、被曝についての正確な知
識が求められている。放射線防護は実際の臨床の場における患者さんの
安全、医療従事者の安全確保の観点からも極めて重要である。このよう
に、医療の基礎としての放射線科領域全般についての知識と理解を深め
ることを目的とする。

放射線治療の基礎、核医学検査及び内容療法の基礎
CT, MRIの基礎
超音波の基礎、画像ガイド下治療の基礎

  学習内容

復習

授業終了後に、その時間の学習内容を完全に習得すること。それでも理
解できない場合は、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に教員に
質問し、理解すること。

予習

この領域は、馴染みが薄く、予習は難しいため、復習を十分にして欲し
い

  授業時間外の学習

  ICT活用

放射線物理学、放射線生物学のe-learningをアップする予定である。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝最終評価点

筆記とMCQ の併用筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価が60 点未満のもの再試験・対象者

本試験と同様再試験・範囲

口頭試問再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

出席率が2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

注意事項

出席率が3/4 以上の者が、最終評価の対
象となる

医用電子工学(科目№TM16070002)
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2019年 度

医用電子工学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 0.5

担当教員
主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、教授・吉村 真奈・(放射線医学)、講師・佐口 徹・(放射線医学)、講師・三上 隆二・(放射
線医学)

医用電子工学

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）全身を対象とするものであり、ここでの学習は全身の病態、診断、治療の理解に繋がる。
２）病院実習の前に被曝の考え方を学び、自ら身を守るためにも重要である。

  オフィスアワー

齋藤　和博主任教授担当

メールか電話により時間を調整してから来室日時

西新宿キャンパス　大学病院３階　放射線画像診断部内　読影室場所

IP電話 03 3342 6111（内線　5818）

saito-k@tokyo med.ac.jpE-mail

備考

吉村　真奈教授担当

メールか電話にて日時を調整の上、核医学読影室に来室日時

西新宿キャンパス　大学病院３階　核医学　読影室場所

IP電話 042 665 5611（PHS 7305）

radiolo@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

佐口　徹講師担当

大学病院にいる時間を確認して来室日時

西新宿キャンパス　大学病院３階　放射線画像診断部内　読影室場所

IP電話 03 3342 6111（内線　5818）

saguchi@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

三上　隆二講師担当

大学病院にいる時間を確認して来室日時

西新宿キャンパス　大学病院地下1階　放射線治療部場所

IP電話

mikami_tmu@yahoo.co.jpE-mail

備考

教科書 参考書

新放射線治療ポケットマニュアル

著） 産業開発機構株式会社映像メディカル編集部 出）

備）ISBN 978-4-86028 225 7C3047

  指定する教科書、参考書

医用電子工学(科目№TM16070002)
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2019年 度

医用電子工学 （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 0.5

担当教員
主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、教授・吉村 真奈・(放射線医学)、講師・佐口 徹・(放射線医学)、講師・三上 隆二・(放射
線医学)

医用電子工学

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

11月06日 水 1 画像診断の基礎 1．CT
2．MRI
3．造影検査
4．造影剤

齋藤 和博

講義 ○単純Ｘ線写真の原理を
説明できる。
○CT、MRIの基本的画像
所見を説明できる。
○その他の画像診断の役
割を説明できる。

2

11月06日 水 2 核医学検査の原理と読影 1．核医学の原理
2．核医学の技術
3. シンチグラフィ
4．in vitro核医学検査 吉村 真奈

講義 ○核医学検査の原理を説
明できる。
○核医学検査の読影の原
理を説明できる。
○核医学検査の治療への
応用について説明でき
る。

3

11月13日 水 1 画像診断の基礎とそれを
用いた治療

1．超音波検査
2．血管造影検査
3．IVR

佐口 徹

講義 ○超音波の基本的画像所
見を説明できる。
○血管造影検査について
説明できる。
○IVRについて説明でき
る。

4

11月13日 水 2 放射線の取り扱いと放射
線治療の基礎

1．放射線の単位
2．放射線感受性
3．放射線障害
4．放射線防護

三上 隆二

講義 ○放射線と放射能の種
類、性質、単位を説明で
きる。
○放射線の生体に対する
影響についてその機序を
説明できる。
○放射線が人体に与える
急性効果と晩発効果を説
明できる。
○放射線防護の考え方を
説明できる。

医用電子工学(科目№TM16070002)
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2019年 度

社会医学Ⅰ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進ス
ポーツ医学)、兼任准教授・村瀬 訓生・(健康増進スポーツ医学)

社会医学Ⅰ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルC(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルC(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルC(3)

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

社会的存在としての人間を重視して研究・診療を行うことの重要性を理解し、社会医学の
知識を網羅的に提示できる。

Ⅶ-1 ① レベルB(1)

世界の保健・医療関連事象の推移と地域分布を説明できる。Ⅶ-1 ① レベルB(2)

医療体制の主な構成要素(患者、多職種にわたる医療供給者、医療機関、保険者、行政、医
療産業(製薬会社等)、診療報酬、薬価)について、役割・意義を説明できる。

Ⅶ-2 ① レベルB

医療アクセス、コスト、資源分配など、医療政策の重要な概念とそれらの関係、そして医
療への影響を説明できる。

Ⅶ-2 ② レベルB

保健・医療・福祉制度について説明できる。Ⅶ-2 ③ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

現在、地球規模で多岐に渡り発生している環境構造の不安定性を学習
し、諸問題に対する国際的な取り組みについて考究することで、社会問
題に対する医学的アプローチを理解することができる。また、健康の維
持・増進に深く関わる「食」に関する「栄養」面と「安全」面について
理解し、予防医学・保健福祉を通じて地域医療に貢献することができ
る。

科目における教育到達目標

社会的存在として、人の出生から死亡にいたるライフサイクルの中で、
様々な事象を医学的側面と社会的側面の両面から考究して、疾病予防と
健康増進の考え方とその重要性を理解する。

別表のごとく各学習内容について講義を行うこととする。社会医学では、これまで学んできた基礎医学と別の立場で、医学と社会とのつながりを学
び、その知識を将来保健・医療活動に応用できるようにする必要がある。社会医学、公衆衛生分野では集団の健康、地域全体の健康を取り扱う学問
である。様々な社会的事象を通して寿命の延長、疾病予防、健康増進を推進するという考え方を身につけることが必要である。社会医学の範囲は極
めて広く、講義は指定した教科書の内容に沿って行う。しかしながら、直近の統計データも含め補足事項については講義の中でスライド等様々な資
料を使用して進めていくため、講義を疎かにし教科書だけで学習しようとしても、充分な理解を得ることは極めて困難である。

  学習内容

復習

授業終了後に、e 自主自学の「復習用要点セルフチェック」を実施し
て、自己の学習成果を確認すること。間違えた個所を特に重点的に復習
し、その時間の学習内容を完全に習得すること。それでも理解できない
場合は、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に教員に質問し、理
解すること。復習に30分以上の時間を充てること。

予習

毎時間、事前に e 自主自学の「授業ガイド・予習用要点セルフチェッ
ク」を利用し、授業のポイントを把握すること。また、周辺知識を予習
してから授業に臨み、授業時間内に理解するように努めること。予習に
30分以上の時間を充てること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

e自主自学の「授業ガイド・予習用要点セルフチェック」および「復習用要点セルフチェック」、「要点セルフチェックの解答と解説」

社会医学Ⅰ(科目№TM16073002)
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2019年 度

社会医学Ⅰ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進ス
ポーツ医学)、兼任准教授・村瀬 訓生・(健康増進スポーツ医学)

社会医学Ⅰ

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の得点　最終評価点

多肢選択問題及び記述筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義終了
後）に 1 回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が 60 点未満の者再試験・対象者

授業の内容すべて再試験・範囲

多肢選択問題及び記述再試験・方法

評価に対するフィードバック

e自主自学上の要点セルフチェックの解答と解説を示す。各自の理解の足りない項目の
発見と改善や期末試験・CBT対策に役立てて欲しい。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

90％

後期試験

3％

ｅ自主自学による復習用要点セルフ
チェック

７％　

出席点

出席は2/3以上を必要とする。授業態度の
悪い者は最終評価点から減点する。授業
態度には出席状況も含む。授業態度が著
しく劣る者は、その他成績にかかわらず
最終評価点は60点未満となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）授業に集中すること。
２）遅刻、途中退室をしないこと。
３）講義中は私語やスマートフォン使用は避けること。特に、提示資料などのスマホ等による撮影は禁止する。

  オフィスアワー

木目良太郎担当

適宜日時

新宿キャンパス、第 1 校舎 3 階　健康増進スポーツ医学分野場所

IP電話 03-3351-6141（内線 420）

健康増進スポーツ医学代表　whoccsm@tokyo-med.ac.jpE-mail

メールか電話によりアポイントをとってから来室するのが望ましい。備考

黒澤裕子担当

適宜日時

新宿キャンパス、第 1 校舎 3 階　健康増進スポーツ医学分野場所

IP電話 03-3351-6141（内線 420）

健康増進スポーツ医学代表　whoccsm@tokyo-med.ac.jpE-mail

メールか電話によりアポイントをとってから来室するのが望ましい。備考

社会医学Ⅰ(科目№TM16073002)
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2019年 度

社会医学Ⅰ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進ス
ポーツ医学)、兼任准教授・村瀬 訓生・(健康増進スポーツ医学)

社会医学Ⅰ

教科書

公衆衛生がみえる

メディックメディア著） 出）

備）

参考書

NEW 予防医学 ･ 公衆衛生学

著） 南江堂出）

備）

国民衛生の動向

著） 厚生労働統計協会出）

備）

STEP公衆衛生（STEP SERIES)

著） 海馬書房出）

備）

シンプル衛生公衆衛生学

著） 南江堂出）

備）

  指定する教科書、参考書

社会医学Ⅰ(科目№TM16073002)
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2019年 度

社会医学Ⅰ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進ス
ポーツ医学)、兼任准教授・村瀬 訓生・(健康増進スポーツ医学)

社会医学Ⅰ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

11月01日 金 1 社会医学総論
環境1

1.社会医学総論
2.環境の評価
3.環境と健康
4.生物濃縮
5.内分泌かく乱物質
6.ダイオキシン

濱岡 隆文
木目 良太郎

講義 ○社会医学を学ぶことの
重要性を説明できる。
○環境と健康との関連に
ついて概説できる。
○有害物質が健康に与え
る影響について説明でき
る。
△生物濃縮について説明
できる。

2

11月01日 金 2 環境2 1.砂漠化現象
2.酸性雨
3.温暖化
4.オゾン層破壊
5.地球温暖化

木目 良太郎

講義 △地球環境の変化と健康
との関連について説明で
きる。
△地球環境変化の問題点
について説明できる。

3

11月08日 金 1 環境3 1.大気汚染
2.水質汚濁
3.上水道・下水道
4.公害とその対策
5.主な公害エピソード

木目 良太郎

講義 ○大気･水質の環境基準と
その影響について説明で
きる。
○公害と環境保全につい
て説明できる。
○公害の現状と対策につ
いて説明できる。

4

11月08日 金 2 環境4 1.騒音レベル
2.騒音性難聴
3.騒音の人への影響
4.全身振動と局所振動
5.振動の人への影響

木目 良太郎

講義 △騒音、振動の評価方法
を説明できる。
△騒音、振動の人への影
響について説明できる。

5

11月15日 金 1 環境5 1.産業廃棄物
2.し尿処理
3.リサイクル

木目 良太郎

講義 ▲廃棄物の現状について
説明できる。
▲し尿処理の現状につい
て説明できる。

6

11月15日 金 2 環境6 1.電離放射線
2.非電離放射線
3.住居環境
4.シックハウス症候群
5.温熱指標

木目 良太郎

講義 ○放射線の人への影響に
ついて説明できる。
△シックハウス症候群を
概説できる。
▲温熱指標の評価につい
て説明できる。

7

11月22日 金 1 食品保健1 1.食品衛生法
2.保健機能食品
3.食中毒の分類
4.食中毒の発生状況
5.食中毒の原因物質

村瀬 訓生

講義 △食品衛生法の概要と届
け出義務を概説できる。
▲食品の種類と安全性に
ついて説明できる。
▲保健機能食品について
説明できる。
▲食中毒の概要について
説明できる。

8

11月22日 金 2 食品保健2 1.細菌性食中毒
2.ウイルス性食中毒
3.フグ中毒
4.キノコ中毒 村瀬 訓生

講義 ○細菌性食中毒の病因、
症候と治療を説明でき
る。
△フグとキノコ中毒を概
説できる。
▲ウイルス性食中毒につ
いて説明できる。

9

11月29日 金 1 栄養1 1.日本人の食事摂取基準
2.食事バランスガイド
3.国民健康・栄養調査

黒澤 裕子

講義 ▲各栄養素の働きを説明
できる。
▲健常者の食事摂取基準
を説明できる。
▲国民栄養の現状を概説
できる。

10

11月29日 金 2 栄養2 1.欠乏症、過剰症
2.食事療法（肥満、糖尿
病、高血圧、脂質異常
症、CKD等）

黒澤 裕子

講義 ▲栄養素の欠乏症と過剰
症を概説できる。
▲各病態の治療ガイドラ
イン／食事療法を概説で
きる。

社会医学Ⅰ(科目№TM16073002)
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・西部 俊哉・(心臓血管外科学)、教授・阿
部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・松林 純・(人体病理学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災
害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、ジョイナー 恭子

早期臨床体験実習Ⅱ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

相手の背景にあわせたわかりやすい言葉で、相手が理解・納得できるまで誠意をもって説
明する。

Ⅰ-2 ② レベルB(2)

医療面接に必要な項目を理解できる。Ⅲ-2 ① レベルB(1)

開放的・閉鎖的質問の方法を理解する。Ⅲ-2 ① レベルB(2)

インフォームドコンセントに必要な内容を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルB(3)

基本的な身体診療法の適応や結果の解釈を提示できる。Ⅲ-2 ② レベルB

基本的な臨床検査の適応や結果の解釈を提示できる。Ⅲ-2 ③ レベルB

基本的手技の種類や内容を理解する。Ⅲ-2 ④ レベルC

チーム医療や法規に関する知識を有する。Ⅲ-2 ⑥ レベルC

症候学や検査医学、臨床推論に関する基本的な知識の習得に努める。Ⅲ-3 ① レベルC

バイタルサインやトリアージの測定の基本について理解する。Ⅲ-3 ② レベルC

医薬品・医療機器の危険性と管理の必要性を説明できる。Ⅲ-4 ② レベルC

院内・院外で発生しうる重要な感染症について説明できる。Ⅲ-4 ③ レベルC

医事法の基本原理を説明できる。Ⅲ-4 ④ レベルC

個人情報保護とプライバシーの尊重を理解し、行動できる。Ⅳ-1 ① レベルB

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

医療における多職種交流の必要性を説明できる。Ⅴ-1 ① レベルC

医療チームに必要な構成者と役割を理解する。Ⅴ-1 ② レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

社会的存在としての人間を重視して研究・診療を行うことの重要性を理解し、社会医学の
知識を網羅的に提示できる。

Ⅶ-1 ① レベルB(1)

世界の保健・医療関連事象の推移と地域分布を説明できる。Ⅶ-1 ① レベルB(2)

医療体制の主な構成要素を理解する。Ⅶ-2 ① レベルC

医療保険、コストに関する基本的知識を有する。Ⅶ-2 ② レベルC

保健・医療・福祉制度の基本的知識を有する。Ⅶ-2 ③ レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

早期臨床体験実習Ⅱ(科目№TM16082002)
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・西部 俊哉・(心臓血管外科学)、教授・阿
部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・松林 純・(人体病理学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災
害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、ジョイナー 恭子

早期臨床体験実習Ⅱ

項目 到達目標領域 レベル

図書館の蔵書検索システム、データベース、インターネットで適切なキーワードを用いて
情報を検索し、信頼度を評価した上で情報を入手できる。

Ⅹ-1 ② レベルB

医療における情報管理の重要性、情報発信の仕方について説明できる。Ⅹ-1 ③ レベルB

プレゼンテーションソフトウェアを症例報告用スライド、学会口頭発表用スライド、ポス
ターなどの作成に利用し、高度な発表技法に応用できる。

Ⅹ-1 ④ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1. 患者の立場に立って考えるようにする。
2. 医師の日常を知り、外来や病棟での業務を理解する。
3. 診察を理解し、シミュレーションを通じ、問診、基本的診療技術の基
本を実践できる。
4. ファーストエイドを理解する。
5. 医師として医療安全について知り、院内で配慮した行動ができる。
6. 多職種が連携して運営されている病院の機能を知る。
7. 多職種、特に看護学を理解し、業務内容を知る。
8. 専門の異なる学生を尊敬し、協力して学ぶことができる。
9. eポートフォリオに自己の達成度を記録するとともに省察できる。

科目における教育到達目標

第1学年から医療現場を体験することにより、優れた医療人（臨床医、
研究者）になるために、態度、診察、医療安全、多職種の関りについて
理解を深め、医学生として備えておくべき基本的態度・姿勢や基本的臨
床技能を修得する。

医学生としての基本的態度・姿勢を身につけ、患者さんの立場に立脚した全人的医療を行うために必要な場面が経験できるように、1,2年生の「早
期臨床体験実習」、「症候学入門」は段階を踏んだ学習が可能なように設計しています。診療と医療の現場を見学しながら、特に、態度、診察、医
療安全、多職種という4つの視点から考え、それぞれの理解を深めて下さい。
早期臨床体験実習IIでは、最初の1週間で病院内の各部署を見学します。検査、治療、予防、その他の4部署のいずれかを見学することになります

態度
シャドーイング実習では医師に影のように付き添い、エスコート実習では患者さんの介助をします。患者さんの訴えに真摯に向き合い、何が医師と
して求められているのか、どのようなマナー、コミュニケーションが望ましいのか学んで下さい。また、患者さんが医師に求めることも学んでいき
ます。

診察
患者さんの問題点を解決するために、どのように診察が行われているか見学して下さい。また、医療面接はシミュレーションで模擬患者さんに協力
して頂いて自ら行います。同時に並行して行われる「症候学入門」におけるバイタルサインを中心とする身体診察の手技の学習と併せて、自分で行
うことによりその理解をさらに深めて下さい。救命処置についても履します。

医療安全
早期から医療における安全意識の重要性を学び、また、危険予知トレーニング等の演習を行うことで、この理解を深める。

多職種
シャドーイングで診療の現場はチームで行われることに気づくと思います。その重要性を学んだうえで、 看護学科学生、東京薬科大学学生とのシ
ミュレーション実習を通じて、多職種との連携の必要性をさらに、理解します。また、病棟で行われる看護実習を介して入院患者さんの介助をしな
がら、多職種連携の現場を経験します。

「早期臨床体験実習」における経験を通じ、医師はどうあるべきかを常に自分自身に問いかけ、態度、診察、医療安全、多職種という4つの内容の
理解を深めることを望みます。

  学習内容

復習

実習で体験したことを eポートフォリオに蓄積することにより、自分自
身の思考や行動を常に省察し、基礎医学、臨床医学の学習に役立てるこ
と。30分の復習が必要である。

予習

講義内容、キーワードについて調査し、授業・実習に臨むこと。また、
病院での実習では東京医科大学病院のホームページを利用して、外来患
者の受診の流れや病院内各フロアの配置図等を把握しておくこと。30分
の準備は必要になる。

  授業時間外の学習

  ICT活用

レポートやグループワークの成果物などは、e ラーニングや e ポートフォリオを通じて提出する。提出場所や共有の仕方を間違わないよう十分注意
を払うこと。
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・西部 俊哉・(心臓血管外科学)、教授・阿
部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・松林 純・(人体病理学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災
害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、ジョイナー 恭子

早期臨床体験実習Ⅱ

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝実習評価
正当な理由がない限り欠席は認めな
い。
（病欠、忌引などであらかじめ届け出
ていればこの限りではない）

最終評価点

筆記試験は行わない筆記試験の形式

再実習は、年度末までに１回実施す
る。

再試験・実施時期

入力してください再試験・難易度

入力してください再試験・対象者

入力してください再試験・範囲

入力してください再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

シミュレーション

20％

レポート

10％（振り返り時にeポートフォリオに
記載）

実習試験

各部署の指導者による観察評価 70％

注意事項

レポートやグループワークの成果物など
をe ラーニングやe ポートフォリオを通
じて提出する際には、期限を過ぎての提
出は0 点とする。
２学年終了時に、多面的・包括的に評価
を行う。このため、知識に加え、診察技
能、コミュニケーション能力、医学生と
しての自覚を厳密に評価する。厳密に評
価判定を行うため、十分に注意された
い。

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）多職種の職員から教授を受けるという実習の性格上、遅刻や早退はもちろん、実習への積極的参加やグループワークでの態度など、態度全般に
ついて厳密に評価する。
２）遅刻をしないこと。遅刻は出席とみなされない（正当な理由があり、予め届けていればこの限りではない）
３）レポート提出やｅラーニング・ｅポートフォリオを通じての提出は、締め切り厳守のこと。時間が過ぎてからの提出は未提出とみなされる。
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・西部 俊哉・(心臓血管外科学)、教授・阿
部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・松林 純・(人体病理学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災
害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、ジョイナー 恭子

早期臨床体験実習Ⅱ

  オフィスアワー

三苫　博（医学教育推進センター）担当

午前中は可能です。予約して来室されると、なお良いと思います。日時

西新宿キャンパス、自主自学館、5階場所

IP電話 63721

mitoma@tokyoｰmed.ac.jpE-mail

備考

阿部　幸恵（シミュレーションセンター）担当

木曜日以外はいつでも可能。確実に時間を取りたい場合は、アポイントメントをとってから来ると良
い。

日時

西新宿校舎自主自学館５階場所

IP電話 03ｰ3342ｰ6111（内線2031）

yｰabe@tokyoｰmed.ac.jpE-mail

備考

青木　昭子（八王子医療センターリウマチ性疾患治療センター）担当

日時

場所

IP電話

aaoki@tokyoｰmed.ac.jpE-mail

質問等eｰmail で随時受け付けます備考

教科書

指定なし

著） 出）

備）

参考書

多職種連携を高めるチームマネジメントの知識とスキル

著） 医学書院2011篠田道子 出）

備）2011

チーム医療を成功させる10 か条－現場に学ぶチームメンバーの心得

著） 中山書店福原麻希 出）

備）2013

実践チーム医療論－実際と教育プログラム（インタープロ フェッショナ
ル・ヘルスケア）

著） 医歯薬出版水本清久、石井邦雄、土本寛
二、岡本牧人

出）

備）2011

  指定する教科書、参考書

早期臨床体験実習Ⅱ(科目№TM16082002)
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・西部 俊哉・(心臓血管外科学)、教授・阿
部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・松林 純・(人体病理学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災
害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、ジョイナー 恭子

早期臨床体験実習Ⅱ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

12月12日 木 3 多職種連携実習
オリエンテーション

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
内田 康太郎

講義  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

2

12月12日 木 4 多職種連携実習
オリエンテーション

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
内田 康太郎

講義  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

3

12月16日 月 1 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

4

12月16日 月 2 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

早期臨床体験実習Ⅱ(科目№TM16082002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・西部 俊哉・(心臓血管外科学)、教授・阿
部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・松林 純・(人体病理学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災
害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、ジョイナー 恭子

早期臨床体験実習Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

5

12月16日 月 3 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

6

12月16日 月 4 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

7

12月17日 火 1 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

8

12月17日 火 2 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

早期臨床体験実習Ⅱ(科目№TM16082002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 154 -

 / 12)PAGE (7

2019年 度

早期臨床体験実習Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・西部 俊哉・(心臓血管外科学)、教授・阿
部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・松林 純・(人体病理学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災
害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、ジョイナー 恭子

早期臨床体験実習Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

9

12月17日 火 3 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

10

12月17日 火 4 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

11

12月18日 水 1 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

12

12月18日 水 2 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

早期臨床体験実習Ⅱ(科目№TM16082002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・西部 俊哉・(心臓血管外科学)、教授・阿
部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・松林 純・(人体病理学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災
害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、ジョイナー 恭子

早期臨床体験実習Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

12月18日 水 3 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

14

12月18日 水 4 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

15

12月19日 木 1 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

16

12月19日 木 2 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

早期臨床体験実習Ⅱ(科目№TM16082002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・西部 俊哉・(心臓血管外科学)、教授・阿
部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・松林 純・(人体病理学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災
害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、ジョイナー 恭子

早期臨床体験実習Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

17

12月19日 木 3 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

18

12月19日 木 4 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

19

12月20日 金 1 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

20

12月20日 金 2 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

早期臨床体験実習Ⅱ(科目№TM16082002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・西部 俊哉・(心臓血管外科学)、教授・阿
部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・松林 純・(人体病理学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災
害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、ジョイナー 恭子

早期臨床体験実習Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

21

12月20日 金 3 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子
ジョイナー 恭子

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。
チーム医療とは何か、な
ぜ必要であるのかを知
る。
医学生として恥ずかしく
ない服装、態度、言葉遣
いをすることができる。

22

12月20日 金 4 多職種連携実習：

本院:
 看護部（病棟，外来）
 薬剤部
 放射線部（診断部，治療
部，核医学）
 中央検査部（病理部を含
む）
 栄養管理科
 総合相談・支援センター
 心臓リハビリテーション
センター

八王子医療センター
茨城医療センター

多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
コ・ワーカー
看護師、薬剤師、臨床検
査技師、放射線科技師、
理学療法士(PT、OT)、臨
床工学技士、栄養士、総
合相談・支援センター，
心臓リハビリテーション

三苫 博
三島 史朗
阿部 幸恵
冷水 育

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子

実習  シミュレーションによ
り、バイタルサインや医
療面接を正しく実施する
ことができる。
基礎医学で学んだ知識
と、臨床の症例とを関連
付けて考察することがで
きる。

23

01月14日 火 1 A班：基礎医学・臨床医
学統合演習
B班：多職種連携教育と
は
　　 医師以外の医療職
　　 （コ・メディカル）
の役割

縦断的統合教育
基礎医学・臨床医学融合
シミュレーション
多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
チームビルディング，プ
ロフェッショナリズム
シミュレーション

三苫 博
阿部 幸恵
伊藤 正裕
石 龍徳
松林 純

内田 康太郎
五十嵐 涼子

講義  シミュレーションによ
り、バイタルサインや医
療面接を正しく実施する
ことができる。
基礎医学で学んだ知識
と、臨床の症例とを関連
付けて考察することがで
きる。

24

01月14日 火 2 A班：基礎医学・臨床医
学統合演習
B班：多職種連携教育と
は
　　 医師以外の医療職
　　 （コ・メディカル）
の役割

縦断的統合教育
基礎医学・臨床医学融合
シミュレーション
多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
チームビルディング，プ
ロフェッショナリズム
シミュレーション

三苫 博
阿部 幸恵
伊藤 正裕
石 龍徳
松林 純

内田 康太郎
五十嵐 涼子

講義  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。

25

01月14日 火 3 A班：基礎医学・臨床医
学統合演習
B班：多職種連携教育と
は
　　 医師以外の医療職
　　 （コ・メディカル）
の役割

縦断的統合教育
基礎医学・臨床医学融合
シミュレーション
多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
チームビルディング，プ
ロフェッショナリズム
シミュレーション

三苫 博
阿部 幸恵
伊藤 正裕
石 龍徳
松林 純

内田 康太郎
五十嵐 涼子

講義  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。

26

01月14日 火 4 A班：基礎医学・臨床医
学統合演習
B班：多職種連携教育と
は
　　 医師以外の医療職
　　 （コ・メディカル）
の役割

縦断的統合教育
基礎医学・臨床医学融合
シミュレーション
多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
チームビルディング，プ
ロフェッショナリズム
シミュレーション

三苫 博
阿部 幸恵
伊藤 正裕
石 龍徳
松林 純

内田 康太郎
五十嵐 涼子

講義  シミュレーションによ
り、バイタルサインや医
療面接を正しく実施する
ことができる。
基礎医学で学んだ知識
と、臨床の症例とを関連
付けて考察することがで
きる。

早期臨床体験実習Ⅱ(科目№TM16082002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・西部 俊哉・(心臓血管外科学)、教授・阿
部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・松林 純・(人体病理学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災
害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、ジョイナー 恭子

早期臨床体験実習Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

27

01月15日 水 1 B班：基礎医学・臨床医
学統合演習
A班：多職種連携教育と
は
　   医師以外の医療職
　　（コ・メディカル）
の役割

縦断的統合教育
基礎医学・臨床医学融合
シミュレーション
多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
チームビルディング，プ
ロフェッショナリズム

三苫 博
阿部 幸恵
伊藤 正裕
石 龍徳
松林 純

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子

講義  シミュレーションによ
り、バイタルサインや医
療面接を正しく実施する
ことができる。
基礎医学で学んだ知識
と、臨床の症例とを関連
付けて考察することがで
きる。

28

01月15日 水 2 B班：基礎医学・臨床医
学統合演習
A班：多職種連携教育と
は
　   医師以外の医療職
　　（コ・メディカル）
の役割

縦断的統合教育
基礎医学・臨床医学融合
シミュレーション
多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
チームビルディング，プ
ロフェッショナリズム

三苫 博
阿部 幸恵
伊藤 正裕
石 龍徳
松林 純

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子

講義  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。

29

01月15日 水 3 B班：基礎医学・臨床医
学統合演習
A班：多職種連携教育と
は
　   医師以外の医療職
　　（コ・メディカル）
の役割

縦断的統合教育
基礎医学・臨床医学融合
シミュレーション
多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
チームビルディング，プ
ロフェッショナリズム

三苫 博
阿部 幸恵
伊藤 正裕
石 龍徳
松林 純

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子

講義  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。

30

01月15日 水 4 B班：基礎医学・臨床医
学統合演習
A班：多職種連携教育と
は
　   医師以外の医療職
　　（コ・メディカル）
の役割

縦断的統合教育
基礎医学・臨床医学融合
シミュレーション
多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
チームビルディング，プ
ロフェッショナリズム

三苫 博
阿部 幸恵
伊藤 正裕
石 龍徳
松林 純

内田 康太郎
山崎 由花

五十嵐 涼子

講義  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。

31

01月16日 木 1 多職種連携実習：

診察・実技

縦断的統合教育
基礎医学・臨床医学融合
シミュレーション
多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
チームビルディング，プ
ロフェッショナリズム

三苫 博

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。

32

01月16日 木 2 多職種連携実習：

診察・実技

縦断的統合教育
基礎医学・臨床医学融合
シミュレーション
多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
チームビルディング，プ
ロフェッショナリズム

三苫 博

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。

33

01月16日 木 3 多職種連携実習：

診察・実技

縦断的統合教育
基礎医学・臨床医学融合
シミュレーション
多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
チームビルディング，プ
ロフェッショナリズム

三苫 博

実習  病院が様々な職種によっ
て運営され、どのような
業務があるかを知る。
多職種がそれぞれ、患者
や医師とどのように関わ
りあっているかを知る。

34

01月16日 木 4 多職種連携実習：

診察・実技

縦断的統合教育
基礎医学・臨床医学融合
シミュレーション
多職種連携教育，専門職
連携教育，チーム医療，
チームビルディング，プ
ロフェッショナリズム

三苫 博

実習  個人の経験を、学生間で
共有し、省察することが
できる。

35
01月17日 金 1 多職種連携実習の振り返

り
経験の共有，プレゼン
テーション，省察、多職
種連携教育、チーム医用

三苫 博
実習  個人の経験を、学生間で

共有し、省察することが
できる。

早期臨床体験実習Ⅱ(科目№TM16082002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

早期臨床体験実習Ⅱ （学年：2）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 2

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・西部 俊哉・(心臓血管外科学)、教授・阿
部 幸恵・(医学部看護学科)、准教授・松林 純・(人体病理学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、講師・内田 康太郎・(救急・災
害医学)、助教・冷水 育・(シミュレーションセンター)、助教・五十嵐 涼子・(医学部看護学科)、ジョイナー 恭子

早期臨床体験実習Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

36
01月17日 金 2 多職種連携実習の振り返

り
経験の共有，プレゼン
テーション，省察、多職
種連携教育、チーム医用

三苫 博
実習  個人の経験を、学生間で

共有し、省察することが
できる。

37

01月17日 金 3 多職種連携実習の振り返
り・実習で経験した診察
器具、検査の歴史を考え
る

経験の共有，プレゼン
テーション，省察、多職
種連携教育、チーム医用

山科 章
西部 俊哉

実習  個人の経験を、学生間で
共有し、省察することが
できる。

38

01月17日 金 4 多職種連携実習の振り返
り・実習で経験した診察
器具、検査の歴史を考え
る

経験の共有，プレゼン
テーション，省察、多職
種連携教育、チーム医用

山科 章
西部 俊哉

実習

早期臨床体験実習Ⅱ(科目№TM16082002)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医学英語Ⅲ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・Williams Jeremy.D.・(国際医学情報学)、准教授・小島 多香子・(国際医学情報学)、助教・Popiel H.Akiko・(国際医学
情報学)、兼任講師・坂井 祐子・(英語)、兼任講師・ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ・(医学英語)、兼任助教・ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ・(英語)

医学英語Ⅲ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① レベルB(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① レベルB(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① レベルB(3)

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

相手の背景にあわせたわかりやすい言葉で、相手が理解・納得できるまで誠意をもって説
明する。

Ⅰ-2 ② レベルB(2)

科学・文学・芸術などさまざまな分野の存在意義について理解し，それを説明することが
できる。

Ⅱ-1 ② レベルB

文化的・階層的差異に対する関心と共通な人間性に対する理解を深め、医療と関連づける
ことができる。

Ⅱ-1 ③ レベルB

医療面接に必要な項目を理解できる。Ⅲ-2 ① レベルB(1)

開放的・閉鎖的質問の方法を理解する。Ⅲ-2 ① レベルB(2)

インフォームドコンセントに必要な内容を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルB(3)

個人情報保護とプライバシーの尊重を理解し、行動できる。Ⅳ-1 ① レベルB

著作権の基本的概念を理解したプレゼンテーションができる。Ⅳ-1 ② レベルB

利益相反および回避するための行動を説明できる。Ⅳ-1 ③ レベルB

社会内規範を知り、概ね遵守できる。Ⅳ-1 ④ レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書検索システム、データベース、インターネットで適切なキーワードを用いて
情報を検索し、信頼度を評価した上で情報を入手できる。

Ⅹ-1 ② レベルB

医療における情報管理の重要性、情報発信の仕方について説明できる。Ⅹ-1 ③ レベルB

プレゼンテーションソフトウェアを症例報告用スライド、学会口頭発表用スライド、ポス
ターなどの作成に利用し、高度な発表技法に応用できる。

Ⅹ-1 ④ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

①医学に関連する英文を読解できる。
②基本的英語表現を学習し、それを用いて英語でのコミュニケーション
をとる事ができる。
③医学分野に関連するテーマについて英語で口頭発表をし、意見を述べ
ることができる。
④外国人患者との良好なコミュニメーションに必要な文化的違いも理解
できる。

科目における教育到達目標

①医学に関連する英文の読解力を身につける。
②英語による患者との基本的な会話力を身につける。
③英語での口頭発表スキルおよび意見を述べる力をつける。
④医療における多文化共生について学習する。

医学英語Ⅲ(科目№TM16035003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医学英語Ⅲ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・Williams Jeremy.D.・(国際医学情報学)、准教授・小島 多香子・(国際医学情報学)、助教・Popiel H.Akiko・(国際医学
情報学)、兼任講師・坂井 祐子・(英語)、兼任講師・ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ・(医学英語)、兼任助教・ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ・(英語)

医学英語Ⅲ

医療現場で求められる基本的な英語表現を習得するために、疾患についての英文や症例報告、国際医学雑誌などから抜粋した文献を精読する。ま
た、将来、国際学会などで口頭発表や質疑応答に英語で対応できる能力を育成し、英語での思考力や発信力の基礎をつくるため、さまざまな医学分
野のテーマについて英語で意見を述べる練習を行う。また、医療現場における多文化共生を目指すため、文化的違いについても学習する。

  学習内容

復習

授業終了後に授業内容を復習すること。
質問などある場合は、授業中のみならず積極的に教員に質問し、理解す
ること。

予習

予習課題・リーディングは決められた日までに行うこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

必要に応じて指示する。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の平均点最終評価点

多肢選択問題及び記述筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

年間の講義内容再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

40%

試験

小テスト、課題　30％

15%

授業への参加

15%

プレゼンテーション

授業への参加は受講態度を含む。授業態
度が著しく劣る者は、その他の成績にか
かわらず最終評価点は60点未満となる。
内訳比率(%)は暫定。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）テキストやリーディング読解など、講義を円滑に進めるための課題は責任をもって学習してくること。
２）積極的に授業に参加すること。

医学英語Ⅲ(科目№TM16035003)
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2019年 度

医学英語Ⅲ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・Williams Jeremy.D.・(国際医学情報学)、准教授・小島 多香子・(国際医学情報学)、助教・Popiel H.Akiko・(国際医学
情報学)、兼任講師・坂井 祐子・(英語)、兼任講師・ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ・(医学英語)、兼任助教・ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ・(英語)

医学英語Ⅲ

  オフィスアワー

小島多香子担当

質問や相談があれば、いつでも来室可能。（事前に連絡してから来室することを勧める）日時

西新宿キャンパス、新教育研究棟（自主自学館）４階　国際医学情報学分野場所

IP電話 内線6084

tkojima@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

ポピエル・ヘレナ明子担当

質問や相談があれば、いつでも来室可能。（事前に連絡してから来室することを勧める）日時

西新宿キャンパス、新教育研究棟（自主自学館）４階　国際医学情報学分野場所

IP電話 内線6085

hp@dimc-tmu.jpE-mail

備考

ウィリアムス・ジェレミー担当

事前に連絡すること。日時

西新宿キャンパス、新教育研究棟（自主自学館）10階　教授室場所

IP電話 内線5923

E-mail

備考

教科書

総合医学英語テキストStep 2

日本医学英語教育学会 Medical View著） 出）

本学学生向けに当分野で作成された教材を使用する。備）

参考書

  指定する教科書、参考書

医学英語Ⅲ(科目№TM16035003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医学英語Ⅲ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・Williams Jeremy.D.・(国際医学情報学)、准教授・小島 多香子・(国際医学情報学)、助教・Popiel H.Akiko・(国際医学
情報学)、兼任講師・坂井 祐子・(英語)、兼任講師・ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ・(医学英語)、兼任助教・ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ・(英語)

医学英語Ⅲ

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月09日 火 1 Course Introduction Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

2

04月23日 火 1 Cardiovascular system Reading Comprehension,
Vocabulary, Common expressions

Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

3

05月14日 火 1 Cardiovascular system Reading Comprehension,
Vocabulary, Common expressions

Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

4

05月21日 火 1 Hematology Reading Comprehension,
Vocabulary, Common expressions

Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

5

05月28日 火 1 Digestive system Reading Comprehension,
Vocabulary, Common expressions

Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

6

06月04日 火 1 Digestive system Reading Comprehension,
Vocabulary, Common expressions

Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

7

06月18日 火 1 Presentations Presentation Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

8

06月25日 火 1 Presentations Presentation Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

9

07月02日 火 1 Urinary system Reading Comprehension,
Vocabulary, Common expressions

Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

10

09月10日 火 1 Neurological system Reading Comprehension,
Vocabulary, Common expressions

Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

医学英語Ⅲ(科目№TM16035003)
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2019年 度

医学英語Ⅲ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・Williams Jeremy.D.・(国際医学情報学)、准教授・小島 多香子・(国際医学情報学)、助教・Popiel H.Akiko・(国際医学
情報学)、兼任講師・坂井 祐子・(英語)、兼任講師・ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ・(医学英語)、兼任助教・ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ・(英語)

医学英語Ⅲ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

11

09月24日 火 2 Respiratory system Reading Comprehension,
Vocabulary, Common expressions

Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

12

10月01日 火 1 Respiratory system Reading Comprehension,
Vocabulary, Common expressions

Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

13

11月05日 火 1 Endocrine system Reading Comprehension,
Vocabulary, Common expressions

Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

14

11月12日 火 1  Immunology Reading Comprehension,
Vocabulary, Common expressions

Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

15

11月19日 火 1 Infectious disease Reading Comprehension,
Vocabulary, Common expressions

Williams Jeremy.D.
小島 多香子

Popiel H.Akiko
坂井 祐子

ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ
ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

医学英語Ⅲ(科目№TM16035003)
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅡ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・青木 昭子・(八王子・リウマ
チ性疾患治療センター)、神田浩子（東京大学免疫疾患治療センター）、尾崎治夫（東京都医師会長）、山本潤（認知症看護認
定看護師）、伊藤進（臨床工学士）、宮里明芽（緩和薬物療法認定薬剤師）、宮澤靖（管理栄養士）、帯刀朋代（皮膚・排泄ケ
ア認定看護師）、原田なな子（医療ソーシャルワーカー）、大井　裕子(聖ヨハネ会桜町病院聖ヨハネホスピス)、眞鍋馨(厚生労
働省保健局老人保健課長)

医療プロフェッショナリズムⅡ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

相手の背景にあわせたわかりやすい言葉で、相手が理解・納得できるまで誠意をもって説
明する。

Ⅰ-2 ② レベルB(2)

患者の権利を法的根拠から説明できる。Ⅲ-4 ① レベルC

院内・院外で発生しうる重要な感染症について説明できる。Ⅲ-4 ③ レベルC

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

利益相反について説明できる。Ⅳ-1 ③ レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

多職種の仕事を理解し、説明することができる。Ⅴ-1 ① レベルB

医療チームに必要な構成者と役割を理解し、体験する。Ⅴ-1 ② レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．医学生や医療におけるプロフェッショナリズムについて考察するこ
とができる。
２．臨床研究のあり方の重要性を理解する。
３．医師会活動、地域医療について理解する。
４．チーム医療、多職種連携の重要性を知る。
５．医療安全に関するプロフェッショナリズムの在り方の理論、実践的
な医療安全の場面での行動について理解する。
６．過剰診療を避け、適切な医療を考えることができる。
７.  死へのプロセス、看取り、終末期ケアを理解する。
８．プロフェッショナリズムを科学的に捉えることができ、アンプロ
フェッショナルな行動とは何か説明できる。
９. 医療制度及びそれを所轄する厚生労働省の業務を理解する。

科目における教育到達目標

プロフェッショナリズムを医療現場の中で捉え、理解を育み、医師とし
てあるべき姿について自分自身で深く考え、医学生としての立場で実践
できる。

皆さんは昨年、医学科２年生の「医療プロフェッショナリズム」の授業の中で、プロフェッショナリズムという考え方に初めて触れ、考えてきまし
た。
今年は臨床医学を学習する時期となり、昨年の内容を医療の現場でどうあるべきかという視点でプロフェッショナリズムを捉えていきます。
神田浩子先生には臨床研究の重要性について学びます。尾崎治夫先生（東京都医師会長）には医師会活動、地域医療、医療連携の重要性を学びま
す。チーム医療・多職種連携について大学病院の各部門の責任者に現場の話をしていただきます。
医療の現場で重要な、医療安全という観点にも力を入れます。過剰診療の害が叫ばれており、適切な医療について考えてもらいます。医学生に求め
られている社会のニーズ、業務についても一緒に考えます。大井裕子先生(聖ヨハネホスピス)には、患者や家族に対して求められている医師の役割
について学びます。眞鍋馨先生(文科省・厚労省)には行政の立場から多様化する社会的ニーズに応える医師とは何かを学びます。
毎回の授業はすべて、講義とその後のグループディスカッションから構成されています。先人から意見を教授されるとともに、医学科３年生である
自分として意見を持てるよう、授業中は必死で考え抜いてください。

  学習内容

復習

授業で知り得たこと、考えたことおよび気づきなどを、日々の行動とし
て表す（行動変容）努力が求められる。

予習

予習課題が指示された場合には、締め切りを遵守して準備すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

グループワークの内容、レポートなどは、e ラーニングやe ポートフォリオを通じて提出する。
提出場所や共有の仕方を間違わないよう十分に注意を払い、定められた締め切りまでに提出すること。

医療プロフェッショナリズムⅡ(科目№TM16043003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 11 -

 / 4)PAGE (2

2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅡ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・青木 昭子・(八王子・リウマ
チ性疾患治療センター)、神田浩子（東京大学免疫疾患治療センター）、尾崎治夫（東京都医師会長）、山本潤（認知症看護認
定看護師）、伊藤進（臨床工学士）、宮里明芽（緩和薬物療法認定薬剤師）、宮澤靖（管理栄養士）、帯刀朋代（皮膚・排泄ケ
ア認定看護師）、原田なな子（医療ソーシャルワーカー）、大井　裕子(聖ヨハネ会桜町病院聖ヨハネホスピス)、眞鍋馨(厚生労
働省保健局老人保健課長)

医療プロフェッショナリズムⅡ

60 点を合格点とする。合格点

出席点＋態度点＋授業中の積極性＋発
表内容＋レポート点

最終評価点

筆記試験は行わない筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

授業・グループワークなどすべての範
囲

再試験・範囲

レポート、e ポートフォリオ提出、実
習、口頭試問、グループワークなどか
ら適宜考慮する。

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

なし

前期試験

30％

態度

10％

授業中の積極性

10％

発表内容

40％

レポート

10％

出席点

出席率が4/5 以上の者が、最終評価の対
象となる
本授業の性格上、遅刻、授業中の私語・
内職・スマホなどでのゲーム・SNS と
いった行為については、厳格に対処す
る。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）プロフェッショナリズムを学ぶという授業の性格上、欠席は評価の対象となる、遅刻や早退はもちろん、授業への積極的参加やグループワーク
での態度など、態度全般について厳格に評価する。
２）遅刻をしないこと。遅刻は出席とみなされない（忌引きなど正当な理由がある、病欠で診断書が提出されている、予め届けてあるなどであれ
ば、この限りではない）
３）レポート提出やe ラーニング・e ポートフォリオは、締め切りを厳守のこと。下書きのまま提出されていなかったり、時間が過ぎてからの提出
は未提出とみなされる。

  オフィスアワー

山科　章担当

基本的にいつでも歓迎。予めメールなどで、予約してから来室を。日時

西新宿校舎 自主自学館5階医学教育推進センター場所

IP電話 （03） 3342 6111　内線2040

akyam@tokyo med.ac.jpE-mail

備考

青木　昭子（八王子医療センター　リウマチ性疾患治療センター）担当

日時

場所

IP電話

aaoki@tokyo med.ac.jpE-mail

質問等E mail で随時受け付けます　備考

医療プロフェッショナリズムⅡ(科目№TM16043003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅡ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・青木 昭子・(八王子・リウマ
チ性疾患治療センター)、神田浩子（東京大学免疫疾患治療センター）、尾崎治夫（東京都医師会長）、山本潤（認知症看護認
定看護師）、伊藤進（臨床工学士）、宮里明芽（緩和薬物療法認定薬剤師）、宮澤靖（管理栄養士）、帯刀朋代（皮膚・排泄ケ
ア認定看護師）、原田なな子（医療ソーシャルワーカー）、大井　裕子(聖ヨハネ会桜町病院聖ヨハネホスピス)、眞鍋馨(厚生労
働省保健局老人保健課長)

医療プロフェッショナリズムⅡ

教科書

著） 出）

なし備）

参考書

白衣のポケットの中―医師のプロフェッショナリズムを考える

著） 医学書院宮崎　仁、尾藤誠司、大生定義 出）

備）東京、2009

医療プロフェッショナリズムを測定する―効果的な医学教育をめざして

著） 慶應義塾大学出版会天野隆弘（監修）、David
Thomas Stern（原著）、B.T.
Slingsby（原著）、B.T. スリン
グスビー（翻訳）、渡辺賢治
（翻訳）、岡野James 洋尚（翻
訳）、神山圭介（翻訳）、中島
理加（翻訳）

出）

備）東京、2011

医療プロフェッショナリズム教育 理論と原則

著） 日本評論 社リチャード・クルーズ、シル
ヴィア・クルーズ、イヴッォン
ヌ・ シュタイナート（編著）、
日本医学教育学会倫理・プロ
フェッショナリズム委員会（監
修、翻訳）

出）

備）東京、2012

暮らしの中の看取り　準備講座

著） 中外医学社大井　裕子 出）

備）東京2017年

ジェネラリスト教育コンソーシアムVol.5　あなたの医療，ほんとはやり
過ぎ？～過ぎたるはなお及ばざるが如し～

著） （株）カイ書林編集　徳田安春 出）

備）東京、2014年

  指定する教科書、参考書

医療プロフェッショナリズムⅡ(科目№TM16043003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅡ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、教授・青木 昭子・(八王子・リウマ
チ性疾患治療センター)、神田浩子（東京大学免疫疾患治療センター）、尾崎治夫（東京都医師会長）、山本潤（認知症看護認
定看護師）、伊藤進（臨床工学士）、宮里明芽（緩和薬物療法認定薬剤師）、宮澤靖（管理栄養士）、帯刀朋代（皮膚・排泄ケ
ア認定看護師）、原田なな子（医療ソーシャルワーカー）、大井　裕子(聖ヨハネ会桜町病院聖ヨハネホスピス)、眞鍋馨(厚生労
働省保健局老人保健課長)

医療プロフェッショナリズムⅡ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

06月10日 月 3 先輩医師から学ぶ
14：00～15：00

臨床研究、診療と研究の
接点

山科 章
神田浩子（東京
大学免疫疾患治
療センター）

講義  臨床研究の実際について
理解する。自分の将来に
ついて意識することがで
きる。

2

06月10日 月 4 医師会活動について知る
15：10～16：10

医師会、地域医療

山科 章
尾崎治夫（東京
都医師会長）

講義  医師会活動について知
る。地域医療における医
師会の意義について概説
できる。病診連携、診診
連携の重要性について理
解する。

3

06月17日 月 3 チーム医療・多職種連携
を知る（１）

チーム医療、多職種協
働、組織横断的活動

山科 章
山本潤（認知症
看護認定看護

師）
伊藤進（臨床工

学士）
宮里明芽（緩和
薬物療法認定薬

剤師）

講義  ①多職種協働の実際を知
る
②組織横断的な医療チー
ムの活動を知る

4

06月17日 月 4 チーム医療・多職種連携
を知る（2）

チーム医療、多職種協
働、組織横断的活動

山科 章
宮澤靖（管理栄

養士）
帯刀朋代（皮膚
・排泄ケア認定

看護師）
原田なな子（医
療ソーシャル
ワーカー）

SGD  ①多職種協働の実際を知
る
②組織横断的な医療チー
ムの活動を知る

5

06月24日 月 3 医療安全に関するプロ
フェッショナリズム

医行為
ホウレンソウ
チーム医療
ヒアリ・ハット

青木 昭子
三島 史朗

講義  医療安全に関するプロ
フェッショナリズムの在
り方の理論を理解する

6

06月24日 月 4 医療安全のプロフェッ
ショナリズムについて考
える

医行為
ホウレンソウ
チーム医療
ヒアリ・ハット

青木 昭子
三島 史朗

SGD  実践的な医療安全の場面
での行動について理解す
る

7
07月01日 月 3 Choosing wisely-Less is

more
過剰診療、賢明な選択、
費用対効果、医療の目的

山科 章
講義  私たちの医療：本当はや

り過ぎ？-過猶及不如-

8

07月01日 月 4 死へのプロセスと医師の
役割

死へのプロセス、看取
り、全人的苦痛、家族ケ
ア、医師決定支援、ACP
(アドバンスケアプランニ
ング)

山科 章
大井　裕子(聖

ヨハネ会桜町病
院聖ヨハネホス

ピス)

SGD  従来の医療の目的が叶わ
ない状況になった患者や
家族に対して求められて
いる医師の役割について
学ぶ。

9

07月08日 月 3 医学生に求められる基本
的な資質・能力

学修の在り方、医学生の
診療行為、医学生にふさ
わしい身だしなみ・態
度、
アンプロフェッショナル
な医学生

山科 章

講義  医学生として医療に求め
られている社会のニーズ
を知る

10

07月08日 月 4 医療政策概論 医療制度、厚生労働省、
文部科学省、医系技官

眞鍋馨(厚生労
働省保健局老人

保健課長)

講義  我が国の医療制度につい
て、その設計理念から課
題まで諸外国の制度との
比較と共に理解する。
また、医療制度を所管す
る厚生労働省、医学教育
を所管する文部科学省の
業務についても理解す
る。

医療プロフェッショナリズムⅡ(科目№TM16043003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療倫理 （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・原田 芳巳・(総合診療医学)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、兼任教授・黒須 三惠・(生命倫理学（医学倫理
学）)、蒔田　覚（弁護士）

医療倫理

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．医学・医療の歴史的な流れとその意味を概説できる。
２．臨床倫理や生と死に関わる倫理問題を概説できる。
３．ヒポクラテスの誓い、ジュネーブ宣言、医師の職業倫理指針、医師
憲章等医療の倫理に関する規範を概説できる。
4．臨床研究、臨床試験、治験と市販後臨床試験の違いを概説できる。
5．臨床試験・治験と倫理性（ヘルシンキ宣言、第Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ相試
験、医薬品の臨床試験の実施の基準(Good Clinical Practice <GCP>)、治
験審査委員会・倫理審査委員会(institutional review board <IRB>)）を説
明できる。
6．リスボン宣言等に示された患者の基本的権利を説明できる。
7．患者の自己決定権の意義を説明できる。
8．インフォームド・コンセントとインフォームド・アセントの意義と
必要性を説明できる。
9．医師が患者に最も適した医療を勧めなければならない理由を説明で
きる。
10．医師には能力と環境により診断と治療の限界があることを説明でき
る。
11．医師の法的義務を列挙し、例示できる。
12．医療上の事故等を防止するためには、個人の注意（ヒューマンエ
ラーの防止）はもとより、組織的なリスク管理（制度・組織エラーの防
止）が重要であることを説明できる。
13．医療現場における報告・連絡・相談と記録の重要性や、診療録（カ
ルテ）改竄の違法性を説明できる。
14．医療過誤に関連した刑事・民事責任や医師法に基づく行政処分を説
明できる。
15．医療現場における労働環境の改善の必要性を説明できる。
16．死の概念と定義や生物学的な個体の死を説明できる。
17．植物状態と脳死の違いを説明できる。
18．臓器移植の倫理的問題を説明できる。
19．人生の最終段階における医療（エンド・オブ・ライフ・ケア）での
本人の意思決定、事前指示、延命治療、Do not attempt resuscitation
<DNAR>、尊厳死と安楽死、治療の中止と差し控えの概念を説明でき
る。
20．患者の死後の家族ケア（悲嘆のケア（グリーフケア））を説明でき
る。

科目における教育到達目標

１．医学・医療の歴史的な流れとその意味を学ぶ。
２．臨床倫理や生と死に関わる倫理的問題を学ぶ。
３．ヒポクラテスの誓い、ジュネーブ宣言、ヘルシンキ宣言、医師の職
業倫理指針、医師憲章等医療の倫理に関する規範を学ぶ。
4．臨床研究、臨床試験、治験と市販後臨床試験の違いを学ぶ。
5．臨床試験・治験と倫理性（ヘルシンキ宣言、第Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ相試
験、医薬品の臨床試験の実施の基準(Good Clinical Practice <GCP>)、治
験審査委員会・倫理審査委員会(institutional review board <IRB>)）を学
ぶ。
6．リスボン宣言等に示された患者の基本的権利を学ぶ。
7．患者の自己決定権の意義を学ぶ。
8．インフォームド・コンセントとインフォームド・アセントの意義と
必要性を学ぶ。
9．医師が患者に最も適した医療を勧めなければならないことを学ぶ。
10．医師には能力と環境により診断と治療の限界があることを学ぶ。
11．医師の法的義務を学ぶ。
12．医療上の事故等を防止するためには、個人の注意（ヒューマンエ
ラーの防止）はもとより、組織的なリスク管理（制度・組織エラーの防
止）が重要であることを学ぶ。
13．医療現場における報告・連絡・相談と記録の重要性や、診療録（カ
ルテ）改竄の違法性を学ぶ。
14．医療過誤に関連した刑事・民事責任や医師法に基づく行政処分を学
ぶ。
15．医療現場における労働環境の改善の必要性を学ぶ。
16．死の概念と定義や生物学的な個体の死を学ぶ。
17．植物状態と脳死の違いを学ぶ。
18．臓器移植の倫理的問題を学ぶ。
19．人生の最終段階における医療（エンド・オブ・ライフ・ケア）での
本人の意思決定、事前指示、延命治療、Do not attempt resuscitation
<DNAR>、尊厳死と安楽死、治療の中止と差し控えの概念を学ぶ。
20．患者の死後の家族ケア（悲嘆のケア（グリーフケア））を学ぶ。

第１、２回：医学・医療の歴史の概略、医学・医療の倫理と生命倫理の歴史、ヒポクラテス等の規範、臨床研究・治験等の規範、生死にかかわる倫
理的問題（死に関しては第７、８回）について、DVD などの映像や新聞記事等を活用して理解する。
第３、４回：患者の基本的権利（自己決定権等）及びインフォームド・コンセントについて、DVDや新聞記事等を活用して理解する。
第５、６回：医師の責務と裁量権及び医療事故・医療過誤について、DVDや新聞記事等を活用して理解する。
第７、８回：人の死、脳死、臓器移植及び人生の最終段階における医療（尊厳死、安楽死）について、DVDや新聞記事等を活用して理解する

  学習内容

復習

教科書を参考にして配布資料を丁寧に読んでその内容を理解しておくこ
と。

予習

教科書の講義内容に関する箇所を読んでおくこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

小テストなどを ICT の活用により行うことがある。

医療倫理(科目№TM16044003)
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2019年 度

医療倫理 （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・原田 芳巳・(総合診療医学)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、兼任教授・黒須 三惠・(生命倫理学（医学倫理
学）)、蒔田　覚（弁護士）

医療倫理

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価最終評価点

文章穴埋め・正誤問題、論述など筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に1 回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

本試験で不正解や不出来であった事項再試験・範囲

レポート提出再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

90％

後期試験

５％

小レポート

５％（授業態度）

その他

出席率が2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）配布資料には空欄があるので、授業に集中して参加すること。

  オフィスアワー

平山陽示担当

メールで日時を調整日時

場所

IP電話

yoji-md@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

蒔田　覚（弁護士）担当

メールで日時等を調整日時

場所

IP電話

s-makita@jinholaw.jpE-mail

備考

原田芳巳担当

メールで日時を調整日時

場所

IP電話

yharada@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

黒須三惠担当

メールで日時を調整日時

場所

IP電話

krs-uou@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

医療倫理(科目№TM16044003)
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2019年 度

医療倫理 （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・原田 芳巳・(総合診療医学)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、兼任教授・黒須 三惠・(生命倫理学（医学倫理
学）)、蒔田　覚（弁護士）

医療倫理

教科書

『新版　医療倫理Q&A』

関東医学哲学・倫理学会編 （太陽出版）著） 出）

備）

参考書

『生命倫理と医療倫理』

著） （金芳堂）伏木・樫・霜田編 出）

備）

  指定する教科書、参考書

医療倫理(科目№TM16044003)
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2019年 度

医療倫理 （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・原田 芳巳・(総合診療医学)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、兼任教授・黒須 三惠・(生命倫理学（医学倫理
学）)、蒔田　覚（弁護士）

医療倫理

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

11月05日 火 3 1.医学・医療の歴史とそ
の意味
2.臨床倫理と生と死に関
わる倫理的問題

1．医学史
2．医学・医療の明暗
3．医の倫理
4．生命倫理
5．医療倫理
6．臨床倫理

黒須 三惠

講義 ○1医学・医療の歴史的な
流れとその意味を概説で
きる。
2.臨床倫理や生と死に関
わる倫理的問題を概説で
きる

2

11月05日 火 4 医学・医療の倫理規範 1．ヒポクラテスの誓い
2．ニュルンベルグ綱領
3．ジュネーブ宣言
4．ヘルシンキ宣言
5．医師の職業倫理指針

黒須 三惠

講義 ○ヒポクラテスの誓い、
ジュネーブ宣言、医師の
職業倫理指針、医師憲章
等医学・医療の倫理に関
する規範を概説できる。

3

11月12日 火 3 患者の権利 1．基本的人権
2．自律尊重
3．自己決定権
4．代諾
5．コンプライアンス

黒須 三惠

講義 ○1.リスボン宣言等に示
された患者の基本的権利
を説明できる。
2.患者の自己決定権の意
義を説明できる。
3.患者が自己決定できな
い場合の対処法を説明で
きる。

4

11月12日 火 4 インフォームド・コンセ
ント

1．インフォームド・コン
セント
2．インフォームド・アセ
ント
3．自律尊重
4．意思決定能力
5．コンプライアンス

原田 芳巳
平山 陽示

講義 ○インフォームド・コン
セントとインフォームド
・アセントの意義と必要
性を説明できる。

5

11月19日 火 3 医師の責務と裁量権 1．善行原則
2．責務・義務・権利・裁
量権
4．医療の不確実性
5．医療の限界
6．コンプライアンス

黒須 三惠

講義 ○1.医師が患者に最も適
した医療を勧めなければ
ならない理由を説明でき
る。
2.医師には能力と環境に
より診断と治療の限界が
あることを説明できる。
3.医師の法的義務を列挙
し、例示できる

6

11月19日 火 4 医療事故 1．リスク管理
2．インシデント・アクシ
デントレポート
3．フェイルセイフ・フー
ルプルーフ
4．刑事・民事・道義的責
任、行政処分
5．相当程度の可能性、期
待権
６．コンプライアンス 蒔田　覚（弁護

士）

講義 ○1.医療上の事故等を防
止するためには、個人の
注意（ヒューマンエラー
の防止）はもとより、組
織的なリスク管理（制度
・組織エラーの防止）が
重要であることを説明で
きる。
2.医療現場における報告
・連絡・相談と記録の重
要性や、診療録（カル
テ）改竄の違法性を説明
できる。
3.医療過誤に関連した刑
事・民事責任や医師法に
基づく行政処分を説明で
きる。
4.医療現場における労働
環境の改善の必要性を説
明できる。

7

11月26日 火 3 人の死と脳死・臓器移植 1．個体の死
2．死の三徴候
3．脳死
4．植物状態
5．臓器移植
6．コンプライアンス

黒須 三惠

講義 ○1.死の概念と定義や生
物学的な個体の死を説明
できる。
2.植物状態と脳死の違い
を説明できる。
3.臓器移植の倫理的問題
について説明できる。

医療倫理(科目№TM16044003)
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2019年 度

医療倫理 （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
准教授・原田 芳巳・(総合診療医学)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)、兼任教授・黒須 三惠・(生命倫理学（医学倫理
学）)、蒔田　覚（弁護士）

医療倫理

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

8

11月26日 火 4 人生の最終段階における
医療ー尊厳死と安楽死

1．尊厳死
2．安楽死
3．リビングウイル
4．DNAR
5．グリーフケア
6．コンプライアンス

黒須 三惠

講義 ○1.人生の最終段階にお
ける医療（エンド・オブ
・ライフ・ケア）での本
人の意思決定、事前指
示、延命治療、Do not
attempt resuscitation
<DNAR>、尊厳死と安楽
死、治療の中止と差し控
えの概念を説明できる。
2.患者の死後の家族ケア
（悲嘆のケア（グリーフ
ケア））を説明できる。
3.尊厳死と安楽死の概念
を説明できる。

医療倫理(科目№TM16044003)
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2019年 度

情報科学Ⅱ （学年：3）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・五十嵐 涼子・(医学教育学)

情報科学Ⅱ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

統計解析ソフトウェアを用いてグラフが作成でき、様々な計算、検定、回帰分析ができ
る。

Ⅹ-1 ④ 卒業時レベルA

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．一般的な統計で使われている用語について説明できる。
２．基本的な統計量の計算ができる。
３．統計データを様々な表現方法でグラフ作成できる。
４．統計処理ソフトウェアを用いて、簡単な検定ができる

科目における教育到達目標

医療従事者のみならず自然科学、人文・社会科学においても、統計的手
法は必須なものとなってきている。最近の技術の進歩により、ノートパ
ソコンで高速に統計情報の処理ができるようになった。情報科学Ⅱで
は、世界中で使われている無料の統計解析ソフトウェア R に、医療分野
で必要になる統計解析機能を組み込んだフリーソフトウェア EZR を用
い、実際に統計分析・検定を行うことにより、統計的手法への理解を深
めることを目的とする。

5月9日（1）：基本統計量の学習
統計で用いられる用語を学習する。
各基本統計量と各測定のスケール（尺度）について学習する。
課題に解答し提出する。
5月9日（２）：統計ソフトウェアの説明と使用方法
各統計ソフトウェアの特徴と使用されている分野を学ぶ。
表計算ソフトウェアのデータシートの前処理法を学ぶ。
統計解析ソフトウェアでのデータの読み込み方を学ぶ。
基本的な統計量の計算の仕方を学ぶ。
課題に解答し提出する。
＜宿題＞自宅学習課題に解答し提出する。

5月16日（１）：統計データの視覚化
表計算ソフトウェアを用いて、いろいろな形式のグラフ作成法を学ぶ
課題に解答し提出する。
5月16日（２）：推定と検定
推定と検定について、用いられる統計用語について学習する。
推定と検定の概念を学習する。
課題に解答し提出する。
＜宿題＞自宅学習課題に解答し提出する。

5月23日（1）連続変数の比較と検定
統計解析ソフトウェアを用いて、連続変数の比較と検定の方法を学ぶ。
課題に解答し提出する。
５月23日（2）：名義変数の比較と検定
統計解析ソフトウェアを用いて、名義変数の比較と検定の方法を学ぶ。
課題に解答し提出する。
＜宿題＞自宅学習課題に解答し提出する。

5月30日（１）：回帰と相関
表計算ソフトウェアを用いて、回帰と相関について学ぶ。
課題に解答し提出する。
5月30日（２）：まとめ
表計算ソフトウェアを用いて、与えられた問題の検定を行う（小テスト）。
解答を提出する。
＜宿題＞自宅学習課題に解答し提出する（授業中に小テストが終わらなかったも
のは自宅にて回答し
提出する）。

  学習内容

情報科学Ⅱ(科目№TM16045003)
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2019年 度

情報科学Ⅱ （学年：3）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・五十嵐 涼子・(医学教育学)

情報科学Ⅱ

復習

「e自主自学」にて授業資料などの復習をする。

予習

初回の講義までに、各自のノートパソコン（Windows)に統計ソフトウェ
ア EZR およびMicrosoft Officeが利用できるようにしておくこと。な
お、EZR のインストール手順は、教科書の「Chapter 2 EZR を始めよう
Ａ EZR のインストール」を参照すること。インストール時に問題が発
生した場合、事前に担当教員に相談すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

ｅ自主自学を常時活用する。
出欠は、毎時間の課題の提出で行う。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝出席点＋毎回の課題の評
価点＋最終回の演習（小テスト）

最終評価点

筆記試験は実施しない。筆記試験の形式

再試験は、基本的に実施しない。再試験・実施時期

再試験は、基本的に実施しない。再試験・難易度

再試験は、基本的に実施しない。再試験・対象者

再試験は、基本的に実施しない。再試験・範囲

再試験は、基本的に実施しない。再試験・方法

評価に対するフィードバック

課題と小テストについては正解をe自主自学において公開する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

毎回の課題

50％

小テスト

20％（最終回の「まとめ」時に行う。）

出席点 + 態度

30％

注意事項

出席率が4/5以上の者が、最終評価の対象
となる
毎回の課題および小テストの提出物は、
電子ファイルになっているので容易に複
写が可能である。
もし複数人の提出物に明白な類似性が認
められた場合には、不正があったものと
判断し、その回の提出物および態度に関
する評価は、「複写した、させた」にか
かわらずマイナスの評価とする。

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）必ず、Windowsのノートブック型コンピュータを持参すること。
１）使用するコンピュータは、原則として自己所有のノートブック型コンピュータのみとする。
２）必ず、使用するコンピュータには授業までに、EZR、Microsoft Officeをインストールしておくこと。
３）第１回目の授業から毎回必ずコンピュータを持参すること。

情報科学Ⅱ(科目№TM16045003)
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2019年 度

情報科学Ⅱ （学年：3）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・五十嵐 涼子・(医学教育学)

情報科学Ⅱ

  オフィスアワー

山崎　由花（医学教育学分野）担当

金曜日　10：00～17：00日時

自主自学館9階医学教育学講座場所

IP電話 内線 2041（大学病院）

yuka28@tokyo-med.ac.jpE-mail

「授業内容」の質問や「学習方法」についての相談があれば、積極的に担当教員に連絡すること。備考

五十嵐　涼子（医学教育学分野）担当

火曜日　10：00～17：00日時

自主自学館9階医学教育学講座場所

IP電話 内線 2041 （大学病院）

igaryo@tokyo-med.ac.jpE-mail

「授業内容」の質問や「学習方法」についての相談があれば、積極的に担当教員に連絡すること。備考

教科書

初心者でもすぐにできるフリー統計ソフトEZR（Easy R）で誰でも簡単
統計解析

神田善伸 南江堂著） 出）

2014 年備）

参考書

EZR でやさしく学ぶ統計学　改訂2 版～EBM の実践から臨床研究ま
で～

著） 中外医学社神田善伸 出）

備）2015 年

  指定する教科書、参考書

情報科学Ⅱ(科目№TM16045003)
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2019年 度

情報科学Ⅱ （学年：3）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・五十嵐 涼子・(医学教育学)

情報科学Ⅱ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

05月09日 木 3 基本統計量 データの要約、母集団、
標本、連続変数、順序変
数、名義変数、平均値、
中央値、最頻値、標本分
散、標準偏差、尖度、歪
度、最大値、最小値、ヒ
ストグラム、幹葉図

山崎 由花
五十嵐 涼子

講義  各基本統計量の内容を理
解し、他者に説明できる
用意する。

2

05月09日 木 4 統計ソフトウェアの説明
と使用方法

R、SAS、JMP、
Python、SPSS、Stata、
表計算ソフトウェア、
データフレーム

山崎 由花
五十嵐 涼子

講義  基本的な統計の計算を統
計解析ソフトウェアで計
算できる。

3
05月16日 木 3 統計データの視覚化 ヒストグラム、折れ線グ

ラフ、円グラフ、箱ひげ
図、散布図、幹葉図

山崎 由花
五十嵐 涼子

講義  統計データを編集し、い
ろいろな形式のグラフが
作成できる。

4

05月16日 木 4 推定と検定 帰無仮説、対立仮説、有
意水準、棄却域、p値、
95％信頼区間、点推定、
区間推定、サンプルサイ
ズ、検出力

山崎 由花
五十嵐 涼子

講義  推定および検定について
説明できる。

5

05月23日 木 3 連続変数の比較と検定 連続変数、正規性の検
定、t検定、Welchのｔ検
定、Wilcoxon検定、p値、
グラフ

山崎 由花
五十嵐 涼子

講義  与えられたデータを用い
て、正規性の検定、t検
定、Welchのｔ検定、
Wilcoxon検定ができる。

6

05月23日 木 4 名義変数の比較と検定 名義変数、分割（クロ
ス）表、カイ二乗検定、
フィッシャーの正確検
定、p値、グラフ

山崎 由花
五十嵐 涼子

講義  与えられたデータを用い
て、分割表を作成し、カ
イ二乗検定、フィッ
シャーの正確検定ができ
る。

7
05月30日 木 3 回帰と相関 相関、相関係数、散布

図、回帰分析、回帰式、
説明変数、従属変数

山崎 由花
五十嵐 涼子

講義  回帰分析ができるように
なる。相関について説明
できる。

8

05月30日 木 4 授業内問題演習（小テス
ト）・まとめ　

t検定、Welchのｔ検定、
Wilcoxon検定、カイ二乗
検定、フィッシャーの正
確検定、回帰分析

山崎 由花
五十嵐 涼子

実習  適切な分析方法を用い、
与えられたデータを分析
する。

情報科学Ⅱ(科目№TM16045003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(緩和医療Ⅰ) （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
特任教授・田上 正・(緩和医療部)、准教授・齊藤 理・(緩和医療部)、助教・村越 晶子・(精神医学)、兼任講師・遠藤 光史・(緩
和医療部)

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(緩和医療Ⅰ)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

病態の理解に必要な基礎医学知識を習得する。Ⅲ-1 ① レベルC

主要な疾患の疫学/病態/予後を説明できる。Ⅲ-1 ② レベルB

接遇に関する基本マナーを実践する。Ⅲ-2 ① レベルC(1)

医療面接の方法を理解し、模擬患者と体験する。Ⅲ-2 ① レベルC(2)

患者中心の医療(インフォームドコンセント)の重要性およびその過程を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルC(3)

チーム医療や法規に関する知識を有する。Ⅲ-2 ⑥ レベルC

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

医療における多職種交流の必要性を説明できる。Ⅴ-1 ① レベルC

医療チームに必要な構成者と役割を理解する。Ⅴ-1 ② レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

社会医学の基礎的知識を有する。Ⅶ-1 ① レベルC(1)

世界の保険・医療関連について知識を有する。Ⅶ-1 ① レベルC(2)

医療体制の主な構成要素を理解する。Ⅶ-2 ① レベルC

医療保険、コストに関する基本的知識を有する。Ⅶ-2 ② レベルC

保健・医療・福祉制度の基本的知識を有する。Ⅶ-2 ③ レベルC

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．がんの病期における緩和医療の役割を理解する。
２．Total Pain について理解し、説明できる。
３．がん性痛の評価と治療方針を理解する。
４．アドバンス・ケア・プランニングについて説明できる。

科目における教育到達目標

１．がん医療の中での緩和医療の役割を理解する。
２．全人的な医療について理解する。
３．患者や家族の希望に沿える医療やケアについて考える姿勢を身につ
ける。

・9月26日：緩和医療の役割を理解する。
　WHO の緩和ケアの定義を理解する。
　がんの疾患軌跡と各病期における緩和医療の役割を理解する。
　がん対策基本法とがん診療対策推進基本計画の目的を学ぶ。
　がん診療拠点病院、地域中核病院、ホスピス・緩和ケア病棟、かかりつけ医、在宅診療医の役割と、地域包括ケアシステムについて学ぶ。
・10月3日：がんに伴う症状の評価と治療を理解する。
　Total Pain を構成する、身体的、心理・精神的、社会的、スピリチュアルPain を説明しそれぞれへの対応について理解する。
　がん患者に生じる痛みについて学ぶ。
　WHO がん性痛除痛三段階ラダーを学ぶ。
　がん患者に生じる症状とその対応策について学ぶ。

  学習内容

復習

左記の内容について説明できるようにする。

予習

WHO の緩和ケアの定義、がん対策基本法、がん診療対策推進基本計
画、地域包括ケアシステム、Total Pain、WHO がん性痛除痛三段階ラ
ダーについて、インターネットその他の文献などで調べること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・e 自主自学やe ポートフォリオを適宜活用する。
・特に「緩和ケア・緩和医療」・「患者学」。「緩和ケアからみた地域包括ケアシステム」を参考にすると良い。
・「提出」については指示に従い、期限を守って提出すること。

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(緩和医療Ⅰ)(科目№TM16046003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(緩和医療Ⅰ) （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
特任教授・田上 正・(緩和医療部)、准教授・齊藤 理・(緩和医療部)、助教・村越 晶子・(精神医学)、兼任講師・遠藤 光史・(緩
和医療部)

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(緩和医療Ⅰ)

60 点を合格点とする。合格点

20 分以上の遅刻や早退は認めない。最終評価点

筆記試験は実施しないが、出席とレ
ポートで評価する。

筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に1回とする。

再試験・実施時期

授業の内容程度再試験・難易度

出席点不良者およびレポート未提出者再試験・対象者

授業内容の範囲再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

評価に対するフィードバック

提出されたレポートにはコメントをしてフィードバックする。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

レポート

出席点+態度
50％

その他

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）遅刻や早退をしない。
２）提出物の期限を守る。
３）授業態度は評価の対象にする。

  オフィスアワー

田上　正　特任教授・部長（麻酔科学分野・緩和医療部）担当

金曜日　17 時以降　メール（tanoue@tokyo med.ac.jp）で予めアポイントを取ること　または講義
の後の時間を利用して質問などをしてください

日時

西新宿キャンパス、新教育研究棟（自主自学館）12 階場所

IP電話

tanoue@tokyo med.ac.jpE-mail

備考

村越　晶子　助教（メンタルヘルス科・緩和医療部)担当

日時

場所

IP電話

E-mail

講義の後の時間を利用して、質問などを受け付けます備考

遠藤　光史　兼任講師（緩和医療部）担当

日時

場所

IP電話

E-mail

講義の後の時間を利用して、質問などを受け付けます備考

齊藤　理　准教授（麻酔科学分野・緩和医療部）担当

日時

場所

IP電話

E-mail

講義の後の時間を利用して、質問などを受け付けます備考

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(緩和医療Ⅰ)(科目№TM16046003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(緩和医療Ⅰ) （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
特任教授・田上 正・(緩和医療部)、准教授・齊藤 理・(緩和医療部)、助教・村越 晶子・(精神医学)、兼任講師・遠藤 光史・(緩
和医療部)

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(緩和医療Ⅰ)

教科書

臨床緩和ケア[ 第3 版]

大学病院の緩和ケアを考える会
編集

青海社著） 出）

備）

参考書

  指定する教科書、参考書

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(緩和医療Ⅰ)(科目№TM16046003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(緩和医療Ⅰ) （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
特任教授・田上 正・(緩和医療部)、准教授・齊藤 理・(緩和医療部)、助教・村越 晶子・(精神医学)、兼任講師・遠藤 光史・(緩
和医療部)

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(緩和医療Ⅰ)

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月18日 水 1 緩和医療・緩和ケアの役
割を理解する

緩和ケア、緩和医療
がん対策基本法
がん対策推進基本計画
切れ目のない緩和ケア
地域包括ケアシステム
アドバンス・ケア・プラ
ンニング

田上 正
遠藤 光史

講義  １．WHO緩和ケアの定義
を理解する。
 ２．がんの疾患軌跡と各
病期における緩和医療・
緩和ケアの役割を理解す
る。
 ３．がん対策基本法とが
ん対策推進基本計画の目
的を理解する。
 ４．がん診療拠点病院、
地域中核病院、ホスピス
・緩和ケア病棟、かかり
つけ医、在宅診療医の役
割と地域包括ケアシステ
ムについて理解する。

2

09月25日 水 1 がんに伴う症状の評価と
治療を理解する

Total Pain
がん性（疼）痛
鎮痛薬投与の基本５原則
WHOがん性痛除痛三段階
ラダー

田上 正
齊藤 理

村越 晶子

講義  １．Total Pain を構成す
る、身体的、心理・精神
的、社会的、スピリチュ
アルなPain とそれぞれの
対応について理解する。
 ２．がん患者に生じる痛
みについて理解する。
 ３．WHOの推進する鎮痛
薬投与の基本５原則を説
明できる。
 ４．WHOがん性痛除痛三
段階ラダーについて説明
できる。
 ５．がん患者の生じる症
状とその対応策について
学ぶ。

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(緩和医療Ⅰ)(科目№TM16046003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(漢方) （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、准教授・及川 哲郎・(総合診療医学)、兼任講師・矢数 芳英・(麻酔科学)

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(漢方)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

基本的な身体診療法の種類や内容を理解する。Ⅲ-2 ② レベルC

基本的手技の種類や内容を理解する。Ⅲ-2 ④ レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

図書館の蔵書、データベース、インターネット情報の基本的な検索ができる。Ⅹ-1 ② レベルC

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．補完･代替医療：CAM（complementary and alternative medicine）
を理解する。
２．一般診療（呼吸器疾患、消化器疾患）における漢方薬の応用を理解
する。
３．痛みの治療（緩和医療も含む）に応用できる漢方薬の使い方を理解
する。
４．漢方薬の副作用について理解する（頻度の高いものと、重篤なもの
を知る）。

科目における教育到達目標

１．現代医学における漢方治療の役割を理解する。
２．臨床の現場でどのような時に漢方を使うとよいのかを理解する。
３．漢方薬を投与する場合に注意すべきことを理解する。

2019年
・10月3日：２時限　漢方医入門　　担当：伊藤　正裕
　漢方医学と現代医学（西洋医学）の違いを説明できる。
・10月17日：２時限　　担当：及川　哲郎
　生薬、漢方処方についての基本を理解する。
2020年
・１月9日：１時限　　担当：矢数　芳英
　慢性胃炎、腹痛に対する漢方医療を学ぶ。
　便通異常（便秘、下痢）に対する漢方を学ぶ。
　漢方の副作用について学ぶ。
・１月9日：２時限　担当：矢数　芳英
　呼吸器疾患に用いられる漢方　風邪を含め、呼吸器疾患に対する漢方医療を学ぶ。　
・1月30日：１時限　基礎研究を中心とした漢方医学について理解する。　　担当：及川　哲郎
・1月30日：２時限　漢方の診察法を理解する。　　担当：及川　哲郎・矢数　芳英

  学習内容

復習

左記の内容ならびに授業の内容について説明できるようにする。

予習

10/3：補完･代替医療、1/9：FD（機能性胃腸症）、IBS（過敏性腸症候
群）、カゼ（急性上気道炎）の治療について、偽アルドステロン症につ
いて。
以上、参考書、文献、インターネットなどで調べること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・e 自主自学やe ポートフォリオを適宜活用する。
・「提出」については指示に従い、期限を守って提出すること。

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(漢方)(科目№TM16047003)
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2019年 度

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(漢方) （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、准教授・及川 哲郎・(総合診療医学)、兼任講師・矢数 芳英・(麻酔科学)

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(漢方)

60 点を合格点とする。合格点

20 分以上の遅刻や早退は認めない。最終評価点

筆記試験は実施しないが、出席とレ
ポートで評価する。

筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に1回とする。

再試験・実施時期

出席点不良者およびレポート未提出者再試験・難易度

60点未満のもの再試験・対象者

レポート提出再試験・範囲

筆記試験再試験・方法

評価に対するフィードバック

提出されたレポートにはコメントをしてフィードバックする。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

レポート

出席点+態度
50％

その他

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）遅刻や早退をしない。
２）提出物の期限を守る。
３）授業態度は評価の対象にする。

  オフィスアワー

田上　正　臨床教授・部長（麻酔科学分野・緩和医療部）担当

金曜日　17 時以降　メール（tanoue@tokyo med.ac.jp）で予めアポイントを取ること　または講義
の後の時間を利用して質問などをしてください

日時

西新宿キャンパス、新教育研究棟（自主自学館）12 階場所

IP電話

tanoue@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

矢数　芳英　兼任講師（麻酔科学分野）担当

講義終了後日時

場所

IP電話

yyakazu@gmail.comE-mail

講義の後の時間を利用して、質問などを受け付けます備考

伊藤　正裕　主任教授 （人体構造学講座　大学本部）担当

メールであらかじめアポイントを取ることまたは講義終了後日時

場所

IP電話

 itomasa@tokyo-med.ac.jp 　E-mail

備考

及川　哲郎　准教授（総合診療医学分野）担当

講義終了後日時

場所

IP電話

E-mail

備考

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(漢方)(科目№TM16047003)
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2019年 度

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(漢方) （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、准教授・及川 哲郎・(総合診療医学)、兼任講師・矢数 芳英・(麻酔科学)

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(漢方)

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(漢方)(科目№TM16047003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(漢方) （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員 主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、准教授・及川 哲郎・(総合診療医学)、兼任講師・矢数 芳英・(麻酔科学)

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(漢方)

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

10月03日 木 2 漢方医学入門
現代医学における漢方治
療の役割を理解する

補完･代替医療、CAM
漢方医学、現代医学、西
洋医学
中医学、中国伝統医学
方証相対、察証弁治、弁
証論治
四診（望診、聞診、問
診、切診）

伊藤 正裕

講義  １．補完･代替医療：
CAM（complementary
and alternative
medicine）を理解する。
 ２．日本における漢方医
学の位置づけを理解す
る。
 ３．漢方医学と現代医学
の違いを説明できる。
 ４．漢方医学の診断法と
治療の考え方を理解す
る。

2

10月17日 木 2 生薬・漢方理論・診察法
を理解する

生薬、気血水、舌診、脈
診、腹診

及川 哲郎

講義  １．生薬を理解する
 2．生薬の分類を理解す
る
 3．漢方医学の理論を理
解する
 4．漢方医学の診察法を
理解する

3

01月09日 木 1 消化器疾患における漢方
薬の応用を理解する

FD：functional dyspepsia
（機能性胃腸症）
IBS：irritable bowel
syndrome（過敏性腸症候
群）
センノシド、大黄
便通異常、便秘、下痢
六君子湯、半夏瀉心湯、
桂枝加芍薬湯

矢数 芳英

講義  １．漢方薬の良い適応で
あるFD（機能性胃腸
症）、IBS（過敏性腸症候
群）について理解する。
 ２．慢性胃炎、腹痛に対
する漢方医療を学ぶ。
 ３．一般的な下剤であ
る，センノシドの働きと
漢方薬との関係を理解す
る
 ４．便通異常（便秘、下
痢）に対する漢方を学
ぶ。

4

01月09日 木 2 呼吸器疾患における漢方
薬の応用を理解する

漢方薬の副作用について
理解する

急性上気道炎、カゼ（感
冒）
体温調節、セットポイン
ト
急性上気道炎の治療
葛根湯、麻黄湯、桂枝
湯、
麦門冬湯作用機序

矢数 芳英

講義  １．ウイルスに対する生
体の反応（メカニズム）
を理解する。
 ２．何故、漢方薬がカゼ
（急性上気道炎）や、イ
ンフルエンザに効果があ
るのかそのメカニズムを
理解する。
 ３．呼吸器疾患に対する
漢方医療を学ぶ。
 ４．漢方薬による副作用
のうち頻度の高いものと
重症度の高いものを理解
する。
 5．偽アルドステロン症
について理解しその予防
策を知る。

5
01月30日 木 1 漢方医学の現状について

理解する
大建中湯、ショウガオー
ル、六君子湯、グレリン 及川 哲郎

講義  基礎研究を中心とした漢
方医学について理解す
る。

6
01月30日 木 2 漢方の診察法を理解する 舌診、脈診、腹診 矢数 芳英

伊藤 正裕
及川 哲郎

実習  漢方医学の診察の実際を
理解する。

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(漢方)(科目№TM16047003)
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2019年 度

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(CPC) （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純
・(人体病理学)、准教授・原 由紀子・(人体病理学)

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(CPC)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

○病理解剖症例の臨床経過を把握し臨床的問題点を列挙できる。
○病理解剖症例の肉眼所見、組織所見をとり、主病変及び副病変を整理
しまとめることができる。
○臨床病理相関を行い、直接死因を含み症例全体をまとめることができ
る。

科目における教育到達目標

○臨床医学の学習の際に必要な基本的な疾患や病態について、形態学的
な立場から理解する。
○疾患の究明に必要な病理学的方法論を理解する。
○疾患に関する臨床的な問題を病理学的に把握し解決するために、臨床
的事項と病理学的所見を関連付けて考察する素養を修得する。

病理解剖症例の病態病理を解明するため、臨床と病理が相互にdiscussion する会議を臨床病理カンファランス（Clinico-pathological conference:
CPC）という。本講義では、実際にCPC を行った症例について、最初に臨床経過を理解し、臨床的問題点を挙げる。次に、病理解剖の肉眼所見及
び組織所見を学び、各臓器に認められる所見の重要性や関連性を考慮して、主病変と副病変を挙げ、整理する。最後に臨床病理相関を行い、直接死
因を含めた病態を把握し、剖検報告書をまとめる。

  学習内容

復習

臨床病理カンファランス（CPC）症例の内容を配布資料で確認し、剖検
報告書のまとめるプロセスを見直す。

予習

病理講義、実習内容を復習しておく。

  授業時間外の学習

  ICT活用

特に用いない。

60 点を合格点とする。合格点

出席点・態度点・レポートを総合的に
評価する。

最終評価点

筆記試験は実施しない。筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に1回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

授業のすべての範囲再試験・範囲

レポート提出再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

70%（講義に関わる内容）

レポート

30％

出席点

出席率が2/3 以上の者が、最終評価の対
象となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）肉眼所見と病理組織所見との対応をする。
２）各臓器に認められる病理所見の重要性、関連性を考える。

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(CPC)(科目№TM16048003)
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2019年 度

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(CPC) （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純
・(人体病理学)、准教授・原 由紀子・(人体病理学)

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(CPC)

  オフィスアワー

黒田　雅彦　主任教授担当

適宜（メールあるいは電話で連絡を頂き時間を調整する）日時

東京医科大学　分子病理学分野　主任教授室場所

IP電話 03-3351-6141（内線234）

kuroda@tokyo-med.ac.jpE-mail

―分子病理学―備考

倉田　　厚　准教授担当

適宜（メールあるいは電話で連絡を頂き時間を調整する）日時

東京医科大学　分子病理学分野　主任教授室場所

IP電話 03-3351-6141（内線234）

kuroda@tokyo-med.ac.jpE-mail

―分子病理学―備考

長尾　俊孝　主任教授担当

適宜（メールあるいは電話で連絡を頂き時間を調整する）日時

東京医科大学病院　病理診断科場所

IP電話 03-3342-6111（内線3522）

pathol-1@tokyo-med.ac.jpE-mail

―人体病理学―備考

松林　純　准教授担当

適宜（メールあるいは電話で連絡を頂き時間を調整する）日時

東京医科大学病院　病理診断科場所

IP電話 03-3342-6111（内線3522）

pathol-1@tokyo-med.ac.jpE-mail

―人体病理学―備考

原　由紀子　准教授担当

適宜（メールあるいは電話で連絡を頂き時間を調整する）日時

東京医科大学病院　病理診断科場所

IP電話 03-3342-6111（内線3522）

pathol-1@tokyo-med.ac.jpE-mail

―人体病理学―備考

教科書

標準病理学（第5 版）

北川昌伸・仁木利郎（編集） 医学書院著） 出）

2015備）

参考書

組織病理アトラス（第6 版）

著） 文光堂小田義直・坂元亨宇・深山正久
・松野吉弘・森永正二郎・森谷
卓也（編集）

出）

備）2015

  指定する教科書、参考書

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(CPC)(科目№TM16048003)
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2019年 度

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(CPC) （学年：3）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純
・(人体病理学)、准教授・原 由紀子・(人体病理学)

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(CPC)

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月30日 月 3 病理解剖症例検討
（CPC）

1. CPC
2. 肉眼所見・組織所見
3. 主病変・副病変
4. 臨床病理相関・直接死
因 倉田 厚

黒田 雅彦

講義 ○病理解剖症例の臨床経
過を把握し、臨床的問題
点を列挙できる。
○病理解剖症例の肉眼所
見、組織所見をとり、主
病変及び副病変を整理す
ることができる。
○臨床病理相関を行い、
直接死因を含み病態をま
とめることができる。

2

09月30日 月 4 病理解剖症例検討
（CPC）

1. CPC
2. 肉眼所見・組織所見
3. 主病変・副病変
4. 臨床病理相関・直接死
因

原 由紀子
長尾 俊孝
松林 純

講義 ○病理解剖症例の臨床経
過を把握し、臨床的問題
点を列挙できる。
○病理解剖症例の肉眼所
見、組織所見をとり、主
病変及び副病変を整理す
ることができる。
○臨床病理相関を行い、
直接死因を含み病態をま
とめることができる。

緩和医療Ⅰ・漢方・CPC(CPC)(科目№TM16048003)
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2019年 度

病理学 （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、教授・森下 由紀雄・(茨城・病理診断部)、准教授・
倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理
学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀
子・(分子病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平
井 秀明・(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原
万理恵・(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・中村 直哉・(人体病理学)、兼任講師・小川 高史・(人
体病理学)、兼任助教・永井 毅・(人体病理学)

病理学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

医療機関における個人情報保護とプライバシー尊重について理解する。Ⅳ-1 ① レベルC

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

「講義内容・日程」の到達目標に代える。

科目における教育到達目標

ａ．臨床医学の学習に必要な基本的病変および主要疾患の原因、発生機
序について、形態学的立場から理解する。
ｂ．疾患の究明に必要な病理学的方法論（病理解剖学、外科病理学、臨
床細胞学、分子生物学など）を理解する。
ｃ．患者ならびに疾患に関する問題を病理学的に把握し解決するため
に、臨床的事項と病理学的変化を関連づけて考察する素養を修得する。

病理学は第２学年後期から第３学年通年にわたり講義と実習が行われる。
第３学年では、病理学各論として、全身の各臓器に特徴的な病気を学習する。各々の臓器に生じる病気の原因、発生機序、病変の成り立ちについて
主として病理形態学的立場から理解する。その際、病変によって引き起こされる機能的変化も念頭において把握するように努める。また、病気の成
り立ちについては、遺伝子レベルから個体レベルまで系統的に理解する。
学習方略としては講義を中心にして、講義内容の理解を深めるために病変の形態学的変化（肉眼像・顕微鏡像）を合わせて学ぶ。また、実習では病
理標本を顕微鏡によって観察し、病変をスケッチすることにより、病理形態学をより深く学習する。講義前後の予習・復習は必須で、疑問のある点
を担当教官に積極的に質問することが望まれる。

  学習内容

復習

教官にもよるが、毎時間、授業終了後に、「e 自主自学」にて事後テス
トを受験し、自己の学習成果を確認すること。間違えた箇所を特に重点
的に復習し、その時間の学習内容を完全に修得すること。それでも理解
できない場合は、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に教員に質
問し、理解すること。また、講義ごとに自分自身でまとめを作り、時間
外に復習する習慣を身につけること。

予習

教官にもよるが、毎時間、「e 自主自学」を参照して、事前テストがあ
る場合には、必ず受験してから授業に臨むこと。テストは、「e 自主自
学」を通じて授業資料を事前に入手し、熟読したうえで受験すること。
テストで自己の不得意箇所を把握してから授業に臨み、授業時間内に理
解するように努めること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

一部の教官による講義では、「e 自主自学」を活用して事前あるいは事後テストを行い、学習効果を上げるようにする。
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2019年 度

病理学 （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、教授・森下 由紀雄・(茨城・病理診断部)、准教授・
倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理
学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀
子・(分子病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平
井 秀明・(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原
万理恵・(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・中村 直哉・(人体病理学)、兼任講師・小川 高史・(人
体病理学)、兼任助教・永井 毅・(人体病理学)

病理学

60 点を合格点とする合格点

最終評価点＝授業評価＋実習評価最終評価点

多肢選択問題および記述筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

原則として通常試験と同じ再試験・範囲

多肢選択および記述式問題、状況に応
じて面接あるいは口頭試問

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

なし

前期試験

90％

後期試験

状況に応じて実施

小テスト

状況に応じて実施

その他の筆記テスト

状況に応じて実施

レポート

なし

ＰＢＬ

10％

出席点

授業態度を考慮する

その他

出席率が2/3以上の者が、最終評価の対象
となる
出席および試験において不正行為があっ
た場合、その者の単位を認めない

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

20％

レポート

10％

実習試験

50％

口答試験

なし

出席点

20％

その他

一部実習にe ラーニングを導入する

注意事項

毎回必ず出席すること
無断欠席した者は最終評価の対象から外
す
出席および試験において不正行為があっ
た場合、その者の単位を認めない

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）講義はあくまでも自己学習を手助けするものである。常に自ら学習する姿勢が重要である。疑問点は積極的に質問をし、問題解決を図る。
２）授業への出席が最重要である。
３）病理学各論では、各臓器に特徴的な病気について勉強する。臨床各科の講義を理解する上で不可欠で、病気の原因、分類、成立機序を理解し
て、臨床医学への懸け橋となる。
４）解剖学、組織学、生理学、生化学などで学ぶヒトの正常の形態、機能や代謝の知識が病気によって起こる異常な状態を理解する上では必須であ
り、これらの科目の内容を復習する必要がある。
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2019年 度

病理学 （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、教授・森下 由紀雄・(茨城・病理診断部)、准教授・
倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理
学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀
子・(分子病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平
井 秀明・(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原
万理恵・(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・中村 直哉・(人体病理学)、兼任講師・小川 高史・(人
体病理学)、兼任助教・永井 毅・(人体病理学)

病理学

  オフィスアワー

黒田　雅彦主任教授担当

平日午前9時から午後5時まで日時

分子病理学分野　主任教授室（新宿キャンパス第1校舎2階）場所

IP電話 03-3351-6141（内線 234）

kuroda@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

長尾　俊孝主任教授担当

平日午前9時から午後5時まで日時

人体病理学分野　主任教授室（西新宿キャンパス自主自学館9階）場所

IP電話 03-3342-6111（内線 3522　病院病理診断科）

nagao-t@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

病理学(科目№TM16071003)
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2019年 度

病理学 （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、教授・森下 由紀雄・(茨城・病理診断部)、准教授・
倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理
学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀
子・(分子病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平
井 秀明・(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原
万理恵・(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・中村 直哉・(人体病理学)、兼任講師・小川 高史・(人
体病理学)、兼任助教・永井 毅・(人体病理学)

病理学

教科書

著） 出）

病理実習に際しては、病理組織像が載っているアトラスを各自が必ず持
参すること。

備）

「標準病理学」第5版

坂本穆彦・北川昌伸・仁木利郎
編集

医学書院著） 出）

2015 年備）

「病態病理学」第17版

菊地浩吉監修 南山堂著） 出）

2004 年備）

「病理組織マップ＆ガイド」

深山正久編集 文光堂著） 出）

2014 年備）

「組織病理アトラス」第6版

小田義直・坂元亨宇・深山正久
・松野吉宏・森永正二郎・森谷
卓也編集

文光堂著） 出）

2015 年備）

「カラーアトラス病理組織の見方と鑑別診断」第5版

赤木忠厚監修 医歯薬出版著） 出）

2007 年備）

「外科病理学」第4版

向井　清・真鍋俊明・深山正久
編集

文光堂著） 出）

2006 年備）

病理画像診断　これでスッキリ！

黒田雅彦・梅澤明弘編集 メディカルビュー著） 出）

2012 年備）

｢がんの生物学｣

Weinberg A 南江堂著） 出）

2017 年備）

細胞の分子生物学 第6版

Alberts B, Johnson A, Lewis J,
Raff M, Roberts K, Walter P

Newton Press著） 出）

2017 年備）

Robbins Basic Pathology. 10th Edition

Kumar V, Abbas AK, Aster JC Elsevier著） 出）

2017 年備）

参考書

  指定する教科書、参考書

病理学(科目№TM16071003)
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2019年 度

病理学 （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、教授・森下 由紀雄・(茨城・病理診断部)、准教授・
倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理
学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀
子・(分子病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平
井 秀明・(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原
万理恵・(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・中村 直哉・(人体病理学)、兼任講師・小川 高史・(人
体病理学)、兼任助教・永井 毅・(人体病理学)

病理学

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月17日 水 1 循環器
【分子病理】

1.心筋梗塞
2.心筋症
3.心弁膜症
4.動脈硬化症

金蔵 孝介

講義 ○心筋梗塞の病態生理、
症候、診断と合併症を説
明し、治療を概説できる
○心筋症と特定心筋疾患
の定義・概念と病態生理
を説明できる
○動脈硬化症の危険因
子、病態生理と合併症を
説明できる

2

04月17日 水 2 骨軟部1
【分子病理】

1.骨折
2.関節炎
3.関節リュウマチ
4.先天性疾患

黒田 雅彦

講義 ○骨折の分類､症候､診断､
治療と合併症を説明でき
る
○骨形成不全症と骨軟骨
異形成症候群を説明でき
る
○関節炎の原因と治療を
説明できる

3

04月17日 水 3 循環器（実習）
【分子病理】

1.心筋梗塞
2.粥状硬化
3.心筋症

黒田 雅彦
倉田 厚

渡辺 紀子
山田 侑子
金蔵 孝介

実習 ○急性心筋梗塞の病態生
理、症候、診断と合併症
を説明し、治療を概説で
きる
○動脈硬化症の危険因
子、病態生理と合併症を
説明できる
○心筋症と特定心筋疾患
の定義・概念と病態生理
を説明できる

4

04月17日 水 4 循環器（実習）
【分子病理】

1.心筋梗塞
2.粥状硬化
3.心筋症

黒田 雅彦
倉田 厚

渡辺 紀子
山田 侑子
金蔵 孝介

実習 ○急性心筋梗塞の病態生
理、症候、診断と合併症
を説明し、治療を概説で
きる
○動脈硬化症の危険因
子、病態生理と合併症を
説明できる
○心筋症と特定心筋疾患
の定義・概念と病態生理
を説明できる

5

05月15日 水 1 造血器１
【人体病理】

1.貧血
2.DIC
3.多発性骨髄腫
4.急性白血病
5.慢性白血病
6.骨髄異形成症候群

小川 高史

講義 ○貧血の分類、原因、病
態、診断と治療を説明で
きる
○出血傾向、血友病、お
よび播種性血管内凝固症
候群(DIC)の原因、 病態、
症候と診断を説明できる
○多発性骨髄腫の病態、
症候、診断、治療と予後
を説明できる
○急性白血病の病態、症
候、 診断、治療と予後を
説明できる
○慢性骨髄性白血病の病
態、症候、診断、治療と
予後を説明できる
○骨髄異形成症候群の病
態、症候、診断、治療と
予後を説明できる

6

05月15日 水 2 造血器２
【人体病理】

1.悪性リンパ腫
2.Ｂ細胞性リンパ腫
3.Ｔ細胞性リンパ腫
4.ホジキンリンパ腫

中村 直哉

講義 ○悪性リンパ腫の分類を
概説し、病態、症候、診
断、治療と予後を説明で
きる
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2019年 度

病理学 （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、教授・森下 由紀雄・(茨城・病理診断部)、准教授・
倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理
学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀
子・(分子病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平
井 秀明・(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原
万理恵・(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・中村 直哉・(人体病理学)、兼任講師・小川 高史・(人
体病理学)、兼任助教・永井 毅・(人体病理学)

病理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

7

05月15日 水 3 造血器（実習）
【人体病理】

1.急性白血病
2.濾胞性リンパ腫
3.ホジキンリンパ腫
4.多発性骨髄腫

松林 純
井上 理惠
助田 葵

実習 ○急性白血病の病理組織
像を説明できる
○悪性リンパ腫の病理組
織像を説明できる
○多発性骨髄腫の病理組
織像を説明できる

8

05月15日 水 4 造血器（実習）
【人体病理】

1.急性白血病
2.濾胞性リンパ腫
3.ホジキンリンパ腫
4.多発性骨髄腫

松林 純
井上 理惠
助田 葵

実習 ○急性白血病の病理組織
像を説明できる
○悪性リンパ腫の病理組
織像を説明できる
○多発性骨髄腫の病理組
織像を説明できる

9

06月05日 水 1 消化管１
【分子病理】

1.食道癌
2.胃癌
3.胃ポリープ
4.胃炎

山田 侑子

講義 ○食道癌の病理、肉眼分
類と進行度分類を説明で
きる
○胃癌の疫学、病理、症
候、肉眼分類と進行度分
類を説明できる
○胃ポリープの病理と肉
眼分類を説明できる
○慢性胃炎を概説できる

10

06月05日 水 2 消化管２
【分子病理】

1.潰瘍性大腸炎
2.クローン病
3.大腸癌
4.大腸ポリープ

山田 侑子

講義 ○炎症性腸疾患（潰瘍性
大腸炎、クローン病）の
病態、症候、診断と治療
を説明できる
○大腸癌の病理と分類
（肉眼、進行度、病期）
を説明できる
○大腸ポリープの分類、
症候、診断と治療を説明
できる

11

06月05日 水 3 内分泌
【人体病理】

1.バセドウ病
2.橋本病
3.甲状腺腫瘍
4.副甲状腺機能亢進症／
低下症
5.内分泌腫瘍
6.クッシング症候群
7.末端肥大症
8.副腎性器症候群
9.コン症候群
10.褐色細胞腫

石橋 康則

講義 ○甲状腺炎と甲状腺腫瘍
の病態生理、診断を概説
できる
○副甲状腺機能亢進症と
低下症の病態生理、診断
を概説できる
○膵内分泌腫瘍、消化管
カルチノイドの病態生
理、診断を概説できる
○クッシング症候群と末
端肥大の病態と診断を説
明できる
○副腎疾患（アルドステ
ロン過剰症、褐色細胞
腫）を概説できる
○尿崩症を説明できる

12

06月05日 水 4 肝臓
【茨城医療センター】

1.アルコール性肝炎
2.自己免疫性肝炎
3.薬剤性肝炎
4.ウィルス性肝炎
5.肝硬変
6.肝細胞癌
7.肝内胆管癌

森下 由紀雄

講義 ○肝炎の原因、病理、症
候が説明できる
○肝硬変の原因、病理、
診断、経過が説明できる
○肝細胞癌の病理が説明
できる
○肝内胆管癌の病理が説
明できる

病理学(科目№TM16071003)
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2019年 度

病理学 （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、教授・森下 由紀雄・(茨城・病理診断部)、准教授・
倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理
学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀
子・(分子病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平
井 秀明・(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原
万理恵・(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・中村 直哉・(人体病理学)、兼任講師・小川 高史・(人
体病理学)、兼任助教・永井 毅・(人体病理学)

病理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

13

06月26日 水 1 腎１
【人体病理】

1.腎不全
2.ネフローゼ症候群
3.急性糸球体腎炎
4.半月体形成性糸球体腎
炎
5.IgA腎症
6.膜性腎症
7.膜性増殖性糸球体腎炎
8.糖尿病性腎症
9.続発性糸球体腎炎

長尾 俊孝

講義 ○腎不全の症候と診断を
説明できる
○ネフローゼ症候群の症
候と診断を説明できる
○糸球体腎炎の分類、発
生機序、症候、および病
理学的特徴を説明できる
○糖尿病性腎症の症候と
病理学的特徴を説明でき
る

14

06月26日 水 2 腎２
【人体病理】

1.腎孟腎炎
2.間質性腎炎
3.急性尿細管壊死
4.嚢胞腎
5.腎細胞癌
6.腎盂癌 長尾 俊孝

講義 ○腎孟腎炎と間質性腎炎
の原因、症候、病理像を
説明できる
○腎循環障害の原因、症
候、病理像を説明できる
○腎嚢胞性疾患の症候と
病理学的特徴を説明でき
る
○腎癌と腎盂癌の症候と
病理学的特徴を説明でき
る

15

06月26日 水 3 腎（実習）
【分子病理】

1.糸球体腎炎
2.半月形成性腎炎
3.慢性糸球体腎炎
4.糖尿病性腎症

黒田 雅彦
倉田 厚

渡辺 紀子
山田 侑子
金蔵 孝介

実習 ○急性糸球体腎炎症候群
の原因、症候、診断と治
療を説明できる
○糖尿病性腎症の症候、
診断と治療を説明できる
○慢性糸球体腎炎症候群
の症候、診断と治療を説
明できる

16

06月26日 水 4 腎（実習）
【分子病理】

1.腎癌
2.膀胱癌

黒田 雅彦
倉田 厚

渡辺 紀子
山田 侑子
金蔵 孝介

実習 ○腎癌・膀胱癌の症候、
診断と治療を説明できる

17

09月06日 金 1 神経１
【人体病理】

1.脳浮腫・脳ヘルニア
2.脳血管障害
3.脳腫瘍

高橋 礼典

講義 ○脳浮腫・脳ヘルニアの
病態を説明できる
○脳血管障害の病態、症
候と診断、治療を説明で
きる
○脳腫瘍とその分類を説
明できる

18

09月06日 金 2 神経２
【人体病理】

1.脳炎・髄膜炎
2.神経変性疾患
3.末梢神経障害

高橋 礼典

講義 ○脳炎・髄膜炎の原因、
症候と治療を説明できる
○各神経変性疾患の病
態、症候と診断、治療を
説明できる
○末梢神経障害の病態、
症候と診断、治療を説明
できる

19

09月06日 金 3 神経（実習）
【分子病理】

1.脳腫瘍
2.多形性膠芽腫
3.星膠腫
4.上衣腫
5.髄膜腫

黒田 雅彦
倉田 厚

渡辺 紀子
山田 侑子
金蔵 孝介

実習 ○主な脳・脊髄腫瘍の分
類と好発部位を説明し、
病態を概説できる

20

09月06日 金 4 神経（実習）
【分子病理】

1.認知症
2.アルツハイマー病

黒田 雅彦
倉田 厚

渡辺 紀子
山田 侑子
金蔵 孝介

実習 ○認知症をきたす主な病
態の症候と診断を説明で
きる

病理学(科目№TM16071003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

病理学 （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、教授・森下 由紀雄・(茨城・病理診断部)、准教授・
倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理
学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀
子・(分子病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平
井 秀明・(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原
万理恵・(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・中村 直哉・(人体病理学)、兼任講師・小川 高史・(人
体病理学)、兼任助教・永井 毅・(人体病理学)

病理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

21

09月20日 金 1 呼吸器１
【人体病理】

1. 実質と間質
2. 肺炎
3. 肉芽腫
4. 結核症
5. サルコイドーシス
6. 慢性閉塞性肺疾患
7. 慢性肺気腫
8. 気管支喘息
9. 間質性肺炎
10. 塵肺症

松林 純

講義 ○肺の解剖・組織を理解
し、実質と間質を説明で
きる
○肺炎の分類について概
説できる
○肺の代表的な肉芽腫性
疾患 (例：結核症・サルコ
イドーシス) を挙げ、病
態、病理学的特徴と治療
を説明できる
○慢性閉塞性肺疾患の代
表的な疾患 (慢性肺気腫・
気管支喘息) について、病
態、病理学的所見を説明
できる
○間質性肺炎の分類、病
態、病理学的特徴を説明
できる
○塵肺症について病態、
病理学的特徴を説明でき
る

22

09月20日 金 2 呼吸器２
【人体病理】

1. 原発性肺癌
2. 小細胞癌
3. 非小細胞癌
4. 転移性肺腫瘍
5. 縦隔腫瘍
6. 中皮腫

松林 純

講義 ○原発性肺癌 (小細胞癌、
非小細胞癌）の分類、病
態、病理学的特徴を説明
できる
○転移性肺腫瘍を理解
し、特に原発性肺癌との
鑑別ができる
○縦隔腫瘍を、部位別に
発生頻度の高い疾患を挙
げ、それぞれの疾患の病
態、病理学的特徴を説明
できる
○中皮腫の病態、病理学
的特徴を説明できる

23

09月20日 金 3 呼吸器（実習）
【分子病理】

1.肺炎
2.肺感染症
3.肺結核症
4.サルコイドーシス

黒田 雅彦
倉田 厚

渡辺 紀子
山田 侑子
金蔵 孝介

実習 ○気管支炎・肺炎の主な
病原体を列挙し、症候、
診断と治療を説明できる
○肺結核症の症候、診
断、治療と届け出手続き
を説明できる
○気管支炎・肺炎の主な
病原体を列挙し、症候、
診断と治療を説明できる

24

09月20日 金 4 呼吸器（実習）
【分子病理】

1.肺気腫
2.肺癌
3.肺小細胞癌
4.肺非小細胞癌

黒田 雅彦
倉田 厚

渡辺 紀子
山田 侑子
金蔵 孝介

実習 ○肺気腫の原因、診断と
治療を説明できる
○原発性肺癌の分類、症
候、診断と治療を説明で
きる

25

10月09日 水 1 胆・膵
【人体病理】

1.胆石
2.胆道炎
3.胆道腫瘍
4.膵炎
5.膵腫瘍

山口 浩

講義 ○胆石症、胆道炎、胆道
腫瘍の病態生理、診断を
概説できる
○膵炎と膵腫瘍の病態生
理、診断を概説できる

26

10月09日 水 2 骨軟部２
【分子病理】

1.骨腫瘍
2.骨肉腫
3.ユーイング肉腫
4.軟部肉腫
5.転移性骨腫瘍

黒田 雅彦

講義 ○骨腫瘍の診断と治療を
説明できる
○軟部肉腫の診断と治療
を説明できる

病理学(科目№TM16071003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 42 -

 / 10)PAGE (9

2019年 度

病理学 （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、教授・森下 由紀雄・(茨城・病理診断部)、准教授・
倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理
学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀
子・(分子病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平
井 秀明・(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原
万理恵・(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・中村 直哉・(人体病理学)、兼任講師・小川 高史・(人
体病理学)、兼任助教・永井 毅・(人体病理学)

病理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

27

10月09日 水 3 消化管・肝胆膵（実
習）　
【人体病理】

1.胃癌
2.胃炎
3.大腸癌
4.胃ポリープ
5.大腸ポリープ

長尾 俊孝
榎本 愛

三枝 奈津季

実習 ○胃癌の疫学、病理、症
候、肉眼分類と進行度分
類を説明できる
○慢性胃炎を概説できる
○大腸癌の病理と分類
（肉眼、進行度、病期）
を説明できる

28

10月09日 水 4 消化管・肝胆膵（実
習）　
【人体病理】

1.慢性肝炎
2.肝硬変
3.肝細胞癌
4.慢性胆嚢炎
5.膵癌

長尾 俊孝
榎本 愛

三枝 奈津季

実習 ○慢性肝炎の病理組織像
を説明できる
○肝細胞癌の病理組織像
を説明できる
○慢性胆嚢炎の病理組織
像を説明できる
○膵癌の病理組織像を説
明できる

29

10月23日 水 1 頭頸部
【人体病理】

1.副鼻腔炎
2.咽頭癌
3.喉頭癌
4.口腔癌
5.唾液腺炎
6.シェーグレン症候群
7.多形腺腫
8.唾液腺癌
9.悪性リンパ腫

谷川 真希

講義 ○副鼻腔炎の臨床病理像
を説明できる
○鼻腔、副鼻腔、ロ腔、
咽頭、喉頭の悪性腫瘍を
概説できる
○唾液腺炎症性疾患の原
因と病態を説明できる
○代表的な唾液腺腫瘍の
臨床的・病理学的特徴像
を説明できる

30
10月23日 水 2 唾液腺（実習）

【人体病理】
1.多形腺腫
2.Warthin腫瘍
3.腺様嚢胞癌

長尾 俊孝
谷川 真希
榎本 愛

実習 ○代表的な唾液腺腫瘍の
病理組織像を説明できる

31

10月23日 水 3 内分泌・骨軟部（実習）
【分子病理】

1.橋本病
2.甲状腺腺腫
3.甲状腺癌
4.褐色細胞腫
5.骨肉腫
6.軟部腫瘍

黒田 雅彦
倉田 厚

渡辺 紀子
山田 侑子
金蔵 孝介

実習 ○橋本病の病理組織像を
説明できる
○甲状腺腺腫および甲状
腺癌の病理組織像を説明
できる
○褐色細胞腫の病理組織
像を説明できる
○骨肉腫の病理組織像を
説明できる
○代表的な軟部腫瘍の病
理組織像を説明できる

32

10月23日 水 4 内分泌・骨軟部（実習）
【分子病理】

1.橋本病
2.甲状腺腺腫
3.甲状腺癌
4.褐色細胞腫
5.骨肉腫
6.軟部腫瘍

黒田 雅彦
倉田 厚

渡辺 紀子
山田 侑子
金蔵 孝介

実習 ○橋本病の病理組織像を
説明できる
○甲状腺腺腫および甲状
腺癌の病理組織像を説明
できる
○褐色細胞腫の病理組織
像を説明できる
○骨肉腫の病理組織像を
説明できる
○代表的な軟部腫瘍の病
理組織像を説明できる

33

11月13日 水 1 女性生殖器　
【人体病理】

1.外陰・膣感染症
2.骨盤内感染症
3.子宮筋腫
4.子宮腺筋症
5.子宮内膜症
6.子宮頸癌
7.子宮体癌
8.卵巣腫瘍

永井 毅

講義 ○外陰・膣と骨盤内感染
症の臨床像・病理像を説
明できる
○絨毛性疾患の臨床像・
病理像を説明できる
○子宮筋腫・子宮腺筋症
（子宮内膜症）の臨床像
・病理像を説明できる
○子宮癌の臨床像・病理
像を説明できる
○卵巣腫瘍の臨床像・病
理像を説明できる

病理学(科目№TM16071003)
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2019年 度

病理学 （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 3

担当教員

主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、教授・森下 由紀雄・(茨城・病理診断部)、准教授・
倉田 厚・(分子病理学)、准教授・松林 純・(人体病理学)、准教授・井上 理惠・(人体病理学)、准教授・高橋 礼典・(人体病理
学)、准教授・山口 浩・(人体病理学)、准教授・佐藤 永一・(医学総合研究所)、講師・金蔵 孝介・(分子病理学)、講師・渡辺 紀
子・(分子病理学)、助教・榎本 愛・(人体病理学)、助教・谷川 真希・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助教・平
井 秀明・(人体病理学)、助教・助田 葵・(人体病理学)、後期臨床研修医・三枝 奈津季・(人体病理学)、後期臨床研修医・大原
万理恵・(人体病理学)、研究助教・山田 侑子・(分子病理学)、兼任教授・中村 直哉・(人体病理学)、兼任講師・小川 高史・(人
体病理学)、兼任助教・永井 毅・(人体病理学)

病理学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

34

11月13日 水 2 男性生殖器・下部尿路
【特別講義】
愛知医科大学病院
病理診断科教授
都築豊徳先生

1.尿路結石
2.尿閉
3.膀胱炎
4.前立腺炎
5.膀胱癌
6.前立腺肥大症
7.前立腺癌
8.グリーソン分類
9.精巣腫瘍
10.男性不妊

講義 ○尿路結石の成因、症
候、診断と治療を説明で
きる
○尿路の炎症の原因、診
断と治療を説明できる
○膀胱癌の症候、診断と
治療を説明できる
○前立腺肥大症の診断と
治療を説明できる
○前立腺癌の診断と治療
を説明できる
○精巣腫瘍を概説できる

35

11月13日 水 3 生殖器（実習）　
【人体病理】

1.子宮頸癌
2.子宮体癌
3.卵巣腫瘍
4.前立腺癌
5.腺上皮腫

山口 浩
平井 秀明

大原 万理恵

実習 ○子宮癌の病理組織像を
説明できる
○代表的な卵巣腫瘍の病
理組織像を説明できる

36

11月13日 水 4 生殖器（実習）　
【人体病理】

1.子宮筋腫
2.子宮腺筋症
3.胞状奇胎
4.絨毛癌

山口 浩
平井 秀明

大原 万理恵

実習 ○子宮良性疾患の病理組
織像を説明できる
○絨毛性疾患の病理組織
像を説明できる

37

11月27日 水 1 皮膚
【特別講義】
信州大学名誉教授
斎田俊明先生

1.湿疹
2.皮膚炎
3.水庖症
4.多形滲出紅斑
5.母斑
6.皮膚腫瘍
7.悪性黒色腫

講義 ○湿疹・皮膚炎群の疾患
を列挙し、概説できる
○水庖症の原因、病態と
分類を説明できる
○多形滲出紅斑の原因と
病態を説明できる
○母斑・母斑症の種類を
列挙できる
○代表的な皮膚腫瘍を列
挙し、それらの病理を説
明できる
○悪性黒色腫の症候、病
理診断、および治療を説
明できる

38

11月27日 水 2 乳腺
【医学総合研究所病理】

1.線維腺腫
2.乳腺症
3.乳管癌
4.ホルモンレセプター
5.HER2遺伝子

佐藤 永一

講義 ○良性および悪性乳腺疾
患の種類を列挙できる
○乳癌の危険因子、症
候、診断、治療と予後を
説明できる
○intrinsic subtypeを説明
できる

39

11月27日 水 3 皮膚・乳腺（実習）
【人体病理】

1.悪性黒色腫
2.皮膚腫瘍

高橋 礼典
石橋 康則

三枝 奈津季

実習 ○悪性黒色腫の病理組織
像を説明できる
○皮膚腫瘍の病理組織像
を説明できる

40
11月27日 水 4 皮膚・乳腺（実習）

【人体病理】
1.線維腺腫
2.乳癌

高橋 礼典
石橋 康則

三枝 奈津季

実習 ○乳房腫瘍の病理組織像
を説明できる

病理学(科目№TM16071003)
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2019年 度

医学・医療と社会Ⅰ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・福島 教照・(公衆衛生学)、後期臨床
研修医・町田 征己・(公衆衛生学)、客員講師・坂本 歩・(公衆衛生学)、客員講師・杉下 智彦・(公衆衛生学)、兼任講師・安部
由美子・(公衆衛生学)

医学・医療と社会Ⅰ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

感染症に関する法規を説明できる。Ⅲ-4 ③ レベルB

医事法の基本原理を説明できる。Ⅲ-4 ④ レベルC

社会内規範を知り、概ね遵守できる。Ⅳ-1 ④ レベルB

社会的存在としての人間を重視して研究・診療を行うことの重要性を理解し、社会医学の
知識を網羅的に提示できる。

Ⅶ-1 ① レベルB(1)

世界の保健・医療関連事象の推移と地域分布を説明できる。Ⅶ-1 ① レベルB(2)

頻度の高い疾病について、環境衛生の改善、伝染病の予防、衛生教育、疾病の早期診断と
予防的治療のための医療など、予防戦略についての知識を提示できる。

Ⅶ-1 ② レベルB(1)

様々な集団や場に特有の健康問題とその解決に資する方策を説明できる。Ⅶ-1 ② レベルB(2)

医療体制の主な構成要素(患者、多職種にわたる医療供給者、医療機関、保険者、行政、医
療産業(製薬会社等)、診療報酬、薬価)について、役割・意義を説明できる。

Ⅶ-2 ① レベルB

医療アクセス、コスト、資源分配など、医療政策の重要な概念とそれらの関係、そして医
療への影響を説明できる。

Ⅶ-2 ② レベルB

保健・医療・福祉制度について説明できる。Ⅶ-2 ③ レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

様々な事象を医学的側面と社会的側面の両面から考究し、疾病予防と健
康増進の考え方とその重要性を理解することで、予防医学、保健福祉な
どを通じて、地域医療に貢献することができる

科目における教育到達目標

社会的存在として、人の出生から死亡にいたるライフサイクルの中で、
様々な事象を医学的側面と社会的側面の両面から考究して、疾病予防と
健康増進の考え方とその重要性を理解する。

別表のごとく各学習内容について講義を行うこととする。社会医学では、これまで学んできた基礎医学と別の立場で、医学と社会とのつながりを学
び、その知識を将来保健・医療活動に応用できるようにする必要がある。社会医学、公衆衛生分野では集団の健康、地域全体の健康を取り扱う学問
である。様々な社会的事象を通して寿命の延長、疾病予防、健康増進を推進するという考え方を身につけることが必要である。社会医学の範囲は極
めて広く、講義は指定した教科書の内容に沿って行う。しかしながら、直近の統計データも含め補足事項については講義の中でスライド等様々な資
料を使用して進めていくため、講義を疎かにし教科書だけで学習しようとしても、充分な理解を得ることは極めて困難である。

  学習内容

復習

授業終了後に、e 自主自学の「復習用要点セルフチェック」を実施し
て、自己の学習成果を確認すること。間違えた個所を特に重点的に復習
し、その時間の学習内容を完全に習得すること。それでも理解できない
場合は、授業前後、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に教員に
質問し、理解すること。復習に30分以上の時間を充てること。

予習

毎時間、事前にe 自主自学の「授業ガイド・予習用要点セルフチェッ
ク」を利用し、授業のポイントを把握すること。また、周辺知識を予習
してから授業に臨み、授業時間内に理解するように努めること。予習に
30分以上の時間を充てること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

e自主自学の「授業ガイド・予習用要点セルフチェック」および「復習用要点セルフチェック」、「要点セルフチェックの解答と解説」

医学・医療と社会Ⅰ(科目№TM16074003)
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2019年 度

医学・医療と社会Ⅰ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・福島 教照・(公衆衛生学)、後期臨床
研修医・町田 征己・(公衆衛生学)、客員講師・坂本 歩・(公衆衛生学)、客員講師・杉下 智彦・(公衆衛生学)、兼任講師・安部
由美子・(公衆衛生学)

医学・医療と社会Ⅰ

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の得点最終評価点

多肢選択問題及び記述筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義終了
後）に1回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価が60 点未満の者再試験・対象者

前後期全範囲（授業の内容すべて）再試験・範囲

多肢選択問題及び記述再試験・方法

評価に対するフィードバック

e自主自学上の要点セルフチェックの解答と解説を示す。各自の理解の足りない項目の
発見と改善や期末試験・CBT対策に役立てて欲しい。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

試験は本学年の全ての授業範囲について
期末試験を行う。期末試験成績90％

期末試験

３％

ｅ自主自学による復習用要点セルフ
チェック

7％

出席点

出席は2/3以上を必要とする。授業態度の
悪い者は最終評価点から減点する。授業
態度には出席状況も含む。授業態度が著
しく劣る者は、その他成績にかかわらず
最終評価点は60点未満となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）授業に集中すること。
２）遅刻、途中退室をしないこと。
３）講義中は私語やスマートフォン使用は避けること。特に、提示資料などのスマホ等による撮影は禁止する。

  オフィスアワー

井上　茂、福島　教照、町田　征己担当

木曜９時～１７時。日時

授業内容の質問があれば、公衆衛生学分野（第一校舎3 階）（連絡先内線 237）を電話予約してから
訪ねること。

場所

IP電話 （連絡先内線 237）

prev-med@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

浜岡　隆文、黒澤　裕子担当

木曜９時～１７時。日時

授業内容の質問があれば、健康増進スポーツ医学分野（第一校舎3 階）（連絡先内線 420）を電話予
約してから訪ねること。

場所

IP電話 （連絡先内線420）

whoccsm@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

医学・医療と社会Ⅰ(科目№TM16074003)
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2019年 度

医学・医療と社会Ⅰ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・福島 教照・(公衆衛生学)、後期臨床
研修医・町田 征己・(公衆衛生学)、客員講師・坂本 歩・(公衆衛生学)、客員講師・杉下 智彦・(公衆衛生学)、兼任講師・安部
由美子・(公衆衛生学)

医学・医療と社会Ⅰ

教科書

公衆衛生がみえる

（メディックメディア）著） 出）

備）

参考書

NEW 予防医学･公衆衛生学

著） （南江堂）出）

備）

国民衛生の動向

著） （厚生労働統計協会）出）

備）

STEP公衆衛生（STEP SERIES)

著） （海馬書房）出）

備）

シンプル衛生公衆衛生学

著） （南江堂）出）

備）

  指定する教科書、参考書

医学・医療と社会Ⅰ(科目№TM16074003)
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2019年 度

医学・医療と社会Ⅰ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・福島 教照・(公衆衛生学)、後期臨床
研修医・町田 征己・(公衆衛生学)、客員講師・坂本 歩・(公衆衛生学)、客員講師・杉下 智彦・(公衆衛生学)、兼任講師・安部
由美子・(公衆衛生学)

医学・医療と社会Ⅰ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月18日 木 1 公衆衛生と予防医学 1.公衆衛生と衛生
2.健康の定義
3.アルマ・アタ宣言
4.オタワ憲章
5.ヘルスプロモーション
6.世界の健康増進施策

井上 茂

講義 ○健康の概念を説明でき
る。
▲公衆衛生活動について
説明できる。

2

04月25日 木 1 国際保健 1.世界保健機関（WHO）
2.世界の健康問題
3.国際協力事業団
（JICA）
4.国際労働機関（ILO）
5.国際協力

濱岡 隆文

講義 ▲世界の保健問題や国際
保健協力について説明で
きる。

3

05月09日 木 1 健康・疾病・障害の概念
と社会環境

1.国際生活機能分類(ICF)
2.ＱＯＬ
3.ノーマライゼーション
4.リハビリテーション
5.障害者基本法・障害者
基本計画

坂本 歩

講義 ○健康･障害･疾病の概念
を説明できる。
○社会構造と健康・疾病
との関係を説明できる。
△障害者基本法・障害者
基本計画について説明で
きる

4

05月16日 木 1 人口静態統計 1.国勢調査
2.人口構成割合、指数
3.世　帯
4.世界人口

安部 由美子

講義 ○人口静態統計を説明で
きる。

5

05月23日 木 1 人口動態統計Ⅰ 1.出生・死亡に関する指
標
2.再生産率、合計特殊出
生率
3.年齢調整死亡率と標準
化死亡比
4.国際疾病分類（ICD)

安部 由美子

講義 ○人口動態統計、国際疾
病分類（ICD）について説
明できる。
○年齢調整死亡率、標準
化死亡比（SMR）につい
て説明できる。

6

05月30日 木 1 人口動態統計Ⅱ 1.死産・周産期死亡
2.人工妊娠中絶
3.婚姻・離婚
4.生命表

安部 由美子

講義 ○出生・死亡等に人口に
関連する諸指標について
説明できる。
△平均余命と平均寿命に
ついて説明できる。

7

06月06日 木 1 健康状況と受療状況 1.国民生活基礎調査
2.患者調査
3.在院期間
4.国民医療費からみた傷
病統計
5.生活のしづらさなどに
関する調査

安部 由美子

講義 ○集団の健康度評価法を
理解し、各指標について
説明できる。
○疾病・有病・障害統計
を説明できる。

8

06月13日 木 1 特別講義

国際保健学

1.グローバル・ヘルス
2.保健システム学
3.医療人類学
4.アフリカの地域保健

杉下 智彦

講義 ▲途上国の保健・医療問
題について理解し、説明
できる

9

06月27日 木 1 スクリーニング 1.健康管理
2.健康診断と事後指導
3.スクリーニング
4.感度、特異度、検査前
・後確率、尤度比
5.ROC曲線

福島 教照

講義 △健康管理、健康診断と
その事後指導を説明でき
る。
○検査の特性を説明でき
る。
○感度、特異度、検査前
・後確率、尤度比等につ
いて説明できる。

10

07月04日 木 1 医療統計・研究の倫理指
針

1．P 値・信頼区間
2. 研究の倫理指針

福島 教照

講義 ▲統計的推測の原理を理
解する。
△研究の倫理指針を説明
できる。

11
09月12日 木 1 疫学総論 1.疫学の概念

2有病率、罹患率、累積罹
患率

井上 茂
講義 ○疫学の概念と目的を理

解し、説明できる。

医学・医療と社会Ⅰ(科目№TM16074003)
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2019年 度

医学・医療と社会Ⅰ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・福島 教照・(公衆衛生学)、後期臨床
研修医・町田 征己・(公衆衛生学)、客員講師・坂本 歩・(公衆衛生学)、客員講師・杉下 智彦・(公衆衛生学)、兼任講師・安部
由美子・(公衆衛生学)

医学・医療と社会Ⅰ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

12

09月19日 木 1 疫学研究の方法論Ⅰ 1.相対危険度、寄与危険
度、寄与危険割合
2.集団寄与危険度、集団
寄与危険割合
3.オッズ比

井上 茂

講義 ○疫学の諸指標について
説明できる

13

09月26日 木 1 疫学研究の方法論Ⅱ 1.横断的研究
2.コホート研究
3.症例対照研究
4.介入研究

井上 茂

講義 △研究デザインを概説で
きる。

14

10月03日 木 1 疫学研究の方法論Ⅲ 1.無作為比較対照試験
<RCT>
2.バイアス
3.交絡因子とその制御

井上 茂

講義 △研究デザインを概説で
きる。
▲研究の妥当性を低下さ
せる要因とその対策につ
いて述べることができ
る。

15

10月10日 木 1 疫学研究の方法論Ⅳ
（臨床疫学）

1.因果関係
2.EBM

井上 茂

講義 ▲因果関係の判断基準を
列挙できる。
▲EBMの５つのステップ
について説明できる

16

10月17日 木 1 生活習慣病の疫学と予防
Ⅰ

1.がん死亡・罹患の動向
2.がん対策基本法・がん
登録推進法
3.循環器疾患死亡・罹患
の動向
4.リスクファクター
5.がん予防
6.循環器疾患予防

濱岡 隆文

講義 ○がんと循環器疾患の疫
学について理解し、生活
習慣とがん・循環器疾患
との関係を説明できる。

17

10月24日 木 1 生活習慣病の疫学と予防
Ⅱ

1.糖尿病の疫学とその予
防
2.高血圧の疫学とその予
防
3.肥満の疫学と予防
4.各種生活習慣病の食事
療法・運動療法
5.たばこの害と禁煙指導

濱岡 隆文

講義 ○生活習慣と糖尿病・高
血圧、肥満･脂質異常症・
動脈硬化について説明す
ることができる。
○生活習慣病対策として
の食事療法・運動療法に
ついて理解し、説明でき
る。
○喫煙と疾病の関係と禁
煙指導について説明でき
る

18

11月14日 木 1 特定健康診査・特定保健
指導

1.生活習慣病の予防
2.メタボリックシンド
ロームの概念
3.高齢者医療確保法
4.特定健康診査、特定保
健指導

濱岡 隆文

講義 ○生活習慣病と保健対策
について説明できる
▲メタボリックシンド
ロームの概念について説
明できる
▲特定健診・保健指導に
ついて説明できる

19

11月28日 木 1 感染症対策Ⅰ 1.感染症成立条件･流行様
式
2.感染症の疫学
3.感染症流行状況･様式
4.感染症の根絶（天然
痘）

町田 征己

講義 ▲感染症の成立条件、流
行様式を説明できる。
▲主要感染症の流行状況
を把握し、その特徴と対
策について説明できる。

20

12月05日 木 1 感染症対策Ⅱ 1.感染症法
2.検疫法
3.予防接種法
4.新興・再興感染症（エ
イズ・結核）
5.感染症・サーベイラン
ス

町田 征己

講義 ○感染症法の概要と届出
義務を説明できる。
○検疫法の概要を説明で
きる。
○予防接種法の意義と現
状を説明できる

医学・医療と社会Ⅰ(科目№TM16074003)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 26

担当教員

臨床医学Ⅰ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

相手の背景にあわせたわかりやすい言葉で、相手が理解・納得できるまで誠意をもって説
明する。

Ⅰ-2 ② レベルB(2)

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

主要な疾患の疫学/病態/予後を説明できる。Ⅲ-1 ② レベルB

主要な疾患の診断に関する知識を提示できる。Ⅲ-1 ③ レベルB

主要な疾患の治療に関する知識を提示できる。Ⅲ-1 ④ レベルB

医療面接に必要な項目を理解できる。Ⅲ-2 ① レベルB(1)

開放的・閉鎖的質問の方法を理解する。Ⅲ-2 ① レベルB(2)

インフォームドコンセントに必要な内容を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルB(3)

基本的な身体診療法の適応や結果の解釈を提示できる。Ⅲ-2 ② レベルB

基本的な臨床検査の適応や結果の解釈を提示できる。Ⅲ-2 ③ レベルB

基本的手技の適応や合併症を提示できる。Ⅲ-2 ④ レベルB

チーム医療や法規との関連で重要な医療記録を適切に作成し、管理できる。Ⅲ-2 ⑥ レベルB

患者の呈する症状や身体所見、簡単な検査所見に基いて、鑑別診断を述べることができ
る。また、初期治療や個別治療について想起できる。

Ⅲ-3 ① レベルB

2次3次救急疾患の初診時の評価について説明できる。Ⅲ-3 ② レベルB

感染症に関する法規を説明できる。Ⅲ-4 ③ レベルB

社会内規範を知り、概ね遵守できる。Ⅳ-1 ④ レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

社会的存在としての人間を重視して研究・診療を行うことの重要性を理解し、社会医学の
知識を網羅的に提示できる。

Ⅶ-1 ① レベルB(1)

世界の保健・医療関連事象の推移と地域分布を説明できる。Ⅶ-1 ① レベルB(2)

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

各講義内容に到達目標として示してあるが、下記に掲げる内容を目標と
する。
1）人間の心身の正常な構造と機能を述べることができる。
2）疾病の発生と経過に係る病因・環境・固体側の諸要因及びそれらの
相互関係を述べることができる。
3）疾患の診断、治療、予防を述べることができる。
4）緊急疾患の診断と応急処置を述べることができる。

科目における教育到達目標

人間性と独創性の豊かな医師として人類社会の発展に寄与し得る者とな
るために、医学に関す
る問題を的確に把握しそれを自主的かつ総合的に解決するための基本的
知識、生涯を通じて自己
学習し正しい自己評価を可能にする基本的態度・習慣、医療を単に疾病
の治療として把握するに
とどまらず患者の背景にある精神的・社会的諸問題と関係づけて考える
総合的視野を習得する。

各項目を参照のこと。

  学習内容

復習

各項目を参照のこと。

予習

各項目を参照のこと。

  授業時間外の学習

臨床医学Ⅰ(科目№TM16077003)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 26

担当教員

臨床医学Ⅰ

  ICT活用

各項目を参照のこと。

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝各項目の試験成績
講義に対する知識の習得状況を的確に
評価するため、各項目講義終了後、速
やかに試験を実施する。

最終評価点

多肢選択方式による試験に加え、記述
形式による試験も出題する。

筆記試験の形式

追・再試験は、年度末（すべての講義
・実習終了後）にl回とする。

再試験・実施時期

� 難易度は原則として本試験と同等
（以上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者、試験を欠
席した者。

再試験・対象者

本試験に準ずる。再試験・範囲

本試験に準ずる。再試験・方法

評価に対するフィードバック

試験終了後に正解表・解説書を配布する。
試験に対する質問については出題者へ確認し回答する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

100%

試験

講義に対する知識はもとより、講義で取
り上げない内容についても出題し、自己
学習の成果を評価することを目的とす
る。また、出席率が2/3以上の者が、最終
評価の対象となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

臓器別講義の目的は、器官・機能・症候上系統性があるため学習上の理解・整理がしやすいこと、
教科間での融合性も高く、重複が避けることができること、講義時間数が削減でき、自主学習の向
上がはかれることにある。本講義を達成するには、学生にあっては出席することを常とし形成学習
を怠らないこと、教員にあっては講義の順次性を乱すことのないよう万全の体勢をとることが肝要
である。

  オフィスアワー

担当

日時

場所

IP電話

E-mail

各項目を参照のこと。備考

教科書

著） 出）

各項目を参照のこと。備）

参考書

著） 出）

備）各項目を参照のこと。

  指定する教科書、参考書

臨床医学Ⅰ(科目№TM16077003)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 26

担当教員

臨床医学Ⅰ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1 講義

臨床医学Ⅰ(科目№TM16077003)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(臨床入門) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・吉村 真奈・(放射線医学)

臨床医学Ⅰ(臨床入門)

  学習内容

教育方針

臨床医学の講義で取り上げられる各種病態を理解するためには、診断学
が不可欠である。診断学はどの分野においても必須の内容であり、この
セッションでは、各分野に共通する診断学の基本的な内容を、解剖学、
免疫学、病理学、統計学、症候学、臨床検査医学および放射線診断学的
な視点を交えて、判りやすく学習する。その分野別の特色の強いものも
ある。そのような特色の強い内容については、各分野の講義で具体的な
病態と関連付けながら学習すると理解しやすい。
また、栄養や保険診療など、実際の臨床現場で診療する上で必ず知って
おかなければならない関連事項についても学ぶ。
これまでに基礎医学で学習してきた知識を思い起こし、臨床症例につい
て「なぜだろう」と考えながら学習することで、知識を臨床に応用でき
る形で身につけられるようにしていく。

講義の概説

臨床医学の導入として、各分野の講義を理解するために必要な事項をま
とめたセッションである。
臨床検査医学科、放射線科、総合診療科などにより、臨床医学 I・II の講
義の理解が深まるよう構成されている。

復習

授業終了後に、「e 自主自学」を通じて入手した授業資料ならびに授業
にて配布された資料を、再度見直し、その時間の学習内容を完全に習得
すること。それでも理解できない場合は、積極的に教員に質問し、理解
すること。
理解することを目的に、３０分以上の復習を充てること。

予習

毎時間、授業を受ける前に必ず「e 自主自学」を通じて授業資料を入手
し、熟読しておくこと。
授業資料で理解不十分な箇所を、授業時間内に理解するように努めるこ
と。
30分以上の予習を充てること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e 自主自学」を通じて、単語・略語リスト、講義資料の提示や事前テストを行う。
・授業中にクリッカーを用いた確認テストを実施する。
・e ポートフォリオを活用して、授業に関する質問や感想の提出によるフィードバックをはかる。

 学習上の注意

  学習上の注意等

今後の臨床医学を理解するうえで、欠かすことのできない内容が、多く盛り込まれている。用語や方法を学ぶだけでなく、考え方を学ぶように心が
ける。講義に受動的に参加しているだけでは理解に結びつかない。この講義のなかで学んだことを、今後の臨床医学の講義や実習の中で応用し、自
分で考えながら理解を深めていくことで、将来の臨床においても役立つ診断能力を習得することができる。

  オフィスアワー

担当

日時

場所

IP電話

E-mail

このセッションでは分野・担当科が多岐にわたるため、各講義担当者に直接連絡をとること。備考

  指定する教科書、参考書

このセッションの特色として、内容が多岐にわたるため、教科書として挙げると多数冊になってしまう。講義担当者から各講義を理解しやすい資料
を挙げてもらう。

臨床医学Ⅰ(臨床入門)(科目№TM16077013)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(臨床入門) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・吉村 真奈・(放射線医学)

臨床医学Ⅰ(臨床入門)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

04月01日 月 1 臨床検査医学総論① 1 スクリーニング検査
2 基本的検査
3 精密検査
4 精密さ（再現性）
5 インフォームド・コンセン
ト

福武 勝幸(臨床検査
医学)

○臨床検査の意義・役割を説
明できる。
○検査項目の目的概念が説明
できる。
△検査結果の信頼性について
問題点が指摘できる。
△検査におけるインフォーム
ド・コンセントの重要性を説
明できる。

2

04月01日 月 2 臨床検査医学総論② 1 基準値　
2 病態識別（カットオフ、意
志決定）値
3 感度・特異度
4 パニック値
5 変動要因

稲葉 浩(臨床検査医
学)

○臨床検査の基準値（基準範
囲）の目的と算出方法が説明
できる。　
○基準範囲と病態識別値の違
いが説明できる。
△診断値、要治療値、パニッ
ク値の概念が説明できる。
△臨床検査における変動要因
を説明できる。

3

04月01日 月 3 臨床検査医学各論①
基本的検査：尿・便検査

1 基本的検査
2 尿一般検査
3 尿沈渣検査
4 便検査

萩原 剛(臨床検査医
学)

○初期診療における臨床検査
の意義と進め方を説明でき
る。
○基本的検査の項目を挙げる
ことができる。
○基本的な尿検査の意義を理
解し結果の解釈ができる。
○基本的な便検査の意義を理
解し結果の解釈ができる。

4
04月01日 月 4 臨床検査医学各論② 1 脂質代謝検査

2 肝機能検査
3 腎機能検査

金子 誠(臨床検査医
学)

○基本的な生化学検査の意義
を理解し結果の解釈ができ
る。

5

04月02日 火 1 臨床検査医学各論③
基本的検査：血液検査

1 血球数算定
2 末梢血液像検査
3 赤血球沈降速度
4 CRP

鈴木 隆史(臨床検査
医学)

○基本的な血液検査の意義を
理解し結果の解釈ができる。
○炎症に関する検査を挙げ結
果の解釈ができる。

6

04月02日 火 2 新生児・小児疾患と臨床検
査

1 小児の基準値
2 小児に特徴的な検査異常

石井 宏樹(小児科・
思春期科学)

○小児における基準値の設定
の困難さが説明できる。
○新生児における検査値の変
動を説明できる。
△小児の採血方法と採血によ
る検査への影響が説明でき
る。

7

04月02日 火 3 加齢と臨床検査 1 加齢に伴う基準値の変動
2 高齢者に特徴的な検査異常 金高 秀和(高齢総合

医学)

○加齢に伴う検査値の変動の
概念が説明できる。
○高齢者に特徴的な検査の異
常が説明できる。

8

04月02日 火 4 腹部の画像診断 1 肝臓
2 胆嚢
3 膵臓
4 脾臓

齋藤 和博(放射線医
学)

○CT、MRIなどの造影法につ
いて説明できる。
○各画像診断法による正常解
剖を説明できる。

9

04月03日 水 1 病理診断 1 検体保存法
2 HE染色
3 免疫染色
4 細胞診
5 迅速診断

長尾 俊孝(人体病理
学)

○基本的な病理診断の実際が
説明できる。
○臨床現場における病理診断
の意義と役割について説明が
できる。

10

04月03日 水 2 頭頸部領域の画像診断 1 超音波
2 単純X線　
3 血管造影
4 CT
5 MRI

勇内山 大介(放射線
医学)

○頭頸部領域の画像診断につ
いて説明できる。

11

04月03日 水 3 中枢神経の画像診断 1 頭蓋単純写真
2 CT
3 MRI
4 脳血管造影
5 ミエログラフィ

勇内山 大介(放射線
医学)

○各検査法の特徴と適応を説
明できる。
○血液脳関門と造影剤使用の
意義を説明できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(臨床入門)(科目№TM16077013)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(臨床入門) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・吉村 真奈・(放射線医学)

臨床医学Ⅰ(臨床入門)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

12

04月03日 水 4 胸部の画像診断 1 肺
2 縦隔
3 乳腺
4 大血管

山田 隆文(放射線医
学)

○CT、MRIなどの造影法につ
いて説明できる。
○各画像診断法による正常解
剖を説明できる。

13

04月04日 木 1 骨・関節・軟部組織と画像
診断

1 骨形成、化骨
2 単純X線
3 骨シンチ
4 CT
5 MRI

朴 辰浩(放射線医
学)

○骨の機能・発育過程が説明
できる。
○骨のX線の正常像が説明で
きる。
○骨の画像診断法を挙げてそ
の特色を説明できる。

14
04月04日 木 2 消化管の画像診断 1 消化管のバリウム検査

2 消化管の内視鏡
杉本 暁彦(消化器内

科学)

○消化管の解剖を理解し、各
種検査法での特徴が説明でき
る。

15

04月04日 木 3 核医学検査および治療の基
本

1 核医学検査
2 核医学治療 鈴木 邦仁(放射線医

学)

○核医学検査の意義を理解し
結果の説明ができる。
○核医学治療について説明で
きる。

16

04月04日 木 4 診断学総論 1 診療の進め方
2 臨床推論
3 鑑別診断

平山 陽示(総合診療
医学)

○基本的な診療の流れを説明
できる。
○診断の考え方を説明でき
る。

17

04月05日 金 1 医療面接の基礎 1 医療面接
2 コミュニケーション
3 解釈モデル
4 受療行動
5 ラポール

原田 芳巳(総合診療
医学)

○医療面接の意義を説明でき
る。
○学習者同士でロールプレイ
ができる。

18

04月05日 金 2 栄養サポート・食事療法 1 早期栄養療法の有用性
2 栄養治療計画とモニタリン
グ
3 NST（栄養サポートチー
ム）
4 食事療法

宮澤 靖（栄養管理
科）

○診療における栄養サポート
の重要性が理解できる

19

04月05日 金 3 血管撮影の画像診断 1 血管撮影の手技
2 頭頚部
3 腹部
4 骨盤部

大高 純(放射線医
学)

○血管撮影の手技について説
明できる。
○血管撮影の画像診断につい
て説明できる。

20
04月05日 金 4 健康保険制度 1 国民皆保険制度

2 保険診療のルール
3 診療録の重要性

葦沢 龍人(医療保険
室)

○基本的な健康保険制度が説
明できる。

21
04月08日 月 1 症候学(１) 1 浮腫

2 体重減少
3 発熱

原田 芳巳(総合診療
医学)

○頻度の高い全身症状につい
て鑑別診断を挙げられる。

22

04月08日 月 2 症候学(２) 1 痛み
2 胸痛
3 主訴と鑑別診断 畑中 志郎(総合診療

医学)

○痛みに対する診療の進め方
を説明できる。
○胸痛の症例について鑑別診
断を挙げられる。
○主訴に応じて鑑別診断を検
討できる。

23

04月09日 火 2 診療録と医学用語 1 診療録
2 POSとPOMR
3 医学用語 川上 浩平(総合診療

医学)

○診療録の目的を説明でき
る。
○POS, POMRについて説明
できる。
○臨床で用いる基本的な医学
用語を説明できる。

24

04月09日 火 3 身体診察の基礎 1 身体診察の意義
2 身体診察の注意点
3 身体診察の検査特性
4 身体診察の手順
5 主な身体診察手技

遠井 敬大(総合診療
医学)

○身体診察の意義と注意点を
説明できる。
○身体診察の手順を説明でき
る。

臨床医学Ⅰ(臨床入門)(科目№TM16077013)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 55 -

 / 5)PAGE (1

2019年 度

臨床医学Ⅰ(循環器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・近森 大志郎・(循環器内科学)、准教授・高田 佳史・(循環器内科学)、准教授・肥田 敏・(循環器内科学)

臨床医学Ⅰ(循環器系)

  学習内容

教育方針

医師として必要な循環器病学に対する基本的知識を身につけるために、
基礎医学で学んだ知識を整理しつつ、循環器疾患の成因･病態生理･臨床
症状･検査所見･診断･内科的外科的治療法の選択および手術法について学
習する。特に、基礎的知識を確実に習得し、4-5年生における臨床実習を
円滑に行うための水準に到達することは必須である。

講義の概説

循環器系の疾患について内科的および外科的疾患を包括して学習する。
担当教官についても循環器内科･心臓血管外科･人体構造学･細胞生理学･
健康増進スポーツ医学・小児科の各教室の協力のもとで行う。このため
講義は循環器系の構造･機能および循環器疾患の徴候･検査法から始ま
り、各論がこれに続くように一連の流れとして構成されている。また、
重要な知識と理解力を確認するために、自学自習を基本とした演習も行
う。
講義ではクリッカーなどの ICT を活用し、講義前後の予習・復習は「e
自主自学」（プリテスト、ポストテストは必須）を活用し、講義の振り
返り・質問は e ポートフォリオを用いる。一部の講義では Team Based
Learning(TBL)により行う。

復習

授業終了後に、「e 自主自学」にて事後テストを受験し、自己の学習成
果を確認すること。間違えた箇所を特に重点的に復習し、その時間の学
習内容を完全に習得すること。それでも理解できない場合は、オフィス
アワー、e ポートフォリオを活用して積極的に質問し理解できるよう努
力すること。

予習

毎時間、事前テストを必ず受験してから授業に臨むこと。テストは、
「e 自主自学」を通じて授業資料を事前に入手し、熟読したうえで受験
すること。テストで自己の不得意箇所を把握してから授業に臨み、授業
時間内に理解するように努めること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e 自主自学」を通じて、単語・略語リスト、講義資料の提示や、小テスト、アンケート方式の授業評価を実施する。
・授業中にクリッカーを用いた確認テストを実施する。
・e ポートフォリオを活用し、授業に関する質問等や感想を提出させフィードバックする。
・講義前後の「e 自主自学」（プリテスト、ポストテスト）は必須とする。また、e ポートフォリオを活用しての講義内容についての振り返りを勧
める。また、講義およびその内容に関連した項目について疑問・質問がある場合は e ポートフォリオに書き込みをしてほしい。早期の回答が必要
であると判断した場合は e ポートフォリオ上で講義担当者ないしは主任教授よりフィードバックを行う。

 学習上の注意

  学習上の注意等

医学も自然科学の一分野であり、論理的思考法を駆使して問題の解決を図ることに変わりはない。
なかでも循環器病学の分野は、病因･病態生理･臨床所見･検査所見そして治療法にいたるまで一連の因果関係から成り立っており、解剖学や生理学
などの基礎医学の基本的知識を活用すれば容易に次の段階へと進むことができる。したがって、ただ知識を丸暗記するのではなく、基礎医学の知識
をもとに系統だった論理的思考法により問題解決を図ることが効果的な学習に結びつく。このため、常に自ら学習する姿勢で臨み、疑問点について
は積極的に質問をし、問題解決するように努めることが大切である。

  オフィスアワー

講義に関連したものは 講義担当者が対応する。担当

日時

場所

IP電話

E-mail

循環器内科医局秘書(兼子；院内 IP 電話；62055）に連絡して アポイントをとること。備考

  指定する教科書、参考書

講義内容は基本的かつ必須の内容が中心となり、細部にわたって言及することは困難である。したがって配布資料以外に、以下に指定する教科書を
通読･活用する必要がある。
１）杉本恒明、矢崎義雄（編集）『内科学（第 11 版）』朝倉書店 2013 年
２）小川聡（総編集）、小川聡、藤田敏郎（部門編集）、改訂第 8 版『内科学書 Vol.3 循環器疾患、腎・尿路疾患』中山書店 2013 年
３）北島政樹、他（監修）『標準外科学（改訂第 13 版）』医学書院 2016 年
４）高久忠麿 （編集）『新臨床内科学第9版』医学書院 2009年
５）五十嵐正男、山科章（共著）『不整脈の診かたと治療（第 5 版）』医学書院 1997 年
６）内山聖、他（編集）『標準小児科学（第 8 版）』医学書院 2013 年

臨床医学Ⅰ(循環器系)(科目№TM16077023)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(循環器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・近森 大志郎・(循環器内科学)、准教授・高田 佳史・(循環器内科学)、准教授・肥田 敏・(循環器内科学)

臨床医学Ⅰ(循環器系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1
04月15日 月 1 循環器病学のオリエンテー

ション
1 心血管の機能と働き
2 循環器病学で学ぶこと
3 各論概要

近森 大志郎(循環器
内科学)

○循環器病学のオリエンテー
ション

2

04月15日 月 2 心臓と血管の正常構造 1 心臓の正常構造
2 体循環と肺循環
3 大動脈の枝と分布域
4 主な動脈と静脈

永堀 健太(人体構造
学)

○心臓の構造と主な動脈と静
脈を説明できる。

3

04月15日 月 3 心臓細胞の電気現象と心臓
の興奮

1 サルコメア
2 膜電位と活動電位
3 刺激伝導系
4 興奮収縮連関

井上 華(細胞生理
学)

○心筋細胞の微細構造・電気
現象・機能を説明できる。

4

04月15日 月 4 心周期と心機能 1 心周期
2 圧容量曲線
3 心　音
4 心拍出量
5 Starlingの法則

近森 大志郎(循環器
内科学)

○心周期にともなう血行動態
を説明できる。
○心機能曲線と心拍出量の調
節機序を説明できる。

5

04月16日 火 1 心電図(1) 1 心電図で分かること
2 心電図のとり方
3 心電図読影の手順
4 異常心電図の概説

椎名 一紀(循環器内
科学)

○心電図の基本を説明でき
る。

6

04月16日 火 2 心電図(2) 1 労作性狭心症
2 異型狭心症
3 不安定狭心症
4 急性心筋梗塞：ST上昇型・
非上昇型
5 陳旧性心筋梗塞

高田 佳史(循環器内
科学)

○心電図の基本を説明でき
る。

7

04月16日 火 3 心電図(3) 1 脚ブロック
2 WPW症候群
3 右室肥大
4 左室肥大
5 電解質異常

冨山 博史(循環器内
科学)

○心電図の基本を説明でき
る。

8
04月16日 火 4 心電図演習 冨山 博史(循環器内

科学)

9

04月18日 木 2 運動負荷試験と
心臓リハビリテーション

1 運動耐容能
2 最大酸素摂取量
3 嫌気性代謝閥値(AT)
4 運動負荷試験
5 虚血性変化
6 心臓リハビリテーション

村瀬 訓生(健康増進
スポーツ医学)

△運動時の循環反応とその機
序を説明できる。
▲運動時のエネルギー代謝に
ついて説明できる。
▲運動時の異常反応とその意
義を説明できる。
▲心臓リハビリテーションを
概説できる。

10

04月18日 木 3 心エコー図 1 心臓の正常構造
2 心機能評価
3 左室肥大
4 弁狭窄・逆流
5 ドプラ法

武井 康悦(循環器内
科学)

○断層心エコー図から心臓の
画像診断を説明できる。

11

04月18日 木 4 心臓画像診断
（胸部X線・核医学
・CT・MRI）

1 心シルエットと心拡大
2 肺うっ血所見
3 心筋シンチグラフィ
4 心臓MRIと心臓の構造
5 心CTと冠動脈病変

小菅 寿徳(循環器内
科学)

○胸部X線写真から心臓・大
血管の画像診断を説明でき
る。
○CTから大血管の画像診断
を説明できる。
▲MRIから心臓の画像診断を
説明できる。
○心臓核医学の読影の原理を
説明できる。

12

04月19日 金 1 肺高血圧症 1 左心不全と左房圧
2 左→右シャント
3 肺血管抵抗
4 肺性心
5 肺血栓塞栓症

椎名 一紀(循環器内
科学)

△肺高血圧症を概説できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(循環器系)(科目№TM16077023)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(循環器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・近森 大志郎・(循環器内科学)、准教授・高田 佳史・(循環器内科学)、准教授・肥田 敏・(循環器内科学)

臨床医学Ⅰ(循環器系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

13

04月19日 金 2 心臓カテーテル検査
心機能評価と心血管造影

1 心係数・肺動脈楔入圧・左
室駆出率
2 左室拡張末期圧・左室拡張
末期容量
3 Forrester分類
4 左室造影・大動脈造影
5 Seller's分類

山下 淳(循環器内科
学)

○心血管造影から心臓･大血
管の画像診断を説明できる。
○心カテーテル検査(心内
圧、心機能、シャント率の測
定)と結果の解釈を説明でき
る。

14
04月19日 金 3 慢性心不全の病態 1 症候と病態生理

2 NYHA分類
3 RAS系

高田 佳史(循環器内
科学)

○心不全の原因疾患と病態生
理を説明できる。

15

04月19日 金 4 慢性心不全の診断と治療 1 薬物治療
2 短期予後･長期予後
3 脳性利尿ペプチド
4 心臓再同期療法

高田 佳史(循環器内
科学)

○左心不全と右心不全の診断
を説明し、治療を概説でき
る。
○慢性心不全の診断を説明
し、治療を概説できる。

16

04月22日 月 1 先天性心疾患① 1 胎児循環
2 動脈管開存
3 心房中隔欠損
4 心室中隔欠損

奈良 昇乃助(小児科
・思春期科学)

○先天性心疾患の基本を学
ぶ。

17

04月22日 月 2 先天性心疾患② 1 心臓･大血管の発生
2 大血管転位
3 肺静脈還流異常症
4 大動脈縮窄

奈良 昇乃助(小児科
・思春期科学)

○病態生理･症候と診断を説
明し、治療を概説できる。

18
04月22日 月 3 先天性心疾患③ 1 心内膜床欠損症

2 Fallot四徴症
3 動脈管依存性心疾患

奈良 昇乃助(小児科
・思春期科学)

○病態生理･症候と診断を説
明し、治療を概説できる。

19

04月22日 月 4 先天性心疾患④ 1 Fallot四徴症
2 大血管転位
3 三尖弁閉鎖
4 左心低形成症候群
5 姑息手術・心内修復術

神谷 健太郎(心臓血
管外科学)

○先天性心疾患の外科治療の
基本を学ぶ。

20

04月23日 火 2 虚血性心疾患の外科的治療 1 冠動脈バイパス術
2 グラフト材料と選択
3 off pump bypass
4 機械的合併症の手術

福田 尚司(心臓血管
外科学)

○虚血性心疾患に対する手術
適応と術式を概説できる。

21

04月23日 火 3 静脈・リンパ管疾患 1 下肢静脈瘤（△）
2 深部静脈血栓症･肺塞栓
（急性・慢性）
3 Budd-Chiari症候群（▲）
4 静脈疾患の治療
5 リンパ管炎･リンパ浮腫
（△）

岩橋 徹(心臓血管外
科学)

○深部静脈血栓症の原因と症
候、治療を説明できる。
○上大静脈症候群の原因と症
候を説明できる。
○下肢静脈瘤を概説できる。
○リンパ浮腫の原因を列挙で
きる。

22

04月23日 火 4 大動脈疾患 1 大動脈疾患の症候と診断
2 胸部および腹部大動脈瘤
3 大動脈解離
4 大動脈炎症候群
5 大動脈疾患の治療

福田 尚司(心臓血管
外科学)

○大動脈の枝を図示し、分布
域を概説できる。
○大動脈瘤を概説できる。
○大動脈解離を概説できる。
○大動脈炎症候群を概説でき
る。

23

04月24日 水 1 冠循環と狭心症 1 労作性狭心症
2 冠攣縮性狭心症
3 臨床的特徴
4 心電図変化
5 冠動脈造影

椎名 一紀(循環器内
科学)

○心臓の循環調節を概説でき
る。
○安定狭心症の病態生理･症
候と診断を説明できる。

24

04月24日 水 2 急性冠症候群と不安定狭心
症

1 プラークの破綻
2 臨床症状
3 心電図の特徴
4 冠動脈造影
5 合併症

山下 淳(循環器内科
学)

▲急性冠症候群の概念を説明
できる。
○不安定狭心症の病態生理･
症候と診断を説明できる。

25

04月24日 水 3 急性心筋梗塞① 1 病態生理と徴候
2 心電図･血液検査・心エ
コー図所見
3 冠動脈造影

急性心筋梗塞②へ

山下 淳(循環器内科
学)

○急性心筋梗塞の病態生理･
症候･診断と合併症を説明で
きる。

臨床医学Ⅰ(循環器系)(科目№TM16077023)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(循環器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・近森 大志郎・(循環器内科学)、准教授・高田 佳史・(循環器内科学)、准教授・肥田 敏・(循環器内科学)

臨床医学Ⅰ(循環器系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

26

04月24日 水 4 急性心筋梗塞② 急性心筋梗塞①から続く

4 急性期血行動態
5 電気的および機械的合併症

山下 淳(循環器内科
学)

○急性心筋梗塞の病態生理･
症候･診断と合併症を説明で
きる。

27

04月25日 木 2 心臓血管外科手術法 1 血管縫合
2 人工心肺
3 希釈体外循環
4 低体温・心筋保護
5 補助循環

荻野 均(心臓血管外
科学)

○心臓血管外科手術の基本を
学ぶ。

28

04月25日 木 3 末梢動脈疾患 1 急性動脈閉塞･塞栓症
2 PAD･TAO
3 Raynaud症候群･病
4 動静脈奇形
5 末梢動脈疾患の治療

西部 俊哉(心臓血管
外科学)

○閉塞性動脈硬化症とバー
ジャー病を概説できる。

29

04月25日 木 4 動脈硬化症と冠危険因子 1 高脂血症
2 喫　煙
3 冠危険因子
4 動脈硬化の成立
5 冠動脈プラーク

小菅 寿徳(循環器内
科学)

○動脈硬化症の危険因子･病
態生理と合併症を説明でき
る。

30

04月26日 金 1 心臓弁膜症① 1 大動脈弁狭窄症
2 大動脈弁閉鎖不全症
3 起炎菌
4 vegetation
5 予 防

肥田 敏(循環器内科
学)

△大動脈弁疾患の原因･病態
生理･診断･治療を概説でき
る。
○感染性心内膜炎の原因、症
候と診断を説明し、治療を概
説できる。

31

04月26日 金 2 心臓弁膜症② 1 Jones診断基準（▲）
2 僧帽弁狭窄症
3 僧帽弁閉鎖不全症
4 僧帽弁逸脱症

肥田 敏(循環器内科
学)

○僧帽弁疾患の原因･病態生
理･診断･治療を概説できる。
▲リウマチ熱の病態と診断を
説明できる。

32

04月26日 金 3 心臓弁膜症③ 1 僧帽弁置換術
2 僧帽弁形成術
3 大動脈弁置換術
4 三尖弁形成術（▲）
5 人工弁の選択（▲）

福田 尚司(心臓血管
外科学)

○弁膜症の手術適応を説明
し、手術法を概説できる。

33

04月26日 金 4 高血圧症 1 本態性高血圧の機序
2 二次性高血圧の原因
3 臓器障害
4 降圧薬 冨山 博史(循環器内

科学)

○血圧調節の機序を説明でき
る。
○本態性高血圧の疫学･診断･
合併症と予後を説明し、治療
を概説できる。
○二次性高血圧の原因を列挙
し、診断を説明し、治療を概
説できる。

34

05月07日 火 3 不整脈（1） 1 期外収縮
2 発作性上室頻拍
3 WPW症候群
4 心房細動・粗動
5 抗不整脈薬・カテーテルア
ブレーション

里見 和浩(循環器内
科学)

○主な頻脈性不整脈の心電図
上の特徴と治療を説明でき
る。

35

05月07日 火 4 不整脈（2） 1 Wide QRS tachycardia
2 心室頻拍
3 心室細動
4 電気的除細動
5 植込み型除細動器

里見 和浩(循環器内
科学)

○致死的不整脈の心電図上の
特徴と治療を説明できる。

36

05月08日 水 1 不整脈　(3) 1 補充収縮
2 洞不全症候群
3 房室ブロック
4 Adams-Stokes症候群
5 ペースメーカ治療

肥田 敏(循環器内科
学)

○主な徐脈性不整脈の心電図
上の特徴と治療を
　説明できる。

37

05月08日 水 2 心筋疾患① 1 サルコメア・デスモゾーム
2 症候と病態生理
3 非対称性中隔肥大
4 収縮期僧帽弁前方運動
5 予　後

近森 大志郎(循環器
内科学)

○肥大型心筋症の定義･概念
と病態生理を説明できる。
▲不整脈源性右室心筋症の概
念を説明できる。

臨床医学Ⅰ(循環器系)(科目№TM16077023)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(循環器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・近森 大志郎・(循環器内科学)、准教授・高田 佳史・(循環器内科学)、准教授・肥田 敏・(循環器内科学)

臨床医学Ⅰ(循環器系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

38

05月08日 水 3 心筋疾患② 1 拡張型心筋症
2 病態生理と予後
3 心アミロイド－シス
4 心サルコイドーシス

近森 大志郎(循環器
内科学)

○拡張型心筋症の定義･概念
と病態生理を説明できる。
○二次性心筋疾患の原因と病
態生理を説明できる。

39

05月08日 水 4 急性心不全・心原性ショッ
ク

1 症候と病態生理
2 身体所見
3 Killip分類
4 Forrester分類
5 薬物治療

高田 佳史(循環器内
科学)

○急性心不全の定義と重症度
分類を説明できる。
○急性心不全の病態生理を説
明できる。
○急性心不全の診断を説明
し、治療を概説できる。
○心原性ショックの治療を概
説できる。

40

05月09日 木 2 心膜疾患・心臓腫瘍 1 急性心外膜炎（△）
2 心タンポナーデ（△）
3 慢性収縮性心膜炎（▲）
4 急性心筋炎(△)
5 粘液腫（▲）

武井 康悦(循環器内
科学)

△急性心膜炎の症候を説明で
きる。
△心タンポナーデの原因と診
断を説明し、治療を概説でき
る。
△心筋炎の病因と症候を説明
できる。
▲心臓腫瘍の症候と診断を概
説できる。

41
05月10日 金 1 演　習　① 椎名 一紀(循環器内

科学)

42

05月10日 金 2 虚血性心疾患の内科的治療
TBL

1 冠危険因子の治療
2 心筋虚血の治療
3 急性心筋梗塞の治療方針
4 冠インターベンション

山科 章(医学教育推
進センター)

○安定狭心症･不安定狭心症･
急性心筋梗塞の治療を概説で
きる。

43
05月10日 金 3 演　習　② 肥田 敏(循環器内科

学)

44
05月10日 金 4 演　習　③ 冨山 博史(循環器内

科学)

臨床医学Ⅰ(循環器系)(科目№TM16077023)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(血液・造血器・リンパ系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・伊藤 良和・(血液内科学)

臨床医学Ⅰ(血液・造血器・リンパ系)

  学習内容

教育方針

血液疾患に関わらず、まず、各疾患における根幹となる病態生理をしっ
かりと理解してほしい。この病態生理の理解が欠落すると、臨床系の教
科全般は無味乾燥の “暗記科目”に陥ってしまう。病態生理の理解に
は、基礎医学系で学んだ知識ならびに科学的思考が不可欠である。本教
科では病態生理から臨床所見そして治療法へと有機的に講義を進めてい
く。

講義の概説

我々の体内を流れる血液細胞は、骨髄造血による新たな血球産生と脾臓
における老化した古い血球の破壊のバランスによりその恒常性が維持さ
れている。まず、生理学、生化学における基礎医学知識を基盤に、これ
ら造血における恒常性維持のための調節機構と各血球系の生体内での機
能を十分に理解してほしい。血液疾患の多くは、赤血球、白血球および
血小板が非生理的に減少あるいは増加をきたした場合である。これら疾
患の病態生理をしっかりと理解することが重要である。血球減少に関し
ては、“骨髄における産生障害”対“破壊・消費の亢進”の視点から
（例：再生不良性貧血 対 溶血性貧血）、また、血球の増加に関しては
“腫瘍性増殖”対“反応性増殖”(例：白血病 対 類白血病反応)の視点よ
り病態を捉えると血液疾患の全容が比較的明瞭に見えてくる。これはリ
ンパ節の腫脹をきたす悪性リンパ腫や炎症性のリンパ節炎の場合でも同
様である。
骨髄では造血細胞の増殖、分化、アポトーシスという、いわば生物学の
根幹をなす現象が凝縮して営まれている。この造血のダイナミズムを是
非理解してもらいたい。

復習

臨床実習の段階では改めて知識の習得に費やす時間は多くない。内科学
は医学の根幹をなす学問であり、内科学すべてが重要である。3 年生の
学習機会を逃すと知識に大きな欠落を残し、後で取り返しがつかない場
合もある。臨床を意識しながら、講義プリント、教科書、国家試験問題
などを駆使してしっかりと1時間以上かけて復習してほしい。

予習

良い医師となるためには多くの知識と深い理解が必要であるが、予習な
しで講義に臨むと知識の暗記と浅い理解だけに終わってしまう。個々の
担当者は経験豊富であり、様々なエッセンスが講義の中に凝縮されてい
る。それを理解するためには、教科書に30分以上かけて目を通す程度の
予習はして頂きたい。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e 自主自学」に資料を提示する講義があるので参照すること。
・授業中に確認問題を提示することがある。クリッカーを適宜用いる。

 学習上の注意

  学習上の注意等

各種疾患における臨床所見、治療方法の知識は、その病態生理にのっとり有機的に導き出せることが最も望ましい姿である。単なる暗記・知識の羅
列でないことを意識して学習する。これらは将来、臨床実地で応用可能な大切な糧となるはずである。また、コア・カリキュラムで講義される内容
は全国規格の“minimal requirements” (最低到達基準)であることを諸君らは十分に意識すべきである。講義内容の把握は当然のことながら、適宜
課せられる課題における自己学習態度・学習法の確立こそが、医師としての生涯学習の定着という観点からも重要と考える。
なお、学年によって講義途中で教室への出入りが目立つ場合がある。このような講義担当者や他の聴講者に対して礼を失する行為は慎んで頂きた
い。医師となる前に人間としてどうあるべきかを考えること。

臨床医学Ⅰ(血液・造血器・リンパ系)(科目№TM16077033)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(血液・造血器・リンパ系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・伊藤 良和・(血液内科学)

臨床医学Ⅰ(血液・造血器・リンパ系)

  オフィスアワー

伊藤 良和（血液内科学）担当

木曜日 17：00～18：00日時

病院6階第1会議室（検討会）　または　教育研究棟13階血液内科医局場所

IP電話 62012

yito@tokyo-med.ac.jpE-mail

血液内科学担当分については、検討会で各講義担当者に質問することができる。検討会がない場合は
場所を医局とする。高齢総合医学担当分については、担当者が非常勤のため講義時に質問することを
原則とするが、どうしても聞きたいことがある場合は血液内科学で対応する。

備考

吉村 真奈（放射線医学）担当

月曜日 12：00～13：00日時

病院3 階 放射線科核医学場所

IP電話 62836

radiolmn@tokyo-med.ac.jpE-mail

放射線医学担当分については、メールまたは電話によりアポイントをとることを奨める。備考

四本 美保子（臨床検査医学）担当

水曜日 13:00～14:00日時

教育研究棟13 階 臨床検査医学医局場所

IP電話 62828

E-mail

臨床検査医学担当分については、各講義担当者に電話(5086)にてアポイントをとることを奨める。備考

  指定する教科書、参考書

1）内科学 (朝倉書店)
病態生理をしっかりと理解する上でも成書は用意してほしい。
2）医学スーパーラーニングシリーズ 血液内科学（丸善出版）

臨床医学Ⅰ(血液・造血器・リンパ系)(科目№TM16077033)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(血液・造血器・リンパ系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・伊藤 良和・(血液内科学)

臨床医学Ⅰ(血液・造血器・リンパ系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

05月14日 火 2 免疫担当細胞の分化とリン
パ組織
白血球の種類と分化
赤血球とヘモグロビン
正常形態学

1 胸　腺
2 脾　臓
3 リンパ節
4 パイエル板
5 食細胞
6 赤血球の機能と代謝
7 形態学

伊藤 良和(血液内科
学)

○脾臓、胸腺リンパ節、扁桃
とパイエル板の構造と機能、
白血球の種類と機能を説明で
きる。
▲正常造血細胞を識別でき
る。

2

05月14日 火 3 骨髄の構造と血球の分化
骨髄穿刺と生検

1 造血幹細胞
2 分化・増殖・アポトーシス
3 造血因子
4 造血微小環境
5 骨髄穿刺・生検
6 特殊染色
7 染色体
8 CD分類

後藤 明彦(血液内科
学)

○骨髄の構造を説明できる。
○造血幹細胞から各血への分
化と成熟過程を説明できる。
▲骨髄穿刺・生検の目的と検
査方法を説明できる。

3

05月14日 火 4 血漿タンパク質：その種類
と機能
末梢血液検査の目的と適応

1 血漿タンパク
2 アルブミン
3 補　体
4 白血球分画
5 血小板
6 MCV

金子 誠(臨床検査医
学)

○血漿タンパク質の種類と機
能を説明できる。
○末梢血液検査の目的と適応
を説明し、結果を解釈でき
る。

4

05月16日 木 2 血小板の機能と凝固・線溶
のプロセス

1 血小板粘着・凝集
2 凝固因子
3 線溶因子
4 凝固阻止因子
5 線溶阻止因子

鈴木 隆史(臨床検査
医学)

○血小板の機能と止血や凝固
・線溶の機序を説明できる。

5

05月17日 金 1 血液疾患の症候 1 リンパ節腫脹
2 脾腫
3 汎血球減少
4 無顆粒球症
5 薬剤起因性血液障害

岡部 聖一(血液内科
学)

○リンパ節腫脹の原因を列挙
し、患者の診断の要点を説明
できる。
○脾腫をきたす疾患を列挙
し、鑑別診断の要点を説明で
きる。
▲血球減少、血球増加をきた
す疾患を列挙し、鑑別診断の
要点を説明できる。

6

05月17日 金 2 造血器腫瘍治療総論
　　がん化学療法
　　支持療法

1 抗悪性腫瘍薬
2 分子標的療法
3 発熱性好中球減少症

赤羽 大悟(血液内科
学)

▲がん化学療法に用いる薬剤
の種類と作用機序および副作
用を列挙できる。
▲がん化学療法に伴う合併症
の種類と対策を列挙できる。

7

05月17日 金 3 急性白血病と骨髄異形成症
候群

1 急性骨髄性白血病
2 急性リンパ性白血病
3 骨髄異形成症候群
4 FAB分類
5 WHO分類

田中 裕子(血液内科
学)

○急性白血病の病態、症候、
治療と予後を説明できる。
○急性白血病のFAB分類を概
説できる。
○骨髄異形成症候群の臨床像
を説明できる。

8

05月17日 金 4 慢性骨髄性白血病と骨髄増
殖性腫瘍

1 慢性骨髄性白血病
2 Philadelphia染色体
3 BCR-ABL
4 急性転化
5 真性赤血球増加症

後藤 明彦(血液内科
学)

○慢性骨髄性白血病の病態、
症候、診断、治療と予後を説
明できる。
▲真性多血症の成因、病態、
診断と治療を説明できる。

9

05月20日 月 1 造血幹細胞移植 1 造血幹細胞移植術
2 自家移植
3 同種移植
4 移植片対宿主反応
5 免疫抑制薬

後藤 守孝(血液内科
学)

▲造血幹細胞移植の種類と方
法を説明できる。
▲造血幹細胞移植の適応、合
併症と対策を説明できる。
△免疫抑制薬の種類、適応と
副作用を説明できる。

10

05月20日 月 2 貧血総論と各論(1)
　貧血の種類と鑑別診断
　鉄代謝と鉄欠乏性貧血
　溶血性貧血

1 小球性貧血
2 大球性貧血
3 無効造血
4 鉄欠乏性貧血
5 鉄代謝
6 自己免疫性溶血性貧血
7 Coombs試験

藤本 博昭(血液内科
学)

○貧血を分類し、鑑別に有用
な検査を列挙できる。
○鉄欠乏性貧血の原因、病
態、診断と治療を説明でき
る。
○溶血性貧血の原因、病態、
診断と治療を説明できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(血液・造血器・リンパ系)(科目№TM16077033)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(血液・造血器・リンパ系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・伊藤 良和・(血液内科学)

臨床医学Ⅰ(血液・造血器・リンパ系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

11

05月20日 月 3 貧血各論(2)
　再生不良性貧血
　巨赤芽球性貧血

1 発作性夜間血色素尿症
2 再生不良性貧血
3 巨赤芽球性貧血 古屋 奈穂子(血液内

科学)

○再生不良性貧血の原因、病
態、診断、治療と予後を説明
できる。
△巨赤芽球性貧血の原因、病
態、診断と治療を説明でき
る。

12

05月20日 月 4 リンパ節炎症性疾患と悪性
リンパ腫(1)

1 伝染性単核球症
2 壊死性リンパ節炎
3 血球貪食症候群
4 Castleman病
5 WHO分類

片桐 誠一朗(血液内
科学)

▲リンパ節炎症性疾患の病
態、症候、診断を概説でき
る。
▲血球貪食症候群の病態およ
び症候を説明できる。
○悪性リンパ腫の分類を概説
し、病態、症候、診断、治療
と予後を説明できる。(1)

13

05月21日 火 2 悪性リンパ腫(2) 1 Hodgkinリンパ腫
2 B細胞リンパ腫
3 T細胞リンパ腫
4 成人T細胞白血病
5 慢性リンパ性白血病

吉澤 成一郎(血液内
科学)

○悪性リンパ腫の分類を概説
し、病態、症候、診断、治療
と予後を説明できる。(2)
△成人T細胞性白血病の成
因、疫学、臨床所見を説明で
きる。

14

05月21日 火 3 多発性骨髄腫と類縁疾患 1 多発性骨髄腫
2 Bence-Jones タンパク
3 原発性マクログロブリン血
症
4 MGUS

後藤 明彦(血液内科
学)

○多発性骨髄腫の病態、症
候、診断、治療と予後を説明
できる。
△単クローン性免疫グロブリ
ン血症を概説できる。

15

05月21日 火 4 凝固・線溶のスクリーニン
グ検査と精密検査

1 出血時間
2 PT
3 APTT
4 FDP

萩原 剛(臨床検査医
学)

○出血傾向の原因、病態、症
候と診断を説明できる。

16

05月22日 水 1 出血傾向と血栓傾向の代表
的疾患の診断と治療(1)

1 血小板機能異常症
2 血友病
3 von Willebrand病
4 ビタミンK欠乏症

天野 景裕(臨床検査
医学)

○血友病の病態、症候、診
断、治療と遺伝形式を説明で
きる。

17

05月22日 水 2 出血傾向と血栓傾向の代表
的疾患の診断と治療(2)

1 DIC
2 先天性血栓傾向
3 抗リン脂質抗体症候群 天野 景裕(臨床検査

医学)

○DICの基礎疾患、病態、診
断と治療を説明できる。
▲抗リン脂質抗体症候群の病
態および症候を説明できる。
▲血栓症をきたしやすい病態
を列記できる。

18

05月22日 水 3 血小板減少症 1 特発性血小板減少性紫斑病
2 血栓性血小板減少性紫斑病
3 溶血性尿毒症症候群
4 アレルギー性血管性紫斑病

後藤 守孝(血液内科
学)

○ITPの病態、症候、診断と
治療を説明できる。
△TTPを概説できる。
△HUSの基礎疾患、病態、診
断と治療を説明できる。
△アレルギー性血管性紫斑病
を概説できる。

19
05月22日 水 4 高齢者血液疾患 1 高齢者の貧血

2 高齢者の造血器腫瘍
菊川 昌幸(高齢総合

医学)

▲高齢者の血液疾患の特殊性
および治療上の問題点を概説
できる。

20

05月23日 木 2 血液疾患の画像診断 1 リンパ節腫脹
2 縦隔腫瘍
3 PET
4 Punched out lesion

吉村 真奈(放射線医
学)

○悪性リンパ腫の画像診断を
説明できる。
○多発性骨髄腫の画像診断を
説明できる。

21

05月24日 金 3 血液学のまとめと展望①
形態学の復習
演習

1 頻度の高い血液疾患
2 試験に出ることが多い血液
疾患

伊藤 良和(血液内科
学)

▲主な血液疾患の症候と形態
から診断を導くことができ
る。
▲診断された血液疾患の治療
計画の概略を説明できる。

22

05月24日 金 4 血液学のまとめと展望②
薬物治療 up-to-date

1 抗体医薬
2 チロシンキナーゼ阻害薬
3 免疫調節薬
4 プロテアソーム阻害薬
5 脱メチル化薬

赤羽 大悟(血液内科
学)

▲血液疾患の病態と治療を概
説できる。
▲造血器腫瘍薬物療法の作用
機序を概説できる。
▲ドラッグラグについて概説
できる。

臨床医学Ⅰ(血液・造血器・リンパ系)(科目№TM16077033)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(消化器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・糸井 隆夫・(消化器内科学)、准教授・祖父尼 淳・(消化器内科学)、准教授・永川 裕一・(消化器・小児外科学)

臨床医学Ⅰ(消化器系)

  学習内容

教育方針

診断学では、消化器疾患の検査と診断を上部、下部消化管、肝胆膵に分
け具体的に解説する。各論では、主要疾患を取り上げて、疾患概念、病
因、病態、臨床所見、検査所見、鑑別疾患、経過と予後、治療の実例を
提示し、系統的な理解に役立てる。さらに消化器系の新たな知見（遺伝
子学、分子生物学的側面など）も説明する。また、透視や CT などのレ
ントゲン検査および内視鏡などの画像所見を十分理解し診断できるよう
に、数多くの画像を提示し疾患による差異や特徴などについても説明す
る。
 消化器疾患は、外科手技の基本となる疾患が多く、縫合などの術中の手
技や輸液などの術前術後管理などについても説明する。

講義の概説

消化器系について解剖、生理を始め、その領域の疾患を内科的、外科的
立場から包括的に講義する。従って講義は、消化管の解剖、機能、診断
に必要な検査に始まり、上部、下部消化管、肝胆膵、ヘルニアや急性腹
症などの各論（内科学的、外科学的）に続くように構成されている。ま
た、最後に、透視や CT などのレントゲン検査および内視鏡検査などの
画像に数多く触れ、検査の情報から診断ができるように理解を深める。

復習

授業終了後には、講義内容を完全に理解できでいるようにする。講義だ
けでは不十分な場合には、オフィスアワー内に講義担当者と連絡をと
り、積極的に質問すること。さらに復習し、知識を完全なものとする。
今後は「e 自主自学」を通じ、事後テストを予定する。

予習

毎時間、講義予定内容について教科書および配布資料、あるいは「e 自
主自学」を用いて学習をしておくこと。事前に不得意箇所、理解の困難
な箇所を把握したうえで講義に臨むこと。
今後は「e 自主自学」を通じ、事前テストを予定する。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e 自主自学」を通じて、e ラーニング、e ポートフォリオを活用予定である。
・授業中にクリッカーを用いた確認テストを実施する。

 学習上の注意

  学習上の注意等

消化器系の疾患を理解するために、解剖、機能解剖、生理などの基礎的学問、血液検査結果の意味や病理学は必要不可欠な知識である。従ってこれ
らを学ぶために消化器系の基礎知識の復習を十分にしたうえで出席されたい。
それぞれの疾患単位について、内科学的側面、外科的側面を連続して講義をするので毎回出席すること。
5 年生以降の臨床実習を行う際には、講義された消化器系の基礎知識、消化器内科学、消化器外科学の内容が正しく理解され、基本的事項が十分把
握されていることが必要である。
講義は、時間的制約もあり基本的事項に留まる場合もある。従って細部について自主自学の時間を利用し自ら教科書を繙き自習に努め、疑問点につ
いてはメール等で遠慮なく質問すること。

  オフィスアワー

祖父尼　淳担当

月曜午後・火曜日午前午後・金曜日午前午後日時

場所

IP電話 62207 内線：5913

a-sofuni@amy.hi-ho.ne.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとることを勧める。備考

永川　裕一担当

月曜日・水曜日・金曜日 9：30～18：00日時

場所

IP電話 62362 内線：5080

naga@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとることを勧める。備考

  指定する教科書、参考書

１）内科学（朝倉書店）
２）標準外科学（医学書院）
３）Year Note (MEDIC MEDIA)

臨床医学Ⅰ(消化器系)(科目№TM16077043)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(消化器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・糸井 隆夫・(消化器内科学)、准教授・祖父尼 淳・(消化器内科学)、准教授・永川 裕一・(消化器・小児外科学)

臨床医学Ⅰ(消化器系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

05月28日 火 2 消化器系の構造 1 消化器系の位置，形態と血
管分布
2 腹　膜
3 消化器系の基本構造 表原 拓也(人体構造

学)

○各消化器系の位置、形態と
血管分布を図示できる。
○腹膜と臓器の関係を説明で
きる。
○消化管の基本構造と部位に
よる違いを説明できる。
○肝臓、胆道、膵臓の基本構
造を説明できる｡

2

05月28日 火 3 消化・吸収・代謝 1 消化
2 吸収
3 代謝
4 消化液

林 由起子(病態生理
学)

○胃液の作用と分泌機能を説
明できる。
○胆汁の作用と胆嚢収縮の調
節機能を説明できる。
○膵外分泌系の構造と膵液の
作用を説明できる。
○小腸における消化・吸収を
説明できる。
○肝の構造と機能を説明でき
る。

3

05月28日 火 4 消化管運動
消化器機能調節

1 咀嚼・嚥下
2 消化管運動
3 排便
4 液性調節
5 神経性調節
6 腸管免疫 林 由起子(病態生理

学)

△咀嚼と嚥下の機構を説明で
きる。
○消化管運動の仕組みを説明
できる。
○大腸における糞便形成と排
便の仕組みを説明できる。
○消化器官に対する自律神経
の作用を説明できる。
○主な消化管ホルモンの作用
を説明できる。
△消化管の正常細菌叢の役割
を説明できる。

4

05月29日 水 1 消化管疾患の病理 1 食道癌
2 胃癌
3 大腸癌
4 炎症性腸疾患

松林 純(人体病理
学)

○消化管疾患の病理を説明で
きる。

5

05月29日 水 2 肝胆膵疾患の病理 1 肝炎、肝硬変、肝癌
2 胆嚢炎・胆嚢癌、胆管炎、
胆管癌
3 膵炎、膵癌

倉田 厚(分子病理
学)

○肝胆膵疾患の病理を説明で
きる。

6
05月30日 木 2 大腸疾患①

　（炎症性腸疾患）
1 潰瘍性大腸炎
2 腸結核
3 Crohn病

福澤 誠克(消化器内
科学)

○炎症性腸疾患の病態、症
候、診断と治療を説明でき
る。

7

05月31日 金 1 症候と病態のアプローチ
「腹痛」
「腹部膨隆(腹水を含む）」
「黄疸」

1 体性痛、内臓痛、関連痛
2 腹水、鼓腸、肝脾腫大
3 炎症性腫瘤、腫瘍
4 ビリルビンの代謝
5 溶血、肝実質、閉塞性黄疸 田中 麗奈(消化器内

科学)

○腹痛の原因と病態を説明で
きる。
○腹部膨隆(腹水を含む)の原
因と病態を説明できる。
○腹部膨隆の患者の診断と要
点を説明できる。
○黄疸の原因と病態を説明で
きる。
○黄疸患者の診断と治療の要
点を説明できる。

8

05月31日 金 2 消化器疾患の診断と検査 ①
　（消化管）

1 腫瘍マーカー
2 内視鏡検査
3 画像検査
4 生検と細胞診

岩本 淳一(茨城・内
科（消化器）)

○上部、下部消化管の検査の
種類、適応、方法、正常所
見、異常所見を説明できる。

9
05月31日 金 3 画像検査、内視鏡検査によ

る診断
①:上部消化管・下部消化管

1 内視鏡検査
杉本 暁彦(消化器内

科学)

○消化器系の画像検査を列挙
し、検査から得られる情報を
説明できる。

10

05月31日 金 4 消化器疾患の診断と検査 ②
　（肝・胆・膵）

1 肝臓の諸検査
2 肝炎ウイルス
3 腫瘍マーカー
4 内視鏡所見
5 画像検査
6 生検と細胞診

池上 正(茨城・内科
（消化器）)

○肝・胆・膵の検査の種類、
適応、方法、正常所見、異常
所見を説明できる。
○代表的な肝炎ウイルス検査
の意義の説明ができる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(消化器系)(科目№TM16077043)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(消化器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・糸井 隆夫・(消化器内科学)、准教授・祖父尼 淳・(消化器内科学)、准教授・永川 裕一・(消化器・小児外科学)

臨床医学Ⅰ(消化器系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

11 06月03日 月 1 自主自学

12 06月03日 月 2 自主自学

13

06月03日 月 3 食道疾患 1 食道炎、食道潰瘍
2 胃食道逆流症
3 食道憩室
4 食道裂孔ヘルニア
5 食道アカラシア
6 食道静脈瘤
7 Mallory-Weiss症候群
8 食道破裂
9 食道良性腫瘍
10 食道癌 太田 喜洋(消化器・

小児外科学)

▲食道の機構および機能異常
による疾患を概説できる。
 胃食道逆流症の病態生理、
症候と診断が説明できる。
▲食道憩室について概説でき
る。
▲食道裂孔ヘルニアについて
概説できる。
△食道の炎症性疾患を概説で
きる。
○食道静脈瘤の病態生理、内
視鏡分類と治療が説明でき
る。
▲食道の損傷などによる疾患
を概説できる。
○食道癌の症候、診断、病
理、肉眼分類と進行度分類、
治療と予後が説明できる。
○その他の食道の腫瘍につい
て概説できる。

14

06月03日 月 4 胃・十二指腸疾患
　（胃炎、消化性潰瘍）

1 急性胃炎
2 急性胃粘膜病変
3 慢性胃炎
4 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
5 吻合部潰瘍
6 ヘリコバクター・ピロリ菌
感染症(胃MALTリンパ腫)
7 機能性ディスペプシア(FD)

河合 隆(消化器内視
鏡学)

△急性胃粘膜病変の概念、診
断と治療を説明できる。
△慢性胃炎を概説できる。
○消化性潰瘍の原因、症候、
ステージ分類、診断と治療を
説明できる。
○ヘリコバクター・ピロリ菌
感染症の診断と治療が説明で
きる。

15

06月04日 火 2 胃の腫瘍、十二指腸疾患 1 胃良性腫瘍　2 胃ポリープ
3 胃粘膜下腫瘍　4 胃癌
5 胃巨大皺襞症　6 胃悪性リ
ンパ腫
7 十二指腸腫瘍
8 上腸間膜動脈性十二指腸狭
窄・閉塞症（腸間膜動脈症候
群)
9 胃十二指腸憩室

山内 芳也(消化器内
科学)

○胃ポリープの病理と肉眼分
類が説明できる。
▲胃の良性腫瘍、粘膜下腫瘍
について概説できる。
○胃癌の疫学、病理、症候、
肉眼分類と進行度分類を説明
できる。
○胃癌の診断法を列挙し、所
見と意義を説明できる。
▲十二指腸疾患の概説ができ
る。

16

06月04日 火 3 腹膜炎、急性腹症と腹腔内
腫瘍
消化器手術の術前術後管
理、
消化器手術と腹腔鏡下手術
手技

1 細菌性腹膜炎、急性腹膜炎
2 横隔膜下・Douglas窩膿瘍
3 癌性腹膜炎、腹膜中皮腫
4 腹膜偽粘液腫、後腹膜腫瘍
5 イレウス
6 腸重積、腸軸捻転
7 消化管穿孔
8 腸間膜動脈閉鎖症、腸間膜
静脈血栓症
9 消化管手術の管理
10 実質臓器手術の管理
11 補液、縫合・吻合
12 内視鏡手術の利点欠点

石崎 哲央(消化器・
小児外科学)

○腹膜炎の成因、症候、診断
と治療を説明できる。
▲腹膜腫瘍、後腹膜腫瘍につ
いて概説できる。
○イレウスの成因、症候、診
断と治療が説明できる。
○腸重積の成因、症候、診断
と治療が説明できる。
▲急性腹症を引き起こす疾患
について概説できる。
○基本的な消化器手術の術前
術後管理が理解できる。
○基本的な外科的処置・手技
を理解できる。
▲基本的な腹腔鏡下の手技が
理解できる。

17

06月04日 火 4 小腸疾患 1 腸管重複症
2 小腸腫瘍
3 吸収不全症候群
4 蛋白漏出性胃腸症
5 消化管アレルギー、好酸球
性胃腸炎

河野 真(消化器内科
学)

▲小腸の疾患について概説で
きる。

臨床医学Ⅰ(消化器系)(科目№TM16077043)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(消化器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・糸井 隆夫・(消化器内科学)、准教授・祖父尼 淳・(消化器内科学)、准教授・永川 裕一・(消化器・小児外科学)

臨床医学Ⅰ(消化器系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

18

06月06日 木 2 症候と病態のアプローチ
「悪心・嘔吐」
「便秘・下痢」
「吐血・下血」

1 上部消化管疾患による悪心
嘔吐
2 消化管狭窄・閉塞による悪
心嘔吐
3 便秘・下痢の原因と病態
4 急性・感染性腸炎、炎症性
腸疾患
5 内視鏡的止血術

杉本 暁彦(消化器内
科学)

○悪心・嘔吐の原因と病態を
説明できる。
○悪心・嘔吐を訴える患者の
診断の要点を説明できる。
○便秘・下痢の原因と病態を
説明できる。
○便秘・下痢患者の診断の要
点を説明できる。
○吐血・下血の原因と病態を
説明できる。
○吐血・下血患者の診断と初
期治療を説明できる。

19

06月06日 木 3 肝疾患②
　（悪性腫瘍）

1 原発性肝癌
2 転移性肝癌
3 腫瘍性病変（肝癌類似病変)

杉本 勝俊(消化器内
科学)

○原発性肝癌の原因、病理、
症候、診断と治療を説明でき
る。
▲転移性肝癌の原因、病理、
症候、診断と治療を説明でき
る。
▲その他の肝腫瘍性病変を概
説できる。

20

06月06日 木 4 大腸疾患③
　（大腸腫瘍）

1 大腸腺種
2 大腸ポリープ
3 消化管ポリポージス
4 消化管カルチノイド
5 大腸癌、肉腫(腫瘍マーカー
(CEA、CA19-9) の意義を含
む）

村上 昌(茨城・内科
（消化器）)

○大腸ポリープの分類、症
候、診断と治療を説明でき
る。
△消化管ポリポーシスを概説
できる。
△消化管カルチノイドを概説
できる。
○大腸癌の病理と分類(肉
眼、進行度、病期)を説明で
きる。
○大腸癌の症候、診断と治療
を説明できる。

21

06月07日 金 1 小腸・大腸の外科 1 虫垂炎（急性・慢性）
2 消化管憩室症、憩室炎
3 炎症性腸疾患
4 結腸癌 島崎 二郎(茨城・外

科（消化器）)

○急性虫垂炎の症候，診断と
治療を説明できる。
△消化管憩室(Meckel憩室を
含む)について概説できる。
○炎症性腸疾患に対する外科
治療を概説できる。
○結腸癌に対する外科治療を
概説できる。

22

06月07日 金 2 直腸・肛門疾患
（外科治療を含む）

1 直腸癌
2 肛門（管）癌
3 肛門周囲膿瘍
4 痔核、痔瘻、裂肛
5 毛巣洞 (瘻）
6 直腸粘膜脱症(候)群、直腸
脱

勝又 健次(消化器・
小児外科学)

▲直腸癌、肛門癌に対する外
科治療を概説できる。
○痔核と痔瘻の病態、症候と
診断を説明できる。

23 06月07日 金 3 自主自学

24 06月07日 金 4 自主自学

25

06月11日 火 1 画像検査、内視鏡検査によ
る診断②：肝・胆・膵

1 造影（消化管、PTC、
ERCP、血管)
2 超音波検査
3 CT、MRI
4 内視鏡検査

殿塚 亮祐(消化器内
科学)

○消化器系の画像検査を列挙
し、検査から得られる情報を
説明できる。

26

06月11日 火 2 肝疾患①
　（肝炎・肝硬変）

1 急性肝炎(A型、B型、C
型、D型、E型肝炎）
2 劇症肝炎
3 慢性肝炎
4 肝硬変

竹内 啓人(消化器内
科学)

○肝炎の疫学、症候、診断、
治療、経過と予後を説明でき
る。
○急性肝炎の定義を説明でき
る。
○劇症肝炎の定義を説明でき
る。
○慢性肝炎の定義を説明でき
る。
○肝硬変の原因、病理、症
候、診断と治療を説明でき
る。

臨床医学Ⅰ(消化器系)(科目№TM16077043)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(消化器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・糸井 隆夫・(消化器内科学)、准教授・祖父尼 淳・(消化器内科学)、准教授・永川 裕一・(消化器・小児外科学)

臨床医学Ⅰ(消化器系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

27

06月11日 火 3 大腸疾患②
　（腸炎）

1 感染性腸炎
2 薬剤性腸炎
3 偽膜性腸炎
4 虚血性大腸炎
5 過敏性腸症候群
6 放射線性腸炎
7 消化管Behçet

福澤 誠克(消化器内
科学)

○△薬剤性大腸炎を概説でき
る。
過敏性腸症候群を概説でき
る。

28

06月11日 火 4 肝疾患⑤
　（移植）

1 適　応
2 肝移植
3 生体部分肝移植
4 成　績

河地 茂行(八王子・
消化器外科・移植

外科)

▲肝移植（脳死肝移植、生体
肝移植）の適応、手術手技、
現況について説明できる。
▲膵臓移植の適応、現況につ
いて説明できる。
○移植と組織適合性の関係、
移植後の拒絶反応などの病態
生理と対応を説明できる。
○臓器移植の種類と適応を説
明できる。

29

06月12日 水 1 肝疾患④ 1 門脈圧亢進症
2 肝不全
3 肝性脳症
4 Budd-Chiari症候群

笠井 美孝(消化器内
科学)

○肝硬変の合併症(門脈圧亢
進症と肝性脳症)を概説でき
る。
○Budd-Chiari症候群の成
因、症候、診断と治療が説明
できる。

30

06月12日 水 2 肝疾患③
　(自己免疫、薬剤性肝障害)

1 自己免疫性肝炎
2 薬剤性肝障害
3 肝内胆汁うっ滞
4 原発性胆汁性肝硬変
5 アルコール性肝障害
6 脂肪肝
7 体質性黄疸

本多 彰(茨城・共同
研究センター)

▲自己免疫性肝炎を概説でき
る。
△薬剤性肝障害を概説でき
る。
▲肝内胆汁うっ滞を概説でき
る。
○アルコール性肝障害を概説
できる。
▲脂肪肝を概説できる。

31

06月12日 水 3 肝臓の外科治療 1 肝嚢胞、寄生虫性肝疾患
2 肝膿瘍
3 基本術式(肝区域、予備能を
含む)
4 肝血管腫
5 肝癌(原発性、▲転移性)、
肝内胆管癌

永川 裕一(消化器・
小児外科学)

△肝良性疾患の外科的治療を
含め説明できる。
○門脈圧亢進症の治療法を説
明できる。
○肝の解剖学的構造（肝区
域）を説明できる。
○肝予備能および基本術式を
説明できる。
○肝癌の外科的治療を含め治
療法を説明できる｡
△肝膿瘍の症候、診断と治療
が説明できる。

32

06月12日 水 4 胆嚢疾患
胆管疾患

1 胆石症
2 胆嚢炎
3 胆嚢癌
4 胆嚢腺筋症
5 胆嚢ポリープ
6 胆管炎
7 胆管狭窄・閉塞
8 胆管癌
9 十二指腸乳頭部癌
10 膵・胆管合流異常症（先
天性胆道拡張症）
11 硬化性胆管炎

石井 健太郎(消化器
内科学)

○胆石症の成因、症候、診断
と治療を説明できる。
○胆嚢炎の成因、病態、症
候、診断、合併症と治療を説
明できる。
○胆嚢癌の病理、症候、診断
と治療を説明できる。
▲胆嚢腺筋症を概説できる。
△胆嚢ポリープを概説でき
る。
○胆管炎の成因、病態、症
候、診断、合併症と治療を説
明できる。
○胆管癌の病理、症候、診断
と治療を説明できる。
▲胆道狭窄・閉塞の成因、症
候、診断、合併症と治療を説
明できる。
△総胆管拡張症と膵胆管合流
異常を解説できる。

臨床医学Ⅰ(消化器系)(科目№TM16077043)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(消化器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・糸井 隆夫・(消化器内科学)、准教授・祖父尼 淳・(消化器内科学)、准教授・永川 裕一・(消化器・小児外科学)

臨床医学Ⅰ(消化器系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

33

06月13日 木 2 胆道の外科 1 胆石症
2 胆嚢炎、胆管炎
3 胆嚢癌、胆管癌
4 十二指腸乳頭部癌

永川 裕一(消化器・
小児外科学)

○胆石症の治療、特に外科治
療およびその合併症を概説で
きる。
○胆嚢炎、胆管炎の治療、特
に外科治療およびその合併症
を概説できる。
○胆道癌(胆管、胆嚢、乳頭
部)の治療、特に外科治療お
よびその合併症を概説でき
る。

34

06月13日 木 3 膵臓疾患①
　検査と診断
  先天異常、急性膵炎　　　

1 膵臓の諸検査
2 膵形成異常
3 急性膵炎（アルコール性、
胆石性、特発性）
4 重症膵炎

屋良 昭一郎(茨城・
内科（消化器）)

△膵形成異常の概念を説明で
きる。
○急性膵炎の病態生理、症
候、診断と治療を説明でき
る。
○重症急性膵炎の病態生理、
診断基準と治療を説明でき
る。

35
06月13日 木 4 膵臓疾患②

　慢性膵炎
1 慢性膵炎、膵石症（アル
コール性、 特発性）
2 自己免疫性膵炎

祖父尼 淳(消化器内
科学)

○慢性膵炎の病態生理、症
候、診断と治療を説明でき
る。

36

06月14日 金 1 膵臓疾患③
　嚢胞および腫瘍

1 嚢胞性膵疾患
2 膵良性腫瘍（内分泌腫瘍を
含む)
3 膵　癌

土屋 貴愛(消化器内
科学)

○嚢胞性疾患の分類と病理を
説明できる。
○膵良性腫瘍と膵癌の病理、
症候と診断を説明できる。

37

06月14日 金 2 膵臓の外科治療 1 急性膵炎 重症急性膵炎
2 慢性膵炎、膵石症
3 嚢胞性疾患
4 膵内分泌腫瘍
5 膵癌

永川 裕一(消化器・
小児外科学)

○膵の良性疾患の治療を外科
治療を含め概説できる。
△膵嚢胞性疾患の外科治療を
概説できる。　
△膵内分泌腫瘍の治療を概説
できる。
○膵癌の治療を概説できる。

38 06月14日 金 3 自主自学

39 06月14日 金 4 自主自学

40

06月17日 月 1 ヘルニアと損傷、異物 1 概念(滑脱、嵌頓、絞扼性)
2 臍ヘルニア、横隔膜ヘル
ニア
3 鼠径・大腿ヘルニア、閉鎖
孔ヘルニア
4 腹壁瘢痕ヘルニア
5 腹部外傷
6 消化管損傷、異物
7 実質臓器損傷

鈴木 修司(茨城・外
科（消化器）)

○ヘルニアの概念と好発部位
を説明できる。
○鼠径ヘルニアの成因、診断
と治療を説明できる。
○その他のヘルニアについて
概説できる。
○腹部外傷の症候、診断と治
療が説明できる。
○消化管異物の症候、診断と
治療が説明できる。

41

06月17日 月 2 胃･十二指腸の外科 1 消化性潰瘍
2 胃　癌
3 胃癌取り扱い規約
4 拡大・縮小手術
5 再建術、術後合併症
6 胃切後症候群
7 十二指腸疾患の治療

瀬下 明良(消化器・
小児外科学)

▲消化性潰瘍の治療方針を概
説できる。
○胃癌の進行度に応じた治療
を概説できる。
▲胃癌の再建方法を説明でき
る。
△胃切除後症候群の病態生理
を説明できる。
▲胃切除後の合併症およびそ
の対策を説明できる。
▲十二指腸疾患に応じた外科
治療を概説できる｡

42

06月18日 火 2 画像検査による診断 1 CT、MRI
2 造影（消化管、血管) 齋藤 和博(放射線医

学)

○消化器疾患のCT、 MRIを
説明できる。
○消化器疾患の造影検査(消
化管、血管)を説明できる。

臨床医学Ⅰ(消化器系)(科目№TM16077043)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・菅野 義彦・(腎臓内科学)、准教授・長岡 由女・(腎臓内科学)、主任教授・大野 芳正・(泌尿器科学)、教授・三島 史
朗・(医療の質・安全管理学)

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系)

  学習内容

教育方針

体液管理の中心となる臓器は腎臓である。まず腎の基本構造であるネフ
ロンの異常である糸球体腎炎や各種腎炎、腎不全について学ぶ。ついで
腎の感染や腫瘍、尿を排泄する器官である尿管・膀胱・尿道の泌尿器科
的疾患について学ぶ。またこれらの疾患を診断する上で重要となる画像
診断を放射線科の立場から体系的に学んだ後、腎不全の究極の治療法で
ある腎移植について学ぶという順で講義を行う。

講義の概説

臓器別講義、「腎・尿路系」の概要は、人体における体液管理を司る臓
器の疾患について機序、病態、治療を網羅することにある。臓器名とし
ては腎・尿管・膀胱・尿道であり、それぞれの臓器について形態異常、
機能異常、感染、腫瘍、自己免疫疾患、外傷、その他の疾患群を体系的
に学んでゆく。また特に腎を介して行われる酸塩基平衡の意義とその異
常について項を設けて講義を行う。

復習

授業時間内に配布資料あるいは教科書を参考に学習内容を完全に習得で
きるよう努めること。
それでも理解できない場合には、授業終了後に積極的に教員に質問する
とともに配布資料や教科書を30分以上は熟読し理解するよう努めるこ
と。

予習

授業前に腎・尿路系の講義内容、到達目標、キーワードを確認し、教科
書などを30分以上の時間を充てて通読した上で受講すること。理解が難
しい部分については授業時間内に理解するよう努めること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

腎臓内科学
「e 自主自学」の資料を予習、復習に使うこと。特に解剖、生理は独立した講義を行わず、疾患に関する系統的な講義の中で適宜触れるため、各自
で以前習得した内容を理解する必要がある。
泌尿器科学
DVD などを用いて手術手技や検査の実際を学習する。
医療の質・安全管理学
予習用の教材と復習用のポストテストが開講期間に掲載されるので利用されたい。

 学習上の注意

  学習上の注意等

腎・尿路は血液と尿という体内にある液体を扱う分野である。その特徴として内科的疾患に外科的処置や治療が関与するのみならず、免疫学、分子
生物学などの最新の医学が診断治療に常に関わってくる。よって学生は常に基本的知識に立ち返りながらも最新の知識をも取り込んで行かねばなら
ない。そのため腎の解剖生理については特によく復習をした上で講義に臨むべきである。
また免疫学や分子生物学も基礎医学で学んだ知識を適宜復習し、実際の医療にいかに生かされているかを興味をもって勉強してほしい。

  オフィスアワー

長岡 由女（腎臓内科学）担当

木曜日・金曜日 16：00～18：00日時

病院5 階 透析センター または 教育研究棟7 階場所

IP電話 IP 電話：62912　内線5001（医局）

yume@tokyo-med.ac.jpE-mail

腎臓内科学　事前にメールまたは電話によりアポイントをとる。備考

中神　義弘（泌尿器科学）担当

月曜日16:00～17:00日時

教育研究棟11 階場所

IP電話 IP 電話：62603　内線5739

nakagami@tokyo-med.ac.jpE-mail

泌尿器科学　あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとることを勧める。備考

三島史朗（医療の質・安全管理学）担当

毎月学内の掲示板やｅ自主自学で日程を掲示する．時間は17-18時日時

西新宿大学病院６階医療安全管理室場所

IP電話 62860

mana9@mac.comE-mail

毎月日程を掲示する．予約不要．備考

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系)(科目№TM16077053)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・菅野 義彦・(腎臓内科学)、准教授・長岡 由女・(腎臓内科学)、主任教授・大野 芳正・(泌尿器科学)、教授・三島 史
朗・(医療の質・安全管理学)

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系)

  指定する教科書、参考書

（参考）
1) 杉本恒明、矢崎義雄（編集）内科学 朝倉書店
2) 高久文麿、尾形悦郎（監修）新臨床内科学 医学書院
3) 標準小児科学 医学書院
4) 木本誠二他編 新外科学体系12 臓器移植 中山書店
5) 標準泌尿器科学（医学書院）
6) Smith’s General Urology (Lange medical books/ McGrow-Hill)
7) 前川喜平他（編集）『標準小児科学』医学書院

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系)(科目№TM16077053)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・菅野 義彦・(腎臓内科学)、准教授・長岡 由女・(腎臓内科学)、主任教授・大野 芳正・(泌尿器科学)、教授・三島 史
朗・(医療の質・安全管理学)

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

06月24日 月 1 腎疾患概論 1 臨床症候分類
2 病理組織学的分類
3 病因による診断
4 症候

安田 隆(腎臓内科
学)

○腎疾患の分類について概説
できる。

2

06月24日 月 2 診断と検査(1) 1 蛋白尿
2 血尿
3 糸球体濾過量

安田 隆(腎臓内科
学)

○尿検査を説明できる。
○蛋白尿の臨床意義を説明で
きる。
○腎機能検査を説明できる。

3

06月25日 火 2 診断と検査(2)
腎生検

1 腎生検
2 病理所見

長井 美穂(腎臓内科
学)

○腎生検の適応と禁忌を説明
できる。
○腎生検の手順を説明でき
る。
○組織所見の読み方を説明で
きる。

4

06月25日 火 3 腎疾患、糸球体疾患(1) 1 溶連菌感染後急性糸球体腎
炎
2 半月体形成性糸球体腎炎
3 IgA腎症

菅野 義彦(腎臓内科
学)

○糸球体疾患の診断と治療に
ついて説明できる。
○急性糸球体腎炎の病因、診
断、治療について説明でき
る。

5

06月25日 火 4 腎疾患、糸球体疾患(2)
ネフローゼ症候群

1 微小変化型ネフローゼ症候
群
2 巣状分節性糸球体硬化症
3 膜性腎症
4 膜性増殖性糸球体腎炎

菅野 義彦(腎臓内科
学)

○糸球体腎炎の病因、診断、
治療について説明できる。
○ネフローゼ症候群の診断、
治療について説明できる。

6

06月27日 木 2 慢性腎臓病、慢性腎不全 1 慢性腎臓病
2 慢性腎不全
3 尿毒症
4 食事療法

知名 理絵子(腎臓内
科学)

○慢性腎臓病の定義、病態、
診断、治療について説明でき
る。

7

06月27日 木 3 急性腎不全 1 腎不全総論
2 腎前性急性腎不全
3 腎性急性腎不全
4 腎後性急性腎不全

宮岡 良卓(腎臓内科
学)

○急性腎不全の病因、症候、
診断、治療について説明でき
る。

8

06月27日 木 4 糖尿病に合併する腎障害
遺伝性疾患
尿細管間質疾患

1 糖尿病性腎症
2 常染色体優性多発性嚢胞腎
3 アルポート症候群
4 尿細管間質性腎炎
5 Fanconi症候群、Bartter症
候群

長井 美穂(腎臓内科
学)

○糖尿病にともなう腎障害の
症候、診断、治療について説
明できる。
○遺伝性疾患にともなう腎疾
患の診断について説明でき
る。
○尿細管・間質疾患の診断に
ついて説明できる。

9

06月28日 金 1 全身疾患にともなう腎障害
薬剤性腎障害

1 痛風腎
2 ループス腎炎
3 アミロイド腎症
4 骨髄腫腎
5 紫斑病性腎炎
6 薬剤性腎障害

尾田 高志(八王子・
腎臓内科)

○全身疾患にともなう腎障害
の症候、診断、治療について
説明できる。
○薬剤性腎障害の病態につい
て説明できる。

10

06月28日 金 2 腎血管疾患 1 腎血管性高血圧
2 良性腎硬化症
3 悪性腎硬化症
4 腎梗塞
5 コレステロール結晶塞栓症

尾田 高志(八王子・
腎臓内科)

○腎血管疾患の病因、診断、
治療について説明できる。

11

06月28日 金 3 血液浄化療法 1 我が国の透析療法の現状
2 血液透析
3 腹膜透析
4 長期透析合併症
5 血漿交換療法

長岡 由女(腎臓内科
学)

○血液浄化療法の種類、適応
を概説できる。

12

06月28日 金 4 まとめ　症例検討 1 問診からの鑑別
2 身体所見からの鑑別
3 検査所見からの鑑別
4 診断的治療

長岡 由女(腎臓内科
学)

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系)(科目№TM16077053)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 73 -

 / 5)PAGE (4

2019年 度

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・菅野 義彦・(腎臓内科学)、准教授・長岡 由女・(腎臓内科学)、主任教授・大野 芳正・(泌尿器科学)、教授・三島 史
朗・(医療の質・安全管理学)

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

13

07月01日 月 1 酸・塩基平衡障害 1 pH
2 水素イオン濃度
3 Henderson-Hasselbalchの
式
4 重炭酸イオン

三島 史朗(医療の質
・安全管理学)

○水・電解質、酸塩基平衡の
理解とその調節機構を説明で
きる。
○血液ガス分析が評価でき
る。

14

07月01日 月 2 体液管理と乏尿 1 乏尿
2 腎機能
3 体液量・前負荷

三島 史朗(医療の質
・安全管理学)

○尿量の正常が説明できる。
○腎機能の評価法が説明でき
る。
△前負荷の評価法が説明でき
る。

15
07月02日 火 2 電解質異常と多尿 1 多尿

2 浸透圧
3 尿崩症

三島 史朗(医療の質
・安全管理学)

○脱水の鑑別が説明できる。
○ナトリウム濃度異常が鑑別
できる。

16

07月02日 火 3 泌尿器科学概論 1 泌尿器科学とは
2 泌尿器科症候論
3 泌尿器科診断学

大野 芳正(泌尿器科
学)

○泌尿器科の特性について理
解し、その概要を説明でき
る。
○泌尿器科に特異的な症候、
診断学的手法を説明できる。

17

07月02日 火 4 尿流動態検査
神経因性膀胱

1 尿流動態検査
2 神経因性膀胱
3 尿失禁 佐竹 直哉(泌尿器科

学)

○蓄排尿の機序を説明でき
る。
△尿流動態検査を概説し、そ
の意義を説明できる。
△神経因性膀胱の生理的発生
機序と治療を概説できる。

18

07月03日 水 1 男性生殖器の構造と機能 1 解剖、生理
2 精巣機能障害
3 性腺機能不全
4 男性不妊、ED
5 停留精巣

青柳 貞一郎(泌尿器
科学)

○男性生殖器の形態と機能を
説明できる。
○男性不妊を概説できる。
○勃起、射精障害を概説でき
る。
△停留精巣を概説できる。

19

07月03日 水 2 腎盂・尿管腫瘍 1 腎盂癌
2 尿管癌
3 尿路上皮癌
4 腎尿管全摘

橋本 剛(泌尿器科
学)

▲腎盂・尿管の腫瘍につい
て、診断、治療を概説でき
る。

20

07月03日 水 3 尿路の炎症 1 急性腎盂腎炎
2 慢性腎盂腎炎
3 膀胱炎
4 前立腺炎
5 尿道炎

中島 淳(泌尿器科
学)

○尿路の特異的・非特異的炎
症の診断、治療について説明
できる。
○尿路の急性炎症、慢性炎症
の病態の違いを説明できる。
△性行為感染症との関連を説
明できる。

21

07月03日 水 4 腎腫瘍
腎外傷

1 腎細胞癌
2 腎血管筋脂肪腫
3 手術療法
4 免疫療法、分子標的薬
5 腎外傷

並木 一典(泌尿器科
学)

○腎細胞癌の診断、治療につ
いて説明できる。
○腎腫瘍の鑑別診断を上げ、
診断上の相違を説明できる。
○腎癌に対する薬物療法の適
応･副作用を説明
△腎外傷の症候、診断と治療
を説明できる。

22
07月04日 木 2 腎・泌尿器の画像診断（1） 1 腎静態シンチグラフィ

2 腎動態シンチグラフィ
吉村 真奈(放射線医

学)

△腎の機能的画像診断、各種
病態における負荷シンチグラ
フィの意義を概説できる。

23

07月04日 木 3 尿路通過障害
膀胱尿管逆流

1 尿路閉塞性疾患
2 水腎症
3 膀胱尿管逆流
4 逆流性腎症

中神 義弘(泌尿器科
学)

▲尿路閉塞を生ずる疾患とそ
の結果生じる病態を理解し、
治療法を説明できる。
○膀胱尿管逆流症の診断と治
療を説明できる。

24

07月04日 木 4 尿路結石症 1 腎・尿管結石
2 膀胱結石
3 尿路結石の成因
4 結石成分
5 ESWL

橋本 剛(泌尿器科
学)

○尿路結石の成因、病態、診
断、治療及び予防について説
明できる。
▲体外衝撃波結石破砕術につ
いて説明できる。

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系)(科目№TM16077053)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・菅野 義彦・(腎臓内科学)、准教授・長岡 由女・(腎臓内科学)、主任教授・大野 芳正・(泌尿器科学)、教授・三島 史
朗・(医療の質・安全管理学)

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

25

07月05日 金 1 精巣腫瘍、陰茎・尿道腫瘍 1 胚細胞腫瘍
2 精上皮腫
3 腫瘍マーカー
4 化学療法
5 陰茎癌

宍戸 俊英(泌尿器科
学)

○精巣癌を概説できる。
▲急性陰嚢症の鑑別ができ
る。

26

07月05日 金 2 尿路の構造と機能
先天異常

1 尿路の解剖・生理
2 腎の奇形
3 腎盂・尿管の奇形
4 膀胱の奇形

黒田 功(泌尿器科
学)

○腎及び尿路の外科的解剖及
び生理機能を理解し、概説で
きる。
○尿路の主な先天異常とそれ
に伴う病態を説明できる。

27

07月05日 金 3 膀胱腫瘍･尿路変向術 1 膀胱癌、上皮内癌
2 尿膜管癌
3 膀胱全摘(回腸導管、代用膀
胱)
4 TUR-Bt
5 尿路上皮癌の化学療法

大野 芳正(泌尿器科
学)

○膀胱癌の診断、治療につい
て説明できる。
○化学療法の適応・副作用を
説明できる。
△尿路変向術の各術式と利点
・欠点を説明できる。

28

07月05日 金 4 前立腺肥大症・前立腺癌 1 IPSS、排尿困難、尿閉
2 診　断
3 薬物治療、TUR-P
4 診断(PSA、触診)
5 内分泌療法、手術、放射線
治療

大野 芳正(泌尿器科
学)

○前立腺肥大症の診断と治療
を説明できる。
○前立腺癌の診断と治療を説
明できる。

29

07月08日 月 1 腎・泌尿器の画像診断（2） 1 KUB、IVP(DIP)
2 US
3 CT
4 MRI
5 Angio

佐口 徹(放射線医
学)

○腎尿路系の画像診断を概説
できる。

30

07月08日 月 2 腎・泌尿器の画像診断（3） 1 腎細胞癌
2 腎盂癌
3 尿管癌
4 膀胱癌
5 前立腺癌

佐口 徹(放射線医
学)

○尿路性器癌の画像診断を概
説できる。

31

07月09日 火 1 腎移植-Ⅰ 1 慢性腎不全患者数
2 待機患者数
3 適　応
4 ネットワーク・システム
5 成　績

岩本 整(八王子・腎
臓外科)

△腎臓移植の適応、手術手
技、現況について説明でき
る。

32

07月09日 火 2 腎移植-Ⅱ 1 組織適合性
2 拒絶反応の機序
3 Tリンパ球の活性化
4 免疫抑制剤
5 免疫抑制下の感染症

岩本 整(八王子・腎
臓外科)

△拒絶反応のメカニズムと治
療法について説明できる。
△臓器移植の合併症について
説明できる。

臨床医学Ⅰ(腎・尿路系)(科目№TM16077053)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(神経系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・河野 道宏・(脳神経外科学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)

臨床医学Ⅰ(神経系)

  学習内容

教育方針

　神経診察では、神経疾患の局在診断が極めて重要である。そのため、
臨床に必要な神経機能解剖の知識が必須であるので、基礎系で学習した
解剖・生理・病理を有機的に整理し直す。神経学的所見から局在診断を
行った後、病変部を確認するために神経放射線学的・神経生理学的・神
経病理学的アプローチの方法を学習する。
　各論では、主要疾患を取り上げて、疾患概念、病因、病態、臨床所
見、検査所見、鑑別診断、治療、経過と予後の実例を提示して、系統的
な理解に役立てる。さらに新しい知見（遺伝学、分子生物学的側面な
ど）もできるだけ盛り込み、巷間、神経疾患は診断だけで治療法は困難
である、というような理解は時代にそぐわない事を学び、意識障害や運
動麻痺の患者さんに適切な対応をすれば社会復帰が可能であるという臨
床神経学のダイナミックスに触れられる機会を提供する。
　脳神経外科学では、脳、脊髄、末梢神経および自律神経といった神経
系に関する全組織の病変のうち、外科的治療の対象になり得る疾患と、
それに対する治療法を理解する。

講義の概説

　神経系疾患について内科的および外科的疾患について包括的に学ぶ。
担当教員については、脳神経内科・脳神経外科・高齢診療科・病態生理
・医学教育学・リハビリテーション科の各科が協力して行う。講義はま
ず、神経系疾患の特異性を理解し、特徴ある診断プロセス(局所診断・病
因診断)を概説する。さらに、神経系の機能解剖を神経臨床症候と関連付
けて学習し、脳神経外科的アプローチに必要な解剖生理を概説する。最
後に神経疾患を網羅した各論がこれに続くように構成されている。繰り
返しはなく、学生は出席をしていないと神経疾患の特異性と概要につい
て大切な事項を理解できずじまいになり、本人とって大変な損失になる
事を覚悟しておかなければならない。

復習

　神経系の機能局在を理解し、各神経系疾患の原因と好発部位、臨床症
状の特徴、診断のプロセスと検査計画、予測される異常所見、治療計
画、予後に関して、配布された授業資料を３０分以上は熟読し、理解す
るように努めること。

予習

　基礎医学で習った神経解剖、神経生理、神経病理を30分以上の時間を
充て、確認しておくこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

「e 自主自学」を通じて、講義資料の提示や、小テスト、アンケート方式の授業評価を実施する。

 学習上の注意

  学習上の注意等

　臨床神経学(神経内科学)、脳神経外科学は神経系の機能解剖、病理等の基礎的神経科学の理解から始まる。したがって、これらを学ぶに当たって
は神経系の基礎的知識の復習を充分した上で出席されたい。特に、神経解剖のエッセンスが極めて重要であるので確実な知識を持って出席してほし
い。また、神経疾患の診断のためには画像診断が不可欠である。それぞれの講義においては画像診断に必要な病的状態を示すが、これを理解するた
めに必要な神経画像診断の基礎的知識を予め修得した上で講義に出席されたい。
　それぞれの疾患単位については主に神経内科学で扱う疾患、脳神経外科学で扱う疾患と分けて連続して講義されるので、毎回出席すること。
　臨床実習を行う際には講義された神経系の基礎知識、神経内科学、脳神経外科学の内容が正しく理解され、基礎的事項が充分に把握されているこ
とが必要である。講義は時間的制約から基本的事項に留まる場合がある。従って細部については自ら教科書を繙き自学自習に努め、疑問点について
は遠慮なく質問すること。

臨床医学Ⅰ(神経系)(科目№TM16077063)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 76 -

 / 6)PAGE (2

2019年 度

臨床医学Ⅰ(神経系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・河野 道宏・(脳神経外科学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)

臨床医学Ⅰ(神経系)

  オフィスアワー

神経学担当

火曜日 16：30～18：00日時

教育研究棟 13 階場所

IP電話 2156（脳神経内科医局）

neurol@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

脳神経外科学担当

火曜日 16：30～18：00日時

教育研究棟 11 階場所

IP電話 5773（脳神経外科医局）

n-surg@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

高齢総合医学担当

火曜日 16：30～18：00日時

教育研究棟 7 階場所

IP電話 5759（高齢診療科医局）

soichiroshimizu@gmail.comE-mail

備考

  指定する教科書、参考書

1）「標準神経病学（第 2 版）」、水野美邦、栗原照幸、中野今治 編、医学書院、2012
2）「ベッドサイドの神経の診かた(改訂 18 版)｣田崎義昭、斎藤佳雄 著、南山堂、2016
3）「図解神経内科学テキスト｣岡本幸市 編著、中外医学社、2003
4）「標準脳神経外科学（第 11 版）」、山浦晶 等編、医学書院、2008
5）「脳神経外科臨床指針」、橋本信夫 編、中外医学社、2002
6）「図解脳神経外科」、黒岩敏彦 他著、金芳堂、2009

臨床医学Ⅰ(神経系)(科目№TM16077063)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(神経系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・河野 道宏・(脳神経外科学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)

臨床医学Ⅰ(神経系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

09月02日 月 3 臨床神経学総論
 1)脳神経系の特異性
 2)中枢・末梢神経系の構成
神経機能解剖
　運動系，感覚系、自律神
経系

1 局在診断と主要症候
2 病因診断
3 主要症候
4 脳エネルギー代謝、神経伝
達物質
5 錐体路、大脳基底核、小脳
失調
6 表在知覚，深部感覚、歩行
障害

相澤 仁志(神経学)

○神経疾患の特徴ある診断プ
ロセスを概説できる。
○中枢神経・末梢神経・筋の
機能・構造を概説できる。
○脳のエネルギー代謝、神経
伝達物質を説明できる。
○錐体路・錐体外路症状を説
明できる。
○不随意運動・運動失調を概
説できる。
○感覚系、自律神経系を説明
できる。

2

09月02日 月 4 意識障害患者への対応 1 Japan coma scale
2 Glasgow coma scale
3 意識障害
4 失神

日出山 拓人(神経
学)

○意識障害を正しく判断でき
る。

3

09月03日 火 1 主要神経症候 1 複視
2 ふらつき
3 むせ、ろれつが回らない
4 ものわすれ
5 脱力
6 歩行障害
7 しびれ

相澤 仁志(神経学)

○主要な神経症候を列挙し、
概説できる。

4

09月03日 火 2 大脳皮質機能局在
　　

1 失語・失行・失認
2 半側空間無視
3 遂行機能障害
4 Gerstmann症候群
5 記憶と学習障害

加藤 陽久(神経学)

○失語・失行・失認を列挙
し、概説できる。
○半側空間無視を概説でき
る。
△Gerstmann症候群を説明で
きる。

5

09月03日 火 3 脳外科疾患理解のための臨
床解剖
　髄液循環動態・頭蓋内圧
亢進

1 脳膜･脳室の構造
2 頭蓋底
3 前、中、後頭蓋窩
4 上眼窩裂症候群
5 脳浮腫･脳ヘルニア

齋田 晃彦(脳神経外
科学)

○脳膜･脳室･髄液循環の機能
と構造を説明できる。
○頭蓋底の臨床解剖を概説で
きる。
○頭蓋内圧亢進・脳浮腫・脳
ヘルニアを概説できる。

6

09月03日 火 4 脳血管障害（Ⅰ）
くも膜下出血

1 くも膜下出血
2 脳動脈瘤
3 解離性能動脈瘤
4 クリッピング術
5 血管内治療

河野 道宏(脳神経外
科学)

○くも膜下出血の病態，診
断、治療、合併症を概説でき
る。
○解離性脳動脈瘤を概説でき
る。

7

09月04日 水 1 機能性疾患
　頭痛、めまい、けいれ
ん、てんかん

1 頭　痛
2 めまい
3 けいれん
4 てんかん

加藤 陽久(神経学)

○頭痛・めまい、けいれんの
鑑別診断と治療を概説でき
る。
○てんかんについて概説でき
る。

8

09月04日 水 2 神経生理学的検査
　脳波、末梢神経伝導速度
　誘発脳波
髄液検査
筋生検、神経生検

1 脳波
2 筋電図
3 視覚，聴覚、体性感覚誘発
脳波
4 腰椎穿刺
5 筋生検、神経生検

相澤 仁志(神経学)

○神経系の検査の適応と解釈
をできる。

9

09月04日 水 3 脳血管障害（Ⅱ）
脳血管系の解剖､脳循環生理
高血圧性脳出血
アミロイドアンギオパチー

1 脳血液関門
2 内頚動脈領域、椎骨動脈領
域
3 高血圧性脳出血
4 アミロイドアンギオパチー

櫻井 博文(高齢総合
医学)

○脳血管系の機構と循環動態
の特徴を概説できる。
○主要な脳血管系を列挙でき
る。
○脳出血の原因と特徴を概説
できる。
○脳出血の症候を説明でき
る。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(神経系)(科目№TM16077063)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(神経系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・河野 道宏・(脳神経外科学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)

臨床医学Ⅰ(神経系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

10

09月04日 水 4 脳血管障害（Ⅲ）
脳梗塞
一過性脳虚血発作

1 心原性脳塞栓症
2 アテローム血栓性脳梗塞
3 ラクナ梗塞
4 一過性脳虚血発作 清水 聰一郎(高齢総

合医学)

○心原性脳塞栓症の病態を概
説できる。
○アテローム血栓性脳梗塞の
病態を概説できる。
○ラクナ梗塞の病態を概説で
きる。
○一過性脳虚血発作の病態を
概説できる。

11

09月05日 木 1 頭部外傷 1 頭蓋骨骨折
2 急性硬膜外出血
3 急性硬膜下血腫
4 脳挫傷
5 慢性硬膜下血腫

伊澤 仁之(脳神経外
科学)

○頭部外傷を列挙し、概説で
きる。

12

09月05日 木 2 脳血管障害
（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）

1リハビリテーションの理念
2障害
3ADL
4理学療法、作業療法、言語
療法
5Brunnstromの回復段階
6弛緩性麻痺
7疼性麻痺
8連合運動、共同運動、分離

上野 竜一(リハビリ
テーションセン

ター)

○リハビリテーションの理念
を理解する
○リハビリテーションアプ
ローチを理解できる。
○脳血管障害における障害像
を理解できる。

13

09月05日 木 3 変性疾患（Ⅰ） 1 脊髄小脳変性症
2 多系統萎縮症
3 αシヌクレイノパチー
4 タウオパチー

三苫 博(医学教育
学)

○脊髄小脳変性症を概説でき
る。
○αシヌクレイノパチー・タ
ウオパチーを概説できる。

14

09月05日 木 4 神経病理 1 Alzheimer型認知症
2 Parkinson病
3 Lewy小体型認知症
4 筋萎縮性側索硬化症
5 多系統萎縮症

村山 繁雄(神経学)

○主な神経疾患の病理学的特
徴を理解する。

15

09月09日 月 1 認知症 1 認知症の定義
2 神経心理検査
3 Alzheimer病
4 脳血管性認知症、正常圧水
頭症
5 Lewy小体型認知症、前頭側
頭型認知症

羽生 春夫(高齢総合
医学)

○認知症の診断と鑑別がで
き、治療を概説できる。
○Alzheimer病の診断と病態
を概説できる。
○脳血管性認知症の診断と鑑
別を概説できる。

16

09月09日 月 2 変性疾患（Ⅱ） 1 Parkinson病

赫 寛雄(神経学)

○錐体外路疾患の鑑別を概説
できる。
○パーキンソニズムの診断と
鑑別を概説できる。
○Parkinson病について概説
できる。

17

09月09日 月 3 先天性脳奇形 1 中脳神経系の発生
2 先天性脳奇形
3 小児水頭症
4 二分脊髄
5 Chiari奇形

三木 保(医療の質・
安全管理学)

△主要な脳先天奇形を列挙
し、概説できる。

18

09月09日 月 4 変性疾患（Ⅲ） 1 筋萎縮性側索硬化症
2 脊髄性筋萎縮症
3 球脊髄性筋萎縮症
4 Huntington舞踏病と類縁疾
患、不随意運動

相澤 仁志(神経学)

○運動神経疾患を列挙し、概
説できる。
△不随意運動を特徴とする変
性疾患を列挙し、概説でき
る。

19

09月10日 火 2 変性疾患（Ⅳ） 1 続発性パーキンソニズム
2 進行性核上性麻痺
3 大脳皮質基底核症候群
4 本態性振戦

赫 寛雄(神経学)

○Parkinson病類縁疾患を列
挙し、概説できる。

20

09月10日 火 3 神経感染症・炎症性疾患 1 脳炎、髄膜炎
2 SSPE、PML
3 HIV脳症、HTLV-Ⅰ関連脊
髄症
4 プリオン病･Creutzfeldt-
Jakob病
5 神経梅毒
6 脳膿瘍

赫 寛雄(神経学)

○中枢神経感染症を列挙し、
概説できる。

臨床医学Ⅰ(神経系)(科目№TM16077063)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(神経系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・河野 道宏・(脳神経外科学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)

臨床医学Ⅰ(神経系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

21

09月10日 火 4 脳血管障害（Ⅳ）
その他の脳血管障害

1 脳動静脈奇形
2 静脈洞血栓症
3 硬膜動静脈瘻
4 もやもや病
5 高血圧性脳出血 橋本 孝朗(脳神経外

科学)

○脳動静脈奇形を概説でき
る。
○静脈洞血栓症を概説でき
る。
○硬膜動静脈瘻を概説でき
る。
○もやもや病を概説できる。
○主要な手術適応のある出血
性脳血管障害の病態生理・診
断・治療を概説できる。

22

09月11日 水 1 筋疾患 1 ミオパチーの症候
2 筋ジストロフィー、先天性
ミオパチー
3 周期性四肢麻痺、代謝性ミ
オパチー
4 ミトコンドリア病

林 由起子(病態生理
学)

○筋疾患の臨床的特徴を理解
し説明できる。
○主要な筋疾患を列挙し、概
説できる。

23

09月11日 水 2 末梢神経疾患 1 多発ニューロパチー
2 単ニューロパチー
3 遺伝性ニューロパチー
4 Guillain-Barré症候群
5 慢性炎症性脱髄性多発根
ニューロパチー
6 アミロイドニューロパチー

加藤 陽久(神経学)

○主要ニューロパチーを列挙
し、概説できる。
○末梢神経障害の臨床的特徴
を理解し説明できる。

24

09月11日 水 3 脳腫瘍総論 1 脳腫瘍分類
2 疫学
3 症候学
4 診断
5 治療

秋元 治朗(脳神経外
科学)

○脳腫瘍の分類を説明でき
る。
○脳腫瘍の疫学、症候学、診
断、治療を概説できる。
○主要な脳腫瘍を列挙し、概
説できる。

25

09月11日 水 4 脳腫瘍各論（Ⅰ） 1 神経膠腫
2 膠芽腫
3 髄芽腫
4 上衣腫
5 胚細胞腫
6 松果体腫

秋元 治朗(脳神経外
科学)

○主要な脳腫瘍を列挙し、概
説できる。

26

09月12日 木 2 脳腫瘍各論（Ⅱ） 1頭蓋咽頭腫
2髄膜腫
3頭蓋骨腫瘍
4転移性脳腫瘍
5神経鞘腫
6脳膿瘍
7硬膜下膿腫

中島 伸幸(脳神経外
科学)

○主要な脳腫瘍を列挙し、概
説できる。
○主な化膿性頭蓋内疾患を列
挙し、診断・治療を概説でき
る。

27

09月12日 木 3 自己免疫性神経疾患 1 多発性硬化症
2 視神経脊髄炎
3 急性散在性脳脊髄炎
4 重症筋無力症
5 Lambert-Eaton症候群

井戸 信博(神経学)

○脱髄性疾患を列挙し、概説
できる。

28
09月12日 木 4 変性疾患・神経免疫疾患・

神経感染症演習
加藤 陽久(神経学)

29

09月13日 金 1 内科疾患に関連する神経疾
患（Ⅰ）

1 代謝性神経障害（糖尿病・
甲状腺疾患など）と代謝性脳
症
2 膠原病に伴う神経疾患
3 ビタミン欠乏性神経疾患

日出山 拓人(神経
学)

○代謝性神経障害と代謝性脳
症を列挙し概説できる。
○膠原病に合併する神経症状
を列挙し、概説できる。

30

09月13日 金 2 内科疾患に関連する神経疾
患（Ⅱ）

1 悪性腫瘍に伴う神経疾患
2 Crow-Fukase症候群
3 急性アルコール中毒
4 薬物・金属中毒・SMON
5 農薬・有機物中毒
6 CO中毒、低酸素脳症、フ
グ中毒、ボツリヌス中毒･治
療

日出山 拓人(神経
学)

○悪性腫瘍・血液疾患に合併
する神経症状を列挙し、概説
できる。
△主要神経系中毒を列挙し概
説できる。

31
09月13日 金 3 認知症・脳卒中演習 清水 聰一郎(高齢総

合医学)

臨床医学Ⅰ(神経系)(科目№TM16077063)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(神経系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・河野 道宏・(脳神経外科学)、主任教授・相澤 仁志・(神経学)

臨床医学Ⅰ(神経系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

32
09月13日 金 4 脳神経外科系演習 池田 幸穗(脳神経外

科学)

臨床医学Ⅰ(神経系)(科目№TM16077063)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(呼吸器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・池田 徳彦・(呼吸器・甲状腺外科学)、教授・中村 博幸・(茨城・内科（呼吸器）)

臨床医学Ⅰ(呼吸器系)

  学習内容

教育方針

良き臨床医となるために、各種講義を通じて呼吸器疾患の基本的な知識
および診療技能を取得し、医師としてのあるべき態度を理解することが
目標である。
呼吸器疾患は良性、悪性を含め、多様な病態を呈する。それぞれの生体
の精緻な調節機能と各種疾患の病態生理について基本的事項を十分に理
解し、複雑なものに対しても対応できる能力を身に付けることが重要で
ある。また疾患の頻度と予後を認識し、呼吸器疾患を包括的に理解する
とともに、その社会に与える影響、コミュニティー、医療界の対応につ
いても把握する必要があ
る。

講義の概説

呼吸器疾患について内科的および外科的疾患を包括的に学習できるプロ
グラムから構成されている。このプログラムの特徴は呼吸器系の疾患を
基礎から臨床へと連続して学習できることである。担当講座は人体構造
学、微生物学、人体病理学、呼吸器内科、茨城医療センター呼吸器内
科、八王子医療センター呼吸器内科、呼吸器・甲状腺外科、放射線科の
各科が分担して担当することになった。なお集中講義であるために、こ
の期間で確実に理解するように予習および復習を行うことが重要であ
る。

復習

記憶の定着のために反復して学習することは必要な作業である。まずそ
の日のうちに反芻し、暗記が必要な事項と理解が必要な項目を区別する
こと。講義で理解しづらかった箇所をもう一度確認するため30分以上の
時間を充てることが望ましい。必要に応じて再度教員に質問し納得いく
学習をすることも大切である。暗記が必要な事項と理解が必要な事項に
費やす時間を含め、１時間以上は必要とし努めること。
他臓器疾患の併発症として発生する疾病・病態もあるので、他分野の講
義で関連する事項が出てきたら繰り返し復習すること。

予習

講義内容を理解し、効率的に身につけるために絶対に必要な作業であ
る。このため講義の前にはあらかじめ推薦した教科書で、該当する箇所
を30分以上通読するために充てることが望ましい。基礎医学、臨床医学
などの関連事項の再確認も含め１時間以上は必要とし理解に努めるこ
と。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e 自主自学」を通して呼吸器系の必須単語を理解する。
・講義中にクリッカーを用いて理解度を確認する。

 学習上の注意

  学習上の注意等

呼吸器領域の解剖、生理について復習するとともに病態理解のための基礎的知識を整理することが重要である。
また、小児から老年に至る人体諸臓器における加齢変化の性状と、加齢の進展度（臓器機能の低下）についても注意を払う必要がある。
各講義では呼吸器疾患の身体所見、発症機序、病態生理について理解し、さらに臨床データを形態学的変化と関連づけて理解する必要がある。特に
最も重要なことは病態生理に基づいて理解することであり応用の効かない丸暗記は止めるべきである。
治療に関しては個々の内科的治療法、外科療法および放射線療法のみならず包括的な治療法についても理解する必要がある。
なお、全ての講義は関連性をもって組まれているので欠席すると次回の講義の理解が困難となることが予想される。このために毎回出席することは
もちろんのこと、各講義内容の到達目標をよく理解し、予習しておく必要がある。

  オフィスアワー

（呼吸器内科学）担当

日時

教育研究棟 8 階場所

IP電話 5894（秘書 齋藤）

konai@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話でアポイントをとること備考

垣花 昌俊（呼吸器•甲状腺外科学）担当

月曜日 16：00～17：00日時

教育研究棟 9 階場所

IP電話 5070（秘書 岩村）

kaki1967@xa2.so-net.ne.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話でアポイントをとること備考

臨床医学Ⅰ(呼吸器系)(科目№TM16077073)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(呼吸器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・池田 徳彦・(呼吸器・甲状腺外科学)、教授・中村 博幸・(茨城・内科（呼吸器）)

臨床医学Ⅰ(呼吸器系)

  指定する教科書、参考書

1）「内科学」、杉本恒明総編集、朝倉書店、2013
2）「新臨床内科学」、高久史麿、他編集、医学書院、2009
3）「標準外科学」、北野正剛、田邉　稔、池田徳彦編集、医学書院、2016
4）「呼吸器内視鏡診断：所見・病理からみたアプローチ」、弦間昭彦、池田徳彦、他編集、南山堂、2011
5）「老年医学テキスト」、日本老年医学会編集、メジカルビュー社、2008
6）「標準放射線医学」、西谷　弘、他編集、医学書院、2011

臨床医学Ⅰ(呼吸器系)(科目№TM16077073)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(呼吸器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・池田 徳彦・(呼吸器・甲状腺外科学)、教授・中村 博幸・(茨城・内科（呼吸器）)

臨床医学Ⅰ(呼吸器系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

09月18日 水 2 胸郭・上気道・下気道
の構造と機能

1 胸膜・胸壁・乳房
2 縦隔
3 横隔膜
4 鼻・鼻腔・副鼻腔・喉頭・
気管・気管支
5 吸気の加温・加湿　保護・
防御機能　

河田 晋一(人体構造
学)

○胸郭の構造と機能を説明で
きる。
○上気道・下気道の構造と機
能を説明できる。

2
09月18日 水 3 肺炎の病原体診断 1 喀痰の塗沫・染色

2 喀痰の培養-同定
3 迅速診断

中村 茂樹(微生物
学)

○肺炎の起因菌を診断するた
めの各種検査法について説明
できる。

3

09月18日 水 4 肺の構造と機能(2) 1 換気/血流のマッチングと肺
胞ガス式
2 血液ガス分析と酸塩基平衡
3 中枢性および末梢性の呼吸
神経調節

阿部 信二(呼吸器内
科学)

○肺の構造と機能を説明でき
る。

4

09月19日 木 2 肺の構造と機能(1) 1 呼吸器の機能的解剖
2 換気とスパイロメトリー
3 肺コンプライアンスと呼吸
仕事量
4 肺胞性O2とCO2交換
5 赤血球によるO2、CO2の
移動

阿部 信二(呼吸器内
科学)

○肺の構造と機能を説明でき
る。

5

09月19日 木 3 呼吸器診断 1 視　診
2 触　診
3 打　診
4 聴　診

阿部 信二(呼吸器内
科学)

○呼吸器診断の意義を説明で
きる。

6

09月19日 木 4 呼吸器領域の検査法 1 胸部エックス線
2 胸部CT,MRI
3 気管支鏡
4 喀痰細胞診
5 腫瘍マーカー

岡野 哲也(呼吸器・
甲状腺外科学)

○気管支鏡検査の意義を説明
できる。
○典型的な画像の読影ができ
る。
○喀痰細胞診の意義を概説で
きる。

7

09月24日 火 3 感染性呼吸器･胸壁･
縦隔疾患(１)

1 細菌性肺炎
2 マイコプラズマ肺炎
3 ウイルス性肺炎
4 クラミジア肺炎
5 肺膿瘍、胸膜炎

冨樫 佑基(呼吸器内
科学)

○気管支炎・細気管支炎・市
中肺炎の主な病原体を列挙
し、症候、診断と治療を説明
できる。
○院内肺炎の主な病原体を列
挙し、症候、診断　と治療を
説明できる。

8

09月24日 火 4 感染性呼吸器･胸壁･
縦隔疾患(２)

1 嚥　下
2 球麻痺
3 不顕性誤嚥
4 高齢者
5 老人肺

渡邉 秀裕(感染制御
部)

△嚥下性肺炎の発生機序とそ
の予防法を説明できる。
△老人肺について説明でき
る。

9

09月25日 水 2 肺循環障害・異常呼吸 1 肺性心
2 肺高血圧
3 ARDS
4 過換気症候群
5 睡眠時無呼吸症候群 一和多 俊男(八王子

・呼吸器内科)

○肺性心の原因、診断と治療
を説明できる。
△肺高血圧症を概説できる。
○急性呼吸促(窮)迫症候群
(ARDS)の原因、症候と治療
を説明できる。
○過換気症候群を概説でき
る。
△睡眠時無呼吸症候群を概説
できる。

10

09月25日 水 3 呼吸不全、低酸素(血)症と
高二酸化炭素(血)症(1)

1 肺胞低換気
2 換気血流不均等分布
3 シャント
4 拡散障害
5 Ⅰ型呼吸不全/Ⅱ型呼吸不全

一和多 俊男(八王子
・呼吸器内科)

○呼吸不全の定義、分類、病
態生理と主な原因を説明でき
る。

11

09月25日 水 4 呼吸不全、低酸素(血)症と
高二酸化炭素(血)症(2)

1 低酸素血症
2 高二酸化炭素血症
3 血液ガス分析
4 酸素療法
5 CO2ナルコーシス

一和多 俊男(八王子
・呼吸器内科)

○低酸素(血)症と高二酸化炭
素(血)症の原因、症状、分類
と診断を説明し、治療を概説
できる。
○疑問点を解決する。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(呼吸器系)(科目№TM16077073)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(呼吸器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・池田 徳彦・(呼吸器・甲状腺外科学)、教授・中村 博幸・(茨城・内科（呼吸器）)

臨床医学Ⅰ(呼吸器系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

12

09月26日 木 2 閉塞性肺障害をきたす肺疾
患

1 COPD
2 肺気腫
3 慢性気管支炎
4 動的過膨張
5 COPDの増悪
6 気管支拡張薬

青柴 和徹(茨城・内
科（呼吸器）)

○慢性閉塞性肺疾患の成因と
息切れの機序を説明できる。
○肺気腫と慢性気管支炎の定
義を説明できる。
○慢性閉塞性肺疾患の治療法
を説明できる。

13

09月26日 木 3 アレルギー性肺疾患(1) 1 アレルギー性気道炎症
2 気道可逆性
3 気道過敏症
4 気道リモデリング
5 吸入ステロイド

青柴 和徹(茨城・内
科（呼吸器）)

○気管支喘息の病態と発症機
序を説明できる。
○気管支喘息の診断と治療を
説明できる。
▲アスピリン喘息、アレル
ギー性肺アスペルギルス症に
ついて概説できる。

14

09月26日 木 4 アレルギー肺疾患(2) 1 過敏性肺臓炎
2 サルコイドーシス
3 肺ラングハンス細胞症 中村 博幸(茨城・内

科（呼吸器）)

○過敏性肺臓炎の原因、症候
と診断を説明できる。
○サルコイドーシスの症候、
診断と治療を説明できる。
△肺ラングハンス細胞症を概
説できる。

15

09月27日 金 1 気管･気管支･肺の形態異常
と
その他の疾患

1 気管支拡張症
2 中葉症候群
3 無気肺
4 びまん性汎細気管支炎
5 線毛不動症候群

辻 隆夫(呼吸器内科
学)

○気管支拡張症の分類、症
候、診断と治療を説明でき
る。
○無気肺の原因と診断を説明
できる。

16
09月27日 金 2 拘束性肺障害をきたす

肺疾患(1)
1 間質性肺炎
2 特発性間質性肺炎

阿部 信二(呼吸器内
科学)

○特発性間質性肺炎・肺線維
症の病態、診断と治療を説明
できる。

17

09月27日 金 3 拘束性肺障害をきたす
肺疾患(2)

1 じん肺の概念
2 珪肺/石綿肺
3 放射線肺臓炎

阿部 信二(呼吸器内
科学)

○じん肺と石綿肺を概説でき
る。
△放射線肺臓炎を概説でき
る。
△好酸球性肺疾患を概説でき
る。
△薬剤性肺臓炎を概説でき
る。

18

09月27日 金 4 まれな肺疾患 1 肺胞蛋白症
2 肺リンパ脈管筋腫症
3 肺胞微石症

阿部 信二(呼吸器内
科学)

△肺胞蛋白症を概説できる。
△肺リンパ脈管筋腫症を概説
できる。
△肺胞微石症を概説できる。
○疑問点を解決する。

19

09月30日 月 1 外科的治療の対象疾患
非腫瘍性疾患：その１

1 先天性疾患：漏斗胸
2 肺動静脈瘻
3 肺分画症
4 寄生虫
5 胸部外傷

梶原 直央(呼吸器・
甲状腺外科学)

▲肺分画症について概説でき
る。
▲肺動静脈瘻について概説で
きる。
△気管･気管支と肺の損傷に
ついて概説できる。

20

09月30日 月 2 外科的治療の対象疾患
非腫瘍性疾患：その２

1 のう胞性肺疾患
2 気胸
3 感染性肺疾患：結核、真菌
症
4 膿胸

工藤 勇人(呼吸器・
甲状腺外科学)

○胸膜の疾患を理解する。
○感染性疾患の概要を理解す
る。

21
10月01日 火 2 外科的治療の対象疾患

腫瘍性疾患：その１（肺
癌）

1 肺癌の疫学
2 肺癌の病理
3 肺癌の診断

池田 徳彦(呼吸器・
甲状腺外科学)

○原発性肺癌の症候と診断を
説明できる。

22

10月01日 火 3 外科的治療の対象疾患
腫瘍性疾患：その２（肺
癌）

1 肺癌の病期
2 肺癌の手術
3 化学療法
4 放射線療法
5 予　後

池田 徳彦(呼吸器・
甲状腺外科学)

○原発性肺癌の治療を説明で
きる。

臨床医学Ⅰ(呼吸器系)(科目№TM16077073)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(呼吸器系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・池田 徳彦・(呼吸器・甲状腺外科学)、教授・中村 博幸・(茨城・内科（呼吸器）)

臨床医学Ⅰ(呼吸器系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

23

10月01日 火 4 外科的治療の対象疾患
腫瘍性疾患：その３

1 腺様嚢胞癌
2 カルチノイド
3 粘表皮癌
4 転移性肺腫瘍
5 中皮腫
6 縦隔腫瘍

嶋田 善久(呼吸器・
甲状腺外科学)

▲気管・気管支腫瘍を概説で
きる。
▲低悪性度の肺癌を説明でき
る。
○転移性肺腫瘍の診断と治療
を説明できる。
○中皮腫の概要を理解する。
○主な縦隔腫瘍を理解する。
○疑問点を解決する。

24

10月02日 水 1 呼吸器疾患の画像診断(1) 1 肺腫瘍
2 びまん性肺疾患
3 縦隔腫瘍
4 リンパ節腫大
5 胸壁胸膜疾患

桝野 龍平(放射線医
学)

○呼吸器疾患の胸部XP,CT,
およびMRI画像を説明でき
る。

25

10月02日 水 2 呼吸器疾患の画像診断(2) 1 肺腫瘍
2 びまん性肺疾患
3 縦隔腫瘍
4 リンパ節腫大
5 胸壁胸膜疾患

朴 辰浩(放射線医
学)

○呼吸器疾患の胸部XP,CT,
およびMRI画像を説明でき
る。

26

10月02日 水 3 呼吸器疾患の病理 1 結核症
2 サルコイドーシス
3 間質性肺炎
4 原発性肺腫瘍
5 縦隔腫瘍
6 中皮腫

松林 純(人体病理
学)

○肺炎症性疾患の病態や病理
所見を概説できる。
○肺腫瘍の病態や病理所見を
概説できる。
○縦隔腫瘍の病態や病理所見
を概説できる。
○中皮腫の病態や病理所見を
概説できる。

27

10月02日 水 4 外科治療の対象疾患
ケーススタディーその１

1 ケーススタディー
2 画像診断
3 形態学
4 治療学

萩原 優(呼吸器・甲
状腺外科学)

○疾患の病態
○診断方法（画像、内視鏡）
○確定診断（病理、細胞診）
○治療法の選択

28

10月03日 木 3 外科治療の対象疾患
ケーススタディーその２

1 ケーススタディー
2 分子病理診断
3 分子標的治療
4 低侵襲治療

垣花 昌俊(呼吸器・
甲状腺外科学)

○基礎医学と臨床医学の接点
○肺癌診療の最新の診療

29
10月04日 金 3 演 習 (1)

‐肺の内科的疾患を中心に-
阿部 信二(呼吸器内

科学)
○重要疾患の包括的理解
○疑問点を解決する。

30
10月04日 金 4 演 習 (2)

‐肺の外科的疾患を中心に-
大平 達夫(呼吸器・

甲状腺外科学)
○重要疾患の包括的理解
○疑問点を解決する。

臨床医学Ⅰ(呼吸器系)(科目№TM16077073)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・小田原 雅人・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科学)

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系)

  学習内容

教育方針

内分泌疾患はまず臓器とホルモン、ホルモン作用機序、ホルモンの調節
機構を解説する。検査は定常状態および負荷時のホルモン濃度の変化と
解釈の仕方につき概説する。主な疾患の画像診断についてはまとめて解
説するほかにも、各論講義の際に再度解説する。各論では主要疾患を取
り上げ、疾患概念、病因、病態生理、臨床所見、検査所見、鑑別診断、
治療、経過および予後について概説する。理解を深めるため、適宜症例
提示も行う。小児内分泌学は成人とは異なる部分も多いため、まとめて
解説を行う。
代謝疾患は糖、脂質、尿酸に加え、タンパク、ビタミン、微量元素につ
いても解説する。様々な代謝異常が全身の臓器にどの様な影響を及ぼす
のか、それぞれ症例を提示しながら説明する。治療法についても概説す
る。

講義の概説

内分泌・代謝疾患を学ぶためには、全身に及ぶ系(システム)の十全な理
解が必須となる。そのため、内科、小児科、放射線科、甲状腺外科、脳
神経外科の各科が診療の垣根を越え協力し、統合的に講義を行う。
講義内容は、総論として、内分泌・代謝に関与する各器官の構造や機能
の学習から始まり、相互関係、特徴的な内分泌・代謝の症状、基本的検
査を概説した後、各論に続くように構成されている。

復習

復習：講義テキスト、および(配布された場合は)当日資料をあわせ、60
分以上をかけて熟読し、当日の講義内容の理解に努めること。
当分野は文字通りの全身疾患であり、1 つのホルモンの関連臓器は多岐
に及ぶことになる。1 日の講義終了後は必ず、“学んだ病態が、全身の
中でどのような位置づけにあるのか”という視点でテキスト(加えて配付
資料)や自らのノートを見返して欲しい。その上で「e 自主自学」の事後
テストを受験し、理解を確実にしておくこと。なお講義受講後に生じた
疑問は、できる限りその日のうちに、遅くとも週内には講師に質問を行
い、納得のいく形で解決しておくこと。

予習

予習：講義テキスト通読に30分以上の時間を充てること
受講前に、じっくりと講義テキストに目を通しておくことを指示した
い。それにより、おおよその流れが頭に入った状態で受講することが可
能となり、実際の講義がより有用なものとなる。特に総論部分の内容は
膨大であり、講義においてテキスト内の全ての記述に言及することは不
可能であるため、事前の予習が受講の必須条件と考えて欲しい。
関連する事項に関しては、指定の教科書以外にも、生理学・生化学・解
剖学の教科書を手元におき、適宜見返す作業も必要である。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e 自主自学」を通じて、ホルモン名などの単語・略語リスト、講義資料の提示、理解向上のための小テストを適宜実施する。
・講義の中で、レノンクリッカーを用いた確認テストを施行する。(適宜)
・e ポートフォリオを活用し、講義に対する質問・感想などへのフィードバックを行う。

 学習上の注意

  学習上の注意等

内分泌疾患の理解には、ホルモン調節機構の理解が必須であり、そのためには、先ず、内分泌に関わる解剖学、生化学などの理解が必要である。学
習目標は、内分泌疾患に特徴的な身体所見、ホルモンの異常が他臓器に及ぶこと、負荷試験を理解し説明が出来るようにすること、画像診断、治療
について概説できることである。繰り返しの講義はないので毎回出席すること、日程後半に行われる画像診断講義(放射線医学担当)については多く
の疾患を一度に講義することとなるので、各疾患について再度復習して講義に出席することが必要である。
代謝疾患のうち、糖尿病、高脂血症、痛風(高尿酸血症)は、いずれも日常臨床上普遍的な疾患であり、将来の専門分野に関わらず十分な理解が必要
である。特に糖尿病は病態生理から治療まで広く理解し説明できるようにすること。継続して受講しなければ疾患の全体像の把握は困難と考える。

  オフィスアワー

三輪 隆担当

毎週金曜日　15:00日時

医局棟10階　医局または応接室場所

IP電話 62127

miwa-t@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとることを大前提とするが、各講師によって対応
状況が異なるため、講義開始時までには調整を図り、「e 自主自学」を通じて提示する。

備考

  指定する教科書、参考書

1) 「内科学 第11 版」 矢崎義雄総編集、朝倉書店、2017
2) 「ハリソン内科学（第5版）」 福井次矢・黒川清 監修、メディカルサイエンスインターナショナル、2018
3) 「ジョスリン糖尿病学（第2版）」金澤康徳、春日雅人 他翻訳、メディカルサイエンスインターナショナル、2007
4) 「最新内分泌代謝学」 中尾一和 編、診断と治療社、2013
5) 「病気がみえる vol.3: 糖尿病・代謝・内分泌 (第4版)」 医療情報科学研究所 (編集) 、2014
6) 「Annual Review 糖尿病・代謝・内分泌 2016」寺内康夫、伊藤裕　編集、中外医学社、2016

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系)(科目№TM16077083)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・小田原 雅人・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科学)

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

10月08日 火 1 内分泌器官の構造と機能 1 ホルモンの構造による分類
2 ホルモンの作用機序
3 日内変動
4 フィードバック
5 受容体

三輪 隆(糖尿病・代
謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

○ホルモンを構造から分類し
作用機序を説明できる。
○ホルモン分泌の調節機構を
概説できる。
○ホルモンの日内変動の例を
挙げて説明できる。
○各内分泌器官の位置を図示
し、そこから分泌されるホル
モンを列挙できる。

2

10月08日 火 2 診断と検査の基本 1 ホルモン過剰症状
2 ホルモン欠乏症状
3 ホルモン不応症
4 基礎値
5 負荷試験の概念

三輪 隆(糖尿病・代
謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

○ホルモンの過剰または欠乏
がもたらす身体症状を説明で
きる。
○血中ホルモン濃度に影響を
与える因子を列挙できる。
△ホルモン分泌刺激試験と抑
制試験の原理と反応の型を説
明できる。

3

10月08日 火 3 視床下部・下垂体疾患（1） 1 ホルモンの名称、作用、相
互作用
2 視床下部-下垂体機能検査
3 Kallmann症候群、Prader-
Willi症候群

三輪 隆(糖尿病・代
謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

○視床下部・下垂体ホルモン
の名称、作用と相互関係を説
明できる。
○低ゴナドトロピン性性腺機
能低下症を概説できる。

4

10月08日 火 4 視床下部・下垂体疾患（2） 1 高プロラクチン血症
2 乳汁漏出、月経異常
3 ドパミン受容体作動薬
4 Hardy手術
5 ラトケ嚢胞
6 頭蓋咽頭腫、胚(細胞)腫

深見 真二郎(脳神経
外科学)

○高プロラクチン血症を概説
できる。
△下垂体腫瘍の外科的治療を
説明できる

5

10月10日 木 2 視床下部・下垂体疾患（3） 1 多尿の分類
2 水制限試験
3 高脹食塩水負荷試験
4 水負荷試験
5 DDAVP

志熊 淳平(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○尿崩症を概説できる。
△ADH不適合分泌症候群
<SIADH>を概説できる。

6

10月10日 木 3 視床下部・下垂体疾患（4） 1 先端巨大症様顔貌、巨大舌
2 IGF-1(ソマトメジン)
3 Sheehan症候群
4 成人成長ホルモン分泌不全
症
5 自己免疫性視床下部下垂体
炎<リンパ球性下垂体炎>
6 IgG4関連疾患

楊 傑仲(糖尿病・代
謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

○先端肥大症を概説できる。
○汎下垂体機能低下症を概説
できる。

7

10月10日 木 4 甲状腺（1） 1 分泌、作用機序
2 甲状腺機能検査
3 甲状腺画像診断
4 触　診

酒井 裕幸(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○甲状腺から分泌されるホル
モンの作用と分泌調節機構を
説明できる。
○甲状腺疾患の検査を概説で
きる。
△甲状腺の触診ができる。

8

10月11日 金 1 甲状腺（2） 1 Basedow病<Graves病>、
Plummer病
2 自己抗体
3 抗甲状腺薬
4 無痛性甲状腺炎・甲状腺中
毒症
5 慢性甲状腺炎

酒井 裕幸(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○Basedow病の病態･症候･診
断と治療を説明できる。
○甲状腺中毒症を概説でき
る。
○甲状腺機能低下症の症候･
診断と治療を説明できる。

9

10月11日 金 2 甲状腺(3) 1 腫瘍の分類と特徴
2 乳頭癌
3 濾胞癌
4 髄様癌
5 未分化癌

矢野 由希子(呼吸器
・甲状腺外科学)

○甲状腺腫瘍を分類し、その
特徴を説明できる。

10

10月11日 金 3 副腎（1） 1 副腎皮質ホルモンの作用
2 分泌機構　
3 刺激試験　
4 抑制試験

志熊 淳平(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○副腎から分泌されるホルモ
ンの作用と分泌機構を説明で
きる。
△副腎疾患の検査を概説でき
る。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系)(科目№TM16077083)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・小田原 雅人・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科学)

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

11

10月11日 金 4 副腎(2) 1 症候（中心性肥満、皮膚赤
色線状など）
2 Dexamethazone抑制試験の
意義
3 病型分類と鑑別診断に必要
な検査
4 副腎過形成(ACTH非依存性
大結節性副腎皮質過形成
<AIMAH>)
5 治療

志熊 淳平(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○Cushing症候群の病態、症
候と診断を説明できる。

12

10月15日 火 3 副腎（3） 1 病態と症状（5H）
2 血中カテコールアミン
3 MIBGシンチグラフィ
4 MEN（Ⅰ型、Ⅱ型）
5 神経芽腫

永井 義幸(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○褐色細胞腫を概説できる。
△MENを概説できる。

13

10月15日 火 4 副腎（4） 1 アジソン病
2 色素沈着、体重減少
3 副腎クリーゼ
4 Schmidt症候群
5 多腺性自己免疫症候群

三輪 隆(糖尿病・代
謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

○副腎不全(慢性･急性)の原
因、病態生理、症候、診断と
治療を説明できる。

14

10月16日 水 1 副腎（5） 1 原発性アルドステロン症
2 続発性アルドステロン症
・Bartter症候群、Gitelman症
候群・Liddle 症候群
3 偽性アルドステロン症

志熊 淳平(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○アルドステロン過剰症を概
説できる。

15

10月16日 水 2 副甲状腺疾患と
カルシウム代謝異常(1)

1 PTHの分泌と作用機序
2 Ca代謝の調節
3 高Ca血症・低Ca血症
4 副甲状腺<上皮小体>機能亢
進症
5 悪性腫瘍に伴う高Ca血症

酒井 裕幸(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○副甲状腺から分泌されるホ
ルモンの作用と分泌調節機構
を説明できる。
○カルシウム代謝の異常を疾
患と関連づけて説明できる。
○副甲状腺機能亢進症の原
因、病態、症候を説明でき
る。
△悪性腫瘍に伴う高Ca血症
を概説できる。

16

10月16日 水 3 副甲状腺疾患と
カルシウム代謝異常(2)

1 副甲状腺<上皮小体>機能低
下症
2 偽性副甲状腺機能低下症
3 骨密度測定<DXA>
4 ビタミンD
5 骨粗鬆症

酒井 裕幸(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○副甲状腺機能低下症の原
因、病態、症候と診断を説明
できる。
△偽性副甲状腺機能低下症を
概説できる。
△骨粗鬆症について概説でき
る。
△くる病・骨軟化症について
概説できる。
△腫瘍性低リン血症性骨軟化
症について概説できる

17

10月16日 水 4 小児内分泌(1)
　低身長
　クレチン症

1 成長ホルモン分泌不全性低
身長症
2 生理的低身長
3 クレチン症

熊田 篤(小児科・思
春期科学)

△低身長をきたす疾患を列挙
し、その病態生理を説明でき
る。
▲成長ホルモン分泌不全性低
身長症を概説できる。
▲先天性甲状腺機能低下症の
症候、診断と治療を説明でき
る。
▲

18

10月17日 木 3 小児内分泌(2)
　先天性副腎(皮質)過形成
　思春期早発症

1 副腎皮質酵素欠損症
2 21-hydroxylase欠損症
3 思春期早発症
4 McCune-Albright症候群

熊田 篤(小児科・思
春期科学)

△先天性副腎(皮質)過形成を
概説できる。
△思春期早発症を概説でき
る。
△

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系)(科目№TM16077083)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 89 -

 / 5)PAGE (4

2019年 度

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・小田原 雅人・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科学)

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

19

10月17日 木 4 画像診断 1 MRI・CT
2 シンチグラム
3 超音波

吉村 真奈(放射線医
学)

○視床下部・下垂体の画像検
査の意義と適応を説明でき
る。
▲甲状腺の画像検査の意義と
適応を説明できる。
▲副甲状腺の画像検査の意義
と適応を説明できる。
○副腎(皮質･髄質)の画像検査
の意義と適応を説明できる。

20

10月18日 金 1 症例演習
内分泌疾患の診断と治療

佐野 晃士(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

21

10月18日 金 2 糖代謝異常（1） 1 糖質の代謝経路
2 解糖系と糖新生
3 膵島から分泌されるホルモ
ンと作用

鈴木 亮(糖尿病・代
謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

○膵島から分泌されるホルモ
ンの作用を説明できる。
△糖質・タンパク質・脂質の
代謝経路と相互作用を説明で
きる。

22

10月18日 金 3 糖代謝異常（2） 1 診断基準
2 IGT、IFG
3 病型分類
4 糖尿病と自己免疫
5 劇症1型糖尿病

鈴木 亮(糖尿病・代
謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

○糖尿病の原因、病態生理、
分類、症候と診断を説明でき
る。

23
10月18日 金 4 糖代謝異常（3） 1 糖尿病網膜症の分類と治療

2 糖尿病と関連の深い眼疾患
志村 雅彦(眼科学)

○糖尿病の眼合併症を概説で
きる。

24

10月21日 月 1 糖代謝異常（4） 1 インスリン分泌不全
2 インスリン抵抗性
3 二次性糖尿病
4 遺伝子異常による糖尿病
5 妊娠糖尿病

小田原 雅人(糖尿病
・代謝・内分泌・
リウマチ・膠原病

内科学)

○糖尿病の原因、病態生理、
分類、症候と診断を説明でき
る。

25

10月21日 月 2 糖代謝異常（5） 1 食事療法
2 運動療法（含禁忌）
3 経口血糖降下剤
4 インスリン
5 薬物治療の副作用
6 糖尿病治療のEBM

小田原 雅人(糖尿病
・代謝・内分泌・
リウマチ・膠原病

内科学)

○糖尿病の治療（食事療法、
運動療法、薬物療法)を概説
できる。

26

10月21日 月 3 糖代謝異常（6） 1 細小血管症の病因
2 糖尿病性腎症の病期分類
3 糖尿病性神経障害の分類と
症状
4 大血管障害と動脈硬化
5 糖尿病性足病変

小田原 雅人(糖尿病
・代謝・内分泌・
リウマチ・膠原病

内科学)

○糖尿病の慢性合併症を列挙
し、概説できる。

27

10月21日 月 4 糖代謝異常（7） 1 糖尿病性ケトアシドーシス
<DKA>の病態、症状、治療
2 高血糖高浸透圧症候群の症
状、治療
3 乳酸アシドーシス

諏訪内 浩紹(糖尿病
・代謝・内分泌・
リウマチ・膠原病

内科学)

○糖尿病の急性合併症を概説
できる。

28

10月24日 木 2 糖代謝異常（8） 1 低血糖症状
2 空腹時低血糖
3 反応性低血糖
4 インスリノーマ
5 インスリン自己免疫症候群

諏訪内 浩紹(糖尿病
・代謝・内分泌・
リウマチ・膠原病

内科学)

△低血糖症を概説できる。

29

10月24日 木 3 症例演習 <糖代謝異常> 櫻井 衛(糖尿病・代
謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

30

10月24日 木 4 脂質代謝異常 1 WHO分類
2 2次性高脂血症
3 家族性高コレステロ－ル血
症<FH>
4 PCSK9
5 メタボリックシンドローム

鈴木 亮(糖尿病・代
謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

○脂質異常症の分類、原因と
病態を説明できる。
○脂質異常症の予防と治療を
説明できる。

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系)(科目№TM16077083)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・小田原 雅人・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科学)

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

31

10月25日 金 1 蛋白質および核酸代謝異常
その他の代謝異常

1 低蛋白血症
2 全身性アミロイドーシス(原
発性・続発性)
3 痛風および痛風発作と鑑別
すべき疾患
4 Lesch-Nyhan症候群
5 Kayser-Fleischer輪
6 Menkes病

諏訪内 浩紹(糖尿病
・代謝・内分泌・
リウマチ・膠原病

内科学)

○血清蛋白質の異常を概説で
きる。
○高尿酸血症・痛風の原因と
病態を説明できる。
△アミロイドーシスを概説で
きる。
△ヘモクロマトーシスを概説
できる。
△Wilson病を概説できる。

32

10月25日 金 2 ビタミンの欠乏と過剰
　肥満とやせ

1 水溶性ビタミンと脂溶性ビ
タミン
2 ビタミンB1欠乏症
(Wernicke脳症)
3 ニコチン酸欠乏症(ペラグ
ラ)
4 単純性肥満

鈴木 亮(糖尿病・代
謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

○ビタミン欠乏症と過剰症を
概説できる。
○肥満・やせを定義し、それ
ぞれの原因を列挙できる。
○肥満・やせを呈する患者の
診断の要点を説明できる。

臨床医学Ⅰ(内分泌・栄養・代謝系)(科目№TM16077083)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(免疫・アレルギー疾患) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・小田原 雅人・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、教授・沢田 哲治・(糖尿病・代謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科学)

臨床医学Ⅰ(免疫・アレルギー疾患)

  学習内容

教育方針

免疫疾患については自己免疫疾患では関節炎、皮膚症状、レイノー症状
などの代表的な臨床症状、さらに自己抗体の種類と臨床的意義を解説す
ることで、診断に至るプロセスを説明する。
アレルギー疾患は共通の病態生理と標的臓器の特徴を概説し、共通の検
査法、治療法を説明し、各標的臓器を担当する診療科からアレルギー疾
患の特徴的な症状、検査と治療を説明する。

講義の概説

免疫・アレルギー疾患について、内科・皮膚科・耳鼻科・眼科的疾患を
包括して学び、担当教員についても基礎系から免疫学、病理学、臨床系
からリウマチ・膠原病内科、皮膚科、耳鼻科、眼科の各科が協力して行
う。従って講義は自己免疫・アレルギーの病態生理、総論および各々の
共通する検査法、治療法を概説してから、各論が続くように構成されて
いる。

復習

配付資料や過去問題、国家試験問題等を参考にして自己の学習成果を確
認すること（1時間以上）。学習内容が十分に理解できない場合は、オ
フィスアワー等を活用して積極的に教員に質問して理解すること。

予習

免疫学（MHC による抗原提示、T 細胞の抗原認識機構、ヘルパーT 細胞
サブセット（Th1、Th2、Th17、制御性T 細胞など）、炎症性サイトカ
イン）および薬理学（抗炎症薬/鎮痛解熱薬、アレルギー治療薬、免疫系
作用薬、骨粗鬆症治療薬、交感神経作動薬）の復習を行い（2時間以
上）、授業に臨むことが望ましい。また、内科学教科書あるいは参考書
の膠原病、アレルギー疾患の各章を1時間以上かけて通読すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e 自主自学」を通じて、講義資料や小テストなどの提示を行う。
・クリッカー等を用いた確認テストを適宜実施する。

 学習上の注意

  学習上の注意等

各論での各種疾患の診断、治療を習得するには、基礎的な免疫学、病理学を理解し、かつ総論による全体像を把握することが必要となる。
自己免疫疾患では共通する臨床症状（全身症状、レイノー症状や多関節炎）と各自己免疫疾患に特徴的な臨床症状、自己抗体、診断基準、画像所
見、治療薬を習得する。
アレルギー疾患は共通する病態生理と検査を理解し、呼吸器、消化器、眼、鼻などの標的臓器に特異的な検査、治療を理解する。また代表的な薬物
アレルギーを理解する。
免疫・アレルギー疾患に用いられる漢方療法を理解する。
関節リウマチ、アレルギー性鼻炎、気管支喘息などは普遍的疾患であることから、十分な理解が必要となる。また、継続して受講しないと全体像の
把握が難しくなる。

  オフィスアワー

沢田 哲治（糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学）担当

月曜日・木曜日 16：30～18：00日時

教育研究棟10 階場所

IP電話 62166

tsawada@tokyo-med.ac.jpE-mail

免疫・アレルギー疾患は横断的分野であり、学外を含め多くの教員が関与するので、上記を質問や相
談の窓口とします。訪問は基本的に予約なしで構いませんが、不在の際はIP 電話等で連絡してくださ
い。

備考

  指定する教科書、参考書

1) ｢内科学（第11版）｣ 朝倉書店 2017年
2) ｢アレルギー総合ガイドライン 2016｣ 協和企画 2016 年
3) ｢喘息予防・管理ガイドライン2015｣ 協和企画 2015 年
4)「リウマチ・膠原病診療ガイド―病態・病理から診療のTipsまで」文光堂 2016年

臨床医学Ⅰ(免疫・アレルギー疾患)(科目№TM16077093)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(免疫・アレルギー疾患) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・小田原 雅人・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、教授・沢田 哲治・(糖尿病・代謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科学)

臨床医学Ⅰ(免疫・アレルギー疾患)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

11月01日 金 1 自己免疫とアレルギー
　　― 免疫学的側面から ―

1 自己・非自己
2 免疫寛容
3 制御性T細胞
4 Coombs & Gell の分類
5 肥満細胞

横須賀 忠(免疫学)

○免疫寛容の維持とその破綻
について説明できる。
○アレルギー反応の分類とそ
の特徴を説明できる。

2

11月01日 金 2 自己免疫疾患一般（１）
　　　　－ 総 論 －

1 膠原病
2 自己免疫疾患
3 関節炎
4 炎症性腰痛
5 Raynaud症状

沢田 哲治(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○膠原病およびその類縁疾
患、自己免疫疾患、リウマチ
性疾患について概説できる。
○関節炎をきたす疾患を列挙
できる。
○Raynaud症状について説明
し、その原因疾患を列挙でき
る。

3

11月01日 金 3 自己免疫疾患一般（２）
　　－膠原病の病理－
　　－血管炎症候群の病
理－

1 フィブリノイド変性
2 ループス腎炎
3 壊死性血管炎
4 肉芽腫性血管炎

佐藤 永一(医学総合
研究所)

○SLEの病理形態を説明でき
る。
○関節リウマチの病理形態を
説明できる。
○血管炎の病理形態を説明で
きる。

4

11月01日 金 4 自己免疫疾患一般（３）
　　　　－検査・治療－

1 抗核抗体
2 リウマトイド因子
3 補　体
4 副腎皮質ステロイド薬
5 免疫抑制薬

沢田 哲治(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○自己抗体の種類と臨床的意
義を説明できる。
○自己免疫疾患の治療薬を説
明できる。

5

11月05日 火 2 自己免疫疾患各論（１）
　関節リウマチ

1 関節リウマチ
2 悪性関節リウマチ
3 血清反応陰性脊椎関節症
4 強直性脊椎炎

加藤 英里(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○関節リウマチの病態生理、
症候、診断、治療を説明でき
る。
○関節リウマチの関節外症状
を説明できる｡
○強直性脊椎炎の症候、診断
と治療を説明できる。

6

11月06日 水 1 自己免疫疾患各論（２）
　強皮症、皮膚筋炎、
　多発性筋炎、MCTD

1 強皮症
2 皮膚筋炎
3 多発性筋炎
4 混合性結合組織病
（MCTD）

太原 恒一郎(糖尿病
・代謝・内分泌・
リウマチ・膠原病

内科学)

○強皮症の病態生理、症候、
診断と治療を説明できる。
○強皮症の臓器病変(特に肺･
腎)を説明できる。
○皮膚筋炎・多発性筋炎、
MCTDの症候、診断と治療を
説明できる。

7

11月06日 水 2 自己免疫疾患各論（３）
　全身性エリテマトーデス

1 全身性エリテマトーデス
2 抗リン脂質抗体症候群

林 映(糖尿病・代謝
・内分泌・リウマ
チ・膠原病内科学)

○SLEの病態生理、症候、診
断と治療を説明できる。
○SLEの難治性病態（中枢神
経ループス、ループス腎炎)
を説明できる。
○抗リン脂質抗体症候群の病
態生理、症候、診断と治療を
説明できる。

8

11月06日 水 3 自己免疫疾患各論（４）
　Sjögren症候群
　Behçet病
　成人Still病

1 Sjögren 症候群
2 Behçet病
3 成人Still病
4 再発性多発軟骨炎
5 線維筋痛症

太原 恒一郎(糖尿病
・代謝・内分泌・
リウマチ・膠原病

内科学)

○Sjögren症候群を概説でき
る。
○Behçet病を概説できる。
○成人Still病を概説できる。

9
11月06日 水 4 免疫疾患と漢方 1 免疫疾患の漢方治療 磯部 秀之(埼玉医

大)
△和漢薬を概説できる。

10

11月07日 木 1 自己免疫疾患各論（５）
　血管炎症候群（その１）

1 側頭動脈炎
2 大動脈炎症候群
3 結節性多発動脈炎
4 多発血管炎性肉芽腫症
（GPA）
5 好酸球性多発血管炎性肉芽
腫症
6 顕微鏡的多発血管炎

太原 恒一郎(糖尿病
・代謝・内分泌・
リウマチ・膠原病

内科学)

○血管炎症候群を列挙し、そ
の病態生理、症候、診断と治
療を説明できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(免疫・アレルギー疾患)(科目№TM16077093)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(免疫・アレルギー疾患) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
主任教授・小田原 雅人・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、教授・沢田 哲治・(糖尿病・代謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科学)

臨床医学Ⅰ(免疫・アレルギー疾患)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

11

11月07日 木 2 アレルギー総論 1 アレルギー定義・分類
2 アレルゲン
3 免疫療法

森 晶夫(糖尿病・代
謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)
国立病院機構相模

原病院

○アレルギー疾患の特徴とそ
の発症を概説できる。
○アレルギー疾患の検査と治
療につき概説できる。

12

11月07日 木 3 自己免疫疾患各論（６）
　血管炎症候群（その２）

1 Schönlein-Henoch紫斑病
2 クリオグロブリン血症
3 過敏性血管炎
4 リウマチ性多発筋痛症
(PMR)

太原 恒一郎(糖尿病
・代謝・内分泌・
リウマチ・膠原病

内科学)

○血管炎症候群を列挙し、そ
の病態生理、症候、診断と治
療を説明できる。
○PMRを概説できる。

13

11月07日 木 4 アレルギー各論（２）
　アレルギー性眼疾患

1 花粉症
2 アレルギー性結膜炎
3 春季カタル
4 アトピー性皮膚炎付随眼疾
患
5 薬物アレルギー

川上 摂子(眼科学)

○アレルギー性眼疾患を概説
できる。

14

11月08日 金 1 アレルギー各論（１）
　アレルギー性皮膚疾患

1 薬物アレルギー
2 血管性病変浮腫
3 食物アレルギー
4 職業性アレルギー 加藤 雪彦(皮膚科

学)

○薬物アレルギーを概説でき
る。
▲血管性病変浮腫を概説でき
る。
▲食物アレルギーを概説でき
る。
▲職業性アレルギーを概説で
きる。

15

11月08日 金 2 アレルギー各論（３）
　気管支喘息、
　アレルギー性気管支
　肺アスペルギルス症

1 気管支喘息
2 アレルギー性気管支肺アス
ペルギルス症

黨 康夫(糖尿病・代
謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)
同愛記念病院

○気管支喘息の病態生理、診
断、治療を説明できる。
○アレルギー性気管支肺アス
ペルギルス症を概説できる。

16
11月08日 金 3 アレルギー各論（４）

　アレルギー性鼻炎
1 アレルギー性鼻炎
2 花粉症

矢富 正徳(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○アレルギー性鼻炎の発症機
構を説明できる。

17

11月08日 金 4 アレルギー各論（５）
　アナフィラキシー
　過敏性肺炎

1 アナフィラキシー
2 過敏性肺炎

沢田 哲治(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○アナフィラキシーの症候、
診断と治療を説明できる。
○過敏性肺炎の症候、診断と
治療を説明できる。

臨床医学Ⅰ(免疫・アレルギー疾患)(科目№TM16077093)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(感染症) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・渡邉 秀裕・(感染制御部)

臨床医学Ⅰ(感染症)

  学習内容

教育方針

総論では感染症診療の柱となる診断と治療について、全般的な内容を理
解する。診断の柱となるのは感染症名の決定と起炎病原体の診断であ
る。感染症名の決定に必要な問診その他の診察項目や各種の検体検査、
および画像診断について理解する。一方、治療についてはその中心とな
る抗菌薬について、主な薬剤を系統立てて理解するとともにその使用法
の基本を習得する。
各論では主要な感染症を取り上げ、症候や診断、さらに治療まで説明す
る。さらに院内感染についても、その発症機序や病態を知り対策につい
ても理解を深める。寄生虫および輸入感染症については再度、記憶を新
たにして知識を深める。ケーススタディでは具体的な感染症の症例をも
とにそのアプローチ法を習得する。

講義の概説

感染症はすべての臓器に起こり、関連する診療科の領域も多岐に渡って
いる。限られた講義数の中で、感染症の枠ではそのエッセンスを提供す
る。すなわち前半では感染症総論として診断や治療に関する概略を解説
し、後半では感染症各論として代表的な感染症を取り上げる。

復習

感染症の領域は広いため、講義の終了後にその日に学んだことを簡単に
復習しておくことを推奨する。特に各領域において感染症がどのような
関わりを持ち、診断や治療がどのように行われているのか理解しておい
ていただきたい。

予習

第2学年で学んだ微生物学が感染症学の基本となっている。各種微生物
の特徴について確認し、関連する疾患と結びつけて学んでおくことが望
ましい。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e 自主自学」を通じて、講義資料の提示や小テストを実施する。
・e ポートフォリオを活用し、授業に関する質問や感想を提出させフィードバックする。

 学習上の注意

  学習上の注意等

感染症を学ぶ上で、2 学年で学んだ微生物学の基礎的な知識は欠かせない。主要な起炎病原体の特徴については、基本はすでに理解しているものと
して講義は進められる。そのため、微生物学の基本が危ういと感じる学生は、再度、微生物学の講義で学んだことを簡単におさらいしておいて欲し
い。
また、感染症は各科の講義でも必ずといって良いほど触れられる分野である。ただし、限られた講義数の中で、それぞれの領域の感染症を今回の講
義で網羅することは不可能である。そこでテーマとして取り上げられなかった部分については、今回の講義で学んだことと関連づけながらそれぞれ
の領域の講義で知識を深めて欲しい。
さらにCBT 対策としては、講義の内容と関連のある問題を、市販のCBT 対策問題集等を活用しながら授業と併行して解いていくことで、試験対策
の準備とすることが可能になると思われる。

  オフィスアワー

渡邉 秀裕（感染制御部 部長）担当

水曜日午後、金曜日午後が比較的時間がとりやすいが事前調整がよい日時

病院7階 感染制御部室または教育研究棟10階　教授室場所

IP電話 63546

hw-nabe4@tokyo-med.ac.jpE-mail

できればメール等で事前に調整することが望ましい備考

  指定する教科書、参考書

1）「内科学（第10 版）」矢崎義雄等編、朝倉書院、2013

臨床医学Ⅰ(感染症)(科目№TM16077103)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(感染症) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・渡邉 秀裕・(感染制御部)

臨床医学Ⅰ(感染症)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

11月12日 火 2 感染症総論（１）
　感染症の臨床診断

1 感染徴候
2 白血球数、CRP
3 画像診断 中村 茂樹(微生物

学)

○主な感染症の病態を理解で
きる。
○感染症の診断の基本を説明
できる。
○各種の感染症に適切な診断
法を選択できる。

2

11月14日 木 2 感染症総論（２）
　感染症の起因病原体診断

1 染色・培養・同定
2 抗原検出
3 遺伝子検査
5 抗体検査

大楠 清文(微生物
学)

○感染症の主な起因病原体を
説明できる。
○各種の病原体に適切な検査
法を選択できる。

3
11月14日 木 3 感染症総論（３）

　感染症の画像診断
1 中枢神経感染症
2 呼吸器感染症
3 消化器感染症

朴 辰浩(放射線医
学)

○中枢神経系、呼吸器感染症
および消化器系感染症の特徴
画像所見を説明できる。

4

11月14日 木 4 感染症総論（４）
　治療の基礎・抗菌薬

1 β-ラクタム
2 アミノ配糖体
3 マクロライド
4 テトラサイクリン、その他

渡邉 秀裕(感染制御
部)

○感染症の治療の基本を説明
できる。
○抗菌薬の選択と投与法につ
いて説明できる。

5
11月15日 金 1 感染症総論（５）

　感染症の予防
1 各種ワクチン
2 抗菌薬の予防内服
3 針刺し後の処理

福島 慎二(渡航者医
療センター)

○感染症の予防法について各
種のアプローチを説明でき
る。

6

11月15日 金 2 感染症総論（６）
　感染対策の基本と応用

1 医療関連感染
2 耐性菌
3 標準予防策
4 感染経路別予防策

平井 由児(八王子・
感染症科)

○院内感染の概念を説明でき
る。
○院内感染の発症機序や患者
背景を説明できる。
○院内感染対策の基本を説明
できる。

7

11月15日 金 3 感染症総論（７）
　抗ウイルス薬，抗真菌薬

1 HIV・肝炎ウイルス治療薬
2 ヘルペスウイルス治療薬
3 アムホテリシン
4 アゾール系、その他

佐藤 昭裕(感染制御
部)

○抗ウイルス薬の適応・投与
法について説明できる。
○各抗真菌薬の作用機序・適
応について説明できる。

8
11月15日 金 4 感染症各論（１）

　HIV感染症・
　日和見感染症・腫瘍

1 日和見感染症
2 CD4、ウイルス量
3 抗HIV療法

四本 美保子(臨床検
査医学)

○HIV感染症の症候、診断、
治療を説明できる。

9

11月18日 月 1 感染症各論（４）
　呼吸器感染症

1 肺炎
2 気管支炎
3 肺結核　
4 非結核抗酸菌症

宇留間 友宣(八王子
・感染症科)

○肺炎の原因、症候、診断、
治療と予防を説明できる。
○結核を含む抗酸菌症の原
因、症候、診断、治療と予防
を説明できる。

10

11月18日 月 2 感染症各論（３）
　消化器感染症

1 腸炎ビブリオ・病原性大腸
菌
2 サルモネラ・キャンピロバ
クター
3 ノロウイルス
4 ブドウ球菌食中毒

平山 剛(茨城・内科
（消化器）)

○下痢、食中毒を起こす病原
体を列挙し、診断と治療の基
本を説明できる。
○病原性大腸菌感染症を概説
できる。

11

11月18日 月 3 感染症各論（５）
　ＳＴＤ

1 淋病、非淋菌性尿道炎
2 梅毒
3 肝炎ウイルス

佐藤 昭裕(感染制御
部)

○代表的なSTDの疾患を列記
できる。
○STDの病態や臨床的特徴を
説明できる。

12

11月18日 月 4 感染症各論（２）
　全身感染症・深部の感染
症

1 菌血症
2 敗血症・敗血症性ショック
3 深部膿瘍
4 骨髄炎

小林 勇仁(感染制御
部)

○菌血症・敗血症の病態を説
明できる。
○菌血症・敗血症の診断と治
療を説明できる。
○深部膿瘍、骨髄炎の臨床的
特徴を説明できる。

13

11月19日 火 2 感染症各論（６）
　海外への渡航と感染症

1 狂犬病
2旅行者下痢症
３マラリア
４デング熱

濱田 篤郎(渡航者医
療センター)

○海外に渡航する際に注意す
べき感染症の種類、症候、診
断、治療、予防を説明でき
る。

14
11月20日 水 1 感染症各論（７）

　造血器腫瘍と感染
1 敗血症
2 肺炎

伊藤 良和(血液内科
学)

○白血病，悪性リンパ腫の患
者に起こりやすい感染症の特
徴を説明できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(感染症)(科目№TM16077103)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(感染症) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・渡邉 秀裕・(感染制御部)

臨床医学Ⅰ(感染症)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

15
11月20日 水 2 感染症まとめ・演習 渡邉 秀裕(感染制御

部)

臨床医学Ⅰ(感染症)(科目№TM16077103)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(乳房) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・石川 孝・(乳腺科学)、助教・宮原 か奈・(乳腺科学)、助教・河手 敬彦・(乳腺科学)

臨床医学Ⅰ(乳房)

  学習内容

教育方針

第１回の乳房の構造/機能・診断学では、ホルモン標的臓器としての乳房
・乳腺が常に変化することを理解する。また診断学では各検査が順序立
てて組まれ主要疾患を診断するまでの道筋を解説する。また乳腺の良性
腫瘍についても解説を行う。
第２回の治療学では、乳癌疾患にまつわる治療法の網羅的解説を行う。
第３回・4では、現在社会的にも関心の高い「乳癌」に絞り、診断から
治療までの概論を最新のトピックスを交え解説する。

講義の概説

乳房の構造と機能、診断と検査の基本、症候と良性疾患、乳癌の診断と
治療に講義テーマを４回に区切り、ホルモン標的臓器の特性を学ぶ。症
例写真、画像フィルム、手術写真などを多用し授業に出席、参加して理
解を深める講義内容とする。

復習

配布された授業資料や下記記載図書などで、毎回30分以上かけ、知識を
確認しておくこと。

予習

日本乳癌学会の公式ホームページから、ページ右下の「患者さん用 乳が
ん診療の手引き（患者さんのための乳がん診療ガイドライン）」にアク
セスし、診療の流れを理解しておくこと。指定された教科書・参考書な
どで、合計2時間以上の時間を充てること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e 自主自学」を通じて、単語・略語リスト、講義資料の提示や、小テスト、アンケート方式の授業評価を実施する。
・授業中にクリッカーを用いた確認テストを実施する。
・e ポートフォリオを活用し、授業に関する質問等や感想を提出させフィードバックする。

 学習上の注意

  学習上の注意等

乳房の診察は、問診、視触診から始まり、画像診断が大変重要となる。それぞれの講義においては画像診断の典型的な症例を供覧し説明する予定で
あるが、これを理解するために必要な乳房画像診断の基礎知識を予め修得した上で講義に出席されたい。
乳房の構造と機能、診断と検査の基本、症候と良性疾患、乳癌の診断と治療の４回に講義テーマは区切られており、毎回の出席が要求される。５年
以降の臨床実習を行う際には、上記４単位すべての基礎的事項が充分に把握されていることが必要となるからである。
講義は時間的制約から基本的事項にとどまる場合もあり、事前ならびに講義後の自習で疑問点については遠慮なく質問し、理解を深めることが望ま
しい。配布されるプリントは進級後もポリクリなどで使用するので、保管することが望ましい。

  オフィスアワー

河手 敬彦（乳腺科学）担当

電話での連絡を要する場合の日時：月曜日 18：00～20：00・金曜日 16：00～18：00日時

教育研究棟8 階（乳腺科医局）場所

IP電話 63490

kawa-t@tokyo-med.ac.jpE-mail

原則メールによりアポイントをとることを勧める。備考

宮原 か奈（乳腺科学）担当

電話での連絡を要する場合の日時：月曜日 16:00～19：00・金曜日 17：00～18：00日時

教育研究棟8 階（乳腺科医局）場所

IP電話 63639

cana-m@tokyo-med.ac.jpE-mail

原則メールによりアポイントをとることを勧める。備考

  指定する教科書、参考書

1)「乳腺腫瘍学」日本乳癌学会編、金原出版、2012 年
2)「マンモグラフィーガイドライン（第3 版）」マンモグラフィーガイドライン委員会ほか編、医学書院、2010 年
3)「乳房超音波診断ガイドライン第2 版」日本乳腺甲状腺超音波診断会議編、医学書院2008 年
4) 臨床・病理「乳癌取扱い規約（第18 版）」日本乳癌学会編、金原出版、2018 年
5)「新癌の外科-手術手技シリーズ・乳癌」国立がんセンター編、メジカルビュー社2001 年
6)「乳癌診療ガイドライン①治療編(2018 年版)」日本乳癌学会編、金原出版
7)「乳癌診療ガイドライン②疫学・診断編(2018 年版)」日本乳癌学会編、金原出版

臨床医学Ⅰ(乳房)(科目№TM16077113)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(乳房) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・石川 孝・(乳腺科学)、助教・宮原 か奈・(乳腺科学)、助教・河手 敬彦・(乳腺科学)

臨床医学Ⅰ(乳房)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

11月25日 月 3 乳房の構造と機能

診断と検査の基本

良性乳腺疾患

症候及び疾患

乳癌の疫学

1 乳管・集合管
2 乳腺小葉
3 乳汁漏出症
4 女性乳房症
5 乳房のしこり
6 乳房撮影法
7 石灰化・音響陰影
8 経皮的針穿刺生検
9 乳腺症
10 乳管内乳頭腫
11 乳腺炎
12 乳腺線維腺種
13 乳腺葉状腫瘍

宮原 か奈(乳腺科
学)

 乳房の構造と機能を説明で
きる。
 乳房診察の要点と手順を説
明できる
 乳房腫瘤の画像診断を説明
できる
 細胞・組織診断法を概説で
きる。
 良性乳腺疾患の種類を挙
げ、説明できる。

2

11月25日 月 4 乳腺悪性疾患（乳癌）にま
つわる治療方針

1 組織型分類
2 乳癌の診断法
3 乳癌の病期
4 乳癌の疫学
5 乳癌の手術法と予後
6 化学療法と放射線療法

河手 敬彦(乳腺科
学)

○乳腺悪性腫瘍の危険因子、
症候、診断を説明できる。ま
た乳腺悪性腫瘍の治療と予後
を説明できる。

3

11月26日 火 1 乳癌にまつわる最新情報ト
ピックスの解説

乳癌領域の研究について

石川 孝(乳腺科学)

○乳癌の最新情報を周知し、
網羅的考察ができる。

4

11月26日 火 2 乳癌にまつわる最新情報ト
ピックスの解説

乳癌領域の研究について

石川 孝(乳腺科学)

○乳癌の最新情報を周知し、
網羅的考察ができる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(乳房)(科目№TM16077113)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 99 -

 / 3)PAGE (1

2019年 度

臨床医学Ⅰ(救急医療) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・織田 順・(救急・災害医学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)

臨床医学Ⅰ(救急医療)

  学習内容

教育方針

救命を目的とした実践的知識を学ぶ．各疾患の系統的学習より病態生理
の習得を重視する．異常値を見つけあるいは補正するのではなく，患者
の生命を救うために必要な診察と，応急処置に特化した技能を教育す
る．

講義の概説

ｅ自主自学に予習教材が掲載されている講義は反転授業を行う．反転授
業は，習得すべき知識を，学習者が予習してから臨む．授業は学習内容
を最初から説明することなしに，主に知識の復習と発展的学習のための
ディスカッションを行う．予習教材に目を通すことなく出席すると，つ
まらない授業になると思われるので注意されたい．

復習

一部の講義には，開講後にｅ自主自学でポストテストを用意する．各テ
ストは，実施に20分程度を要する．

予習

一部の講義には，開講１ヶ月前までにｅ自主自学で予習教材を用意す
る．教材はテキストと動画からなり，各項目の予習に30分程度を要する
見込みである．

  授業時間外の学習

  ICT活用

予習用教材を開講１ヶ月前までに用意するので，各授業までに閲覧することを推奨する．授業中はやはりｅ自主自学を使った授業中テストを行うの
で，授業にはインターネットに接続可能な個人用端末を持参して臨んでほしい．復習用のポストテストを開講期間に掲載するので利用されたい．

 学習上の注意

  学習上の注意等

各講義の前半は，予習教材で解説した基礎的内容に対して授業中テストを行う．テストは授業中ｅ自主自学のフィードバック機能で実行する．学習
者は個人用端末でテストに取り組んでもらう．テストはその場で学生と教師間でディスカッションして解説する．したがって，授業は最初から参加
しないと，この展開についてこられなくなることに留意すべきである．後半は発展的内容や，予習では理解しにくい知識を解説する．前後半とも，
包括的・概念的であるより，具体的で実践的かつ国家試験受験に必要な学習を目指す．

  オフィスアワー

三島史朗担当

毎月学内の掲示板やｅ自主自学で日程を掲示する．時間は17-18時日時

西新宿大学病院６階医療安全管理室場所

IP電話 62860

mana9@mac.comE-mail

毎月日程を掲示する．予約不要．備考

  指定する教科書、参考書

1) 標準救急医学（医学書院）編集：日本救急医学会
2) 改訂「外傷初期診療ガイドライン」へるす出版：日本外傷学会

臨床医学Ⅰ(救急医療)(科目№TM16077123)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(救急医療) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・織田 順・(救急・災害医学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)

臨床医学Ⅰ(救急医療)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

11月28日 木 2 ER診療 1 意識レベル
2 気道確保
3 呼吸状態
4 循環評価

織田 順(救急・災害
医学)

○救急患者の評価法を説明で
きる。
○治療の優先順位を説明でき
る。

2

11月28日 木 3 広範囲熱傷 1 広範囲熱傷
2 輸液公式 織田 順(救急・災害

医学)

○熱傷の重症度が評価でき
る．
○熱傷の初期治療が説明でき
る．

3

11月28日 木 4 気道確保 1 気道確保
2 意識レベル
3 気管挿管 三島 史朗(医療の質

・安全管理学)

○気道確保の適応を理解す
る。
△気管挿管の方法が説明でき
る。
○意識レベルの評価が説明で
きる。

4

11月29日 金 1 人工呼吸Ｉ 1 血液ガス
2 パルスオキシメータ
3 酸素マスク
4 PEEP

三島 史朗(医療の質
・安全管理学)

○酸素化とその障害を理解す
る．
○酸素療法の実際を説明でき
る．
△PEEPの作用機序が説明で
きる．

5

11月29日 金 2 人工呼吸 II 1 肺胞方程式
2 強制換気
3 weaning 三島 史朗(医療の質

・安全管理学)

○換気とその障害を理解す
る．
○人工呼吸管理の実際を説明
できる．
△Weaningの意義が説明でき
る．

6

11月29日 金 3 循環管理Ｉ 1 循環の三要素
2 血液量評価法
3 輸液療法 三島 史朗(医療の質

・安全管理学)

○循環の三要素が説明でき
る．
○血液量の評価法が説明でき
る．
△輸液療法の実際を説明でき
る．

7

11月29日 金 4 循環管理 II 1 心拍出量
2 拘束性ショック
3 血管作動薬 三島 史朗(医療の質

・安全管理学)

○心拍出量の測定を説明でき
る．
○拘束性ショックの病態を理
解する．
△血管作動薬の使用法を説明
できる．

8

12月02日 月 3 循環管理 III 1 血管抵抗
2 血管作動性ショック 三島 史朗(医療の質

・安全管理学)

○血管抵抗の評価法が説明で
きる．
○血管作動性ショックを理解
する．

9

12月02日 月 4 意識障害 1 AIUEOTIPS
2 失神とTIA
3 DONT

三島 史朗(医療の質
・安全管理学)

○意識障害の鑑別法が説明で
きる．
△意識障害の応急処置が説明
できる．

10

12月03日 火 1 脳死 1 脳死の概念
2 診断基準
3 臓器・組織移植

弦切 純也(救急・災
害医学)

△脳死の概念が説明できる．
○脳死の診断基準が説明でき
る．
▲移植のための臓器・組織提
供を理解する．

11

12月03日 火 2 外因救急 1 急性中毒
2 分布容積
3 熱中症 三島 史朗(医療の質

・安全管理学)

○急性中毒の治療原則を理解
する．
△急性中毒の応急処置が説明
できる．
△環境障害の病態を理解す
る．

12

12月03日 火 3 多発外傷 1 創傷管理
2 多発外傷
3 PS/SS 三島 史朗(医療の質

・安全管理学)

○創傷治癒の原則が説明でき
る．
○多発外傷の病態を理解す
る．
△プライマリサーベイが説明
できる．

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(救急医療)(科目№TM16077123)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(救急医療) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・織田 順・(救急・災害医学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)

臨床医学Ⅰ(救急医療)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

13
12月03日 火 4 Acute Care Surgery 1 手術

2 非手術治療
三島 史朗(医療の質

・安全管理学)
○手術と非手術治療が説明で
きる．

14

12月04日 水 1 災害医療 1 トリアージ
2 災害拠点病院
3 DMAT 新井 隆男(救急・災

害医学)

○災害現場医療を説明でき
る。
○救急医療システムを説明で
きる。
○救急救命士の活動を説明で
きる。

15
12月04日 水 2 心肺蘇生 1 心停止

2 一次救命処置
3 二次救命処置

内田 康太郎(救急・
災害医学)

○心停止が説明できる．
○心肺蘇生の実際が説明でき
る．

臨床医学Ⅰ(救急医療)(科目№TM16077123)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(臨床腫瘍学) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・吉村 明修・(臨床腫瘍科)

臨床医学Ⅰ(臨床腫瘍学)

  学習内容

教育方針

将来医師になるにあたってがんの基礎的知識、診断と治療の基本的知識
を身につける。基礎的知識としてがんの分子生物学的、疫学・医療統計
学を理解する。がんの診断および薬物・放射線・外科療法の適応の基
本、方法、限界、有害事象を理解する。がん診療に特徴的な病名告知、
コミュニケーション・スキル等を理解し応用できる。腫瘍関連緊急事態
の病態を理解し基本的な対応が理解できるとともに、緩和医療、終末期
医療について理解する。
以上、臨床実習でこれらの知識・技能・態度を生かせる段階になること
を本科目の教育方針とする。

講義の概説

がんとは何か？良性腫瘍と生物学的に決定的に異なる点を理解する。発
がんとがん遺伝子・がん抑制遺伝子、発育・浸潤・転移のメカニズム等
分子生物学的基礎を学び、種々のがんの特徴を知る。がんの病理診断・
遺伝子診断、疫学、病因、予防医学等を理解し、がんの全体像を把握す
る。
がん診療における医療面接、病名告知、コミュニケーション・スキル、
インフォームド・コンセントの重要性を理解する。がんの画像診断・内
視鏡診断と病期分類を理解し、固形癌では病期分類に基づいて治療方針
が決定されることを理解する。
がんの治療は、外科治療、放射線治療、がん薬物療法がある。多くのが
んでは、これらを組み合わせた集学的治療が行われている。当該科の講
師が、各治療について適応、方法、限界、有害事象等について講義を行
う。
がん治療に当たっての緊急処置が必要な病態と対応、終末期医療のあり
方、緩和医療について理解する。

復習

配布された授業資料等の内容を30分以上掛けて復習し理解すること。
「e 自主自学」にて事後テストを受験し、自己の学習成果を確認するこ
と。間違えた箇所を特に重点的に復習し、その時間の学習内容等を完全
に習得すること。それでも理解できない場合は、オフィスアワー等の時
間を活用して教員に質問し、理解すること。

予習

日本臨床腫瘍学会の卒前教育カリキュラムの総論に記載されている到達
目標を自己学習して授業に望むように努めること。各講義に際しては、
その内容について指定された教科書等で30分以上時間を掛けて予習する
こと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・e ラーニングを取り入れて講義前学習に役立てるよう徐々に進捗する。可能な限り講義内容を早く提供し、予習の時間を与える
・講義の中に演習など取り入れた場合には、その理解度を確認するためクリッカーを使用する。

 学習上の注意

  学習上の注意等

臨床腫瘍学は治療として薬物療法、放射線療法、手術療法そして緩和治療と多岐にわたり、悪性腫瘍の種類も多種ある。がんの発生とその特徴、病
理・遺伝子診断、画像診断により病期を確定することにより治療が可能であり、治療の開始にはインフォームド・コンセント、チーム医療・医療倫
理そして緩和医療も始まる。これらの流れを把握するように勉強すること。

臨床医学Ⅰ(臨床腫瘍学)(科目№TM16077133)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(臨床腫瘍学) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・吉村 明修・(臨床腫瘍科)

臨床医学Ⅰ(臨床腫瘍学)

  オフィスアワー

吉村 明修（臨床腫瘍科）担当

月曜日　１５：００～１７：００日時

場所

IP電話 63822

E-mail

事前連絡にて調整すること。備考

長尾 俊孝（人体病理学）担当

木曜日を除く平日日時

場所

IP電話

nagao-t@tokyo-med.ac.jpE-mail

事前連絡すること。（内線3522　病院病理診断科）備考

井上 茂（公衆衛生学）担当

木曜日9:00～17:00日時

授業内容の質問があれば、公衆衛生学分野（第一校舎3階）（連絡先内線 237）を電話予約してから
訪ねること。

場所

IP電話 （連絡先内線 237）

prev-med@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

大平 達夫（呼吸器・甲状腺外科学）担当

木曜日 15：00～17：00日時

場所

IP電話

E-mail

事前連絡すること。備考

永川 裕一担当

日時

場所

IP電話

E-mail

事前連絡すること。備考

三上 隆二（放射線医学）担当

日時

場所

IP電話

E-mail

事前連絡にて調整すること。備考

殿塚 亮祐（消化器内科学）担当

日時

場所

IP電話

E-mail

事前連絡すること。備考

臨床医学Ⅰ(臨床腫瘍学)(科目№TM16077133)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(臨床腫瘍学) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・吉村 明修・(臨床腫瘍科)

臨床医学Ⅰ(臨床腫瘍学)

  指定する教科書、参考書

1）新臨床腫瘍学 －がん薬物療法専門医のために－（南江堂）
2）がん診療レジデントマニュアル（医学書院）
3）がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン〈2010 年版〉（金原出版）
4）がん生物学イラストレイテッド(羊土社)

臨床医学Ⅰ(臨床腫瘍学)(科目№TM16077133)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(臨床腫瘍学) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・吉村 明修・(臨床腫瘍科)

臨床医学Ⅰ(臨床腫瘍学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

12月04日 水 3 がんに関する基礎知識（1） 1 悪性腫瘍の定義
2 発がんの機序
3 染色体異常
4 がん遺伝子、がん抑制遺伝
子
5 発育、進展、浸潤、転移

吉村 明修(臨床腫瘍
科)

○がんの発生や発育、進展に
関わる過程の基本を説明でき
る。

2

12月04日 水 4 がんに関する基礎知識（2） 1 がん細胞の形態学的特徴
2 肉眼的、病理組織学的特徴
3 がんの主な組織型
4 異型度分類
5 細胞診、組織診
6 遺伝子診断

長尾 俊孝(人体病理
学)

○がんの病理学、病理診断、
免疫染色・遺伝子診断、細胞
診断の基本を説明できる。

3

12月05日 木 2 がんに関する基礎知識（3） 1 がんの記述疫学
2 がんのリスク要因
3 がん検診の有用性
4 がん登録とがん対策
5 がんの臨床疫学

井上 茂(公衆衛生
学)

○がんの疫学、統計学、病
因、予防、検診についての基
本を説明できる。

4

12月05日 木 3 がんの基本的診療技能 1 医療面接
2 がん患者の診療
3 チーム医療
4 医療倫理
5 インフォームド・コンセン
ト
6 セカンドオピニオン

吉村 明修(臨床腫瘍
科)

○医療面接、診療、医療倫
理、インフォームド・コンセ
ント、チーム医療などの基本
を理解できる。

5

12月05日 木 4 がんの診断 1 がんに特異的なマーカー
2 単純X線撮影
3 X線造影検査
4 超音波検査
5 CT、MRI、PET、RI
6 内視鏡検査
7 病期分類（TNM分類）

殿塚 亮祐(消化器内
科学)

○各種検査法の原理・意義・
適応を理解し、特徴的所見を
説明できる

6

12月06日 金 1 がんの治療（1） 1 抗がん化学療法
2 分子標的治療
3 内分泌療法
4 副作用
5 治療の継続と中止
6 集学的治療

吉村 明修(臨床腫瘍
科)

○がん薬物療法の原理、適
応、限界、副作用の基礎を理
解する。

7

12月06日 金 2 がんの治療（2） 1 放射線療法
2 化学放射線療法 三上 隆二(放射線医

学)

○放射線療法、化学放射線療
法の概念、がん治療の中にお
ける放射線療法の位置付けを
説明できる。

8

12月06日 金 3 がんの治療（3） 1  腫瘍関連緊急対策
2  腫瘍随伴症候群
3 緩和医療
4 患者の尊厳とQOL
5 がん性疼痛

大平 達夫(呼吸器・
甲状腺外科学)

○腫瘍関連緊急対策、腫瘍随
伴症候群、緩和医療の基本を
説明できる。

9

12月06日 金 4 がんの治療（4） 1 標準的治療法
2 内視鏡的治療
3 標準的な手術療法
4 リンパ節郭清

永川 裕一(消化器・
小児外科学)

○内視鏡的治療や外科手術療
法の基本について説明でき
る。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(臨床腫瘍学)(科目№TM16077133)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(生殖機能) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・西 洋孝・(産科婦人科学)、教授・寺内 文敏・(産科婦人科学)、助教・野平 知良・(産科婦人科学)

臨床医学Ⅰ(生殖機能)

  学習内容

教育方針

受精・着床・分化から胎児・新生児～思春期～性成熟期～更年期～老年
期という女性のライフステージの各時期における生理現象と疾患を診察
する診療科なので、女性の骨盤内臓器の解剖、生理を、特有な内分泌学
的・病理学的診断法を通して学習する。
内分泌では他臓器との関連性も理解できるようにする。各論では、疾患
の概念や疫学、病因、診断法、治療法、予後を理解する。悪性腫瘍につ
いては、治療のガイドライン化も進んできており標準的治療について概
説する。また、女性の不妊の原因と治療の基礎について理解する。

講義の概説

生殖器の構造と機能、加齢による変化を理解した上で、診察と検査の方
法、そこに発生する疾患の概念、疫学、病因、病態、診断法、治療法、
予後について学ぶ。講義は基本的な解剖、検査方法を学んだ後、各疾患
について取り扱う。内分泌検査法、細胞診断、病理診断についても学
ぶ。

復習

その日のうちに「e自主自学」などで60分かけて復習し、理解が不十分
な箇所を再確認すること。不明な点があれば「オフィスアワー」などを
利用して質問し、完全に習得すること。

予習

毎時間、「e自主自学」や指定教科書で該当項目を学習してから授業に
臨むこと。その際に不得意箇所を把握しておき、授業時間内に理解する
ように努めること。予習には30～60分かけることが望ましい。

  授業時間外の学習

  ICT活用

「e 自主自学」内に単語・略語リスト、講義資料が掲示されているので、しっかり習得すること。
特に画像は講義中のスライドより見やすいので、繰り返し見直すこと。

 学習上の注意

  学習上の注意等

まず、女性生殖器の構造、機能を理解しておくことが重要である。基本を修得しておけば各論での理解もしやすい。生殖器では、内分泌機能と組織
形態が密接にかかわっており、この異常が各疾患につながることも多く、基本の理解が何より重要である。腫瘍では、細胞診断学、病理組織学の基
本的知識も必要であるので修得に努める。

  オフィスアワー

野平 知良（産科婦人科学）担当

日時・場所は事前連絡の際に相談する。日時

自主自学館11F産科婦人科学分野医局場所

IP電話 IP 電話：62641　内線：5869（医局）

tnohira@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話でアポイントをとること。（メールが望ましい。）備考

  指定する教科書、参考書

1) 標準産科婦人科学第４版（医学書院）
2) プリンシプル産科婦人科学２ 改訂版（メディカルビュー社）

臨床医学Ⅰ(生殖機能)(科目№TM16077143)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(生殖機能) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・西 洋孝・(産科婦人科学)、教授・寺内 文敏・(産科婦人科学)、助教・野平 知良・(産科婦人科学)

臨床医学Ⅰ(生殖機能)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

01月06日 月 1 ・産科婦人科学概論
・女性生殖器の発生・分化

1 生殖腺の発生
2 生殖腺の分化
3 生殖腺の解剖
4 組　織
5 女性生殖器の発育・形態

西 洋孝(産科婦人科
学)

○生殖腺の発生と性分化の過
程を説明できる。
○女性生殖器の発育の過程を
説明できる。
○女性生殖器の形態と機能を
説明できる。

2

01月06日 月 2 婦人科の基本診察と検査 1. 医療面接
2. 外診
3. 内診（双合診）
4. 超音波断層法
5. 子宮卵管造影
6. 子宮鏡検査・腹腔鏡検査
7. POP-Q

西 洋孝(産科婦人科
学)

○骨盤内臓器と腫瘍の画像診
断所見および内視鏡所見を概
説できる。

3

01月06日 月 3 生殖医学I
（性周期）

1. 月経周期（月経・排卵）
2. 子宮・卵巣・腟の周期性変
化
3. 基礎体温
4. ホルモン検査
5. 腟分泌物検査

久慈 直昭(産科婦人
科学)

○正常女性の性周期を説明で
きる。
○排卵の機序を説明できる。
○基礎体温表の所見を説明で
きる。
○血中ホルモン値の変動を説
明できる。

4

01月06日 月 4 生殖医学II
（不妊症）

1. 月経周期（月経・排卵）
2. 子宮・卵巣・腟の周期性変
化
3. 基礎体温
4. ホルモン検査
5. 腟分泌物検査

久慈 直昭(産科婦人
科学)

○基礎体温の所見を説明でき
る。
○不妊症の系統診断を説明で
きる。
○不妊症の原因に合わせた治
療を説明できる。
○生殖医療における倫理的問
題を説明できる。

5

01月07日 火 1 月経異常I
（不正性器出血・無月経）

1. 性器出血の病態・疾患
2. 消退出血・破綻出血
3. 黄体機能不全
4. 高PRL血症
5. 多嚢胞卵巣症候群 野平 知良(産科婦人

科学)

○子宮筋腫の症候、診断と治
療を概説できる。
○不正性器出血の原因を説明
できる。
○消退出血と破綻出血を説明
できる。
○続発性無月経の原因を説明
できる。
○月経異常の診察・治療の要
点を説明できる。

6

01月07日 火 2 月経異常II
（先天異常と原発性月経）

1. Turner症候群、Kleinfelter
症候群
2. アンドロゲン不応症
3. 副腎性器症候群
4. 性器の先天異常

野平 知良(産科婦人
科学)

○原発性無月経の原因を説明
できる。
○DSD（性分化異常）を説明
できる。

7

01月07日 火 3 女性医学I
（女性のライフサイクル）

1. 更年期障害
2. 骨盤臓器脱
3. 思春期のこころとからだ
4. 女性アスリートのヘルスケ
ア
5. 避妊
6. 低用量ピル

西 洋孝(産科婦人科
学)

○更年期の身体的・精神的変
化を説明できる。
○骨盤臓器脱の診断と治療を
説明できる。
○思春期特有の身体的・精神
的変化を説明できる。
○女性アスリートのヘルスケ
アを説明できる。
○避妊の方法を説明できる。
○低用量ピルの適応と副作用
を説明できる。

8

01月07日 火 4 婦人科の外科的治療 1. 開腹術
2. 腹腔鏡下手術
3. 膣式手術
4. 子宮鏡下手術
5. ロボット支援下手術

西 洋孝(産科婦人科
学)

○婦人科における外科的治療
法の適応、方法、合併症を説
明できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(生殖機能)(科目№TM16077143)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(生殖機能) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・西 洋孝・(産科婦人科学)、教授・寺内 文敏・(産科婦人科学)、助教・野平 知良・(産科婦人科学)

臨床医学Ⅰ(生殖機能)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

9

01月08日 水 1 子宮の良性腫瘍・類腫瘍 1. 子宮筋腫
2. 子宮腺筋症
3. 子宮内膜症
4.ポリープ（頚管・内膜） 野平 知良(産科婦人

科学)

○子宮筋腫の診断と治療を説
明できる。
○子宮腺筋症の診断と治療を
説明できる。
○子宮内膜症の診断と治療を
説明できる。
○ポリープの診断と治療を説
明できる。

10

01月08日 水 2 細胞診・組織診およびコル
ポスコピー

1. 細胞診・組織診
2. コルポスコピー

藤村 正樹(産科婦人
科学)

○子宮頸部の細胞診と組織診
の検査方法と所見を説明でき
る。
○子宮内膜の細胞診と組織診
の検査方法と所見を説明でき
る。

11

01月08日 水 3 子宮の悪性腫瘍I 1. CIN2. 子宮頸癌
藤村 正樹(産科婦人

科学)

○子宮頸癌の診断と治療を説
明できる。
○HPV感染から癌に至るまで
の推移を説明できる。

12

01月08日 水 4 子宮の悪性腫瘍II 1. 子宮内膜増殖症
2. 子宮体癌
子宮肉腫 西 洋孝(産科婦人科

学)

○子宮内膜増殖症の概念を説
明できる。
○子宮体癌の診断と治療を説
明できる。
○子宮肉腫の診断と治療を説
明できる。

13

01月09日 木 3 卵巣腫瘍Ⅰ 1. 卵巣腫瘍の分類
2. 良性卵巣腫瘍
3. 境界悪性卵巣腫瘍
4. 卵管腫瘍 西 洋孝(産科婦人科

学)

○卵巣腫瘍の分類を概説でき
る。
○良性卵巣腫瘍の診断と治療
を説明できる。
○境界悪性卵巣腫瘍の診断と
治療を説明できる。
○卵管の腫瘍について診断と
治療を説明できる。

14
01月09日 木 4 卵巣腫瘍Ⅱ 1. 卵巣癌

2.  腹膜癌
3. 悪性胚細胞性腫瘍

西 洋孝(産科婦人科
学)

○悪性卵巣腫瘍の分類、診断
と治療を説明できる。

15

01月10日 金 1 ・外陰・膣の腫瘍
・絨毛性疾患

1. VIN
2. 外陰癌
3. VAIN
4. 腟癌
5. 胞状奇胎
6. 絨毛癌

西 洋孝(産科婦人科
学)

○外陰・腟腫瘍の診断と治療
を説明できる。
○絨毛性疾患の診断と治療を
説明できる。

16

01月10日 金 2 女性医学II
（性器損傷と感染症）

1. 性器損傷
2. 外陰・膣感染症
3. 骨盤内感染症
4. 性感染症（STD）

野平 知良(産科婦人
科学)

○性器損傷の診断と治療を説
明できる。
○性感染症の診断と治療を説
明できる。

17

01月10日 金 3 婦人科の内科的治療 1. 婦人科悪性腫瘍の化学療法
2. 分子標的薬

西 洋孝(産科婦人科
学)

○１． 婦人科悪性腫瘍に対
する化学療法の適応、薬剤、
副作用を説明できる。
○婦人科領域の分子標的治療
の適応、薬剤、副作用を説明
できる。

18
01月10日 金 4 婦人科画像診断 1. CT

2. MRI
代田 夏彦(放射線医

学)
○骨盤内臓器と腫瘍の画像診
断所見を概説できる。

臨床医学Ⅰ(生殖機能)(科目№TM16077143)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(妊娠と分娩) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・西 洋孝・(産科婦人科学)、助教・野平 知良・(産科婦人科学)

臨床医学Ⅰ(妊娠と分娩)

  学習内容

教育方針

妊娠は病気ではないが、正常に経過していても一瞬にして母体・胎児が
生命の危機に曝される特殊な状態であることを理解しなければならな
い。まず妊娠中の母体変化を基礎・臨床の両面から学習し、胎児発育と
その評価方法を理解する。そして妊娠中の各時期での異常を理解して疾
患について学ぶようにする。その際には内科学や小児科学との関連性も
重要である。分娩については機序を理解し、正常とその評価方法、異常
をきたした時の対処法を理解する。胎児の生理機能、新生児の生理機能
を学び、どのような異常があるかを理解する。

講義の概説

妊娠の成立機序から始まり、母体の変化、胎児発育、正常な妊娠・分娩
・産褥の経過を学習した後、異常妊娠・異常分娩・異常産褥の管理に関
して学習する。また、母子保健や周産期医療と社会とのかかわりに関し
ても学習する。

復習

必ずその日のうちに「e 自習自学」で講義の重要項目をチェックし、不
明な点はオフィスアワーを利用するなどして積極的に教員に質問するこ
と。

予習

毎時間、教科書の該当項目を必ず読んで授業に臨むこと。「e 自主自
学」で講義前日までにupしていることも多いので必ず目を通してくるこ
と。予習は30～60分程度行い、疑問点は講義中に確認すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

「e 自主自学」内に単語・略語リスト、講義資料が提示されているので、内容をしっかり習得すること。特に画像は講義中のスライドよりもよく見
ることができるので、病理写真、MRI などを中心に繰り返し見直すこと。

 学習上の注意

  学習上の注意等

まず妊娠の成立を理解すること、胎盤の構造と生理的機能を学習し、妊娠の各時期における母体と胎児の評価方法を理解する。疾患については妊娠
の時期によっても異なるので、正常妊娠の生理学的変化を知らないと理解ができない。分娩についても同様である。また、周産期医学（産科と新生
児学）は他の診療科に比べて、「少子化問題」「母体搬送」「母子保健法」「母体保護法」をはじめ行政・法律を含む「社会」と密接な関わりを持
つので、「日本社会と周産期医療」という観点から、何が問題になっているかを認識する。

  オフィスアワー

野平 知良（産科婦人科学）担当

日時は事前連絡の際に相談する。日時

自主自学館11階産科婦人科学分野医局場所

IP電話 IP 電話：62641　内線：5869（医局）

tnohira@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話でアポイントをとること。（メールが望ましい。）備考

  指定する教科書、参考書

1）標準産科婦人科学第4版（医学書院）
2）最新産科学 正常編・異常編（文光堂）

臨床医学Ⅰ(妊娠と分娩)(科目№TM16077153)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(妊娠と分娩) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・西 洋孝・(産科婦人科学)、助教・野平 知良・(産科婦人科学)

臨床医学Ⅰ(妊娠と分娩)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

01月15日 水 1 妊娠の成立・維持 1.受精
2.着床
3.妊娠関連蛋白
4.妊娠とホルモン

西 洋孝(産科婦人科
学)

○受精・着床の経過と妊娠の
成立の機序を説明できる。
○妊娠の成立に伴うホルモン
の作用・動態を説明できる。

2

01月15日 水 2 胎児・胎児付属物の分化・
発育

1.器官形成
2.胎児発育
3.胎盤
4.臍帯
5.羊水

西 洋孝(産科婦人科
学)

○妊娠成立から胎児発育の過
程を説明できる。
○胎児付属物の機能を説明で
きる。

3

01月15日 水 3 妊娠の診断と妊娠中の母体
変化

1.妊娠の診断
2.分娩予定日
3.妊娠週数の数え方
4.母体の変化
5.母体の局所変化

野平 知良(産科婦人
科学)

○妊娠の診断方法を説明でき
る。
○妊娠週数の数え方を説明で
きる。
○正常妊娠による全身・局所
の解剖学的変化と生理学的変
化を説明できる。

4

01月15日 水 4 妊娠の管理 1. 妊婦健診
2. 母子保健
3. 妊婦と栄養
4. 妊娠と薬物
5. 出生前診断
6. マイナートラブル 野平 知良(産科婦人

科学)

○母子保健法・母体保護法に
ついて説明できる。
○妊娠・分娩に関する社会の
取り組みを説明できる。
○栄養を含む妊娠管理につい
て説明できる。
○薬物が妊娠・胎児に与える
影響を説明できる。
○出生前診断の方法と問題点
を説明できる。
○妊娠中のマイナートラブル
について説明できる。

5

01月16日 木 1 胎児発育評価と
分娩準備状態

1.胎児well-be
ing
2.超音波胎児計測
3.分娩監視装置
4.その他の胎児胎盤機能検査
5.分娩発来機構
6.分娩準備状態

西 洋孝(産科婦人科
学)

○胎児胎盤機能を評価でき
る。

6

01月16日 木 2 正常分娩の経過 1.分娩開始
2.分娩の3要素
3.正常分娩経過
4.正常分娩機転
5.胎盤娩出様式

野平 知良(産科婦人
科学)

○正常分娩の経過を陣痛開始
から胎盤娩出まで説明でき
る。

7

01月16日 木 3 正常分娩管理
（産婦診察・分娩管理と介
助）

1. Bishop Score
2.Friedman曲線
3.パルトグラム
4.会陰切開
5.Apgar Score

野平 知良(産科婦人
科学)

○正常分娩の管理方法を説明
できる。

8

01月16日 木 4 子宮収縮調整と
産褥の生理

1.分娩誘発
2.計画分娩
3.子宮復古
4.乳汁分泌

野平 知良(産科婦人
科学)

○子宮収縮の調整について適
応・方法を説明できる。
○産褥期の正常な母体変化を
説明できる。

9

01月17日 金 1 ハイリスク妊娠I
（妊娠初期の異常）

1.定義
2.妊産婦死亡
3.母体搬送
4.妊娠悪阻
5.ルテイン嚢胞
6.異所性妊娠

野平 知良(産科婦人
科学)

○ハイリスク妊娠の具体的リ
スクと対応を説明できる。
○日本の周産期医療の問題点
を説明できる。
○妊娠悪阻とその対応ついて
説明できる。
○ルテイン嚢胞について説明
できる。
○異所性妊娠の病態と治療を
説明できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(妊娠と分娩)(科目№TM16077153)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(妊娠と分娩) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・西 洋孝・(産科婦人科学)、助教・野平 知良・(産科婦人科学)

臨床医学Ⅰ(妊娠と分娩)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

10

01月17日 金 2 ハイリスク妊娠II
（母子感染・血液型不適合
・流早産・過期妊娠）

1.母子感染
2.血液型不適合妊娠
3.胎児水腫
4．流早産
5．切迫早産・絨毛膜羊膜炎
6．過期妊娠

野平 知良(産科婦人
科学)

○母子感染について説明でき
る。
○Rh不適合について母児へ
のリスクを説明できる。
○胎児水腫の原因と検査法を
説明できる。
 流早産と関連する病態・治
療を説明できる。
 過期妊娠によるリスクと対
応を説明できる。

11

01月17日 金 3 妊娠中期・後期の異常I
（妊娠高血圧症候群と関連
疾患）

1.妊娠高血圧症候群
2.常位胎盤早期剥離
3.子癇
4.HELLP症候群

野平 知良(産科婦人
科学)

○妊娠高血圧症候群とその関
連疾患について、症状・病態
・治療を説明できる。

12

01月17日 金 4 妊娠中期・後期の異常II 1.前置胎盤・癒着胎盤
2.羊水過多症・羊水過少症
3．多胎妊娠

野平 知良(産科婦人
科学)

○胎盤の付着異常について定
義と病態を説明できる。
○多胎妊娠について病態・合
併症を説明できる。
○羊水量の異常について診断
と病態を説明できる。
○流早産の病態と治療を説明
できる。

13
01月20日 月 1 分娩の異常I 1.微弱陣痛

2.過強陣痛
3.子宮破裂

野平 知良(産科婦人
科学)

○分娩時の異常の病態と対応
について説明できる。

14

01月20日 月 2 分娩の異常II 1.児頭骨盤不均衡（CPD）
2.前期破水
3.回旋異常
4.臍帯異常（巻絡・臍帯脱
出）

野平 知良(産科婦人
科学)

○分娩時の異常の病態と対応
について説明できる。

15

01月20日 月 3 産褥の異常 1.弛緩出血
2.産褥熱
3.乳腺炎
4.産褥期の精神疾患

野平 知良(産科婦人
科学)

○主な産褥期の異常について
説明できる。

16

01月20日 月 4 合併症妊娠I 1.婦人科疾患
2.妊娠と耐糖能異常
（妊娠糖尿病・糖尿病合併妊
娠）
3.血液疾患
4.気管支喘息

野平 知良(産科婦人
科学)

○偶発合併症が妊娠に与える
影響と妊娠が偶発合併症に与
える影響を双方向に理解し、
管理方法について説明でき
る。

17

01月21日 火 1 合併症妊娠II 1.心疾患
2.甲状腺疾患
3.自己免疫性疾患
4.腎疾患

野平 知良(産科婦人
科学)

○偶発合併症が妊娠に与える
影響、妊娠が偶発合併症に与
える影響を双方向に理解し、
管理方法について説明でき
る。

18

01月21日 火 2 産科救急I 1.産科危機的出血
2.出血性ショック

野平 知良(産科婦人
科学)

○産科DICの病態と治療を説
明できる。
○産科DICの原因を説明でき
る。
○産科的危機的出血対応ガイ
ドラインによる出血の対応を
説明できる。

19

01月21日 火 3 産科救急II 1.羊水塞栓症
2.産科DIC
3.産道裂傷 野平 知良(産科婦人

科学)

○羊水塞栓症の病態・治療を
説明できる。
○産道裂傷の症候と治療を説
明できる。
○子宮復古不全の症候と治療
を説明できる。

20

01月21日 火 4 新生児の生理的特徴
乳幼児の生理機能

1 呼吸・循環・体温
2 水分代謝
3 胎便、移行便
4 生理的体重減少
5 移行免疫

菅波 佑介(小児科・
思春期科学)

○新生児の生理的特徴を説明
できる。
○乳幼児の生理機能の発達を
説明できる。

臨床医学Ⅰ(妊娠と分娩)(科目№TM16077153)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(成長と発達) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・河島 尚志・(小児科学)、准教授・柏木 保代・(小児科学)

臨床医学Ⅰ(成長と発達)

  学習内容

教育方針

1) 年齢ごとの正常機能を理解し、異常を評価できるようにする。
2) 年齢依存性のある疾患を理解し、年齢による病態の特殊性を理解す
る。
3) 病気の子どもを持つ家族の心理を理解し、診療態度に反映させる。
4) 小児の成長に伴う病態生理、病態生化学の変化を理解する。
5) 小児特有の各疾患の診断基準、鑑別診断、治療、予後について理解す
る。
6) 小児に特徴的な画像所見を理解する。

講義の概説

「成長と発達」では「妊娠と分娩(産婦人科)」で学んでいる胎児の特徴
に続く、新生児期以降の子どもの成長と発達に関連する小児科的および
小児外科的疾患を包括的に学ぶ。講義は前単元の「感染症」に続いて、
小児感染症から始まり、新生児の生理・栄養・特有疾患、精神運動発
達、各臓器別に小児特有疾患(遺伝性、染色体・奇形、免疫、腎泌尿
器)、および主な小児外科的疾患について小児科、小児外科、放射線科の
各科教員が連携して担当する。なお「小児の循環器」「小児の内分泌」
については、３年生の「循環器」「内分泌」で既に終了しており、「小
児精神疾患」については４年生の「精神」で学習するため除いてある。
講義の最後に総括として妊娠、出産、育児（成長と発達）の教本として
の母子健康手帳を参考に「成長と発達」で学んだことを整理する。

復習

授業後は「e 自主自学」にて事後テストを受験し、自己の学習成果を確
認すること。
『100％小児科』だけではなく、必ず1 回は参考書籍のいずれかを読む
こと。1時間以上は復習の時間にあてること。

予習

授業資料を事前に入手し熟読したうえで、授業に臨むこと。30分以上か
けて通読すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e 自主自学」を通じて、授業評価を実施する。
・授業中にクリッカーを使用する。

 学習上の注意

  学習上の注意等

「成長と発達」で学ぶ主な先天性疾患を理解するうえで、「妊娠と分娩」で学ぶ受胎から出生にいたる胎生・周産期の知識、および発生、解剖、生
理など基礎医学的知識は重要である。講義において重要な点は説明があるが、時間的制約からも基本的事項にとどまることがある。したがって細部
について理解を深めるためには、下記にあげた参考書籍を含め自主的に自ら学び、疑問点については講義担当者に積極的に質問することが望まし
い。

  オフィスアワー

柏木 保代（小児科学）担当

月午後・水全日・木午後 午後は14時から17時　全日は10時から17時日時

教育研究棟13 階 小児科研究室場所

IP電話 IP 電話：62422　内線：5050

hoyohoyo@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

  指定する教科書、参考書

1) 標準小児科学（医学書院）
2) 小児科学・新生児学テキスト（診断と治療社）
3) 小児科学テキスト（南山堂）
4) 必須小児科学アトラス（南江堂）
5) 小児科診断カラーアトラス（西村書店）
6) 標準放射線医学（医学書院）
7) 標準小児外科（医学書院）

臨床医学Ⅰ(成長と発達)(科目№TM16077163)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(成長と発達) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・河島 尚志・(小児科学)、准教授・柏木 保代・(小児科学)

臨床医学Ⅰ(成長と発達)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

01月27日 月 1 主な先天性疾患
（小児外科1）

1 先天性食道閉鎖症
2 先天性十二指腸閉鎖症
3 先天性小腸閉鎖症
4 胃・食道逆流症

林 豊(消化器・小児
外科学)

○主な先天性疾患(上部消化
管)を列挙できる。
○胃食道逆流症の病態生理・
症候と診断を説明できる。

2

01月27日 月 2 主な先天性疾患
（小児外科2）

1 腸回転異常症
2 ヒルシュスプルング病
3 鎖肛（直腸・肛門奇形）

林 豊(消化器・小児
外科学)

○主な先天性疾患(下部消化
管)を列挙できる。
△大腸の主な先天性疾患（鎖
肛、ヒルシュスプルング病）
を概説できる。
○腸閉塞(イレウス）の病因
・症候・診断・治療を説明で
きる。

3

01月27日 月 3 主な先天性疾患
（遺伝性疾患）

1 Mendel遺伝
2 家系図
3 常染色体優性遺伝
4 常染色体劣性遺伝
5 X連鎖(劣性)遺伝

沼部 博直(遺伝子診
療センター)

○主な先天性疾患(遺伝性疾
患)を列挙できる。
○Mendel遺伝の３つの様式
を説明し、代表的疾患を列挙
できる。

4

01月27日 月 4 主な先天性疾患
（染色体・奇形）

1 配偶子形成と染色体
2 常染色体異常
3 性染色体異常
4 隣接遺伝子症候群
5 先天性異常症候群

沼部 博直(遺伝子診
療センター)

○主な先天性疾患(先天異常
症候群)を列挙できる。
○染色体異常による主な疾患
を挙げ、概説できる。
○個体の発達異常における遺
伝子と環境因子の関係を説明
できる。

5

01月28日 火 1 小児筋疾患
(およびミトコンドリア脳筋
症)

1 先天性ミオパチー
2 先天性筋ジストロフィー
3 ミトコンドリア脳筋症

山中 岳(小児科・思
春期科学)

○小児期の筋疾患（進行性筋
ジストロフィなど）を説明で
きる。
△ミトコンドリア脳筋症を説
明できる。

6

01月28日 火 2 小児神経疾患 1 脳性麻痺
2 結節性硬化症
3 神経線維腫症
4 小児のリハビリテーション

山中 岳(小児科・思
春期科学)

○脳性麻痺の病因・病型・症
候とリハビリテーションを説
明できる。
▲神経皮膚症候群を説明でき
る。

7

01月28日 火 3 先天性免疫不全症 1 複合免疫不全症
2 X連鎖無ガンマグロブリン
血症
3 DiGeoge症候群
4 慢性肉芽腫症

河島 尚志(小児科・
思春期科学)

○先天性免疫不全症の病態、
診断と治療を説明できる。

8

01月28日 火 4 新生児１
 (新生児の生理，呼吸・循環
系)

1 出生体重，在胎週数
2 体温調節
3 胎児循環

菅波 佑介(小児科・
思春期科学)

○新生児の定義を説明でき
る。
○呼吸・循環など新生児の生
理的特徴を説明できる。
△正常児・低出生体重児・病
児の管理の基本を説明でき
る。

9

01月29日 水 1 新生児２
（分娩外傷・仮死・黄疸）

1 新生児黄疸
2 新生児仮死
3 分娩外傷
4 新生児けいれん 菅波 佑介(小児科・

思春期科学)

○胎児・新生児仮死の分類を
説明できる。
○分娩外傷の病態を説明でき
る。
○新生児黄疸の鑑別と治療を
説明できる。
△新生児けいれんを概説でき
る。

10

01月29日 水 2 新生児３
（免疫・感染，栄養，マス
スクリーニング）

1 免疫グロブリン
2 TORCH症候群
3 母乳
4 マススクリーニング

石井 宏樹(小児科・
思春期科学)

○新生児・乳児の免疫発達と
感染症の関係を説明できる。
○新生児・乳児の栄養法の基
本を説明できる。
○マススクリーニングを説明
できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(成長と発達)(科目№TM16077163)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(成長と発達) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・河島 尚志・(小児科学)、准教授・柏木 保代・(小児科学)

臨床医学Ⅰ(成長と発達)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

11

01月29日 水 3 新生児４
（呼吸器疾患）

1 呼吸窮迫症候群
2 胎便吸引症候群 菅波 佑介(小児科・

思春期科学)

○新生児の呼吸障害の病因を
列挙できる。
○新生児呼吸急迫症候群の症
候・病態・診断・治療を説明
できる。

12

01月29日 水 4 小児期のアレルギー 1 食物アレルギー
2 IgE
3 呼気性呼吸困難
4 アレルギーマーチ

三浦 太郎(小児科・
思春期科学)

○アレルギー疾患の特徴とそ
の発症を概説できる。
○小児期の気管支喘息の特徴
を説明できる。

13

01月30日 木 3 小児の肝・胆・膵疾患 1. 肝炎ウイルス
2. 母子感染
3. 胆道閉鎖症
4. 新生児肝炎
5. 先天性胆道拡張症
6. 小児膵炎

西亦 繁雄(小児科・
思春期科学)

 先天性の肝・胆・膵・疾患
について理解する
 母子感染について理解する
 小児の肝炎・膵炎について
理解する

14

01月30日 木 4 救急を要する新生児疾患
(小児外科疾患)

1 新生児胃穿孔・胃破裂
2 新生児壊死性腸炎
3 胎便性イレウス
4 横隔膜ヘルニア
5 臍帯ヘルニアおよび腹壁破
裂

長江 逸郎(消化器・
小児外科学)

△救急を要する新生児疾患
(小児外科疾患)を概説でき
る。

15

01月31日 金 1 外科的乳幼児疾患 1 (乳児)肥厚性幽門狭窄症
2 腸重積症
3 腸ポリープ・ポリポージス
4 メッケル憩室
5 小児急性虫垂炎

長江 逸郎(消化器・
小児外科学)

△小児の診断法と治療法にお
ける特徴を概説できる。
△肥厚性幽門狭窄症を概説で
きる。
○小児の急性虫垂炎の症候、
診断と治療を概説できる。
△腸重積症を概説できる。

16

01月31日 金 2 小児の血液腫瘍疾患 1 急性白血病
2 溶血性貧血
3 鉄欠乏性貧血
4 特発性血小板性紫斑病
5 神経芽細胞腫
6 腎芽腫
7 肝芽腫
8 悪性リンパ腫

加藤 幸子(小児科・
思春期科学)

△小児白血病の特徴を説明で
きる。
○急性白血病の病態、症候、
診断、治療、予後を説明でき
る。
○小児期の貧血と血小板疾患
の病因、病態、診断、治療を
説明できる
△神経芽細胞腫を概説し、腎
芽腫、肝芽腫との鑑別点を説
明できる。
○悪性リンパ腫の分類を概説
し、病態、症候、診断、治療
と予後を説明できる。

17

01月31日 金 3 乳幼児の精神運動発達
小児の精神運動発達

1 正常発達
2 里程標
3 原始反射
4 発達(知能)指数

小穴 信吾(小児科・
思春期科学)

○乳幼児の正常な精神運動発
達を説明できる。
○小児の精神運動発達および
心身相関を説明できる。

18

01月31日 金 4 小児細菌性感染症 1 カンピロバクター
2 サルモネラ
3 溶連菌感染症
4 細菌性髄膜炎
5 マイコプラズマ肺炎

柏木 保代(小児科・
思春期科学)

▲細菌性胃腸炎の症候、診断
と治療を説明できる。
○A群溶連菌感染症の症候、
診断、治療を説明できる。
○細菌性髄膜炎の病因、症
候、診断、治療を説明でき
る。
○マイコプラズマ、クラミジ
ア肺炎を説明できる。

19

02月03日 月 1 小児腎疾患 1 急性糸球体腎炎
2 ネフローゼ症候群
3 IgA腎症
4 紫斑病性腎炎

柏木 保代(小児科・
思春期科学)

○急性糸球体腎炎の病因、症
候、診断と治療を説明でき
る。
○ネフローゼ症候群の分類、
症候、診断と治療を説明でき
る。
○IgA腎症の症候、診断と治
療を説明できる。
△紫斑病腎炎を概説できる。

臨床医学Ⅰ(成長と発達)(科目№TM16077163)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(成長と発達) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・河島 尚志・(小児科学)、准教授・柏木 保代・(小児科学)

臨床医学Ⅰ(成長と発達)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

20

02月03日 月 2 小児自己免疫疾患 1 若年性関節リウマチ
2 リウマチ熱
3 全身性エリテマトーデス
4 川崎病

河島 尚志(小児科・
思春期科学)

△若年性関節リウマチの特徴
を説明できる。
○リウマチ熱（A群溶連菌感
染症との関連）を概説でき
る。
○小児SLEの病態生理、症
候、診断、治療を説明でき
る。
△川崎病の病態生理、症候、
診断、治療を説明できる。

21

02月03日 月 3 小児代謝疾患 1 糖原病
2 アミノ酸代謝異常症
3 ムコ多糖症
4 Wilson病

志村 優(小児科・思
春期科学)

○主な先天性代謝異常を概説
できる。
△Wilson病を概説できる。

22

02月03日 月 4 小児消化器疾患の徴候：
嘔吐･下痢･脱水･血便･下血

1 嘔　吐
2 下　痢
3 脱　水
4 血　便
5 輸　液

西亦 繁雄(小児科・
思春期科学)

△小児の診断法と治療法にお
ける特徴を概説できる。
○（症候・病態）小児に特徴
的な嘔吐・下痢・脱水・血便
の原因と病態を説明できる。
○乳幼児と小児の輸液療法を
説明できる。

23

02月04日 火 1 小児ウイルス性感染症 1 麻疹・風疹・流行性耳下腺
炎・水痘
2 単純ヘルペス、伝染性紅
斑、手足口病
3 突発性発疹
4 伝染性単核球症
5 予防接種

長尾 竜兵(小児科・
思春期科学)

○麻疹・風疹・流行性耳下腺
炎・水痘などの症候・診断を
説明できる。
○ウイルス性皮膚疾患(単純
ヘルペス、伝染性紅斑、手足
口病)を説明できる。
○突発性発疹の症候と診断を
説明できる。
○伝染性単核球症の症候と診
断を説明できる。
○小児保健における予防接種
の意義を説明できる。

24

02月04日 火 2 てんかんおよび関連疾患 1 West症候群
2 Lennox-Gastaut症候群
3 熱性けいれん
4 けいれん重積
5 発作時ビデオ供覧

小穴 信吾(小児科・
思春期科学)

○てんかんの定義、病態生
理、分類、治療を説明でき
る。
○熱性けいれんを概説でき
る。
○けいれん重積状態の治療を
説明できる。
○けいれんの種類と原因を列
挙できる。

25

02月04日 火 3 小児外科的疾患画像診断 1 胸腹部単純X線
2 上部消化管造影検査
3 下部消化管造影検査
4 腹部超音波検査
5 直腸肛門内圧検査

野坂 俊介

○小児消化器系疾患の画像検
査を列挙し検査から得られる
情報を説明できる。

26

02月04日 火 4 成長と発達のまとめ
（母子健康手帳からわかる
こと）

1 新生児（先天性）疾患
2 児童虐待
3 母子保健
4 児童憲章 宮島 祐(小児科・思

春期科学)

○在胎・周産期に起因する新
生児（先天性）疾患を列挙で
きる。
△児童虐待を概説できる。
○小児保健における予防接種
の意義と内容を説明できる。
△母子保健の意義を医学的に
説明できる。

臨床医学Ⅰ(成長と発達)(科目№TM16077163)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(臨床遺伝学) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 准教授・沼部 博直・(遺伝子診療センター)

臨床医学Ⅰ(臨床遺伝学)

  学習内容

教育方針

臨床医として必要な遺伝学の知識を習得し、遺伝カウンセリングの基本
的な考え方を身につける。
遺伝学的知識は診療各科において必要であるので、遺伝医学関連情報へ
のアクセス法を修得すること、遺伝子診断に関してのガイドラインを十
分に理解し、診療各科での臨床実習を円滑に行う水準に達することは必
須である。

講義の概説

これまで学んできた遺伝学の基礎知識をもとに、遺伝情報･ゲノム情報の
不変性，予見性，共有制などの特性を理解し、遺伝情報･ゲノム情報に基
づいた診断と治療、未発症者を含む患者･家族の支援を学ぶ。ヒト個体の
多様性を理解し、分野横断的に遺伝医療に必要な知識を学習する。講義
は臨床遺伝専門医が担当し、家系図の作成法、遺伝子やゲノムのバリア
ント、染色体異常と疾患発生などの表現型との関係、先端遺伝子解析技
術の医療への応用とともに、遺伝医療にともなうELSI(Ethical Legal and
Social Issues)、遺伝カウンセリングなど臨床医として必要な情報を習得
するように構成されている。

復習

当日配布された資料を30分以上かけて熟読し、内容について理解できな
い場合は、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に教員に質問し、
理解すること。

予習

指定された教科書「トンプソン&トンプソン 遺伝医学 第２版」を通読し
ておくこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e 自主自学」を通じて、講義資料の提示やアンケート方式の授業評価を実施する。
・授業中にクリッカーを用いた確認テストを実施する。
・e ポートフォリオを活用し、授業に関する質問や感想を提出させフィードバックする。

 学習上の注意

  学習上の注意等

遺伝学の基礎知識の理解が不十分であると疾患病態の理解や、遺伝子診断法の選択ができない。
したがって、ただ知識を丸暗記するのではなく、遺伝様式と疾患の関係を論理的に理解することが必要である。

  オフィスアワー

沼部 博直（遺伝子診療センター）担当

水曜日 （10：00～11：30）日時

遺伝子診療センター（大学病院２階）場所

IP電話 63218

hnumabe@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

  指定する教科書、参考書

1）トンプソン&トンプソン 遺伝医学 第２版（原著8版）（Roderick R. Mclnnes 他著、福嶋義光 監訳）メディカル・サイエンス・インターナショ
ナル、2017
2) ｢遺伝カウンセリングマニュアル[改訂第3版]｣（福嶋義光 監修、櫻井晃洋 編集）南江堂、2016
3）｢遺伝医学への招待[改訂第5版]｣（新川詔夫、太田亨著）、南江堂、2014

臨床医学Ⅰ(臨床遺伝学)(科目№TM16077173)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(臨床遺伝学) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 准教授・沼部 博直・(遺伝子診療センター)

臨床医学Ⅰ(臨床遺伝学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

02月05日 水 1 遺伝子診療とゲノム診療 1 家系図
2 遺伝情報の特性
3 生殖細胞系列と体細胞系列
のバリアント
4 腫瘍遺伝学
5 Hardy-Weinbergの法則

沼部 博直(遺伝子診
療センター)

○家系図の作成と評価ができ
る。
遺伝情報の特性を説明でき
る。
生殖細胞系列と体細胞系列の
バリアントの差異を説明でき
る。
集団遺伝学の基礎としての
Hardy-Weinbergの法則を概
説できる。

2

02月05日 水 2 遺伝子疾患と染色体疾患 1 遺伝子疾患の発症機序
2 染色体異常症の発症機序
3 多因子遺伝
4 エピゲノム病
5 ミトコンドリア病

沼部 博直(遺伝子診
療センター)

○遺伝子やゲノムのバリアン
ト、染色体異常と疾患の発生
などの表現型との関連を説明
できる。
多因子遺伝やエピゲノム病，
ミトコンドリア病について概
説できる。

3

02月05日 水 3 遺伝学的診断法とprecision
medicine

1 遺伝学的検査
2 エクソーム解析
3 全ゲノム解析
4 薬理遺伝学
5 precision medicine

沼部 博直(遺伝子診
療センター)

△遺伝学的検査の目的と意義
を概説できる。
個別の遺伝情報やゲノム情報
に基づく治療や予防をはじめ
とする適切な対処法を概説で
きる。

4

02月05日 水 4 遺伝カウンセリングとELSI 1 遺伝医学情報データベース
2 医療倫理、ELSI
3 遺伝学的検査のガイドライ
ン
4 リスク評価
5 遺伝カウンセリング

沼部 博直(遺伝子診
療センター)

△遺伝医学関連情報にアクセ
スすることができる。
遺伝医療における倫理的･法
的･社会的配慮を説明でき
る。
遺伝カウンセリングの意義と
方法を理解できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(臨床遺伝学)(科目№TM16077173)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(加齢と老化) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・羽生 春夫・(高齢総合医学)、教授・櫻井 博文・(高齢総合医学)

臨床医学Ⅰ(加齢と老化)

  学習内容

教育方針

加齢は単なる時間因子ではなく、生理的老化の上に病的老化が加わって
高齢者では複雑な病態を呈している。そこでまず、生理的老化と病的老
化の異同を解説し、高齢者によくみられる病的老化を老年病として、そ
の主要疾患の病因、病態、診断、治療を詳述する。
次いで、その症状が多元的なために原因の特定が困難で、高齢者のQOL
を損ねる症状群を老年症候群として、病因、病態、症候の点からその診
かたを解説し、治療法や介助法を提示して決して諦めない姿勢を教授す
る。老年症候群としては、特に、精神の障害（認知症、うつ、せん妄、
妄想）、運動の障害（片麻痺、パーキンソニズム、ふらつき・転倒・骨
折、球麻痺）および排尿の障害（尿失禁）、さらにフレイル、サルコペ
ニアも取り上げる。
高齢者は多病であり、老年症候群を同時にいくつも持っているものが少
なくないため、最後に、これらをどのように診ていくべきかについて解
説する。すなわち、身体的側面、精神心理的側面、生活機能面、社会環
境面から診ていこうとするもので、これを高齢者総合的機能評価
（ＣＧＡ）と呼び、実践に役立つよう紹介する。

講義の概説

高齢者は全身の臓器に加齢性変化がみられるため、これを診療するにあ
たっては各臓器別の知識が統合された形で要求される。したがって、各
臓器別疾患を習熟した上で、各臓器の加齢性変化を学び、高齢者のQOL
向上を目的とした老年医学的アプローチの基本を理解する必要がある。
講義ではこの広い分野を守備範囲としながら、そのポイントをしっかり
と掴むことが大切である。

復習

授業で行われた小テストの結果を参考に、理解の不十分な点、間違えた
箇所を重点的に復習すること。疑問は翌日に持ちこさず、積極的に教員
に質問し、理解すること。

予習

授業資料を事前に入手し、加齢と老化に関する講義内容の大まかな流れ
を把握してから授業に臨み、理解するよう努めること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e 自主自学」を通じて、講義資料の提示や、小テスト、アンケート方式の授業評価を実施する。
・授業中にクリッカーを用いた確認テストを実施する。
・e ポートフォリオを活用し、授業に関する質問等や感想を提出させフィードバックする。

 学習上の注意

  学習上の注意等

各臓器の構造、機能に関する基礎的知識、病理学的知識、各種疾患の理解から始まり、高齢者の特徴を踏まえた上で診断学、薬理学、リハビリテー
ション学、さらには、看護・介護学に及ぶ考え方を学ぼうとする意欲が要求される。そして、基礎と臨床を行き来しながら老年医学の基本的な姿勢
を習得し、診療参加型の臨床実習が円滑に行われるよう、毎回、講議に出席されたい。

  オフィスアワー

担当

いつでも連絡可能日時

教育研究棟7 階場所

IP電話 5759（医局）

E-mail

あらかじめ、高齢総合医学分野の秘書を通じて、メールまたは電話によりアポイントをとることを勧
める。

備考

  指定する教科書、参考書

１）「老年医学系統講義テキスト」、日本老年医学会編、西村書店、2013
２）「臨床老年医学」、岩本俊彦著、ライフ・サイエンス、2005
３）「高齢者総合診療ノート第２版」日本医事新報社、2017

臨床医学Ⅰ(加齢と老化)(科目№TM16077183)
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2019年 度

臨床医学Ⅰ(加齢と老化) （学年：3）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・羽生 春夫・(高齢総合医学)、教授・櫻井 博文・(高齢総合医学)

臨床医学Ⅰ(加齢と老化)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

02月06日 木 1 加齢・老化と老年医学(概説) 1 超高齢社会
2 生理的変化
3 病的老化
4 健康寿命の阻害要因
(認知症・フレイル/サルコペ
ニア）
5 障害の階層性

羽生 春夫(高齢総合
医学)

○高齢人口動態を理解でき
る。
○生理的老化と病的老化の違
いを説明できる。
○健康寿命の阻害要因を説明
できる

2

02月06日 木 2 加齢と臓器の変化・疾患 1 各臓器の構造の加齢性変化
2 各臓器の機能の加齢性変化
3 心理・精神の加齢性変化
4 生活習慣
5 老年病

櫻井 博文(高齢総合
医学)

○各臓器の加齢性変化を説明
できる。
○心理、精神の加齢性変化を
説明できる。
○高齢者によくみられる疾患
を説明できる。

3

02月06日 木 3 老年症候群と高齢者の評価 1 高齢患者の特徴
2 高齢者総合機能評価
（CGA）
3 老年症候群
4 高齢者の栄養管理
5 高齢者の生活支援

羽生 春夫(高齢総合
医学)

○高齢患者の特徴を説明でき
る。
○老年症候群を説明できる。
○高齢者の総合的機能評価法
を説明できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅰ(加齢と老化)(科目№TM16077183)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

地域医療実習 （学年：3）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護
学科)、准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・冷水 育
・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

地域医療実習

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

相手の背景にあわせたわかりやすい言葉で、相手が理解・納得できるまで誠意をもって説
明する。

Ⅰ-2 ② レベルB(2)

医療面接に必要な項目を理解できる。Ⅲ-2 ① レベルB(1)

開放的・閉鎖的質問の方法を理解する。Ⅲ-2 ① レベルB(2)

インフォームドコンセントに必要な内容を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルB(3)

バイタルサインやトリアージの測定の基本について理解する。Ⅲ-3 ② レベルC

個人情報保護とプライバシーの尊重を理解し、行動できる。Ⅳ-1 ① レベルB

社会内規範を知り、遵守に努める。Ⅳ-1 ④ レベルC

多職種の仕事を理解し、説明することができる。Ⅴ-1 ① レベルB

医療チームに必要な構成者と役割を理解し、体験する。Ⅴ-1 ② レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

医療体制の主な構成要素(患者、多職種にわたる医療供給者、医療機関、保険者、行政、医
療産業(製薬会社等)、診療報酬、薬価)について、役割・意義を説明できる。

Ⅶ-2 ① レベルB

医療アクセス、コスト、資源分配など、医療政策の重要な概念とそれらの関係、そして医
療への影響を説明できる。

Ⅶ-2 ② レベルB

保健・医療・福祉制度について説明できる。Ⅶ-2 ③ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

①地域における診療所の役割を説明できる。
②地域の診療所の業務について説明できる。
③診療所における多職種の業務と連携について理解し、説明できる。
④診療所・病院を中心とした地域医療包括について理解し、説明でき
る。
⑤医師と患者や家族との関係について、説明できる。
⑥医学生として恥ずかしくない、服装、言葉遣い、態度で患者や実習施
設の職員と接することができる。
⑦患者や医療スタッフと適切にコミュニケーションをとることができ
る。
⑧自分の経験をまとめ・共有し、発表することができる。

科目における教育到達目標

1-3年生の臨床医学実習では、診療と医療の基本となる考え方を、見学を
通して理解することを目標としています。
2年生までの早期臨床医学実習では、診療と医療の現場を見学し、特
に、1)態度、2）診察、3）医療安全、4）多職種の関りという4つの視点
から考察してきました。
これらを基盤として、3年生の地域医療実習では、地域の診療所・病院
の医療を見学し、そこで、求められることは何かを理解しましょう。
common diseaseの診療の実際、病院・診療所を中心にした地域包括医
療体制（community）、そして患者さんやスタッフの方とのコミュニ
ケーションの取り方（communication）、の３つのCについて理解するこ
とを到達目標として設定します。

①実習初日：実習スケジュールの説明、自己紹介、スタッフ紹介、実習内容や施設の概略の確認。
②診療所での外来実習
　１. 診療の見学
   2. 患者さんのエスコートと指導の下での診察：例）待合室の患者さんとコミュニケーションを図りながら、診察室へエスコートし、指導医の指導
の下にバイタルサインの診察を行う。
　３. カルテの整理・運搬・受付の見学・補助
　４. 看護師・技師の見学・補助
③訪問診療、訪問看護への同行
④その他
⑤毎日の実習終了時、指導医に振り返りシートを提出し、署名を頂く。

  学習内容

地域医療実習(科目№TM16083003)
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2019年 度

地域医療実習 （学年：3）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護
学科)、准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・冷水 育
・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

地域医療実習

復習

・実習報告書を作成する。
・特に、common disease,地域包括医療体制、コミュニケーション・ス
キルの実際について考察を加えること
・e 自主自学を使用して提出すること。

予習

・事前学習課題として、自己紹介・実習において学びたいことのレポー
トを作成する。
・このレポートは実習前に、そのまま指導医に送付されるので、誤字脱
字に注意し、十分に推敲してから、ファイルを提出すること。
・提出期限は指定日を厳守する。（事前学習課題を提出しない場合に
は、実習を許可しない）。
　（病気等のやむを得ない事情で期限までに提出できない場合には、必
ず相談すること。）
・e 自主自学を使用して提出すること。

・初日のオリエンテーションでは、態度、医療面接、バイタルサイン測
定（呼吸数、心拍数、血圧）に関する、実技試験（OSCE）を行う。午
前中に、十分に復習して実技試験に臨むこと。
・実技試験の成績が著しく悪い場合は、その後の地域実習に出れなくな
ることもあるので十分に留意すること。

・実習手引き（別途配布）を熟読すること。理解し準備して臨む事。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・実習中に必要な資料や文書は「e 自主自学」を通じて、ダウンロードが可能である。
・必要に応じて各自がダウンロードし、活用すること。
・「e 自主自学」を通じて必要な指示をするので、各自サイトを確認すること。

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝事前課題＋実習中の態度
（指導医による評価）＋実習報告書＋
グループディスカッション（振り返り
の討論）での態度＋発表内容

最終評価点

筆記試験は行わない筆記試験の形式

再試験は、（実習終了後）に1 回とす
る。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

科目による教育到達目標の範囲再試験・範囲

再実習もしくは、レポートとする再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

70％（態度を含む実習中の評価）

出席点

なし

事前課題

10％

実習報告書

10％

振り返り

10％(グループディスカッション等)

注意事項

出席率が4/5 以上の者が、最終評価の対
象となる

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）欠席・遅刻や事故の場合は、事象が判明した時点で直ちに医学教育推進センター（03-3342-6200）に連絡をすること。実習であり出席するこ
とが必須である。
２）同時に直接実習施設へも連絡すること。
３）実習施設の都合などでスケジュールが大きく変わった時は、必ず医学教育推進センターに連絡をすること。
４）オリエンテーションには必ず参加し、指示に従うこと。

学習前の準備
１）外部施設に行く際には服装や態度に十分留意すること。
２）服装について：病院内での実習に準ずる。
　　持ち物について：白衣、聴診器、名札　他（各施設に確認すること）

地域医療実習(科目№TM16083003)
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2019年 度

地域医療実習 （学年：3）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護
学科)、准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・冷水 育
・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

地域医療実習

  オフィスアワー

三苫　博(医学教育推進センター)担当

午前中日時

教育研究棟(自主自学館)5階 医学教育推進センター または 9階 教授室場所

IP電話 63721

mitoma@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

平山　陽示(総合診療医学)担当

基本的にいつでも歓迎。予め電話やメールなどで予約してから来室すること。日時

教育研究棟(自主自学館)7階 教授室場所

IP電話 62053

yoji-md@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

三輪　　隆（糖尿病・代謝・内分泌内科）担当

15：00 ～17：00日時

教育研究棟（自主自学館）10 階面談室 または 医局場所

IP電話 62127

ta_miwa@hotmail.comE-mail

備考

大久保　ゆかり(医師・学生・研究者支援センター / 皮膚科学)担当

月曜、木曜、金曜の16時以降日時

教育研究棟(自主自学館)8階 皮膚科医局場所

IP電話 内線2044 か 5824

yukari-o@tokyo-med.ac.jpE-mail

事前に予約してから来る事備考

教科書

著） 出）

なし備）

参考書

著） 出）

備）なし

  指定する教科書、参考書

地域医療実習(科目№TM16083003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

地域医療実習 （学年：3）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護
学科)、准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・冷水 育
・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

地域医療実習

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

07月16日 火 1 1.オリエンテーション
2.態度、医療面接、バイ
タルサインの測定の練習

態度、医療面接、バイタ
ルサイン

三苫 博
平山 陽示
三輪 隆

大久保 ゆかり

実習  ・実習に相応しい態度、
求められる技能を修得す
る

2

07月16日 火 2 1.オリエンテーション
2.態度、医療面接、バイ
タルサインの測定の練習

態度、医療面接、バイタ
ルサイン

三苫 博
平山 陽示
三輪 隆

大久保 ゆかり

実習  ・実習に相応しい態度、
求められる技能を修得す
る

3

07月16日 火 3 態度、医療面接、バイタ
ルサインの実技試験
（OSCE）

態度、医療面接、バイタ
ルサイン、OSCE

三苫 博
平山 陽示
三輪 隆

阿部 幸恵
冷水 育

実習  ・実習に相応しい態度、
求められる技能を修得す
る

4

07月16日 火 4 態度、医療面接、バイタ
ルサインの実技試験
（OSCE）

態度、医療面接、バイタ
ルサイン、OSCE

三苫 博
平山 陽示
三輪 隆

阿部 幸恵
冷水 育

実習  ・実習に相応しい態度、
求められる技能を修得す
る

5

07月17日 水 1 地域医療実習：前半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

6

07月17日 水 2 地域医療実習：前半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

7

07月17日 水 3 地域医療実習：前半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

8

07月17日 水 4 地域医療実習：前半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

9

07月18日 木 1 地域医療実習：前半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

10

07月18日 木 2 地域医療実習：前半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

地域医療実習(科目№TM16083003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

地域医療実習 （学年：3）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護
学科)、准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・冷水 育
・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

地域医療実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

11

07月18日 木 3 地域医療実習：前半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

12

07月18日 木 4 地域医療実習：前半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

13

07月19日 金 1 地域医療実習：前半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

14

07月19日 金 2 地域医療実習：前半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

15

07月19日 金 3 地域医療実習：前半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

16

07月19日 金 4 地域医療実習：前半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

17

08月26日 月 1 1.オリエンテーション
2.態度、医療面接、バイ
タルサインの測定の練習

態度、医療面接、バイタ
ルサイン

三苫 博
平山 陽示
三輪 隆

大久保 ゆかり
山崎 由花

実習  ・実習に相応しい態度、
求められる技能を修得す
る

18

08月26日 月 2 1.オリエンテーション
2.態度、医療面接、バイ
タルサインの測定の練習

態度、医療面接、バイタ
ルサイン

三苫 博
平山 陽示
三輪 隆

大久保 ゆかり
山崎 由花

実習  ・実習に相応しい態度、
求められる技能を修得す
る

19

08月26日 月 3 態度、医療面接、バイタ
ルサインの測定の実技試
験（OSCE）

態度、医療面接、バイタ
ルサイン
OSCE

三苫 博
平山 陽示
三輪 隆

阿部 幸恵
冷水 育

山崎 由花

実習  ・実習に相応しい態度、
求められる技能を修得す
る

20

08月26日 月 4 態度、医療面接、バイタ
ルサインの測定の実技試
験（OSCE）

態度、医療面接、バイタ
ルサイン
OSCE

三苫 博
平山 陽示
三輪 隆

阿部 幸恵
冷水 育

山崎 由花

実習  ・実習に相応しい態度、
求められる技能を修得す
る

地域医療実習(科目№TM16083003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

地域医療実習 （学年：3）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護
学科)、准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・冷水 育
・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

地域医療実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

21

08月27日 火 1 地域医療実習：後半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

22

08月27日 火 2 地域医療実習：後半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

23

08月27日 火 3 地域医療実習：後半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

24

08月27日 火 4 地域医療実習：後半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

25

08月28日 水 1 地域医療実習：後半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

26

08月28日 水 2 地域医療実習：後半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

27

08月28日 水 3 地域医療実習：後半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

28

08月28日 水 4 地域医療実習：後半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

実習  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

29

08月29日 木 1 地域医療実習：後半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

講義  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

地域医療実習(科目№TM16083003)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

地域医療実習 （学年：3）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 2

担当教員
主任教授・三苫 博・(医学教育学)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護
学科)、准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・冷水 育
・(シミュレーションセンター)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

地域医療実習

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

30

08月29日 木 2 地域医療実習：後半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

講義  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

31

08月29日 木 3 地域医療実習：後半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

講義  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

32

08月29日 木 4 地域医療実習：後半
（診療所）

地域医療
多職種連携
プライマリ・ケア
在宅診療

三苫 博
山崎 由花

講義  ・実際の診療の現場を体
験する
 ・臨床医学教育がどのよ
うに活かされているのか
を知る
 ・医師と患者や社会との
関係を観察する

33

08月30日 金 1 地域医療実習振り返り 振り返り
経験の共有
省察
グループディスカッショ
ン

三苫 博
平山 陽示
三輪 隆

山崎 由花

SGD  ・自分の経験をまとめ、
共有し、発表することが
できる。

34

08月30日 金 2 地域医療実習振り返り 振り返り
経験の共有
省察
グループディスカッショ
ン

三苫 博
平山 陽示
三輪 隆

山崎 由花

SGD  ・自分の経験をまとめ、
共有し、発表することが
できる。

35

08月30日 金 3 地域医療実習振り返り 振り返り
経験の共有
省察
グループディスカッショ
ン

三苫 博
平山 陽示
三輪 隆

山崎 由花

SGD  ・自分の経験をまとめ、
共有し、発表することが
できる。

36

08月30日 金 4 地域医療実習振り返り 振り返り
経験の共有
省察
グループディスカッショ
ン

三苫 博
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医学英語Ⅳ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 0.5
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医学英語Ⅳ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

科学・文学・芸術などさまざまな分野の存在意義について理解し，それを説明することが
できる。

Ⅱ-1 ② レベルB

文化的・階層的差異に対する関心と共通な人間性に対する理解を深め、医療と関連づける
ことができる。

Ⅱ-1 ③ レベルB

医療面接に必要な項目を理解できる。Ⅲ-2 ① レベルB(1)

開放的・閉鎖的質問の方法を理解する。Ⅲ-2 ① レベルB(2)

インフォームドコンセントに必要な内容を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルB(3)

個人情報保護とプライバシーの尊重を理解し、行動できる。Ⅳ-1 ① レベルB

著作権の基本的概念を理解したプレゼンテーションができる。Ⅳ-1 ② レベルB

利益相反および回避するための行動を説明できる。Ⅳ-1 ③ レベルB

社会内規範を知り、概ね遵守できる。Ⅳ-1 ④ レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

医学・科学の分野において新たな情報を入手することができ、英語を用いて自らの思考に
まとめ、発信することができる。また、国内外の医療現場でのコミュニケーションができ
る。

Ⅷ-1 ③ 卒業時レベルA

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書検索システム、データベース、インターネットで適切なキーワードを用いて
情報を検索し、信頼度を評価した上で情報を入手できる。

Ⅹ-1 ② レベルB

医療における情報管理の重要性、情報発信の仕方について説明できる。Ⅹ-1 ③ レベルB

プレゼンテーションソフトウェアを症例報告用スライド、学会口頭発表用スライド、ポス
ターなどの作成に利用し、高度な発表技法に応用できる。

Ⅹ-1 ④ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

①医学に関連する英文を読解できる。
②基本的英語表現を学習し、それを用いて医療面接および英語でのコ
ミュニメーションをとる事ができる。
③文化的違いも理解し、外国人患者との良好なコミュニメーションを身
につける。

科目における教育到達目標

①医学に関連する英文の読解力を身につける。
②医療面接に必要な英語表現を学習し、英語での医療面接スキルを身に
つける。
③医療における多文化共生について学習する。

医療現場で求められる基本的な英語表現を習得するために、疾患についての英文を精読する。
医療面接のロールプレイングなども行う。また、医療現場における多文化共生について考える。

  学習内容

復習

授業終了後に授業内容を復習すること。
質問などある場合は、授業中のみならず積極的に教員に質問し、理解す
ること。

予習

予習課題・リーディングは決められた日までに行うこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

必要に応じて指示する。

医学英語Ⅳ(科目№TM16036004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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医学英語Ⅳ

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の平均点最終評価点

レポート筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義・実
習終了後）に１回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60 点未満の者再試験・対象者

年間の講義内容再試験・範囲

レポート再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50%

レポート

30%

小テスト

20%

出席点

出席点は出席態度も含む。出席率が2/3
以上の者が、最終評価の対象となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

積極的に授業に参加すること。

  オフィスアワー

小島多香子担当

質問や相談があれば、いつでも来室可能。（事前に連絡してから来室することを勧める）日時

西新宿キャンパス、新教育研究棟（自主自学館）４階　国際医学情報学分野場所

IP電話 内線6084

tkojima@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

ポピエル・ヘレナ明子担当

質問や相談があれば、いつでも来室可能。（事前に連絡してから来室することを勧める）日時

西新宿キャンパス、新教育研究棟（自主自学館）４階　国際医学情報学分野場所

IP電話 内線6085

hp@dimc-tmu.jpE-mail

備考

教科書

総合医学英語テキストStep 2

日本医学英語教育学会 Medical View著） 出）

その他に本学学生向けに当分野で作成された教材を使用する備）

参考書

  指定する教科書、参考書

医学英語Ⅳ(科目№TM16036004)
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2019年 度

医学英語Ⅳ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 0.5

担当教員
准教授・小島 多香子・(国際医学情報学)、助教・Popiel H.Akiko・(国際医学情報学)、兼任講師・坂井 祐子・(英語)、兼任講師
・ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ・(医学英語)、兼任助教・ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ・(英語)

医学英語Ⅳ

  講義内容(到達目標なし)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月09日 火 2 Course Introduction
Reading
Medical Interview

小島 多香子
Popiel H.Akiko

坂井 祐子
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

2

04月23日 火 2 Reading
Medical Interview

Common expressions
Role-play
Cultural differences

小島 多香子
Popiel H.Akiko

坂井 祐子
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

3

05月14日 火 2 Reading
Medical Interview

Common expressions
Role-play
Cultural differences

小島 多香子
Popiel H.Akiko

坂井 祐子
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

4

05月21日 火 2 Reading
Medical Interview

Common expressions
Role-play
Cultural differences

小島 多香子
Popiel H.Akiko

坂井 祐子
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

5

06月04日 火 2 Reading
Medical Interview

Common expressions
Role-play
Cultural differences

小島 多香子
Popiel H.Akiko

坂井 祐子
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

6

06月18日 火 2 Reading
Medical Interview

Common expressions
Role-play
Cultural differences

小島 多香子
Popiel H.Akiko

坂井 祐子
ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰﾝｽﾞ

ﾋﾟｰﾀｰﾛﾊﾞｰﾄ ﾏｷﾈｽ

講義

医学英語Ⅳ(科目№TM16036004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅢ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・青木 昭子・
(八王子・リウマチ性疾患治療センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、教授・葦沢 龍人・(医療保険室)、講師・小田切
優子・(公衆衛生学)、講師・萩原 剛・(臨床検査医学)、荻野 令子、磯部 光章（榊原記念病院院長）、福原 麻希、村田 晶子（早
稲田大学ジェンダー研究所所長）、副島 賢和（昭和大学大学院保健学研究科、昭和大学病院さいかち学級）

医療プロフェッショナリズムⅢ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

相手の背景にあわせたわかりやすい言葉で、相手が理解・納得できるまで誠意をもって説
明する。

Ⅰ-2 ② レベルB(2)

ヒューマンエラーの基礎を説明できる。Ⅲ-4 ① レベルB

過去の主要な医薬品・医療機器被害を説明できる。Ⅲ-4 ② レベルB

感染症に関する法規を説明できる。Ⅲ-4 ③ レベルB

個人情報保護とプライバシーの尊重を理解し、行動できる。Ⅳ-1 ① レベルB

著作権の基本的概念を理解する。Ⅳ-1 ② レベルC

利益相反および回避するための行動を説明できる。Ⅳ-1 ③ レベルB

社会内規範を知り、概ね遵守できる。Ⅳ-1 ④ レベルB

多職種の仕事を理解し、説明することができる。Ⅴ-1 ① レベルB

医療チームに必要な構成者と役割を理解し、体験する。Ⅴ-1 ② レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

医療体制の主な構成要素(患者、多職種にわたる医療供給者、医療機関、保険者、行政、医
療産業(製薬会社等)、診療報酬、薬価)について、役割・意義を説明できる。

Ⅶ-2 ① レベルB

医療アクセス、コスト、資源分配など、医療政策の重要な概念とそれらの関係、そして医
療への影響を説明できる。

Ⅶ-2 ② レベルB

保健・医療・福祉制度について説明できる。Ⅶ-2 ③ レベルB

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

eラーニングシステムやeポートフォリオシステムをいろいろなデバイスからアクセスし、
正しく利用できる。

Ⅹ-1 ① レベルB

図書館の蔵書検索システム、データベース、インターネットで適切なキーワードを用いて
情報を検索し、信頼度を評価した上で情報を入手できる。

Ⅹ-1 ② レベルB

医療における情報管理の重要性、情報発信の仕方について説明できる。Ⅹ-1 ③ レベルB

プレゼンテーションソフトウェアを症例報告用スライド、学会口頭発表用スライド、ポス
ターなどの作成に利用し、高度な発表技法に応用できる。

Ⅹ-1 ④ レベルB

医療プロフェッショナリズムⅢ(科目№TM16049004)
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅢ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・青木 昭子・
(八王子・リウマチ性疾患治療センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、教授・葦沢 龍人・(医療保険室)、講師・小田切
優子・(公衆衛生学)、講師・萩原 剛・(臨床検査医学)、荻野 令子、磯部 光章（榊原記念病院院長）、福原 麻希、村田 晶子（早
稲田大学ジェンダー研究所所長）、副島 賢和（昭和大学大学院保健学研究科、昭和大学病院さいかち学級）

医療プロフェッショナリズムⅢ

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．保険診療について説明できる。
２．患者の死について説明できる。
３．医師としてのワークライフバランスを考えることができる。
４．自分の医師としてのキャリアパスを描くことができる。
５．臨床診断のすすめ方を説明できる。
６．チーム医療について説明できる。
７．性的マイノリティーの立場に共感し、共存を模索する。
８．ジェンダー平等について説明できる。
９.  病気の子供の教育について説明できる。　　
１０.臨床医としてのプロフェッショナリズムとアンプロフェッショナリ
ズムとは何かを理解する。

科目における教育到達目標

医師としてのプロフェッショナリズムやアンプロフェッショナリズムと
は何かを学び、医師となった際にどうあるべきかを自分自身で考え、医
学生の立場で実践できる。

医療プロフェッショナリズムは、基礎医学を主として学んでいた２年生から始まり、臨床医学を中心とする４年生まで横断的に学んできました。今
年度１月からは、いよいよ臨床実習を開始するにあたり、プロフェッショナル／アンプロフェッショナルとはどのような思考、行動、人間性を指す
のか、自分なりの意見をしっかりと持った上で、これまでの学びが行動として活かされることを期待しています。
葦沢先生には保険診療のあるべき姿を学びます。阿部先生(看護学科)とともに患者の死について一緒に考え、大久保先生、小田切先生、荻野令子先
生にはキャリアプラン二ングについて一緒に考えてもらいます。榊原記念病院長の磯部光章先生には診断のロジックと全身的アプローチを学びま
す。マスコミで活躍されている福原先生にはチーム医療の本質を学びます。
青木先生と松尾かずな先生にはLGBTあるいは性的マイノリティーとの共存という課題について、臨床医学を学んだ経験を活かし､自分の共感の変
遷を意識しながら考えてください。村田先生にはジェンダー平等について学び、残った時間でプロフェッショナリズム教育のまとめをします。副島
先生には病気の子供とどう向き合うべきかを学びます。
臨床医学の現場で、これまで３年間にわたり学び、考えたことが活かせるようしっかり自分の意見を持てるようになってください。

  学習内容

復習

30分程度は、授業で知り得たこと、考えたことなどを省察し、eポート
フォリオに記載することと、日々の行動変容に移す努力が求められる。

予習

30分程度は予習課題に取り組み、提出は締め切りを厳守すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

グループワークの内容、レポートなどは、eラーニングやeポートフォリオを通じて提出する。
提出場所や共有の仕方を間違わないよう十分に注意を払い、定められた締め切りまでに提出すること。

医療プロフェッショナリズムⅢ(科目№TM16049004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 10 -

 / 6)PAGE (3

2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅢ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・青木 昭子・
(八王子・リウマチ性疾患治療センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、教授・葦沢 龍人・(医療保険室)、講師・小田切
優子・(公衆衛生学)、講師・萩原 剛・(臨床検査医学)、荻野 令子、磯部 光章（榊原記念病院院長）、福原 麻希、村田 晶子（早
稲田大学ジェンダー研究所所長）、副島 賢和（昭和大学大学院保健学研究科、昭和大学病院さいかち学級）

医療プロフェッショナリズムⅢ

６０点を合格点とする合格点

出席点＋態度点＋授業中の積極性＋発
表内容＋レポート点＋eポートフォリ
オの内容

最終評価点

筆記試験は行わない筆記試験の形式

すべての講義・実数終了後に１回とす
る。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価が60点未満の者再試験・対象者

授業・シミュレーション・グループ
ワークなどすべての範囲

再試験・範囲

レポート、実習、口頭試問、グループ
ワークなどから適宜考慮し、事前に通
達する。

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

なし

前期試験

20％

態度

10％

授業中の積極性

10％

発表内容

10％

出席点

レポート、eポートフォリオ
60％

その他

出席率が４/5以上の者が、最終評価の対
象となる
本授業の性格上、遅刻、授業中の私語・
内職・スマホなどでのゲーム・SNSと
いった行為については、厳格に対処す
る。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）プロフェッショナリズムを学ぶとういう授業の性格上、欠席は評価の対象となる、遅刻や早退はもちろん、授業への積極的参加やグループワー
クでの態度など、態度全般について厳格に評価する。
２）遅刻をしないこと。遅刻は出席とみなされない（忌引きなど正当な理由がある、病欠で診断書が提出されている、予め届けてあるなどであれ
ば、この限りではない）
３）レポート提出やeラーニング・eポートフォリオは、締め切りを厳守のこと。下書きのまま提出されていなかったり、時間が過ぎてからの提出
は未提出とみなされる。

医療プロフェッショナリズムⅢ(科目№TM16049004)
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅢ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・青木 昭子・
(八王子・リウマチ性疾患治療センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、教授・葦沢 龍人・(医療保険室)、講師・小田切
優子・(公衆衛生学)、講師・萩原 剛・(臨床検査医学)、荻野 令子、磯部 光章（榊原記念病院院長）、福原 麻希、村田 晶子（早
稲田大学ジェンダー研究所所長）、副島 賢和（昭和大学大学院保健学研究科、昭和大学病院さいかち学級）

医療プロフェッショナリズムⅢ

  オフィスアワー

山科　章担当

基本的にいつでも歓迎。予めメールなどで、予約してから来室を。日時

西新宿校舎自主自学館5階医学教育推進センター場所

IP電話 （03） 3342 6111　内線2040

akyam@tokyo med.ac.jpE-mail

備考

青木　昭子（八王子医療センター　リウマチ性疾患治療センター）担当

日時

場所

IP電話

aaoki@tokyo med.ac.jpE-mail

質問等 Email で随時受け付けます備考

R. ブルーヘルマンス（医学教育学分野）担当

日時

西新宿校舎 自主自学館３階場所

IP電話 （03）-3342-6111（内線 2039）

rpb@tokyo med.ac.jpE-mail

◇ e ラーニング・e ポートフォリオに関する質問・問い合わせ備考

担当

日時

場所

IP電話

E-mail

備考

医療プロフェッショナリズムⅢ(科目№TM16049004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅢ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・青木 昭子・
(八王子・リウマチ性疾患治療センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、教授・葦沢 龍人・(医療保険室)、講師・小田切
優子・(公衆衛生学)、講師・萩原 剛・(臨床検査医学)、荻野 令子、磯部 光章（榊原記念病院院長）、福原 麻希、村田 晶子（早
稲田大学ジェンダー研究所所長）、副島 賢和（昭和大学大学院保健学研究科、昭和大学病院さいかち学級）

医療プロフェッショナリズムⅢ

教科書

著） 出）

なし備）

参考書

医療プロフェッショナリズム教育 理論と原則

著） 日本評論 社リチャード・クルーズ、シル
ヴィア・クルーズ、イヴッォン
ヌ・ シュタイナート（編著）、
日本医学教育学会倫理・プロ
フェッショナリズム委員会（監
修、翻訳）

出）

備）東京、2012

人は誰でも間違えるーより安全な医療システムを目指して

著） 日本評論 社L.コーン、J.コリガン、M.ドナ
ルドソン（編者）、医療ジャー
ナリスト協会（翻訳）

出）

備）東京、2000

話を聞かない医師　思いが言えない患者

著） 集英社磯部光章 出）

備）東京、2011

外来でのコミュニケーション技法

著） 日本医事新報社飯島克己 出）

備）1995

医師アタマ

著） 医学書院尾藤誠司 出）

備）東京、2007

誰も教えてくれなかった診断学.患者のことばから診断仮説をどう作るか

著） 医学書院野口善令、福原俊一 出）

備）東京、2008

症候から診断・治療へ　循環器診療のロジックと全人的アプローチ

著） MEDSi社磯部光章 出）

備）2017

心が元気になる学校

著） プレジデント社副島賢和 出）

備）東京、2016

ひとりじゃないよ

著） 学研副島賢和 出）

備）東京、2015

  指定する教科書、参考書

医療プロフェッショナリズムⅢ(科目№TM16049004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療プロフェッショナリズムⅢ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員

特任教授・山科 章・(医学教育推進センター)、教授・大久保 ゆかり・(医師・学生・研究者支援センター)、教授・青木 昭子・
(八王子・リウマチ性疾患治療センター)、教授・阿部 幸恵・(医学部看護学科)、教授・葦沢 龍人・(医療保険室)、講師・小田切
優子・(公衆衛生学)、講師・萩原 剛・(臨床検査医学)、荻野 令子、磯部 光章（榊原記念病院院長）、福原 麻希、村田 晶子（早
稲田大学ジェンダー研究所所長）、副島 賢和（昭和大学大学院保健学研究科、昭和大学病院さいかち学級）

医療プロフェッショナリズムⅢ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月26日 金 3 医業の法体系と保険診療 保健診療、医師法、健康
保険法、療養担当規則、
診療報酬点数表等 葦沢 龍人

講義  保険診療の実施における
法体系（医師法、健康保
険法、療養担当規則、診
療報酬点数表等）の理解
と順守

2
04月26日 金 4 患者の死に立ちあう 患者の死、死後の処置

（エンゼルケア）、グ
リーフケア

阿部 幸恵
講義  個体の死、死後の処置お

よび死後の家族ケアを説
明することができる

3

05月10日 金 3 医師としての将来を考え
るⅤ

キャリア、働く上で大事
にしたいこと、価値観
カード、キャリアデザイ
ン、キャリアの言語化

大久保 ゆかり
小田切 優子
荻野 令子

講義  キャリアについて学び、
自分が働く上で大事にし
たい価値観を見つけるこ
とができる

4

05月10日 金 4 医師としての将来を考え
るⅥ

環境理解、キャリアプラ
ンニングの３要素、役割
期待、キャリアサバイバ
ル、キャリアプランニン
グ

大久保 ゆかり
小田切 優子
荻野 令子

講義  自分を取り巻く働く環境
や役割期待を知り、キャ
リアデザインを作成する
ことができる

5

05月17日 金 3 臨床診断のロジック ヒューリスティック、感
度と特異性、事前確立と
事後確率、動的診断学、
Red flag sign

磯部 光章（榊原
記念病院院長）

講義  プライマリ・ケアにおけ
る情報収集と臨床推論で
陥りやすい誤りを知る

6

05月17日 金 4 チーム医療を成功するた
めに知っておくべきこと

チームビルディング、各
職種の専門性とスキル

福原 麻希

講義  プロフェッショナルとし
ての「チームメンバーの
心得」
を友人に話せるようにな
ること

7
05月24日 金 3 Choosing wisely EBM、無駄な医療、医療

の在り方
山科 章

講義  医療における賢明な選択
を理解する

8
05月24日 金 4 ダイバーシティに対応で

きる医療
性同一性障害、性の多様
性、SOGI

青木 昭子
萩原 剛

講義  多様性に対応できる医療
者になるためにSOGIにつ
いて理解する

9

05月31日 金 4 「ジェンダー平等」につ
いて考えあう

ジェンダー平等、男女共
同参画社会基本法、アン
コンシャスネス・バイア
ス

村田 晶子（早稲
田大学ジェン
ダー研究所所

長）

講義  社会におけるジェンダー
平等について意識し、自
分の意見を述べることが
できる

10

06月04日 火 1 病気の子供になぜ教育が
必要なのか

患者背景、学習、自尊感
情、共感

副島 賢和（昭和
大学大学院保健
学研究科、昭和
大学病院さいか

ち学級）

講義  病気療養児に対する教育
の現場である院内学級に
ついて知り、疾病の治療
過程における医師以外の
専門家の支援の重要性に
ついて理解する

医療プロフェッショナリズムⅢ(科目№TM16049004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療安全Ⅰ （学年：4）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 0.5

担当教員
主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、講師・高橋 恵・(医療の質・安全管理学)、講師・浦松 雅史・(医療の質・安全管
理学)、客員教授・藤澤 由和・(医療の質・安全管理学)

医療安全Ⅰ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1．重大な医療事故から医療安全の歴史を知る。
・インシデント(アクシデント)の定義、および報告制度等について理解
する。
2．ヒューマンエラーと事故を起こす背景や要因との関係を理解する。
・医療事故における組織と個人との関わりについて理解する。
3．医療事故の防止、対策について理解する。
・医療事故におけるコミュニケーション技術の重要性について理解す
る。
4．医療倫理、医事法を理解する。
・医師の負う社会的責任を説明できる
以上から、「安全で質の高い医療を提供する」ことの重要性について説
明できる。

科目における教育到達目標

医療安全を医療現場の中で捉え、理解を育み、医師として有るべき姿、
特にautonomyについて自分自身で深く考え、医学生として安全で質の高
い医療を提供することの責任、使命感を理解する。

医療には光と影がある。医療において技術・知識なき医療は無力である。安全管理意識のない医療は暴力である。本授業においては医療の影を知る
事により、真の医療のプロフェッショナルリズムを理解する。医師として臨床の現場に立つ心構えを育む。

  学習内容

復習

特に指示しない．

予習

特に指示しない．

  授業時間外の学習

  ICT活用

ｅ自主自学を使い授業中テストを行う．

60点を合格点とする。合格点

2/3以上の出席者に対して評価を行
う．授業中テストで評価する．

最終評価点

ｅ自主自学で授業中テストを行う筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
にl回とする。

再試験・実施時期

特に規定しない。再試験・難易度

評価点が60点未満の者再試験・対象者

授業範囲全て再試験・範囲

レポート提出再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

授業中テストで評価する（100%）

試験

出席率が2/3以上の者が評価の対象とな
る。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

他人の学習を妨げる行為は慎んでいただきたい．

医療安全Ⅰ(科目№TM16050004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療安全Ⅰ （学年：4）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 0.5

担当教員
主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、講師・高橋 恵・(医療の質・安全管理学)、講師・浦松 雅史・(医療の質・安全管
理学)、客員教授・藤澤 由和・(医療の質・安全管理学)

医療安全Ⅰ

  オフィスアワー

三島史朗／医療の質・安全管理学分野担当

毎月にｅ自主自学と院内掲示で示す日時

医療安全管理室場所

IP電話 62860

mana9@mac.comE-mail

『課外実習』として日程をポスタで掲示する備考

教科書

患者安全（原著第２版）

Charles Vincent著、相馬孝博、
藤澤由和（訳）

篠原出版新社著） 出）

備）

参考書

医師の職業倫理指針／第３版

著） 平成28年10月／社団法人日本医
師会発行

出）

備）

医療安全管理実務者標準テキスト

著） へるす出版日本臨床医学リスクマネジメン
ト学会

出）

備）

  指定する教科書、参考書

医療安全Ⅰ(科目№TM16050004)
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2019年 度

医療安全Ⅰ （学年：4）
時限 開講学期 後期曜日 単位数 0.5

担当教員
主任教授・三木 保・(医療の質・安全管理学)、講師・高橋 恵・(医療の質・安全管理学)、講師・浦松 雅史・(医療の質・安全管
理学)、客員教授・藤澤 由和・(医療の質・安全管理学)

医療安全Ⅰ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
08月28日 水 3 医療安全総論 医療事故

三木 保
講義 ○東京医大病院の医療安

全の歴史を理解する．

2

08月28日 水 4 医療安全における組織と
制度

政策対応
医療安全の制度
組織的対応

藤澤 由和

講義 ○医療安全の制度を知
る．
△組織的対応を理解す
る．

3
09月04日 水 3 医療事故報告 報告制度

インシデントレポート 高橋 恵
講義 ○インシデントレポート

システムの意義を理解す
る。

4
09月04日 水 4 医療事故の原因 ヒューマンエラー

環境要因
高橋 恵

講義 ○医療事故の発生メカニ
ズムを理解する。

5

09月11日 水 3 医療事故の分析 事故分析
対策の実際

浦松 雅史

講義 ○医療事故の分析法を理
解する．
△再発防止策の立案を説
明できる．

6

09月11日 水 4 院内の医療安全 危険予知

浦松 雅史

講義 △現場の安全管理を理解
する
○臨床実習に必要な知識
を説明できる．

医療安全Ⅰ(科目№TM16050004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

情報科学Ⅲ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援センター)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)

情報科学Ⅲ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

個人情報保護とプライバシーの尊重を理解し、行動できる。Ⅳ-1 ① レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

EBMの概念と論文の主な種類について説明でき、情報の整理と管理ができ、臨床実習に情
報を活用し応用できる。

Ⅹ-1 ② 卒業時レベルA

基礎となる科学的理論と方法論を説明できる。Ⅸ-1 ① レベルC

医学研究における倫理規範を理解し、説明できる。Ⅸ-1 ② レベルC

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1. 科学的・医学的な疑問を見出すことができる
2. 正確性や信頼性を考慮し必要な情報を整理・抽出できる
3. 情報と知識の違いを理解して学習できる
4. 医師（自分自身）が研究を行うイメージを描ける
5. 研究の基本的な方法や倫理を説明できる
6. EBMにおいて信頼性のある情報を検索し入手できる
7. 論文の主な種類を活用し応用できる
8. 研究成果と医師のキャリア形成について理解できる
9. 患者中心（Patient centricity）の研究や医療の重要性を再確認で
きる
10. 将来、研究をおこなう際に必要な知識の基本を身につける

科目における教育到達目標

　医師は世界中の医師や研究者が行う研究結果の集積をもとに、実際の
臨床や研究を行っている。信頼できる臨床の研究から得られた成果をも
とに作成される診断基準や治療法、ガイドライン等を利用し、最善かつ
最新の医療をそれぞれの患者に提供することが必要であることは言うま
でもない
　一方、医学生の多くは将来何らかの研究に携わるチャンスを漠然と考
えているものの、実際に医師がどのように研究を行なっているかを想像
することは容易ではない
　研究への思いや科学的な考え方（リサーチマインド）は医学生や研修
医にとっても極めて重要であり、研究の考え方や手法を学んでおくこと
は、これから医師を目指す医学生にとって不可欠である
　本科目では医師が行う研究について、研究を始めるきっかけ、研究の
方法や倫理、研究によって得られるもの、海外への留学やキャリア形成
まで理解を進める
　同時に研究から得られたエビデンスに基づく医療（EBM）における情
報収集や論文の読み方も習得し、今後の臨床実習に備える
　講義全体を通して医師による研究の意義を理解し、患者や社会のため
になる研究とは何かを考えるための第一歩となることを目標とする

6月4日: EBMの概念について学び、さまざまな情報源の検索方法を、情報の信頼性を考えながら経験する／主な情報源となる論文の主な種類につい
て学ぶ。
6月11日: 科学的・医学的な疑問の例を参考にして、研究の科学的なアプローチを学ぶ／医師が行う研究の種類や方法、その結果の影響を学ぶ
6月18日: 臨床試験について学ぶ／医師が研究をすることで得られるもの、医師のキャリア形成、研究においても”常に患者を中心に考える重要
性”を学ぶ
6月26日: 講義全般を振り返り議論を行う／筆記試験

  学習内容

復習

ニュースや講義などで医師による研究の情報に触れた際に、この授業で
学習したことをもとにしてその研究について考えることで、実例を通し
て考えることで復習とする

予習

インタラクティブな授業を行う予定のため資料は事前には提示しない
講義予定を参照し自主的に予習を行う

  授業時間外の学習

  ICT活用

インタラクティブな授業を行うためe-learningを設定していない
授業の中で研究におけるICTの利用に関連したwebサイトや技術の紹介がされることから、研究におけるICTの活用の必要性を理解し将来的に活用で
きるようにする

情報科学Ⅲ(科目№TM16051004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

情報科学Ⅲ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援センター)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)

情報科学Ⅲ

60点合格点

最終評価点＝授業評価最終評価点

記述形式（最後の時間に実施する）筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
に1回

再試験・実施時期

本試験と同等再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

本試験と同様再試験・範囲

レポート再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

100%

試験

出席率が2/3以上の者が、最終評価の対象
となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

授業中にPC・タブレット・スマホ・携帯電話等を机上に置くことを厳禁とし、これらの機器を使用したものはその授業の出席を取り消す
出席を確認するために学生証を必ず持参すること
10分以上の遅刻・終了前の退席は出席と認めない

  オフィスアワー

Ｒ．ブルーヘルマンス担当

月曜日 12:00～13:00日時

大学（新宿キャンパス） 第三校舎 2階 英語教室場所

IP電話

rpb@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

竹山邦彦担当

日時

大学病院 臨床研究支援センター／国際ビル2階 研究推進センター場所

IP電話 63938

takeyama@tokyo-med.ac.jpE-mail

まずはメールで連絡を備考

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

情報科学Ⅲ(科目№TM16051004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

情報科学Ⅲ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 教授・竹山 邦彦・(臨床研究支援センター)、准教授・ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ・(英語)

情報科学Ⅲ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

06月04日 火 3 情報収集とEBM EBM／文献検索／図書館
／PubMed／情報信頼度

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義  # EBMの概念について説
明できる
# 図書館の蔵書検索シス
テム、データベース、イ
ンターネットで適切な
キーワードを用いて情報
を検索できる
# 信頼度を評価した上で
情
報を入手できる

2

06月04日 火 4 論文の読み方 原著論／症例報告／総説

ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ

講義  # 論文の主な種類につい
て説明できる
# 臨床実習に情報を活用
し
応用できる

3

06月11日 火 3 研究を始める前に 研究／情報・知識／科学
的・医学的疑問

竹山 邦彦

講義  # 研究における科学的な
アプローチを理解できる
# 科学的・医学的な疑問
を見つける意味を説明で
きる
# 情報と知識の違いを説
明できる

4

06月11日 火 4 医師が行う研究 基礎研究／トランスレー
ショナルリサーチ／臨床
研究／臨床試験・治験／
観察研究／エビデンス

竹山 邦彦

講義  # 医師が行う研究の種類
を説明できる
# 医師が行う研究の方法
等を説明できる
# 研究の結果が医療に与
える影響を理解できる

5

06月18日 火 3 臨床試験 臨床研究・臨床試験・治
験／研究の倫理／倫理委
員会／研究不正

竹山 邦彦

講義  # 臨床研究・臨床試験・
治験について説明できる
# 臨床試験の流れと医師
の役割を説明できる# 臨
床試験の倫理と倫理委員
会の役割を説明できる
# 研究の不正の事例を理
解できる

6

06月18日 火 4 研究で得られるもの 研究成果／研究者のデー
タベース／研究費／学 会
・論文発表／留学／グ
ローバル人材／キャリア
形成／CV／プロモーショ
ン／患者中心(Patient
centricity)

竹山 邦彦

講義  # 研究を取り巻く環境を
理解できる
# 研究の成果と医師の
キャリア形成を理解でき
る
# グローバル人材を理解
できる
# 研究の不正によっても
たらされる問題を説明で
きる
# 患者中心の医療・研究
の重要性を説明できる

7

06月25日 火 3 ディスカッション
グループワーク

シリーズのまとめ

ディスカッション／グ
ループワーク

竹山 邦彦

講義  講義全体を通して学んだ
ことを振り返りながら、
自ら疑問を提示し議論を
行える

8
06月25日 火 4 試験 試験

竹山 邦彦
講義  記述形式の筆記試験を実

施する

情報科学Ⅲ(科目№TM16051004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(人体構造学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体
構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)

グループ別自主研究1(人体構造学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

ヒトの構造
コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

所属分野

人体構造学分野

担当者

主任教授：伊藤  正裕　講師：宮宗  秀伸　講
師：李 忠連　助教：河田 晋一　助教：永堀 健
太　助教：表原 拓也

グループ別自主研究1(人体構造学)(科目№TM16072001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(人体構造学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体
構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)

グループ別自主研究1(人体構造学)

  学習目標

科目における教育到達目標

コース①：観察眼を養成する
・学生自身で局所解剖学的な研究課題を設定し、ご遺体を解剖して検討する。
・実習の一般目標（GIO）は、教育要項第２学年にある通りである。
・剖出の進捗について毎回ポートフォリオを作成し、最終的にはスケッチおよびレポートを作成し、得られた知見を報告する。

コース②：解剖学教育を研究する
・同時期に行われる第2学年実習、および学外の大学・専門学校の見学実習に参加し、学生を指導する。
・実習の一般目標（GIO）は、教育要項第２学年にある通りである。
・毎回の実習についてポートフォリオを作成し、指導内容を報告する。

科目におけるコンピテンシー

１．各臓器の配置と位置関係
１）各器官の位置関係を方向用語（上下、前後、内・外側、浅深、頭・尾側、背・腹側）で説明できる。
２）局所における諸構造の位置関係を説明できる。
２．運動器（筋骨格）系
１）骨・軟骨・関節・靭帯の構造を説明できる。
２）頭部・顔面の骨の構成を説明できる。
３）四肢の骨・関節を列挙し、主な骨の配置を図示できる。
４）椎骨の構造と脊柱の構成を説明できる。
５）四肢の主要筋群の運動と神経支配を説明できる。
６）骨盤の構成と性差を説明できる。
７）骨の成長と骨形成・吸収の機序を説明できる。
８）姿勢と体幹の運動にかかわる筋群を概説できる。
９）抗重力筋を説明できる。
３．循環器系
１）心臓の構造と分布する血管・神経を説明できる。
２）体循環、肺循環と胎児循環を説明できる。
３）大動脈の枝を図示し、分布域を概説できる。
４）頭頸部と四肢の主な動脈を図示し、分布域を概説できる。
５）主な静脈を図示し、門脈系と大静脈系の吻合部を説明できる。
６）胸管を経由するリンパの流れを概説できる。
４．末梢神経系
１）末梢神経系の構成を概説できる。
２）脳神経の名称、走行 ･ 分布を概説できる。
３）脊髄神経と神経叢 ( 頸腕神経叢、腰仙神経叢）の構成および主な骨格筋支配と皮膚分布を概説できる。
４）視覚、聴覚 ･ 平衡覚、嗅覚、味覚の末梢の伝導路を概説できる。
５）交感神経系と副交感神経系の末梢分布を概説できる。
５．呼吸器系
１）気道の構造、肺葉・肺区域と肺門の構造を説明できる。
２）肺循環の特徴を説明できる。
３）縦隔と胸膜腔の構造を説明できる。
４）呼吸筋と呼吸運動の機序を説明できる。
６．消化器系
１）各消化器官の位置、形態と血管分布を図示できる。
２）腹膜と臓器の関係を説明できる。
３）食道 ･ 胃・小腸・大腸の基本構造と部位による違いを説明できる。
４）肝の構造を説明できる。
５）膵外分泌系の構造を説明できる。
７．腎 ･ 尿路系　
１）腎 ･ 尿路系の位置 ･ 形態と血管分布 ･ 神経支配を説明できる。
８．生殖機能
１）生殖腺の発生と性分化の過程を説明できる。
２）男性生殖器の発育の過程を説明できる。
３）男性生殖器の形態を説明できる。
４）女性生殖器の発育の過程を説明できる。
５）女性生殖器の形態を説明できる。
９．妊娠と分娩
１）妊娠 ･ 分娩 ･ 産褥での母体の解剖学的変化を説明できる。
２）胎児 ･ 胎盤系の発達過程での形態的変化を説明できる。
10．乳房
１）乳房の構造を説明できる。
２）成長発達に伴う乳房の変化を説明できる。
11．内分泌 ･ 栄養 ･ 代謝系
１）各内分泌器官の位置を図示し、そこから分泌されるホルモンを列挙できる。
12．眼 ･ 視覚系
１）眼球と付属器の構造を説明できる。
13．耳鼻 ･ 咽喉 ･ 口腔系
１）外耳 ･ 中耳 ･ 内耳の構造を図示できる。
２）口腔 ･ 鼻腔 ･ 咽頭 ･ 喉頭の構造を図示できる。
14.個体の発生(肉眼解剖学の立場から)

グループ別自主研究1(人体構造学)(科目№TM16072001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(人体構造学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体
構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)

グループ別自主研究1(人体構造学)

１）配偶子の形成から出生にいたる一連の経過と胚形成の全体像を説明できる。
２）体節の形成と性分化を説明できる。
３）体幹と四肢の骨格と筋の形成過程を概説できる。
４）消化・呼吸器系各器官の形成過程を概説できる。
５）心血管系の形成過程を説明できる。
６）胚内体腔の形成過程を説明できる。
７）鰓弓・鰓嚢の分化と顔面・口腔の形成過程を概説できる。
15.解剖学実習
１）諸構造の機能的な連関を念頭に置きながら剖出・観察を行うことができる。
２）不明な点については、実習室に持ち込んだテキストを用いて、できるだけ自分たちの力で問題解決することができる。
３）本分野が作成した予定表にあわせて実習を進めることができる。
４）解剖器具を正しく使うことができる。
５）班員同士で協力して作業ができる。
６）自主自学の精神を持って各班のテーマについて剖出と観察を試みることができる。
７）病変、手術痕、破格について、なぜそのような状態になったのかを推察できる。
８）解剖体、実習室、共同実習器具を良好かつ清潔な状態に保つことができる。
９）実習終了時には献体されたご本人およびご遺族に対する感謝分を記し、解剖学を正しく納棺・献花することができる。
１０）本学の献体組織の会である「東寿会」の総会に参加し、会員の方々と親睦を深めることができる。
１１）「ご遺骨返還式」に参加して、献体されたご本人およびご遺族に対して感謝の意を捧げることができる。

コース①：観察眼を養成する
・学生自身で局所解剖学的な研究課題を設定し、ご遺体を解剖して検討する。
・実習の一般目標（GIO）は、教育要項第２学年にある通りである。以下に再掲する。
人体構造を局所解剖学（Regional Anatomy）と局所発生学（Regional Embryology）を軸に学習する。人体のそれぞれの構造と互いの構造の位置関
係を把握し、それらが機能的にあるいは発生学的にどのように関連しているかについて考える。そのために実際の人体の詳細な３次元的観察を行
う。各個体の解剖（触れる、見る、聴く）をとおして「観察目の養成」を行い、人体構造の普遍性（一般性）と個性（多様性）を認識する。また、
たったひとつの細胞（受精卵）から複雑な人体構造へと発展する過程（人体発生の最終地点である生体構造）を念頭に入れながら解剖を進めること
によって「生命の神秘・驚異」に触れる。なお、解剖体には常に「感謝と尊敬の気持ち」をもって接し、献体の意義を十分に理解するとともに、
「人命の尊厳と死」について深く考える。
・剖出の進捗については毎回ポートフォリオを作成し、最終的にはスケッチおよびレポートを作成し、得られた知見を報告する。

コース②：解剖学教育を研究する
・同時期に行われる第2学年実習、および学外の大学・専門学校の見学実習の指導を行い、それを通して解剖学教育を研究する。
・実習の一般目標（GIO）は、教育要項第２学年にある通りである。以下に再掲する。
人体構造を局所解剖学（Regional Anatomy）と局所発生学（Regional Embryology）を軸に学習する。人体のそれぞれの構造と互いの構造の位置関
係を把握し、それらが機能的にあるいは発生学的にどのように関連しているかについて考える。そのために実際の人体の詳細な３次元的観察を行
う。各個体の解剖（触れる、見る、聴く）をとおして「観察目の養成」を行い、人体構造の普遍性（一般性）と個性（多様性）を認識する。また、
たったひとつの細胞（受精卵）から複雑な人体構造へと発展する過程（人体発生の最終地点である生体構造）を念頭に入れながら解剖を進めること
によって「生命の神秘・驚異」に触れる。なお、解剖体には常に「感謝と尊敬の気持ち」をもって接し、献体の意義を十分に理解するとともに、
「人命の尊厳と死」について深く考える。
・毎回の実習についてポートフォリオを作成し、指導内容を報告する。

  研究目的・内容・方法等

復習

前述のように、効率的・効果的な学修には復習が重要となる。「解剖実
習の手びき（南山堂）」および「解剖学カラーアトラス（医学書院）」
を活用し、毎回の実習内容の整理・把握に努めること。

予習

実習には、「解剖実習の手びき（南山堂）」を十分に精読するととも
に、「解剖学カラーアトラス（医学書院）」を確認し、実習内容を把握
して臨むこと。また、毎回の実習あるいは人体解剖の内容は重複してい
る部分があり、これまでの実習内容を十分に復習し習熟しておくこと
が、次回の実習の予習ともなることを銘記すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

必要に応じて説明する。

グループ別自主研究1(人体構造学)(科目№TM16072001)
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2019年 度

グループ別自主研究1(人体構造学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体
構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)

グループ別自主研究1(人体構造学)

60%を合格点とする。合格点

最終評価点＝出席点＋態度＋レポート最終評価点

なし筆記試験の形式

なし再試験・実施時期

なし再試験・難易度

なし再試験・対象者

なし再試験・範囲

なし再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

出席点 + 態度

毎回の[コース①：観察眼を養成する]あ
るいは[コース②：解剖学教育を研究す
る]について、担当教員によって評価する
（４０％）。

レポート

[コース①：観察眼を養成する]について
は剖出の進捗について毎回ポートフォリ
オを作成することと合わせて、最終的に
はスケッチおよびレポートを作成し、得
られた知見を報告する。[コース②：解剖
学教育を研究する]については、毎回の指
導についてポートフォリオを作成し、指
導内容を報告する（６０％）。

 学習上の注意

  学習上の注意等

教育要項第２学年にある下記の注意事項は、本課題に参加する学生にも適応される。

コース①：観察眼を養成する
・本課題に参加を希望する学生は、自主研究開始前に教室を訪ね、指導教員と研究課題（目的）、学内外の発表予定などを相談すること。
・その上で、先行文献を調査・検討し、課題（目的）および剖出手順（方法）に関する研究計画書を、教員の指導のもとに作成し、提出することと
する。実習開始までに教員の同意を得た研究計画書が未提出の学生は履修希望を取り消したものとして扱うので、特に注意すること。
・不十分なポートフォリオは不受理とし、再提出を求めることがある。この場合の提出は受理されるまで保留とする。各ポートフォリオおよびス
ケッチ・レポートが未提出ないし自主研究終了時まで保留された場合、当該実習に参加しなかった（欠席した）ものとして取り扱う。

コース②：解剖学教育を研究する
・学内、学外を問わずすべての実習を参加し、主体的に指導することが必須である。本課題において、学生は「指導者」として、「学生」以上の知
識・技能・態度を求められる。
・無断欠席および無断遅刻はご遺体への感謝の念がないものと判断し、それ以降の解剖実習室への入室を禁ずる。
・不十分なポートフォリオは不受理とし、再提出を求めることがある。この場合の提出は受理されるまで保留とする。各ポートフォリオが未提出な
いし自主研究終了時まで保留された場合、当該実習に参加しなかった（欠席した）ものとして取り扱う。

  オフィスアワー

伊藤 正裕、宮宗 秀伸、李 忠連、河田 晋一、永堀 健太、表原 拓也担当

基本的にはいつでも来室可能。日時

第一校舎２階　人体構造学分野場所

IP電話 東京医科大学 03-3351-6141、人体構造学分野（内線：231）

anatomy@tokyo-med.ac.jpE-mail

事前に時間を調整してから来室すること。備考

解剖実習室

  研究場所

グループ別自主研究1(人体構造学)(科目№TM16072001)
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2019年 度

グループ別自主研究1(人体構造学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体
構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)

グループ別自主研究1(人体構造学)

教科書

解剖実習の手びき

寺田春水、藤田恒夫 南山堂著） 出）

このテキストなしには実習が進められない。備）

解剖学カラーアトラス

横地千仭 医学書院著） 出）

解剖実習の手引きと併用して実習を進めることができる（実際の解剖体
の写真を使用）。

備）

ラングマン人体発生学

安田峯生 メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル

著） 出）

人体解剖実習とは人体発生の最終段階の観察であり、実習を通して多く
の発生学的側面を勉強できる。本書は改訂を重ねるごとにわかりやすく
なってきている。

備）

骨学実習の手びき

寺田春水、藤田恒夫 南山堂著） 出）

骨学実習の基本書である。備）

参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

2019年6月26日（水）午後5時30分より、本自主研究に関するオリエンテーションを行う。該当する学生は、大学・人体構造学分野集会室に全員集
合すること。

グループ別自主研究1(人体構造学)(科目№TM16072001)
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2019年 度

グループ別自主研究1(人体構造学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体
構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)

グループ別自主研究1(人体構造学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1
07月01日 月 1 コース①：観察眼を養成する

コース②：解剖学教育を研究する
伊藤 正裕
李 忠連

実習

2
07月01日 月 2 コース①：観察眼を養成する

コース②：解剖学教育を研究する
伊藤 正裕
李 忠連

実習

3
07月01日 月 3 コース①：観察眼を養成する

コース②：解剖学教育を研究する
伊藤 正裕
李 忠連

河田 晋一

実習

4
07月01日 月 4 コース①：観察眼を養成する

コース②：解剖学教育を研究する
伊藤 正裕
李 忠連

河田 晋一

実習

5

07月02日 火 1 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
表原 拓也

実習

6

07月02日 火 2 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
表原 拓也

実習

7

07月02日 火 3 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
表原 拓也

実習

8

07月02日 火 4 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
表原 拓也

実習

9

07月03日 水 1 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

10

07月03日 水 2 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

11

07月03日 水 3 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

12

07月03日 水 4 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

13

07月04日 木 1 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

グループ別自主研究1(人体構造学)(科目№TM16072001)
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2019年 度

グループ別自主研究1(人体構造学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体
構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)

グループ別自主研究1(人体構造学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

14

07月04日 木 2 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

15

07月04日 木 3 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

16

07月04日 木 4 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

17

07月05日 金 1 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

18

07月05日 金 2 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

19

07月05日 金 3 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

20

07月05日 金 4 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

21
07月08日 月 1 コース①：観察眼を養成する

コース②：解剖学教育を研究する
伊藤 正裕
李 忠連

実習

22
07月08日 月 2 コース①：観察眼を養成する

コース②：解剖学教育を研究する
伊藤 正裕
李 忠連

実習

23
07月08日 月 3 コース①：観察眼を養成する

コース②：解剖学教育を研究する
伊藤 正裕
李 忠連

河田 晋一

実習

24
07月08日 月 4 コース①：観察眼を養成する

コース②：解剖学教育を研究する
伊藤 正裕
李 忠連

河田 晋一

実習

25

07月09日 火 1 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
表原 拓也

実習

26

07月09日 火 2 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
表原 拓也

実習

グループ別自主研究1(人体構造学)(科目№TM16072001)
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2019年 度

グループ別自主研究1(人体構造学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体
構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)

グループ別自主研究1(人体構造学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

27

07月09日 火 3 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
表原 拓也

実習

28

07月09日 火 4 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
表原 拓也

実習

29

07月10日 水 1 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

30

07月10日 水 2 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

31

07月10日 水 3 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

32

07月10日 水 4 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

33

07月11日 木 1 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

34

07月11日 木 2 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

35

07月11日 木 3 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

36

07月11日 木 4 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

37

07月12日 金 1 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

グループ別自主研究1(人体構造学)(科目№TM16072001)
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2019年 度

グループ別自主研究1(人体構造学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体
構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)

グループ別自主研究1(人体構造学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

38

07月12日 金 2 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

39

07月12日 金 3 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

40

07月12日 金 4 コース①：観察眼を養成する
コース②：解剖学教育を研究する
献花
納棺

伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

41

07月16日 火 1 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
表原 拓也

実習

42

07月16日 火 2 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
表原 拓也

実習

43

07月16日 火 3 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
表原 拓也

実習

44

07月16日 火 4 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

永堀 健太
表原 拓也

実習

45

07月17日 水 1 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

46

07月17日 水 2 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

47

07月17日 水 3 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

48

07月17日 水 4 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

グループ別自主研究1(人体構造学)(科目№TM16072001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(人体構造学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・伊藤 正裕・(人体構造学)、講師・宮宗 秀伸・(人体構造学)、講師・李 忠連・(人体構造学)、助教・河田 晋一・(人体
構造学)、助教・永堀 健太・(人体構造学)、助教・表原 拓也・(人体構造学)

グループ別自主研究1(人体構造学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

49

07月18日 木 1 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

50

07月18日 木 2 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

51

07月18日 木 3 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

52

07月18日 木 4 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

53

07月19日 金 1 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

54

07月19日 金 2 解剖実習レポート作成 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

55

07月19日 金 3 解剖実習レポート発表 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

56

07月19日 金 4 解剖実習レポート発表 伊藤 正裕
宮宗 秀伸
李 忠連

河田 晋一
永堀 健太
表原 拓也

実習

グループ別自主研究1(人体構造学)(科目№TM16072001)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(組織・神経解剖学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、助教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教
・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

グループ別自主研究1(組織・神経解剖学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

海馬の神経幹細胞の研究

担当者

石　龍徳

柏木　太一

篠原　広志

権田　裕子

所属分野

組織・神経解剖学分野

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1. 神経組織の細胞構築について理解する。
2. 神経系の発生、とくに細胞増殖、細胞移動、細胞分化について理解す
る。
3. 幹細胞について理解する。
4. 遺伝子導入実験について理解する。
5. 細胞培養法について理解する。
6. 研究倫理を理解する。
7. リサーチマインドを持った医師になるためには、問題提起、実験立
案、観察、解析、執筆などの能力が必要であることを理解する。

科目における教育到達目標

目標：海馬歯状回には、胎生期～成体期まで神経新生を続ける特殊な神
経幹細胞が存在する。本実験では、胎生期に焦点を当てて、この神経幹
細胞が海馬歯状回の顆粒細胞層を形成する過程を解析する。

内容：神経前駆細胞に発現する分子の共焦点レーザー顕微鏡による観察、胎仔脳組織への遺伝子導入、神経幹細胞の培養、英語論文の読解、パワー
ポイントによる発表スライドの作成
方法：組織切片作成、免疫組織化学、共焦点レーザー顕微鏡、子宮内電気穿孔法による遺伝子導入、神経幹細胞培養

  研究目的・内容・方法等

復習

その日に行った実験の実験方法、実験結果などは、ノートに記録し、整
理すること。

予習

初日に資料を渡すので、熟読すること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

60点を合格とする。合格点

最終評価点＝研究態度（出席を含む）
50％+レポート50%

最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

脳の発生や高精度の顕微鏡による画像観察に興味のある学生を募集する。時間厳守、課題に対しては自主的に学習すること。

グループ別自主研究1(組織・神経解剖学)(科目№TM16072011)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(組織・神経解剖学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、助教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教
・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

グループ別自主研究1(組織・神経解剖学)

  オフィスアワー

石　龍徳　主任教授担当

随時可、ただし必ずメールで連絡を取ること日時

組織・神経解剖学　教授室場所

IP電話

sekit@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

篠原　広志　助教担当

随時可、ただし必ずメールで連絡を取ること日時

組織・神経解剖学　第7研究室場所

IP電話

shinohoo@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

柏木　太一　助教担当

随時可、ただし必ずメールで連絡を取ること日時

組織・神経解剖学　第7研究室場所

IP電話

kasiwagi@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

権田　裕子　助教担当

随時可、ただし必ずメールで連絡を取ること日時

組織・神経解剖学　第7研究室場所

IP電話

gonda@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

組織・神経解剖学研究室

  研究場所

教科書 参考書

カンデル神経科学

著） メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル

カンデル 他 出）

備）

Development of the Nervous System, 3rd ed.

著） Academic Press (Elsevier)Sanes 他 出）

備）

  指定する教科書、参考書

  備考

筆記用具、白衣持参のこと

グループ別自主研究1(組織・神経解剖学)(科目№TM16072011)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(組織・神経解剖学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、助教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教
・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

グループ別自主研究1(組織・神経解剖学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 自主研究のガイダンス 石 龍徳講義

2 07月01日 月 2 トランスジェニックマウス海馬の組織切片の作成 権田 裕子実習

3 07月01日 月 3 トランスジェニックマウス海馬の組織切片の作成 権田 裕子実習

4 07月01日 月 4 トランスジェニックマウス海馬の組織切片の作成 権田 裕子実習

5 07月02日 火 1 免疫組織化学（1） 権田 裕子実習

6 07月02日 火 2 免疫組織化学（1） 権田 裕子実習

7 07月02日 火 3 子宮内電気穿孔法による遺伝子導入 篠原 広志実習

8 07月02日 火 4 子宮内電気穿孔法による遺伝子導入 篠原 広志実習

9 07月03日 水 1 免疫組織化学（2） 権田 裕子実習

10 07月03日 水 2 免疫組織化学（2） 権田 裕子実習

11 07月03日 水 3 子宮内電気穿孔法による遺伝子導入 篠原 広志実習

12 07月03日 水 4 子宮内電気穿孔法による遺伝子導入 篠原 広志実習

13 07月04日 木 1 子宮内電気穿孔法による遺伝子導入 篠原 広志実習

14 07月04日 木 2 子宮内電気穿孔法による遺伝子導入 篠原 広志実習

15 07月04日 木 3 共焦点レーザー顕微鏡による観察 権田 裕子実習

16 07月04日 木 4 共焦点レーザー顕微鏡による観察 権田 裕子実習

17 07月05日 金 1 動物の固定 権田 裕子実習

18 07月05日 金 2 動物の固定 篠原 広志実習

19 07月05日 金 3 画像解析ソフトによる画像解析 権田 裕子実習

20 07月05日 金 4 画像解析ソフトによる画像解析 権田 裕子実習

21 07月08日 月 1 組織切片の作成 権田 裕子実習

22 07月08日 月 2 組織切片の作成 篠原 広志実習

23 07月08日 月 3 組織切片の作成 篠原 広志実習

24 07月08日 月 4 組織切片の作成 篠原 広志実習

25 07月09日 火 1 免疫組織化学（1） 篠原 広志実習

26 07月09日 火 2 免疫組織化学（1） 篠原 広志実習

27 07月09日 火 3 免疫組織化学（1） 篠原 広志実習

28 07月09日 火 4 免疫組織化学（1） 篠原 広志実習

29 07月10日 水 1 神経幹細胞の培養 柏木 太一実習

30 07月10日 水 2 神経幹細胞の培養 柏木 太一実習

31 07月10日 水 3 神経幹細胞の培養 柏木 太一実習

32 07月10日 水 4 神経幹細胞の培養 柏木 太一実習

33 07月11日 木 1 免疫組織化学（2） 篠原 広志実習

34 07月11日 木 2 免疫組織化学（2） 篠原 広志実習

35 07月11日 木 3 共焦点レーザー顕微鏡による観察 篠原 広志実習

36 07月11日 木 4 共焦点レーザー顕微鏡による観察 篠原 広志実習

37 07月12日 金 1 神経幹細胞の培養 柏木 太一実習

38 07月12日 金 2 神経幹細胞の培養 柏木 太一実習

39 07月12日 金 3 神経幹細胞の培養 柏木 太一実習

40 07月12日 金 4 神経幹細胞の培養 柏木 太一実習

41 07月16日 火 1 免疫組織化学（１） 柏木 太一実習

グループ別自主研究1(組織・神経解剖学)(科目№TM16072011)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(組織・神経解剖学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・石 龍徳・(組織・神経解剖学)、助教・篠原 広志・(組織・神経解剖学)、助教・柏木 太一・(組織・神経解剖学)、助教
・権田 裕子・(組織・神経解剖学)

グループ別自主研究1(組織・神経解剖学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

42 07月16日 火 2 免疫組織化学（１） 柏木 太一実習

43 07月16日 火 3 共焦点レーザー顕微鏡による観察 篠原 広志実習

44 07月16日 火 4 共焦点レーザー顕微鏡による観察 篠原 広志実習

45 07月17日 水 1 免疫組織化学（２） 柏木 太一実習

46 07月17日 水 2 免疫組織化学（２） 柏木 太一実習

47 07月17日 水 3 共焦点レーザー顕微鏡による観察 柏木 太一実習

48 07月17日 水 4 共焦点レーザー顕微鏡による観察 柏木 太一実習

49 07月18日 木 1 共焦点レーザー顕微鏡による観察 柏木 太一実習

50 07月18日 木 2 共焦点レーザー顕微鏡による観察 柏木 太一実習

51 07月18日 木 3 PPTの作成 柏木 太一実習

52 07月18日 木 4 PPTの作成 柏木 太一実習

53 07月19日 金 1 PPTの作成 篠原 広志実習

54 07月19日 金 2 PPTの作成 篠原 広志実習

55
07月19日 金 3 PPTの発表

石 龍徳
プレゼンテーション・

講義

56
07月19日 金 4 PPTの発表

石 龍徳
プレゼンテーション・

講義

グループ別自主研究1(組織・神経解剖学)(科目№TM16072011)
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2019年 度

グループ別自主研究2(組織・神経解剖学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)

グループ別自主研究2(組織・神経解剖学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

脊椎動物中枢神経系における領域および細胞の
個性決定機構の組織学的解析

所属分野

組織•神経解剖学分野

担当者

准教授　大山恭司

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

第２学年レベルの神経解剖学および神経発生学に関する基礎知識が必要
である。

科目における教育到達目標

中枢神経系の発生過程において、脳の領域や個々の細胞の個性を決定す
る分子メカニズムをシグナル分子、転写因子、細胞接着因子を中心に解
析する。そのための実験手法を理解しデータを取得する。さらにデータ
解釈を行い、論理的に説明できる。

ニワトリおよびマウスの脳および脊髄における形態形成シグナル(Sonic hedgehog(Shh)など)や転写因子(Sox9, Zeb1など）の遺伝子発現を免疫組織
染色で解析する。時間の許す限り、組織培養や電気穿孔法による遺伝子導入などもを行い、遺伝子の機能を解析する。

  研究目的・内容・方法等

復習

ラングマン発生学の関連箇所および参考文献（適宜配布）を読む。実験
ノートを整理する。

予習

次の実験内容、手法を理解、シュミレーションする。適宜参考文献を配
布するので、その予習をする。

  授業時間外の学習

  ICT活用

関連文献、情報の検索。Power pointによるスライド作成。

６０点合格点

最終評価点

レポート筆記試験の形式

レポート再提出再試験・実施時期

該当なし再試験・難易度

レポート成績不良者再試験・対象者

該当なし再試験・範囲

レポート再提出再試験・方法

評価に対するフィードバック

後日、連絡する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

授業中の積極性

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

時間厳守。白衣着用。意欲のある学生のみ受け付ける（１名）。実験態度、実験ノート、レポート、プレゼンテーションにより総合的に評価する。

  オフィスアワー

大山恭司担当

１６：００－１７：３０（火ー金）日時

組織•神経解剖学分野第２研究室場所

IP電話 内線２３２

kyohyama@tokyo-med.ac.jpE-mail

事前にemailで連絡すること備考

組織•神経解剖学分野第１研究室、第７研究室

  研究場所

グループ別自主研究2(組織・神経解剖学)(科目№TM16072012)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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グループ別自主研究2(組織・神経解剖学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)

グループ別自主研究2(組織・神経解剖学)

教科書

人体発生学

ラングマン メディカルサイエンス・イン
ターナショナル

著） 出）

備）

参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究2(組織・神経解剖学)(科目№TM16072012)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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グループ別自主研究2(組織・神経解剖学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)

グループ別自主研究2(組織・神経解剖学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 ガイダンス：概論１ 大山 恭司講義

2 07月01日 月 2 組織切片作製１ 大山 恭司講義

3 07月01日 月 3 組織切片作製１ 大山 恭司講義

4 07月01日 月 4 免疫染色１ 大山 恭司講義

5 07月02日 火 1 免疫染色１ 大山 恭司講義

6 07月02日 火 2 免疫染色１ 大山 恭司講義

7 07月02日 火 3 共焦点レーザー顕微鏡１ 大山 恭司講義

8 07月02日 火 4 共焦点レーザー顕微鏡１ 大山 恭司講義

9 07月03日 水 1 概論２ 大山 恭司講義

10 07月03日 水 2 組織切片作製２ 大山 恭司講義

11 07月03日 水 3 概論３ 大山 恭司講義

12 07月03日 水 4 免疫染色２ 大山 恭司講義

13 07月04日 木 1 免疫染色２ 大山 恭司講義

14 07月04日 木 2 免疫染色２ 大山 恭司講義

15 07月04日 木 3 共焦点レーザー顕微鏡２ 大山 恭司講義

16 07月04日 木 4 共焦点レーザー顕微鏡２ 大山 恭司講義

17 07月05日 金 1 組織固定 大山 恭司講義

18 07月05日 金 2 組織固定 大山 恭司講義

19 07月05日 金 3 概論４ 大山 恭司講義

20 07月05日 金 4 概論５ 大山 恭司講義

21 07月08日 月 1 組織培養または遺伝子導入実験 大山 恭司講義

22 07月08日 月 2 組織培養または遺伝子導入実験 大山 恭司講義

23 07月08日 月 3 組織培養または遺伝子導入実験 大山 恭司講義

24 07月08日 月 4 組織固定 大山 恭司講義

25 07月09日 火 1 概論５ 大山 恭司講義

26 07月09日 火 2 概論５ 大山 恭司講義

27 07月09日 火 3 組織固定 大山 恭司講義

28 07月09日 火 4 組織固定 大山 恭司講義

29 07月10日 水 1 組織固定 大山 恭司講義

30 07月10日 水 2 組織固定 大山 恭司講義

31 07月10日 水 3 共焦点レーザー顕微鏡２ 大山 恭司講義

32 07月10日 水 4 共焦点レーザー顕微鏡２ 大山 恭司講義

33 07月11日 木 1 組織切片作製３ 大山 恭司講義

34 07月11日 木 2 組織切片作製３ 大山 恭司講義

35 07月11日 木 3 免疫染色３ 大山 恭司講義

36 07月11日 木 4 免疫染色３ 大山 恭司講義

37 07月12日 金 1 免疫染色３ 大山 恭司講義

38 07月12日 金 2 免疫染色３ 大山 恭司講義

39 07月12日 金 3 共焦点レーザー顕微鏡３ 大山 恭司講義

40 07月12日 金 4 共焦点レーザー顕微鏡３ 大山 恭司講義

41 07月16日 火 1 共焦点レーザー顕微鏡３ 大山 恭司講義

グループ別自主研究2(組織・神経解剖学)(科目№TM16072012)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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グループ別自主研究2(組織・神経解剖学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・大山 恭司・(組織・神経解剖学)

グループ別自主研究2(組織・神経解剖学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

42 07月16日 火 2 共焦点レーザー顕微鏡３ 大山 恭司講義

43 07月16日 火 3 データ整理＋チュートリアル 大山 恭司講義

44 07月16日 火 4 データ整理＋チュートリアル 大山 恭司講義

45 07月17日 水 1 共焦点レーザー顕微鏡４ 大山 恭司講義

46 07月17日 水 2 共焦点レーザー顕微鏡４ 大山 恭司講義

47 07月17日 水 3 スライド作成１＋チュートリアル 大山 恭司講義

48 07月17日 水 4 スライド作成１＋チュートリアル 大山 恭司講義

49 07月18日 木 1 レポート作成１＋チュートリアル 大山 恭司講義

50 07月18日 木 2 レポート作成１＋チュートリアル 大山 恭司講義

51 07月18日 木 3 スライド作成２＋チュートリアル 大山 恭司講義

52 07月18日 木 4 レポート作成２＋チュートリアル 大山 恭司講義

53 07月19日 金 1 口頭発表練習１＋チュートリアル 大山 恭司講義

54 07月19日 金 2 口頭発表練習１＋チュートリアル 大山 恭司講義

55 07月19日 金 3 口頭発表練習２＋チュートリアル 大山 恭司講義

56 07月19日 金 4 レポート提出、口頭発表および総評 大山 恭司講義

グループ別自主研究2(組織・神経解剖学)(科目№TM16072012)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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グループ別自主研究3(組織・神経解剖学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)

グループ別自主研究3(組織・神経解剖学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

疾患モデル動物の脳における電気的な細胞活動
の記録

所属分野

組織・神経解剖学分野

担当者

北澤宏理

  学習目標

科目におけるコンピテンシー科目における教育到達目標

学術研究に興味を持つ。

疾患モデル動物ラットの脳の特定部位（神経核等）に微小電極を刺入して、細胞活動（ユニット発射＝単一神経細胞の活動電位を反映したもの）を
記録し、対照群の正常な動物と比較し差異が認められるか検討する。記録部位の確認は、脳の組織切片を作成し、ニッスル染色を施すことで行う。
ちなみに昨年度は、強制水泳を施したうつ病モデルラットを作製し、青斑核から細胞活動の記録を試みた。

  研究目的・内容・方法等

復習予習

神経生理学、神経解剖学の知識を復習し、関連分野の論文などを検索し
て読んでみる。

  授業時間外の学習

  ICT活用

データ取り込みおよび解析が可能なソフトウェアであるLabVIEW（ラボビュー）を用いた解析アプリケーションの開発（プログラミング）を、必
要に応じて行う。エクセル も利用する。

60合格点

100最終評価点

なし筆記試験の形式

なし再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

レポート

評価の方法と内訳(%)・実習評価

出席点 + 態度

60

レポート

40

 学習上の注意

  学習上の注意等

見学だけでなく実際に自分たちの手を使って実験を行う。時間的な制約はあるが、統計での有意差を出すためには複数回必要な数だけ同じ実験を繰
り返し行う必要がある。

  オフィスアワー

北澤宏理担当

随時(事前にメール連絡が望ましい）日時

組織・神経解剖学第一研究室場所

IP電話

hiromasa@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

組織・神経解剖学第一研究室(情報棟１階）

  研究場所

グループ別自主研究3(組織・神経解剖学)(科目№TM16072013)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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グループ別自主研究3(組織・神経解剖学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)

グループ別自主研究3(組織・神経解剖学)

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究3(組織・神経解剖学)(科目№TM16072013)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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グループ別自主研究3(組織・神経解剖学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)

グループ別自主研究3(組織・神経解剖学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1

2 07月01日 月 2 研究計画策定 北澤 宏理実習

3 07月01日 月 3 研究計画策定 北澤 宏理実習

4 07月01日 月 4 研究計画策定 北澤 宏理実習

5 07月02日 火 1

6 07月02日 火 2 実験 北澤 宏理実習

7 07月02日 火 3 実験 北澤 宏理実習

8 07月02日 火 4 実験 北澤 宏理実習

9 07月03日 水 1

10 07月03日 水 2 実験 北澤 宏理実習

11 07月03日 水 3 実験 北澤 宏理実習

12 07月03日 水 4 実験 北澤 宏理実習

13 07月04日 木 1

14 07月04日 木 2 実験 北澤 宏理実習

15 07月04日 木 3 実験 北澤 宏理実習

16 07月04日 木 4 実験 北澤 宏理実習

17 07月05日 金 1

18 07月05日 金 2 実験 北澤 宏理実習

19 07月05日 金 3 実験 北澤 宏理実習

20 07月05日 金 4 実験 北澤 宏理実習

21 07月08日 月 1

22 07月08日 月 2 実験 北澤 宏理実習

23 07月08日 月 3 実験 北澤 宏理実習

24 07月08日 月 4 実験 北澤 宏理実習

25 07月09日 火 1

26 07月09日 火 2 実験 北澤 宏理実習

27 07月09日 火 3 実験 北澤 宏理実習

28 07月09日 火 4 実験 北澤 宏理実習

29 07月10日 水 1

30 07月10日 水 2 実験 北澤 宏理実習

31 07月10日 水 3 実験 北澤 宏理実習

32 07月10日 水 4 実験 北澤 宏理実習

33 07月11日 木 1

34 07月11日 木 2 実験 北澤 宏理実習

35 07月11日 木 3 実験 北澤 宏理実習

36 07月11日 木 4 実験 北澤 宏理実習

37 07月12日 金 1

38 07月12日 金 2 実験 北澤 宏理実習

39 07月12日 金 3 実験 北澤 宏理実習

40 07月12日 金 4 実験 北澤 宏理実習

41 07月16日 火 1

グループ別自主研究3(組織・神経解剖学)(科目№TM16072013)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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グループ別自主研究3(組織・神経解剖学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・北澤 宏理・(組織・神経解剖学)

グループ別自主研究3(組織・神経解剖学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

42 07月16日 火 2 実験 北澤 宏理実習

43 07月16日 火 3 実験 北澤 宏理実習

44 07月16日 火 4 実験 北澤 宏理実習

45 07月17日 水 1

46 07月17日 水 2 実験 北澤 宏理実習

47 07月17日 水 3 実験 北澤 宏理実習

48 07月17日 水 4 実験 北澤 宏理実習

49 07月18日 木 1

50 07月18日 木 2 実験 北澤 宏理実習

51 07月18日 木 3 実験 北澤 宏理実習

52 07月18日 木 4 実験 北澤 宏理実習

53 07月19日 金 1

54
07月19日 金 2 レポート作成、発表会

北澤 宏理
プレゼンテーション・

講義

55
07月19日 金 3 レポート作成、発表会

北澤 宏理
プレゼンテーション・

講義

56
07月19日 金 4 レポート作成、発表会

北澤 宏理
プレゼンテーション・

講義

グループ別自主研究3(組織・神経解剖学)(科目№TM16072013)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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グループ別自主研究2(人体病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助手・沖山 恵美・(人体病理学)、助手・橋本 賢二・(人
体病理学)、助手・横塚 真由美・(人体病理学)、助手・横田 ひとみ・(人体病理学)、助手・山本 善也・(人体病理学)

グループ別自主研究2(人体病理学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

病理解剖の基礎

担当者

長尾 俊孝

石橋 康則

橋本 賢二

沖山 恵美

横塚 真由実

横田 ひとみ

山本 善也

所属分野

人体病理学

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

病理診断の目的・方法・手順を理解し、実践する。
光学顕微鏡の標本作成方法や鏡検を学習する。
パワーポイントを用いた発表の仕方、質疑応答などにつき、指導教官や
グループ内でのディスカッションを通して学んでいく。

科目における教育到達目標

病理解剖を通じて、全身的観点から疾病を理解する。解剖の肉眼的所見
の取り方、臓器摘出・保管・切り出しについて理解を深める。組織学的
所見についても理解を深め、各臓器の評価から全身の評価へ視野を広げ
る。

病理標本作製法・各種染色法を会得する。病理解剖例のまとめ方とプレゼンテーションの仕方を学ぶ。標本の鏡検・病理診断について学習し、文献
的考察を加える。機会があれば病理解剖に立ち会う。

  研究目的・内容・方法等

復習

当日得た結果をまとめ、教科書等で知識の整理を心がける。

予習

解剖症例で問題となる疾患について、事前に予習しておく。

  授業時間外の学習

  ICT活用

医中誌やPubMedなどを用いた文献の検索方法を学ぶ．

60点を合格点とする。合格点

最終評価点=授業評価(出席50%+学習
態度50%)x0.6+実習評価(レポート
100%)x0.4

最終評価点

なし筆記試験の形式

なし再試験・実施時期

なし再試験・難易度

なし再試験・対象者

なし再試験・範囲

なし再試験・方法

評価に対するフィードバック

レポートを返却し、それに基づいた質疑応答の時間を設ける。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50%

出席点

50%

態度

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

100%

 学習上の注意

  学習上の注意等

データに基づき、自己の意見や疑問点などにつき、積極的な発言を心がける。ヒトの臓器に対しては、敬意を持って接する。

グループ別自主研究2(人体病理学)(科目№TM16072022)
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2019年 度

グループ別自主研究2(人体病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助手・沖山 恵美・(人体病理学)、助手・橋本 賢二・(人
体病理学)、助手・横塚 真由美・(人体病理学)、助手・横田 ひとみ・(人体病理学)、助手・山本 善也・(人体病理学)

グループ別自主研究2(人体病理学)

  オフィスアワー

石橋康則　助教担当

平日午前9時から午後5時まで日時

東京医科大学病院4階　病理診断科場所

IP電話 63687

yasu0403@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

長尾俊孝　主任教授担当

平日午前9時から午後5時まで日時

東京医科大学病院4階　病理診断科場所

IP電話 63196

nagao-t@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

東京医科大学病院　病理診断科

  研究場所

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究2(人体病理学)(科目№TM16072022)
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2019年 度

グループ別自主研究2(人体病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助手・沖山 恵美・(人体病理学)、助手・橋本 賢二・(人
体病理学)、助手・横塚 真由美・(人体病理学)、助手・横田 ひとみ・(人体病理学)、助手・山本 善也・(人体病理学)

グループ別自主研究2(人体病理学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1  オリエンテーション 長尾 俊孝講義

2 07月01日 月 2  オリエンテーション 石橋 康則講義

3 07月01日 月 3 解剖例切出し 橋本 賢二実習

4 07月01日 月 4 解剖例切出し 橋本 賢二実習

5 07月02日 火 1 薄切・包埋の実習 横塚 真由美実習

6 07月02日 火 2 薄切・包埋の実習 横塚 真由美実習

7 07月02日 火 3 薄切・包埋の実習 横塚 真由美実習

8 07月02日 火 4 薄切・包埋の実習 横塚 真由美実習

9 07月03日 水 1 H&E染色・特殊染色 横田 ひとみ実習

10 07月03日 水 2 H&E染色・特殊染色 横田 ひとみ実習

11 07月03日 水 3 H&E染色・特殊染色 横田 ひとみ実習

12 07月03日 水 4 H&E染色・特殊染色 横田 ひとみ実習

13 07月04日 木 1 薄切・包埋の実習 山本 善也実習

14 07月04日 木 2 薄切・包埋の実習 山本 善也実習

15 07月04日 木 3 薄切・包埋の実習 沖山 恵美実習

16 07月04日 木 4 薄切・包埋の実習 沖山 恵美実習

17 07月05日 金 1 グループミーティング 石橋 康則自習

18 07月05日 金 2 グループミーティング 石橋 康則自習

19 07月05日 金 3 グループミーティング 石橋 康則自習

20 07月05日 金 4 グループミーティング 石橋 康則自習

21 07月08日 月 1 病理診断・症例検討 石橋 康則実習

22 07月08日 月 2 病理診断・症例検討 石橋 康則実習

23 07月08日 月 3 病理診断・症例検討 石橋 康則実習

24 07月08日 月 4 グループミーティング 石橋 康則自習

25 07月09日 火 1 病理診断・症例検討 石橋 康則実習

26 07月09日 火 2 病理診断・症例検討 石橋 康則実習

27 07月09日 火 3 病理診断・症例検討 石橋 康則実習

28 07月09日 火 4 病理診断・症例検討 石橋 康則実習

29 07月10日 水 1 病理診断・症例検討 石橋 康則実習

30 07月10日 水 2 病理診断・症例検討 石橋 康則実習

31 07月10日 水 3 病理診断・症例検討 石橋 康則実習

32 07月10日 水 4 グループミーティング 石橋 康則自習

33 07月11日 木 1 スライド作製指導 石橋 康則実習

34 07月11日 木 2 病理診断・症例検討 石橋 康則実習

35 07月11日 木 3 顕微鏡的写真撮影 石橋 康則実習

36 07月11日 木 4 顕微鏡的写真撮影 石橋 康則実習

37 07月12日 金 1 顕微鏡的写真撮影 石橋 康則実習

38 07月12日 金 2 スライド作製 橋本 賢二実習

39 07月12日 金 3 スライド作製 橋本 賢二実習

40 07月12日 金 4 グループミーティング 石橋 康則自習

41 07月16日 火 1 病理診断・症例検討 石橋 康則実習

グループ別自主研究2(人体病理学)(科目№TM16072022)
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2019年 度

グループ別自主研究2(人体病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・長尾 俊孝・(人体病理学)、助教・石橋 康則・(人体病理学)、助手・沖山 恵美・(人体病理学)、助手・橋本 賢二・(人
体病理学)、助手・横塚 真由美・(人体病理学)、助手・横田 ひとみ・(人体病理学)、助手・山本 善也・(人体病理学)

グループ別自主研究2(人体病理学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

42 07月16日 火 2 顕微鏡的写真撮影 石橋 康則実習

43 07月16日 火 3 スライド作製 橋本 賢二実習

44 07月16日 火 4 グループミーティング 石橋 康則自習

45 07月17日 水 1 顕微鏡的写真撮影 石橋 康則実習

46 07月17日 水 2 スライド作製 橋本 賢二実習

47 07月17日 水 3 スライド作製 橋本 賢二実習

48 07月17日 水 4 グループミーティング 石橋 康則自習

49 07月18日 木 1 スライド作製 橋本 賢二実習

50 07月18日 木 2 スライド作製 橋本 賢二実習

51 07月18日 木 3 発表予行演習 石橋 康則自習

52 07月18日 木 4 発表予行練習 石橋 康則自習

53 07月19日 金 1 発表予行練習 石橋 康則自習

54 07月19日 金 2 発表予行練習 石橋 康則自習

55
07月19日 金 3 研究発表会 長尾 俊孝

石橋 康則
プレゼンテーション・

講義

56
07月19日 金 4 研究発表会 長尾 俊孝

石橋 康則
プレゼンテーション・

講義

グループ別自主研究2(人体病理学)(科目№TM16072022)
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2019年 度

グループ別自主研究1(分子病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、講師・渡辺 紀子・(分子病理学)、助手(医技)・藤田 浩司
・(分子病理学)

グループ別自主研究1(分子病理学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

小児固形腫瘍におけるCD99 isoform発現ならび
に腫瘍浸潤リンパ球の解析

担当者

黒田雅彦

渡辺紀子

倉田　厚

所属分野

分子病理学

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

病理学または小児疾患や腫瘍に興味があること。

科目における教育到達目標

小児固形腫瘍の病理組織分類についての概観を獲得する。病理検体をサ
ンプルとする分子生物学的解析手法について学ぶ。

【背景】CAR-T療法は、腫瘍を認識する人工的受容体であるキメラ抗原受容体（Chimeric Antigen Receptor：CAR）をTリンパ球等の免疫細胞に発
現させ腫瘍を攻撃させる免疫療法である。CD99は胸腺やリンパ球等の他、腫瘍では小児に好発する骨軟部腫瘍の一つであるユーイング肉腫での発
現が有名であるが、その他の腫瘍においても発現の報告がある。 当研究室では、CD99に対するCARを開発し、ヒトiPS細胞へ導入しT細胞へ分化
させ、CD99を発現する腫瘍への抗腫瘍効果をみる研究を進行中である。
【実習内容】CD99はmRNA合成のスプライシングの過程で、full lengthとshort lengthの2種類のisoformを生じ、それぞれの機能が異なる。CD99を
発現する小児固形腫瘍症例のホルマリン固定パラフィン切片（FFPE）を使用して、RT-qPCRにより各isoformの発現の程度を解析し、その意義に
ついて検討を行う。また、免疫療法の治療効果を予測するとの報告がある腫瘍浸潤リンパ球の種類と程度を免疫組織化学染色で検討する。

  研究目的・内容・方法等

復習

学んだことをその都度、きちんとノートにまとめる。資料と共にファイ
リングして整理する。

予習

RT-PCR法や免疫染色法の原理について大要を調べておく。

  授業時間外の学習

  ICT活用

小児固形腫瘍の病理組織像の学習や文献検索にインターネットを利用する。

60点合格点

最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

40%

プレゼンテーション

20%

態度

評価の方法と内訳(%)・実習評価

毎回の課題

40%

 学習上の注意

  学習上の注意等

顕微鏡や実験器具は丁寧に扱うこと。不明なことは何でも躊躇せずに尋ねること。

  オフィスアワー

渡辺 紀子担当

9時～5時日時

分子病理学　第５研究室場所

IP電話 内線393

nolikow@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

グループ別自主研究1(分子病理学)(科目№TM16072031)
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2019年 度

グループ別自主研究1(分子病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、講師・渡辺 紀子・(分子病理学)、助手(医技)・藤田 浩司
・(分子病理学)

グループ別自主研究1(分子病理学)

分子病理学分野研究室

  研究場所

教科書

「組織病理アトラス」第6版

小田義直・坂元亨宇・深山正久
・松野吉宏・森永正二郎・森谷
卓也編集

文光堂著） 出）

備）

参考書

「標準病理学」第5版

著） 医学書院著)坂本穆彦・北川昌伸・仁木利
郎編集

出）

備）

  指定する教科書、参考書

  備考

実験器具の都合から数名程度。

グループ別自主研究1(分子病理学)(科目№TM16072031)
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2019年 度

グループ別自主研究1(分子病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、講師・渡辺 紀子・(分子病理学)、助手(医技)・藤田 浩司
・(分子病理学)

グループ別自主研究1(分子病理学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 ガイダンス 黒田 雅彦講義

2 07月01日 月 2 研究計画指導 渡辺 紀子実習

3
07月01日 月 3 症例の検鏡、小児腫瘍について学習。

（血液・リンパ球系腫瘍を中心に）
渡辺 紀子

実習

4
07月01日 月 4 症例の検鏡、小児固形腫瘍について学習。

（血液・リンパ球系腫瘍を中心に）
渡辺 紀子

実習

5
07月02日 火 1 症例の検鏡、小児固形腫瘍について学習。

（軟部腫瘍を中心に）
渡辺 紀子

実習

6
07月02日 火 2 症例の検鏡、小児固形腫瘍について学習。

（軟部腫瘍を中心に）
渡辺 紀子

実習

7
07月02日 火 3 症例の検鏡、小児固形腫瘍について学習。

（脳腫瘍を中心に）
渡辺 紀子

実習

8
07月02日 火 4 症例の検鏡、小児固形腫瘍について学習。

（脳腫瘍を中心に）
渡辺 紀子

実習

9
07月03日 水 1 症例の検鏡、小児固形腫瘍について学習。（その他

の腫瘍を中心に）
倉田 厚

実習

10
07月03日 水 2 症例の検鏡、小児固形腫瘍について学習。（その他

の腫瘍を中心に）
倉田 厚

実習

11 07月03日 水 3 小児固形腫瘍について学習。（自習）実習

12 07月03日 水 4 小児固形腫瘍について学習。（自習）実習

13 07月04日 木 1 パラフィン検体からのRNA抽出実習

14 07月04日 木 2 パラフィン検体からのRNA抽出とcDNA合成 渡辺 紀子実習

15 07月04日 木 3 パラフィン検体からのRNA抽出とcDNA合成 渡辺 紀子実習

16 07月04日 木 4 パラフィン検体からのRNA抽出とcDNA合成 渡辺 紀子実習

17 07月05日 金 1 real-time PCRと解析 渡辺 紀子実習

18 07月05日 金 2 real-time PCRと解析 渡辺 紀子実習

19 07月05日 金 3 real-time PCRと解析 渡辺 紀子実習

20 07月05日 金 4 real-time PCRと解析 渡辺 紀子実習

21
07月08日 月 1 免疫染色 藤田 浩司

渡辺 紀子
実習

22
07月08日 月 2 免疫染色 藤田 浩司

渡辺 紀子
実習

23
07月08日 月 3 免疫染色 藤田 浩司

渡辺 紀子
実習

24
07月08日 月 4 免疫染色 藤田 浩司

渡辺 紀子
実習

25
07月09日 火 1 免疫染色 藤田 浩司

渡辺 紀子
実習

26
07月09日 火 2 免疫染色 藤田 浩司

渡辺 紀子
実習

27
07月09日 火 3 免疫染色 藤田 浩司

渡辺 紀子
実習

28
07月09日 火 4 免疫染色 藤田 浩司

渡辺 紀子
実習

29 07月10日 水 1 免疫染色の評価 倉田 厚実習

30 07月10日 水 2 免疫染色の評価 倉田 厚実習

31 07月10日 水 3 免疫染色の評価（自習）実習

32 07月10日 水 4 免疫染色の評価（自習）実習

33 07月11日 木 1 培養細胞からのRNA抽出とcDNA合成 渡辺 紀子実習

グループ別自主研究1(分子病理学)(科目№TM16072031)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(分子病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、准教授・倉田 厚・(分子病理学)、講師・渡辺 紀子・(分子病理学)、助手(医技)・藤田 浩司
・(分子病理学)

グループ別自主研究1(分子病理学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

34 07月11日 木 2 培養細胞からのRNA抽出とcDNA合成 渡辺 紀子実習

35 07月11日 木 3 培養細胞からのRNA抽出とcDNA合成 渡辺 紀子実習

36 07月11日 木 4 培養細胞からのRNA抽出とcDNA合成 渡辺 紀子実習

37 07月12日 金 1 real-time PCRと解析 渡辺 紀子実習

38 07月12日 金 2 real-time PCRと解析 渡辺 紀子実習

39 07月12日 金 3 real-time PCRと解析 渡辺 紀子実習

40 07月12日 金 4 real-time PCRと解析 渡辺 紀子実習

41 07月16日 火 1 培養細胞の蛍光色素染色 渡辺 紀子実習

42 07月16日 火 2 培養細胞の蛍光色素染色 渡辺 紀子実習

43 07月16日 火 3 培養細胞の蛍光色素染色 渡辺 紀子実習

44 07月16日 火 4 培養細胞の蛍光色素染色 渡辺 紀子実習

45 07月17日 水 1 発表準備 倉田 厚実習

46 07月17日 水 2 発表準備 倉田 厚講義

47 07月17日 水 3 発表準備（自習）実習

48 07月17日 水 4 発表準備（自習）実習

49 07月18日 木 1 発表準備 渡辺 紀子実習

50 07月18日 木 2 発表準備 渡辺 紀子実習

51 07月18日 木 3 発表準備 渡辺 紀子実習

52 07月18日 木 4 発表準備 渡辺 紀子実習

53 07月19日 金 1 課題発表 渡辺 紀子実習

54 07月19日 金 2 課題発表 渡辺 紀子実習

55 07月19日 金 3 課題発表 渡辺 紀子実習

56 07月19日 金 4 課題発表 渡辺 紀子実習

グループ別自主研究1(分子病理学)(科目№TM16072031)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 50 -

 / 4)PAGE (1

2019年 度

グループ別自主研究2(分子病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、講師・大野 慎一郎・(分子病理学)、助手・原田 裕一郎・(分子病理学)

グループ別自主研究2(分子病理学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

腫瘍におけるnon-coding RNA による遺伝子発
現制御の解析

担当者

黒田雅彦

大野慎一郎

原田裕一郞

所属分野

分子病理学

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

基本的な実験手技の習得を通じて、基礎研究の全体像をイメージでき
る。non-coding RNAの重要性について、説明することができる。

科目における教育到達目標

遺伝子発現制御機構の知識および、分子生物学の基本的な技術の習得と
細胞培養の技術習得。

ヒトのＤＮＡの中でタンパク質をコードする意味のある領域は僅か２％であり、残りの９８％は進化の過程で蓄積した機能を持たない領域と考えら
れていた。しかし、近年行われたＲＮＡ の大規模解析の結果、ＲＮＡの半分はタンパク質をコードしないnon-coding ＲＮＡであることが明らかに
なり、想像以上に多量に発現していたnon-coding RNA の機能が注目されている。特にnon-coding RNA の一種であるmicroRNAおよびLong non-
coding RNA (lncRNA)は、がんの発生における重要性が解明されつつあり、医科学の領域で重要な研究テーマである。　
本研究では、microRNAおよびlncRNA の扱いを通して、最新の分子生物学および腫瘍学を学ぶことを目的とする。方法としては、各種のがん細胞
株を用いたnon-coding RNAの発現解析および導入実験を行う。また、機能解析を行う過程で分子生物学的実験手法および細胞培養技術を習得す
る。本研究を通して、non-coding RNA による遺伝子発現制御とがんの発生との関連について深く考察し、遺伝子発現とがんの発生機構を理解す
る。

  研究目的・内容・方法等

復習

学習内容および作業内容は、実験ノートにまとめて記録する

予習

実習前には作業内容を見直し、全体の流れを把握する

  授業時間外の学習

  ICT活用

６０点合格点

授業および実習評価（出席、レポー
ト、プレゼンテーション）

最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

２０点

出席点

４０点

プレゼンテーション

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

４０点

 学習上の注意

  学習上の注意等

実習は、病理検査および研究業務が行われている場所を使用するため、職員の業務を妨害しないように留意すること。

  オフィスアワー

大野慎一郎担当

９時～１７時日時

東京医科大学　分子病理学分野　第１研究室場所

IP電話 内線２３５

s-ohno@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

グループ別自主研究2(分子病理学)(科目№TM16072032)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2(分子病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、講師・大野 慎一郎・(分子病理学)、助手・原田 裕一郎・(分子病理学)

グループ別自主研究2(分子病理学)

東京医科大学　第一校舎　分子病理学分野　第１、３、７研究室、集会室
東京医科大学　情報棟　分子病理学分野　第９研究室

  研究場所

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究2(分子病理学)(科目№TM16072032)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2(分子病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、講師・大野 慎一郎・(分子病理学)、助手・原田 裕一郎・(分子病理学)

グループ別自主研究2(分子病理学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 ガイダンス 黒田 雅彦講義

2 07月01日 月 2 研究計画指導 黒田 雅彦講義

3 07月01日 月 3 研究計画指導 黒田 雅彦講義

4 07月01日 月 4 文献検索 黒田 雅彦講義

5 07月02日 火 1 Non-coding RNAの講義 大野 慎一郎講義

6 07月02日 火 2 Non-coding RNAの講義 大野 慎一郎講義

7 07月02日 火 3 Non-coding RNAの講義 大野 慎一郎講義

8 07月02日 火 4 Non-coding RNAの講義 大野 慎一郎講義

9 07月03日 水 1 細胞培養の講義 大野 慎一郎講義

10 07月03日 水 2 細胞培養の実習 大野 慎一郎実習

11 07月03日 水 3 細胞培養の実習 大野 慎一郎実習

12 07月03日 水 4 細胞培養の実習 大野 慎一郎実習

13 07月04日 木 1 トランスフェクション法の講義 大野 慎一郎講義

14 07月04日 木 2 トランスフェクション法の講義 大野 慎一郎講義

15 07月04日 木 3 トランスフェクション法の実習 大野 慎一郎実習

16 07月04日 木 4 トランスフェクション法の実習 大野 慎一郎実習

17 07月05日 金 1 トランスフェクション法の実習 大野 慎一郎実習

18 07月05日 金 2 トランスフェクション法の実習 大野 慎一郎実習

19 07月05日 金 3 トランスフェクション法の実習 大野 慎一郎実習

20 07月05日 金 4 トランスフェクション法の実習 大野 慎一郎実習

21 07月08日 月 1 発現解析の講義 大野 慎一郎講義

22 07月08日 月 2 発現解析の実習 大野 慎一郎実習

23 07月08日 月 3 発現解析の実習 大野 慎一郎実習

24 07月08日 月 4 発現解析の実習 大野 慎一郎実習

25 07月09日 火 1 発現解析の実習 大野 慎一郎実習

26 07月09日 火 2 発現解析の実習 大野 慎一郎実習

27 07月09日 火 3 発現解析の実習 大野 慎一郎実習

28 07月09日 火 4 発現解析の実習 大野 慎一郎実習

29 07月10日 水 1 トランスフェクション法の実習 大野 慎一郎実習

30 07月10日 水 2 トランスフェクション法の実習 大野 慎一郎実習

31 07月10日 水 3 トランスフェクション法の実習 大野 慎一郎実習

32 07月10日 水 4 トランスフェクション法の実習 大野 慎一郎実習

33 07月11日 木 1 機能解析の実習 原田 裕一郎実習

34 07月11日 木 2 機能解析の実習 原田 裕一郎実習

35 07月11日 木 3 機能解析の実習 原田 裕一郎実習

36 07月11日 木 4 機能解析の実習 原田 裕一郎実習

37 07月12日 金 1 機能解析の実習 原田 裕一郎実習

38 07月12日 金 2 機能解析の実習 原田 裕一郎実習

39 07月12日 金 3 機能解析の実習 原田 裕一郎実習

40 07月12日 金 4 機能解析の実習 原田 裕一郎実習

41 07月16日 火 1 機能解析の実習 大野 慎一郎実習

グループ別自主研究2(分子病理学)(科目№TM16072032)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2(分子病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・黒田 雅彦・(分子病理学)、講師・大野 慎一郎・(分子病理学)、助手・原田 裕一郎・(分子病理学)

グループ別自主研究2(分子病理学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

42 07月16日 火 2 機能解析の実習 大野 慎一郎実習

43 07月16日 火 3 機能解析の実習 大野 慎一郎実習

44 07月16日 火 4 機能解析の実習 大野 慎一郎実習

45 07月17日 水 1 レポート作成 大野 慎一郎講義

46 07月17日 水 2 レポート作成 大野 慎一郎講義

47 07月17日 水 3 レポート作成 大野 慎一郎講義

48 07月17日 水 4 レポート作成 大野 慎一郎講義

49 07月18日 木 1 まとめ 大野 慎一郎講義

50 07月18日 木 2 まとめ 大野 慎一郎講義

51 07月18日 木 3 まとめ 大野 慎一郎講義

52 07月18日 木 4 まとめ 大野 慎一郎講義

53 07月19日 金 1 まとめ 黒田 雅彦講義

54 07月19日 金 2 まとめ 黒田 雅彦講義

55 07月19日 金 3 まとめ 黒田 雅彦講義

56 07月19日 金 4 まとめ 黒田 雅彦講義

グループ別自主研究2(分子病理学)(科目№TM16072032)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究3(分子病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・高梨 正勝・(分子病理学)、助手(医技)・石川 章夫・(分子病理学)、兼任講師・須藤 カツ子・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究3(分子病理学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

細胞外小胞の機能解析と応用

担当者

黒田雅彦

高梨正勝

石川章夫

所属分野

分子病理学

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

動物細胞を培養し、培養上清から細胞外小胞を回収する。さらに、この
小胞の物性を調べる。また、小胞の細胞への取り込みや、動物個体への
投与により生体内の組織や細胞への分布を確認する。

科目における教育到達目標

動物細胞及び植物細胞に存在する細胞外小胞の生理的な機能を理解す
る。小胞の単離精製法、物性、生化学的機能の探索について理解する。
また、生体内に存在する小胞と疾患との関係について理解する。さら
に、この小胞を医薬応用に可能か検討する。

細胞から分泌される小胞は直径約50nm～150nmの脂質二重膜構造を持ち、細胞間コミュニケーションの役割を担っている。このような小胞とは
色々な細胞から分泌されることが知られており、疾患との関連について研究が行われている。がんを始めとする疾患の検査、治療法に応用すること
が期待されている。本実習では、がん培養細胞や植物から小胞を単離精製し、物性と特徴を調べることで、疾患との関わりや治療応用に利用可能か
検討することを目的とする。小胞は超遠心法にて培養上清や植物抽出液から分離精製を行う。得られた小胞の物性はマーカー検索や、電子顕微鏡に
よる構造解析を行う。また、小胞の細胞間コミュニケーションを調べる一環で、細胞への取り込み試験を行い、共焦点レーザー顕微鏡で観察する。
in vivoでの小胞の体内動態を観察するために、マウスに投与し、経時的にInvivo Image analyzerで観察する。

  研究目的・内容・方法等

復習

疾患に関与する細胞の構造上の情報伝達について学習する。

予習

細胞生理、特に小胞輸送について予習する。がんの微細環境について予
習する。

  授業時間外の学習

  ICT活用

特になし。

60点合格点

最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

プレゼンテーション

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

50％

 学習上の注意

  学習上の注意等

白衣持参のこと。実験器具は丁寧に扱うこと。真剣に実験に取り組める学生を歓迎する。

  オフィスアワー

高梨正勝担当

９時ー５時日時

分子病理学　第9研究室場所

IP電話 内線418

m-takana@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

グループ別自主研究3(分子病理学)(科目№TM16072033)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究3(分子病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・高梨 正勝・(分子病理学)、助手(医技)・石川 章夫・(分子病理学)、兼任講師・須藤 カツ子・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究3(分子病理学)

分子病理学　第７研究室、第３研究室、培養室
疾患モデルセンター　2F　飼育室、解析室　実験室

  研究場所

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究3(分子病理学)(科目№TM16072033)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究3(分子病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・高梨 正勝・(分子病理学)、助手(医技)・石川 章夫・(分子病理学)、兼任講師・須藤 カツ子・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究3(分子病理学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 ガイダンス 高梨 正勝講義

2 07月01日 月 2 研究計画指導 高梨 正勝講義

3 07月01日 月 3 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

4 07月01日 月 4 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

5 07月02日 火 1 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

6 07月02日 火 2 小胞の単離精製 高梨 正勝実習

7 07月02日 火 3 小胞の単離精製 高梨 正勝実習

8 07月02日 火 4 小胞の単離精製 高梨 正勝実習

9 07月03日 水 1 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

10 07月03日 水 2 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

11 07月03日 水 3 小胞の単離精製 高梨 正勝実習

12 07月03日 水 4 小胞の単離精製 高梨 正勝実習

13 07月04日 木 1 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

14 07月04日 木 2 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

15 07月04日 木 3 小胞の単離精製 高梨 正勝実習

16 07月04日 木 4 小胞の単離精製 高梨 正勝実習

17 07月05日 金 1 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

18 07月05日 金 2 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

19 07月05日 金 3 小胞の単離精製 高梨 正勝実習

20 07月05日 金 4 小胞の単離精製 高梨 正勝実習

21 07月08日 月 1 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

22 07月08日 月 2 小胞の解析 高梨 正勝実習

23 07月08日 月 3 小胞の解析 高梨 正勝実習

24 07月08日 月 4 小胞の解析 高梨 正勝実習

25 07月09日 火 1 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

26 07月09日 火 2 小胞の解析 高梨 正勝実習

27 07月09日 火 3 小胞の解析 高梨 正勝実習

28 07月09日 火 4 小胞の解析 高梨 正勝実習

29 07月10日 水 1 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

30
07月10日 水 2 in vivo実験 高梨 正勝

須藤 カツ子
実習

31
07月10日 水 3 in vivo実験 高梨 正勝

須藤 カツ子
実習

32 07月10日 水 4 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

33
07月11日 木 1 in vivo実験 高梨 正勝

須藤 カツ子
実習

34
07月11日 木 2 in vivo実験 高梨 正勝

須藤 カツ子
実習

35
07月11日 木 3 in vivo実験 高梨 正勝

須藤 カツ子
実習

36
07月11日 木 4 in vivo実験 高梨 正勝

須藤 カツ子
実習

37 07月12日 金 1 培養細胞の実習 高梨 正勝実習

38
07月12日 金 2 電験用試料作成 高梨 正勝

石川 章夫
実習

グループ別自主研究3(分子病理学)(科目№TM16072033)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究3(分子病理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・高梨 正勝・(分子病理学)、助手(医技)・石川 章夫・(分子病理学)、兼任講師・須藤 カツ子・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究3(分子病理学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

39
07月12日 金 3 電験用試料作成 高梨 正勝

石川 章夫
実習

40
07月12日 金 4 電験用試料作成 高梨 正勝

石川 章夫
実習

41
07月16日 火 1 培養細胞の実習

（細胞への取込み実験）
高梨 正勝

実習

42
07月16日 火 2 培養細胞の実習

（細胞への取込み実験）
高梨 正勝

実習

43
07月16日 火 3 共焦点レーザー顕微鏡観察 高梨 正勝

石川 章夫
実習

44
07月16日 火 4 共焦点レーザー顕微鏡観察 高梨 正勝

石川 章夫
実習

45
07月17日 水 1 共焦点レーザー顕微鏡観察 高梨 正勝

石川 章夫
実習

46
07月17日 水 2 共焦点レーザー顕微鏡観察 高梨 正勝

石川 章夫
実習

47 07月17日 水 3 レポート作成 高梨 正勝実習

48 07月17日 水 4 レポート作成 高梨 正勝実習

49 07月18日 木 1 レポート作成 高梨 正勝実習

50 07月18日 木 2 レポート作成 高梨 正勝実習

51 07月18日 木 3 レポート作成 高梨 正勝実習

52 07月18日 木 4 レポート作成 高梨 正勝実習

53 07月19日 金 1 課題発表 高梨 正勝実習

54 07月19日 金 2 課題発表 高梨 正勝実習

55 07月19日 金 3 課題発表 高梨 正勝実習

56 07月19日 金 4 課題発表 高梨 正勝実習

グループ別自主研究3(分子病理学)(科目№TM16072033)
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2019年 度

グループ別自主研究1(微生物学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・小林 了・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

グループ別自主研究1(微生物学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

エピジェネティック修飾によるEBウイルス
（EBV)の感染様式の検討

担当者

中村　茂樹

小林　了

所属分野

微生物学分野

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

微生物の1つであるウイルスの性質を理解し、感染症との関連を説明で
きる。

科目における教育到達目標

ウイルスの複製過程を理解することができる。

研究目的：細胞に潜伏感染しているEBVが溶解感染に移るためのシグナルの検出を目的とする。

  研究目的・内容・方法等

復習

発表に向けて、実習の意味を理解しておくこと。

予習

EBVについてあらかじめ知識を得ておくこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

予定していない。

60点合格点

出席点＋発表点＋レポート点最終評価点

レポート筆記試験の形式

7月末再試験・実施時期

自主研究の実習と同等再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

自主研究の全範囲再試験・範囲

実習再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

20点

出席点

評価の方法と内訳(%)・実習評価

発表

20点

レポート

60点

 学習上の注意

  学習上の注意等

自主研究では書籍では得られない貴重な研究過程を学ぶことができる。休むことなく出席して欲しい。

  オフィスアワー

中村　茂樹担当

適宜。できればメールにて事前に調整することが望ましい。日時

第一校舎2階　微生物学分野教室場所

IP電話

E-mail

備考

小林　了担当

適宜。できればメールにて事前に調整することが望ましい。日時

第一校舎2階　微生物学分野教室場所

IP電話

ryo@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

グループ別自主研究1(微生物学)(科目№TM16072041)
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2019年 度

グループ別自主研究1(微生物学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・小林 了・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

グループ別自主研究1(微生物学)

微生物学分野研究室

  研究場所

教科書 参考書

EBウイルス

著） 診断と治療社高田賢藏監修 出）

備）

  指定する教科書、参考書

  備考

白衣を持参すること。

グループ別自主研究1(微生物学)(科目№TM16072041)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(微生物学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・小林 了・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

グループ別自主研究1(微生物学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1
07月01日 月 1 ガイダンス 中村 茂樹

小林 了
講義

2
07月01日 月 2 ガイダンス 中村 茂樹

小林 了
講義

3 07月01日 月 3 自己血液からのリンパ球分離 小林 了実習

4 07月01日 月 4 自己リンパ球へのEBV感染 小林 了実習

5 07月02日 火 1 自己血清分離(1) 小林 了実習

6 07月02日 火 2 自己血清分離(2) 小林 了実習

7 07月02日 火 3 抗EBV抗体の測定(1) 小林 了実習

8 07月02日 火 4 抗EBV抗体の測定(2) 小林 了実習

9 07月03日 水 1 抗EBV抗体の測定(3) 小林 了実習

10 07月03日 水 2 抗EBV抗体の測定(4) 小林 了実習

11 07月03日 水 3 抗EBV抗体の測定(5) 小林 了実習

12 07月03日 水 4 抗EBV抗体の測定(6) 小林 了実習

13 07月04日 木 1 EBV陽性細胞の薬剤刺激(1) 小林 了実習

14 07月04日 木 2 EBV陽性細胞の薬剤刺激(2) 小林 了実習

15 07月04日 木 3 EBV陽性細胞の薬剤刺激(3) 小林 了実習

16 07月04日 木 4 EBV陽性細胞の薬剤刺激(4) 小林 了実習

17 07月05日 金 1 EBV陽性細胞の薬剤刺激(5) 小林 了実習

18 07月05日 金 2 EBV陽性細胞の薬剤刺激(6) 小林 了実習

19 07月05日 金 3 EBV陽性細胞の薬剤刺激(7) 小林 了実習

20 07月05日 金 4 EBV陽性細胞の薬剤刺激(8) 小林 了実習

21 07月08日 月 1 薬剤刺激細胞の回収(1) 小林 了実習

22 07月08日 月 2 薬剤刺激細胞の回収(2) 小林 了実習

23 07月08日 月 3 薬剤刺激細胞の回収(3) 小林 了実習

24 07月08日 月 4 薬剤刺激細胞の回収(4) 小林 了実習

25 07月09日 火 1 薬剤刺激細胞の回収(5) 小林 了実習

26 07月09日 火 2 薬剤刺激細胞の回収(6) 小林 了実習

27 07月09日 火 3 薬剤刺激細胞の回収(7) 小林 了実習

28 07月09日 火 4 薬剤刺激細胞の回収(8) 小林 了実習

29 07月10日 水 1 薬剤刺激細胞の蛋白発現の解析(1) 小林 了実習

30 07月10日 水 2 薬剤刺激細胞の蛋白発現の解析(2) 小林 了実習

31 07月10日 水 3 薬剤刺激細胞の蛋白発現の解析(3) 小林 了実習

32 07月10日 水 4 薬剤刺激細胞の蛋白発現の解析(4) 小林 了実習

33 07月11日 木 1 薬剤刺激細胞の蛋白発現の解析(5) 小林 了実習

34 07月11日 木 2 薬剤刺激細胞の蛋白発現の解析(6) 小林 了実習

35 07月11日 木 3 薬剤刺激細胞の蛋白発現の解析(7) 小林 了実習

36 07月11日 木 4 薬剤刺激細胞の蛋白発現の解析(8) 小林 了実習

37 07月12日 金 1 薬剤刺激細胞の蛋白発現の解析(9) 小林 了実習

38 07月12日 金 2 薬剤刺激細胞の蛋白発現の解析(10) 小林 了実習

39 07月12日 金 3 薬剤刺激細胞の蛋白発現の解析(11) 小林 了実習

40 07月12日 金 4 薬剤刺激細胞の蛋白発現の解析(12) 小林 了実習

グループ別自主研究1(微生物学)(科目№TM16072041)
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2019年 度

グループ別自主研究1(微生物学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・小林 了・(微生物学)、兼任講師・中村 茂樹・(微生物学)

グループ別自主研究1(微生物学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

41 07月16日 火 1 レポート作成自習

42 07月16日 火 2 レポート作成自習

43 07月16日 火 3 レポート作成自習

44 07月16日 火 4 レポート作成自習

45 07月17日 水 1 EBVと疾患との関連 中村 茂樹講義

46 07月17日 水 2 EBVと疾患との関連 中村 茂樹講義

47 07月17日 水 3 レポート作成自習

48 07月17日 水 4 レポート作成自習

49 07月18日 木 1 報告会発表準備自習

50 07月18日 木 2 報告会発表準備自習

51 07月18日 木 3 報告会発表準備自習

52 07月18日 木 4 報告会発表準備自習

53 07月19日 金 1 報告会発表準備自習

54 07月19日 金 2 報告会発表準備自習

55
07月19日 金 3 報告会 中村 茂樹

小林 了
プレゼンテーション・

講義

56
07月19日 金 4 報告会 中村 茂樹

小林 了
プレゼンテーション・

講義

グループ別自主研究1(微生物学)(科目№TM16072041)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(細胞生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・田代 倫子・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)

グループ別自主研究1(細胞生理学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

マグネシウム透過チャネルの機能解析

担当者

田代　倫子

井上　華

所属分野

細胞生理学分野

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

心室筋細胞の単離方法について説明することができる。
細胞内Mgイオン濃度変化を測定する原理を説明することができる。
イオンチャネル電流を測定する原理を説明することができる。
細胞培養ができる。

科目における教育到達目標

Mgイオン透過チャネルであるTRPM7について、その活性制御メカニズ
ムと心室筋細胞におけるMgイオン動態への関与について検討する。

TRPM7の野生型および変異体を発現させたHEK細胞を培養し、膜電流を測定する。TRPM7の制御因子の作用を野生型および変異体を用いて比較検
討し、その制御メカニズムを検討する。また、ラット心室筋細胞を急性単離し、細胞内Mgイオン濃度を蛍光指示薬により測定する。TRPM7の制御
因子を作用させるなど、細胞環境を変化させた時の細胞内Mgイオン動態を検討する。

  研究目的・内容・方法等

復習予習

生理学Iの資料集、生体電気信号の基本および循環器の範囲を読んでくる
こと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

なし

60点合格点

ー最終評価点

ー筆記試験の形式

ー再試験・実施時期

ー再試験・難易度

ー再試験・対象者

ー再試験・範囲

ー再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

実験結果をまとめて、考察とともにレ
ポートとして提出する。

態度

実験への参加態度を重視する。

 学習上の注意

  学習上の注意等

研究内容は、一応あらかじめ用意しておきますが、学生諸君の発想で自由に変更してかまいません。むしろ。生理学講義で不思議に思ったことをで
きるだけ取り入れたいと思っています。

グループ別自主研究1(細胞生理学)(科目№TM16072051)
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2019年 度

グループ別自主研究1(細胞生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・田代 倫子・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)

グループ別自主研究1(細胞生理学)

  オフィスアワー

田代　倫子担当

木曜日　16：30-17：30　日時

細胞生理学分野第4研究室場所

IP電話

tashiro@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

井上　華担当

木曜日　16：30－17：10日時

細胞生理学分野第7研究室場所

IP電話

hana@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

細胞生理学分野、第1、5、7研究室

  研究場所

教科書

なし

著） 出）

備）

参考書

なし

著） 出）

備）

  指定する教科書、参考書

  備考

白衣持参、靴下着用、脱ぎ履きのしやすい靴

グループ別自主研究1(細胞生理学)(科目№TM16072051)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(細胞生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・田代 倫子・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)

グループ別自主研究1(細胞生理学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1
07月01日 月 1 ガイダンス 田代 倫子

井上 華
実習

2
07月01日 月 2 実験準備指導 田代 倫子

井上 華
実習

3 07月01日 月 3 細胞培養 井上 華実習

4 07月01日 月 4 細胞培養 井上 華実習

5 07月02日 火 1 細胞培養 井上 華実習

6 07月02日 火 2 電気生理実験 井上 華実習

7 07月02日 火 3 電気生理実験 井上 華実習

8 07月02日 火 4 電気生理実験 井上 華実習

9 07月03日 水 1 細胞培養 井上 華実習

10 07月03日 水 2 電気生理実験 井上 華実習

11 07月03日 水 3 電気生理実験 井上 華実習

12 07月03日 水 4 電気生理実験 井上 華実習

13 07月04日 木 1 細胞培養 井上 華実習

14 07月04日 木 2 電気生理実験 井上 華実習

15 07月04日 木 3 電気生理実験 井上 華実習

16 07月04日 木 4 電気生理実験 井上 華実習

17 07月05日 金 1 電気生理実験 井上 華実習

18 07月05日 金 2 電気生理実験 井上 華実習

19 07月05日 金 3 電気生理実験 井上 華実習

20 07月05日 金 4 電気生理実験 井上 華実習

21 07月08日 月 1 実験準備指導 田代 倫子実習

22 07月08日 月 2 ラット心筋細胞単離 田代 倫子実習

23 07月08日 月 3 心筋細胞内イオン濃度測定 田代 倫子実習

24 07月08日 月 4 心筋細胞内イオン濃度測定 田代 倫子実習

25 07月09日 火 1 ラット心筋細胞単離 田代 倫子実習

26 07月09日 火 2 ラット心筋細胞単離 田代 倫子実習

27 07月09日 火 3 心筋細胞内イオン濃度測定 田代 倫子実習

28 07月09日 火 4 心筋細胞内イオン濃度測定 田代 倫子実習

29 07月10日 水 1 ラット心筋細胞単離 田代 倫子実習

30 07月10日 水 2 ラット心筋細胞単離 田代 倫子実習

31 07月10日 水 3 心筋細胞内イオン濃度測定 田代 倫子実習

32 07月10日 水 4 心筋細胞内イオン濃度測定 田代 倫子実習

33 07月11日 木 1 ラット心筋細胞単離 田代 倫子実習

34 07月11日 木 2 ラット心筋細胞単離 田代 倫子実習

35 07月11日 木 3 心筋細胞内イオン濃度測定 田代 倫子実習

36 07月11日 木 4 心筋細胞内イオン濃度測定 田代 倫子実習

37 07月12日 金 1 ラット心筋細胞単離 田代 倫子実習

38 07月12日 金 2 ラット心筋細胞単離 田代 倫子実習

39 07月12日 金 3 心筋細胞内イオン濃度測定 田代 倫子実習

40 07月12日 金 4 心筋細胞内イオン濃度測定 田代 倫子実習

グループ別自主研究1(細胞生理学)(科目№TM16072051)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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グループ別自主研究1(細胞生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・田代 倫子・(細胞生理学)、講師・井上 華・(細胞生理学)

グループ別自主研究1(細胞生理学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

41
07月16日 火 1 実験結果解析指導 田代 倫子

井上 華
実習

42
07月16日 火 2 実験結果解析 田代 倫子

井上 華
実習

43 07月16日 火 3 実験結果解析実習

44 07月16日 火 4 実験結果解析実習

45 07月17日 水 1 グラフ作成指導実習

46 07月17日 水 2 グラフ作成実習

47 07月17日 水 3 レポート作成実習

48 07月17日 水 4 レポート作成実習

49 07月18日 木 1 レポート作成実習

50 07月18日 木 2 レポート作成実習

51 07月18日 木 3 レポート作成実習

52 07月18日 木 4 レポート作成実習

53 07月19日 金 1 報告会準備実習

54 07月19日 金 2 報告会準備実習

55
07月19日 金 3 報告会 田代 倫子

井上 華
実習

56
07月19日 金 4 報告会 田代 倫子

井上 華
実習

グループ別自主研究1(細胞生理学)(科目№TM16072051)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2(細胞生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)

グループ別自主研究2(細胞生理学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

シナプス構成タンパク質の可視化とシナプス後
電流の解析

担当者

講師：宮崎武文

助教：谷藤章太

所属分野

細胞生理学分野

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

DNAトランスフェクション・免疫蛍光染色について理解し、その方法に
習熟するとともにシナプスの構造を説明できる。
電気生理学的手法に習熟し、シナプス伝達様式・生理活性物質の働きの
仕組みを説明できる。

科目における教育到達目標

シナプス構成蛋白質を可視化することによって、シナプスの形態を理解
し、シナプス後電流を解析することによって、情報が変換する場所とし
てのシナプスの機能を理解する。

1．緑色・赤色蛍光蛋白質DNA培養神経細胞にトランスフェクションしてシナプスの形態を可視化するとともに、シナプス蛋白質を免疫蛍光染色し
てシナプスを可視化する。コンフォーカル顕微鏡からの画像をコンピューターに取り込み、解析 ソフトで処理し、レポートを作成する。
2．若齢ラット脳切片標本において、電気刺激により発生するシナプス後電流を記録しながら、生理活性物質を作用させる。コンピューターに記録
したシナプス後電流の振幅が、生理活性物質作用前後でどのように変化するかを解析ソフトで比較・処理し、レポートを作成する。

  研究目的・内容・方法等

復習予習

  授業時間外の学習

  ICT活用

なし

60点合格点

最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

特になし

グループ別自主研究2(細胞生理学)(科目№TM16072052)
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2019年 度

グループ別自主研究2(細胞生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)

グループ別自主研究2(細胞生理学)

  オフィスアワー

宮崎武文担当

木曜日16:30-17:30日時

細胞生理学分野第2研究室場所

IP電話

miyazaki@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

谷藤章太担当

木曜日16:30-17:30日時

細胞生理学分野第6研究室場所

IP電話

tanifuji@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

細胞生理学分野第2研究室・第6研究室

  研究場所

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

シナプスの形態と情報伝達の仕組みに興味のある学生を募集します。生理学の講義に疑問、あるいは興味を持ったことに沿って、実験計画は柔軟に
対応します。

グループ別自主研究2(細胞生理学)(科目№TM16072052)
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2019年 度

グループ別自主研究2(細胞生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)

グループ別自主研究2(細胞生理学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 ガイダンス 谷藤 章太実習

2 07月01日 月 2 研究計画指導 谷藤 章太実習

3 07月01日 月 3 文献検索自習

4 07月01日 月 4 文献検索自習

5 07月02日 火 1 DNA transfection 指導 谷藤 章太実習

6 07月02日 火 2 DNA transfection 指導 谷藤 章太実習

7 07月02日 火 3 DNA transfection 指導 谷藤 章太実習

8 07月02日 火 4 DNA transfection 指導 谷藤 章太実習

9 07月03日 水 1 免疫蛍光染色 谷藤 章太実習

10 07月03日 水 2 免疫蛍光染色 谷藤 章太実習

11 07月03日 水 3 免疫蛍光染色 谷藤 章太実習

12 07月03日 水 4 免疫蛍光染色 谷藤 章太実習

13 07月04日 木 1 免疫蛍光染色 谷藤 章太実習

14 07月04日 木 2 免疫蛍光染色 谷藤 章太実習

15 07月04日 木 3 免疫蛍光染色 谷藤 章太実習

16 07月04日 木 4 免疫蛍光染色 谷藤 章太実習

17 07月05日 金 1 DNA 発現による蛋白質観察 谷藤 章太実習

18 07月05日 金 2 DNA 発現による蛋白質観察 谷藤 章太実習

19 07月05日 金 3 DNA 発現による蛋白質観察 谷藤 章太実習

20 07月05日 金 4 DNA 発現による蛋白質観察 谷藤 章太実習

21 07月08日 月 1 ガイダンス 宮崎 武文実習

22 07月08日 月 2 研究計画指導 宮崎 武文実習

23 07月08日 月 3 文献検索自習

24 07月08日 月 4 文献検索自習

25 07月09日 火 1 標本作成の指導 宮崎 武文実習

26 07月09日 火 2 標本作成の指導 宮崎 武文実習

27 07月09日 火 3 電流記録法の指導 宮崎 武文実習

28 07月09日 火 4 電流記録法の指導 宮崎 武文実習

29 07月10日 水 1 標本作成 宮崎 武文実習

30 07月10日 水 2 標本作成 宮崎 武文実習

31 07月10日 水 3 電位依存成性膜電流の記録 宮崎 武文実習

32 07月10日 水 4 電位依存成性膜電流の記録 宮崎 武文実習

33 07月11日 木 1 標本作成 宮崎 武文実習

34 07月11日 木 2 標本作成 宮崎 武文実習

35 07月11日 木 3 生理活性物質のシナプス後電流への作用 宮崎 武文実習

36 07月11日 木 4 生理活性物質のシナプス後電流への作用 宮崎 武文実習

37 07月12日 金 1 標本作成 宮崎 武文実習

38 07月12日 金 2 標本作成 宮崎 武文実習

39 07月12日 金 3 生理活性物質のシナプス後電流への作用 宮崎 武文実習

40 07月12日 金 4 生理活性物質のシナプス後電流への作用 宮崎 武文実習

41 07月16日 火 1 レポート作成指導 谷藤 章太実習

グループ別自主研究2(細胞生理学)(科目№TM16072052)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2(細胞生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・宮崎 武文・(細胞生理学)、助教・谷藤 章太・(細胞生理学)

グループ別自主研究2(細胞生理学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

42 07月16日 火 2 レポート作成自習

43 07月16日 火 3 レポート作成自習

44 07月16日 火 4 レポート作成自習

45 07月17日 水 1 レポート作成自習

46 07月17日 水 2 レポート作成自習

47 07月17日 水 3 報告会 谷藤 章太実習

48 07月17日 水 4 まとめ 谷藤 章太実習

49 07月18日 木 1 レポート作成指導 宮崎 武文実習

50 07月18日 木 2 レポート作成自習

51 07月18日 木 3 レポート作成自習

52 07月18日 木 4 レポート作成自習

53 07月19日 金 1 レポート作成自習

54 07月19日 金 2 レポート作成自習

55 07月19日 金 3 報告会 宮崎 武文実習

56 07月19日 金 4 まとめ 宮崎 武文実習

グループ別自主研究2(細胞生理学)(科目№TM16072052)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2(病態生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、助教・和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・
(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)

グループ別自主研究2(病態生理学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

骨格筋研究からみえてくる生命現象の不思議

担当者

林　由起子

川原　玄理

和田　英治

華籐　恵美

川幡　由希香

所属分野

病態生理学分野

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

骨格筋の組織学的特徴と筋収縮のメカニズムを説明できる。
骨格筋疾患で観察される筋病理学的変化を説明できる。
骨格筋疾患の病因に基づく病態について考察できる。

科目における教育到達目標

骨格筋の組織学的構造と生理学的機能についての理解を深め、骨格筋疾
患でみられる生理学的・病理学的変化について学び、具体的に病態を明
らかにしていく手法を身につけることを目的とする。

人体最大の臓器である骨格筋は、運動や姿勢保持などとともに、代謝やエネルギー産生など多彩な機能を持つ重要臓器である。近年、骨格筋は日常
生活や生命予後にも密接に関連するサルコペニアなどの全身性筋萎縮、糖代謝と運動、など様々な観点から非常に注目を集めている臓器でもある。
本自主研究では、骨格筋の正常構造や生理機能についての基本的知識を基に、骨格筋疾患の病因・病態を明らかにしていく過程を、モデル動物（マ
ウス、ゼブラフィッシュ）を用いて、病理組織学的、生理学的、生化学的、分子遺伝学的手法を用いて学び、臨床につながる基礎研究のおもしろさ
と深さを自ら体感することを目的とする。

  研究目的・内容・方法等

復習予習

骨格筋の構造、生理学的機能について復習しておくこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

特になし

グループ別自主研究2(病態生理学)(科目№TM16072062)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2(病態生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、助教・和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・
(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)

グループ別自主研究2(病態生理学)

60点以上を合格とする。合格点

出席、実習態度、自主性、発表内容を
総合的に評価する。

最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

服装・態度

実習に適した服装であるかを評価する。
また積極的に実習に取り組んでいるかを
評価する。

出席点

実習は全出席が原則である。やむを得ず
欠席する場合は、事前に担当教員に連絡
し許可を得ること。出席が85％に満たな
い場合、最終評価の対象としない。

発表

研究テーマに関連した英文論文1報を熟
読し、論文紹介を行う。

ディスカッション

毎週金曜日午後に、実験の進捗状況、結
果と考察、問題点についてディスカッ
ションし、今後の実験計画を立てる。

実習試験

実習最終日に実習の成果について、発表
・ディスカッションを行う。

実習報告書

実習に関するレポートを作成し、実習終
了時に提出する。

 学習上の注意

  学習上の注意等

上履き着用のこと。
わからないことは積極的に調べ、また担当教員に質問すること。

  オフィスアワー

林由起子、川原玄理、和田英治、華藤恵美、川幡由希香担当

平日10時～16時日時

基礎新館五階場所

IP電話

yhayashi@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

基礎新館5階　病態生理学分野　実験室

  研究場所

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

積極的に研究を実施し、自主研究期間後も研究を継続することで東京医科大学医学会総会ならびに日本生理学会で発表できるよう、研究成果をまと
めることを期待する。
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2019年 度

グループ別自主研究2(病態生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、助教・和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・
(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)

グループ別自主研究2(病態生理学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1

07月01日 月 1 ガイダンス 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

講義

2

07月01日 月 2 研究計画作成 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

3

07月01日 月 3 実験準備
参考文献の検索

林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

4

07月01日 月 4 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

5

07月02日 火 1 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

6

07月02日 火 2 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

7

07月02日 火 3 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

8

07月02日 火 4 実習 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

9

07月03日 水 1 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

10

07月03日 水 2 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

11

07月03日 水 3 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

12

07月03日 水 4 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

グループ別自主研究2(病態生理学)(科目№TM16072062)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 73 -

 / 7)PAGE (4

2019年 度

グループ別自主研究2(病態生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、助教・和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・
(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)

グループ別自主研究2(病態生理学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

13

07月04日 木 1 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

14

07月04日 木 2 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

15

07月04日 木 3 論文紹介 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

プレゼンテーション・
講義

16

07月04日 木 4 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

17

07月05日 金 1 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

18

07月05日 金 2 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

19

07月05日 金 3 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

20

07月05日 金 4 研究結果の報告、質疑応答、レポート作成 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

プレゼンテーション・
講義

21

07月08日 月 1 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

22

07月08日 月 2 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

23

07月08日 月 3 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

24

07月08日 月 4 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

25

07月09日 火 1 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

グループ別自主研究2(病態生理学)(科目№TM16072062)
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2019年 度

グループ別自主研究2(病態生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、助教・和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・
(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)

グループ別自主研究2(病態生理学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

26

07月09日 火 2 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

27

07月09日 火 3 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

28

07月09日 火 4 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

29

07月10日 水 1 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

30

07月10日 水 2 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

31

07月10日 水 3 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

32

07月10日 水 4 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

33

07月11日 木 1 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

34

07月11日 木 2 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

35

07月11日 木 3 論文紹介 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

プレゼンテーション・
講義

36

07月11日 木 4 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

37

07月12日 金 1 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

38

07月12日 金 2 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

グループ別自主研究2(病態生理学)(科目№TM16072062)
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2019年 度

グループ別自主研究2(病態生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、助教・和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・
(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)

グループ別自主研究2(病態生理学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

39

07月12日 金 3 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

40

07月12日 金 4 研究結果の報告、質疑応答、レポート作成 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

プレゼンテーション・
講義

41

07月16日 火 1 実習 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

42

07月16日 火 2 実習 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

43

07月16日 火 3 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

44

07月16日 火 4 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

45

07月17日 水 1 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

46

07月17日 水 2 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

47

07月17日 水 3 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

48

07月17日 水 4 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

49

07月18日 木 1 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

50

07月18日 木 2 実験 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

51

07月18日 木 3 論文紹介 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

プレゼンテーション・
講義

グループ別自主研究2(病態生理学)(科目№TM16072062)
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2019年 度

グループ別自主研究2(病態生理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・林 由起子・(病態生理学)、准教授・川原 玄理・(病態生理学)、助教・和田 英治・(病態生理学)、助教・華藤 恵美・
(病態生理学)、助教・川幡 由希香・(病態生理学)

グループ別自主研究2(病態生理学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

52

07月18日 木 4 実験、実験室片付け 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

実習

53

07月19日 金 1 プレゼンテーション準備 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

プレゼンテーション・
講義

54

07月19日 金 2 プレゼンテーション準備 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

プレゼンテーション・
講義

55

07月19日 金 3 研究成果報告 林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

プレゼンテーション・
講義

56

07月19日 金 4 レポート作成・提出
実験室片付け

林 由起子
川原 玄理
和田 英治
華藤 恵美

川幡 由希香

プレゼンテーション・
講義

グループ別自主研究2(病態生理学)(科目№TM16072062)
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2019年 度

グループ別自主研究1(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化学)

グループ別自主研究1(生化学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

オートファジー制御法の開発とがん治療応用

担当者

宮澤啓介

高野直治

森谷昇太

所属分野

生化学分野

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

１．研究を遂行するための科学的方法を選択し，「自主研究」を実施で
きる。
２．研究倫理に配慮して「自主研究」を遂行できる。
３．仮説を立てて，それを検証する方法を説明できる。
４．指導・監督のもとで研究計画に基づいて研究を実施できる。
５．「自主研究」で得られた結果の意義を議論し，実験の問題点や付随
する研究テーマを抽出できる。

科目における教育到達目標

１．オートファジーのプロセスならびに生物活性について説明できる。
２．オートファジーの評価方法を説明できる。
３．オートファジーを制御することが，がん治療・予防につながること
を説明できる。
４．培養細胞の継代培養，凍結保存，解凍ができる。
５．がん細胞株オートファジー誘導剤/阻害剤を作用させ，その後の細胞
形態観察を行うことができる。
6.　細胞増殖曲線を描くことができる。
7．培養細胞からタンパク質の可溶化を行い，western blotting法により
標的タンパク質の発現量を解析できる。
8．培養細胞からRNAを抽出し，real-time PCR法により遺伝子発現変化
を解析できる。
9. siRNAによる遺伝子ノックダウン法を説明できる。
10．研究テーマに関連する文献を検索し，その概要を把握できる。

オートファジー（自食）とは全ての真核細胞に備わる「自己消化システム」の一つであり，この分野のパイオニアである大隅良典博士は2016年
ノーベル医学・生理学賞を受賞された。細胞内のタンパク質や小器官を二重脂質膜で包み込み（自食胞：オートファゴソーム），これをリソソーム
に輸送して膜融合することで，その内容物をリソソーム内の加水分解酵素群で一挙に分解するプロセスをオートファジーという。オートファジーの
生物学意義は，細胞内タンパク質の自己消化によるアミノ酸のリサイクルは勿論のこと，ミトコンドリアなどの細胞内小器官の「品質管理」として
役割も注目されており，がん，代謝・変性疾患などの様々な病態への関与が次々と解明されている。今や医学・生命科学を学ぶ者にとってオート
ファジーは不可欠な知識となっている。本研究では，当研究室の先端研究活動に学生諸君が参加し，当研究室が開発中の種々のオートファジー阻害
薬剤・誘導薬剤を用いて，オートファジーという現象を深く学び，さらにがん治療応用への可能性を模索することを予定している。

  研究目的・内容・方法等

復習

実験ノートを毎日整理し，翌日の実習に備える。

予習

「細胞が自分を食べるオートファジーの謎」（水島昇著，PHPサイエン
ス・ワールド新書）を各自購入して読んでおくこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

なし

合格点

最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

評価に対するフィードバック

連日のディスカッションを通してフィードバックを行っていく。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

60％

ディスカッション

20％

レポート

20％

 学習上の注意

  学習上の注意等

マンツーマンでの指導となるため，定員は2名以内。個々の能力は全く問いませんが，本当にやる気のある学生のみを対象とします。（厳しい実習
ですが，やる気のある学生諸君からは例年高い評価を得ています。）

グループ別自主研究1(生化学)(科目№TM16072071)
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2019年 度

グループ別自主研究1(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化学)

グループ別自主研究1(生化学)

  オフィスアワー

宮澤啓介 　高野直治　森谷昇太担当

原則的に随時可能日時

新宿キャンパス　第一校舎一階　生化学教室場所

IP電話

宮澤：miyazawa@tokyo-med.ac.jp, 高野：ntakano@tokyo-med.ac.jp, 森谷：moriya@tokyo-med.ac.
jp

E-mail

メール送信の際，件名には必ず学年と氏名を記載すること。備考

生化学研究室

  研究場所

教科書 参考書

「細胞が自分を食べるオートファジーの謎」

著） PHPサイエンス・ワールド新書水島 昇 出）

備）

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究1(生化学)(科目№TM16072071)
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2019年 度

グループ別自主研究1(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化学)

グループ別自主研究1(生化学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1
07月01日 月 1 ガイダンス 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

2
07月01日 月 2 ラボミーティング 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

3
07月01日 月 3 細胞培養法，無菌操作 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

4
07月01日 月 4 細胞培養法，無菌操作 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

5
07月02日 火 1 SDS-PAGE 高野 直治

森谷 昇太
実習

6
07月02日 火 2 SDS-PAGE 高野 直治

森谷 昇太
実習

7
07月02日 火 3 western blotting 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

8
07月02日 火 4 western blotting 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

9
07月03日 水 1 共焦点レーザー顕微鏡，デジタル顕微鏡による細胞

形態観察
宮澤 啓介
高野 直治
森谷 昇太

講義

10
07月03日 水 2 共焦点レーザー顕微鏡，デジタル顕微鏡による細胞

形態観察
宮澤 啓介
高野 直治
森谷 昇太

実習

11
07月03日 水 3 タンパク質の可溶化・サンプリング法の指導 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

12
07月03日 水 4 タンパク質の可溶化・サンプリング法の指導 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

13
07月04日 木 1 細胞増殖曲線の描き方・マイクロプレートリーダー

の操作法の指導
高野 直治
森谷 昇太

講義

14
07月04日 木 2 細胞増殖曲線の描き方・マイクロプレートリーダー

の操作法の指導
高野 直治
森谷 昇太

講義

15
07月04日 木 3 RNA抽出法の指導 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

講義

16
07月04日 木 4 RNA抽出法の指導 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

講義

17
07月05日 金 1 real-time PCR法の指導 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

18
07月05日 金 2 real-time PCR法の指導 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

19
07月05日 金 3 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

20
07月05日 金 4 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

21
07月08日 月 1 ラボミーティング 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

グループ別自主研究1(生化学)(科目№TM16072071)
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2019年 度

グループ別自主研究1(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化学)

グループ別自主研究1(生化学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

22
07月08日 月 2 ラボミーティング 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

23
07月08日 月 3 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

24
07月08日 月 4 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

25
07月09日 火 1 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

26
07月09日 火 2 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

27
07月09日 火 3 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

28
07月09日 火 4 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

29
07月10日 水 1 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

30
07月10日 水 2 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

31
07月10日 水 3 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

32
07月10日 水 4 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

33
07月11日 木 1 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

34
07月11日 木 2 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

35
07月11日 木 3 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

36
07月11日 木 4 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

37
07月12日 金 1 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

38
07月12日 金 2 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

森谷 昇太
実習

39
07月12日 金 3 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

40
07月12日 金 4 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

41
07月16日 火 1 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

42
07月16日 火 2 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

43
07月16日 火 3 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

グループ別自主研究1(生化学)(科目№TM16072071)
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2019年 度

グループ別自主研究1(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、講師・高野 直治・(生化学)、助教・森谷 昇太・(生化学)

グループ別自主研究1(生化学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

44
07月16日 火 4 研究テーマのための実験 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

45
07月17日 水 1 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

46
07月17日 水 2 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

47
07月17日 水 3 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

48
07月17日 水 4 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

49
07月18日 木 1 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

50
07月18日 木 2 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

51
07月18日 木 3 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

52
07月18日 木 4 研究テーマのための実験 高野 直治

森谷 昇太
実習

53
07月19日 金 1 レポート・スライド作成 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

54
07月19日 金 2 レポート・スライド作成 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

55
07月19日 金 3 ディスカッションと今後の研究課題の確認 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

56
07月19日 金 4 ディスカッションと今後の研究課題の確認 宮澤 啓介

高野 直治
森谷 昇太

実習

グループ別自主研究1(生化学)(科目№TM16072071)
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2019年 度

グループ別自主研究2(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・阿部 晃久・(生化学)

グループ別自主研究2(生化学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

植物由来天然物質の抗腫瘍作用についての研究

所属分野

生化学分野

担当者

阿部　晃久

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

・細胞培養及びその関連作業を行うことができる。
・細胞の増殖及び生存率を測定できる。
・細胞よりタンパク質を抽出し、ウエスタンブロット法によりそれらの
発現量を確認できる。
・酵素法によるアポトーシス関連酵素の活性を測定できる。
・フローサイトメトリーによるアポトーシス、ネクローシスの判別がで
きる。
・自ら研究内容に沿った文献や資料を検索し、理解に繋げることができ
る。

科目における教育到達目標

・細胞株を使った実験を行うことによりその取り扱い方を理解すると共
にその取り扱い方を身につける。
・各種細胞死の様態について概説することができるようになると共にそ
れらの検出方法を理解し、自らの手でそれらを実験的に確認することが
できるようになる。

医学の発達していなかった大昔より、人は健康の維持、病気の予防および治療、苦痛の軽減などに、自然にある植物等の中で薬効のあるものを識別
し医薬に供してきた。この植物由来天然成分には抗腫瘍作用を持つものも多く、現在治療に用いられている抗がん剤であるビンクリスチン、タキ
ソールなどは植物由来の抗がん剤である。今回の自主研究では、数種類の植物由来成分を用いて抗腫瘍作用を調べ、作用の認められたものについて
その機序を明らかにしていく。本実習により培養細胞を用いた実験を体験しその取扱いに慣れるとともに、蛍光顕微鏡、電気泳動、フローサイトメ
トリーなどの方法を用いて細胞死誘導機序（アポトーシス、ネクローシス等）について学ぶことを目的とする。

  研究目的・内容・方法等

復習

その日に得られた結果はその日のうちにまとめ、その結果に対して自分
なりの考察を行っておく。

予習

各種細胞死について解説した書籍や論文にに目を通しておくことが望ま
しい。

  授業時間外の学習

  ICT活用

利用は予定していないが、要望があった場合には考慮する

60点合格点

レポート点 (80点) + 出席点 (20点)最終評価点

なし筆記試験の形式

なし再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

評価に対するフィードバック

レポート内容についての学術的な質問には対応する

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

その他

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

出席 20% + レポート 80%

 学習上の注意

  学習上の注意等

与えられた内容についてのみ行うのではなく、自分で気づいたこと、考えたことなども実習に取り入れていくような積極性を持って取り組んでほし
い。

  オフィスアワー

阿部　晃久担当

月曜日から金曜日の間で随時日時

生化学第一研究室場所

IP電話 03-3351-6141 内線381

aabe-bc@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

グループ別自主研究2(生化学)(科目№TM16072072)
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2019年 度

グループ別自主研究2(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・阿部 晃久・(生化学)

グループ別自主研究2(生化学)

生化学第一研究室

  研究場所

教科書

特に指定しない

著） 出）

備）

参考書

特に指定しない

著） 出）

備）

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究2(生化学)(科目№TM16072072)
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2019年 度

グループ別自主研究2(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・阿部 晃久・(生化学)

グループ別自主研究2(生化学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 ガイダンス（実験内容及び手順について） 阿部 晃久実習

2 07月01日 月 2 ガイダンス(実験内容及び手順について) 阿部 晃久実習

3 07月01日 月 3 文献検索自習

4 07月01日 月 4 文献検索自習

5 07月02日 火 1 使用天然物の選択と調製 阿部 晃久実習

6 07月02日 火 2 使用天然物の選択と調製 阿部 晃久実習

7 07月02日 火 3 細胞死の種類とそれらの確認法についての自習自習

8 07月02日 火 4 細胞死の種類とそれらの確認法についての自習自習

9 07月03日 水 1 細胞の取り扱い方指導および培養開始 阿部 晃久実習

10 07月03日 水 2 細胞の取り扱い方指導および培養開始 阿部 晃久実習

11 07月03日 水 3 位相差顕微鏡および蛍光顕微鏡による観察法指導 阿部 晃久実習

12 07月03日 水 4 位相差顕微鏡および蛍光顕微鏡による観察法指導 阿部 晃久実習

13 07月04日 木 1 細胞培養（薬剤添加） 阿部 晃久実習

14 07月04日 木 2 細胞培養（薬剤添加） 阿部 晃久実習

15
07月04日 木 3 ウエスタンブロット法の説明とサンプル調製用試薬

の作成
阿部 晃久

実習

16
07月04日 木 4 ウエスタンブロット法の説明とサンプル調製用試薬

の作成
阿部 晃久

実習

17 07月05日 金 1 細胞培養（生存率測定とグラフ作成　練習） 阿部 晃久実習

18 07月05日 金 2 細胞培養（生存率測定とグラフ作成　練習） 阿部 晃久実習

19 07月05日 金 3 ウエスタンブロット用サンプル調製（練習） 阿部 晃久実習

20
07月05日 金 4 ウエスタンブロット用サンプル調製（練習）

これまでの実験手順の復習と確認
阿部 晃久

実習

21
07月08日 月 1 細胞培養（生存率測定およびウエスタンブロット分

析用）
阿部 晃久

実習

22
07月08日 月 2 細胞培養（生存率測定およびウエスタンブロット分

析用）
阿部 晃久

実習

23 07月08日 月 3 細胞死関連酵素活性測定法指導 阿部 晃久実習

24 07月08日 月 4 細胞死関連酵素活性測定法指導 阿部 晃久実習

25 07月09日 火 1 細胞培養（薬剤添加） 阿部 晃久実習

26 07月09日 火 2 細胞培養（薬剤添加） 阿部 晃久実習

27 07月09日 火 3 フローサイトメトリーによる観察法の指導 阿部 晃久実習

28 07月09日 火 4 フローサイトメトリーによる観察法の指導 阿部 晃久実習

29 07月10日 水 1 細胞培養（生存率測定1日目） 阿部 晃久実習

30 07月10日 水 2 細胞培養（生存率測定1日目） 阿部 晃久実習

31 07月10日 水 3 ウエスタンブロット用サンプル調製（1日目） 阿部 晃久実習

32 07月10日 水 4 ウエスタンブロット用サンプル調製（1日目） 阿部 晃久実習

33 07月11日 木 1 細胞培養（生存率測定2日目） 阿部 晃久実習

34
07月11日 木 2 細胞培養（生存率測定2日目）

グラフ作成
阿部 晃久

実習

35 07月11日 木 3 ウエスタンブロット用サンプル調製（2日目） 阿部 晃久実習

36 07月11日 木 4 ウエスタンブロット用サンプル調製（2日目） 阿部 晃久実習

37 07月12日 金 1 ウエスタンブロット分析 阿部 晃久実習

38 07月12日 金 2 ウエスタンブロット分析 阿部 晃久実習

グループ別自主研究2(生化学)(科目№TM16072072)
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2019年 度

グループ別自主研究2(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・阿部 晃久・(生化学)

グループ別自主研究2(生化学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

39 07月12日 金 3 ウエスタンブロット分析 阿部 晃久実習

40
07月12日 金 4 ウエスタンブロット分析

これまでの結果の取りまとめと検討
阿部 晃久

実習

41
07月16日 火 1 ウエスタンブロット分析（続き）

細胞培養（酵素活性測定およびフローサイトメト
リー用）

阿部 晃久
実習

42
07月16日 火 2 ウエスタンブロット分析（続き）

細胞培養（酵素活性測定およびフローサイトメト
リー用）

阿部 晃久
実習

43 07月16日 火 3 ウエスタンブロット分析（続き） 阿部 晃久実習

44 07月16日 火 4 これまでの観察結果の取りまとめと検討 阿部 晃久実習

45 07月17日 水 1 細胞培養（薬剤添加） 阿部 晃久実習

46 07月17日 水 2 細胞培養（薬剤添加） 阿部 晃久実習

47 07月17日 水 3 観察結果の取りまとめと検討 阿部 晃久実習

48 07月17日 水 4 観察結果の取りまとめと検討 阿部 晃久実習

49 07月18日 木 1 フローサイトメトリーによる観察 阿部 晃久実習

50 07月18日 木 2 フローサイトメトリーによる観察 阿部 晃久実習

51 07月18日 木 3 細胞死関連酵素の活性測定 阿部 晃久実習

52 07月18日 木 4 細胞死関連酵素の活性測定 阿部 晃久実習

53 07月19日 金 1 レポート作成 阿部 晃久実習

54 07月19日 金 2 レポート作成 阿部 晃久実習

55 07月19日 金 3 レポート作成 阿部 晃久実習

56 07月19日 金 4 レポート作成 阿部 晃久実習

グループ別自主研究2(生化学)(科目№TM16072072)
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2019年 度

グループ別自主研究3(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)

グループ別自主研究3(生化学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

分子標的薬のケミカルバイオロジー

担当者

平本正樹

宮澤啓介

所属分野

生化学分野

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

培養細胞株の継代・凍結保存・解凍ができる。
細胞増殖に対する分子標的薬の作用を測定できる。
培養細胞株に外来遺伝子を導入できる。
培養細胞株からタンパク質抽出液を調製できる。
イムノブロッティング法でタンパク質発現量を解析できる。
免疫沈降法でタンパク質間の相互作用を解析できる。
培養細胞株からRNAを調製できる。
リアルタイムPCR法でmRNA発現量を解析できる。

科目における教育到達目標

「副作用のない薬はない」と言われるが、特定の分子を標的とする「分
子標的薬」もその例外ではない。この副作用は、分子標的薬（低分子化
合物）とその標的分子（主にタンパク質）との結合が一対一ではなく、
想定されていない別の標的を介する作用の場合もあれば、想定された本
来の標的を介するものの、遺伝的多型などによって反応性が異なるため
の場合も考えられる。望ましくない副作用はできるだけ軽減したい。あ
るいは、副作用をあえて転用することも可能かもしれない。いずれにし
ろ、作用・副作用の分子機序を明らかにする必要がある。しかしなが
ら、細胞内に存在する様々な分子は複雑に相互作用しており、もつれた
糸を解きほぐすのは容易ではない（実際にはもつれておらず、我々の理
解が及ばないだけである）。では、どうしようか。それを考えて、実行
し、考え直して、また試す。研究における、いわゆるPDCAサイクルを
いかに回すか、それを体験し、培っていただきたい。

例えば、がんの分子標的薬として、チロシンキナーゼ阻害薬が用いられている。培養細胞株に対して殺細胞効果を発揮する一方、オートファジーを
調節（誘導あるいは阻害）する作用も見られる。このオートファジー調節作用は、本来の標的を介した作用であろうか？それとも別の標的があるの
であろうか？培養細胞株にチロシンキナーゼ阻害薬を作用させ、細胞の増殖、細胞死の形態、オートファジーの誘導・阻害などについて検討するた
め、タンパク質やmRNAの発現量、タンパク質の翻訳後修飾や相互作用などについて解析を行う。可能であれば、遺伝的背景を考慮した解析を加え
たい。

  研究目的・内容・方法等

復習

研究記録ノートをまとめる。

予習

研究内容に関連する論文を読む。研究手技に関するマニュアルを読む。

  授業時間外の学習

  ICT活用

公共のデータベースやインターネットを通して、必要な文献や情報を入手し、研究に活用する。

60点合格点

最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

評価に対するフィードバック

口頭で直接フィードバックします。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

出席点 + 態度

50%

ディスカッション

30%

レポート

20%

 学習上の注意

  学習上の注意等

学生実習とは異なり、必ずしも明快な結果が伴うわけではありません。五里霧中を自ら手探りで、進むことを楽しめる方が向いていると思います。
希望者が多い場合には、既に生化学分野で研究に着手している方あるいは、グループ別自主研究終了後も生化学分野での研究を継続する方を優先い
たします。また今年度は、７月１日（月）および７月２日（火）を自主自学とし、７月６日（土）および７月１３日（土）を研究日とする可能性が
あります。

グループ別自主研究3(生化学)(科目№TM16072073)
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2019年 度

グループ別自主研究3(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)

グループ別自主研究3(生化学)

  オフィスアワー

宮澤啓介担当

9時～18時日時

生化学教授室（新宿キャンパス　第一校舎一階）場所

IP電話 03-3351-6141 内線243

miyazawa@tokyo-med.ac.jpE-mail

注意：メール送信の際、件名には必ず、学年と氏名を記載すること。備考

平本正樹担当

9時～18時日時

生化学第一研究室（新宿キャンパス　第一校舎一階）場所

IP電話 03-3351-6141 内線381

hiramoto@tokyo-med.ac.jpE-mail

注意：メール送信の際、件名には必ず、学年と氏名を記載すること。備考

生化学分野の実験室（新宿キャンパス　第一校舎一階）

  研究場所

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

定員２名程度。生化学分野の他の課題とは、インタラクティブに補い合いながら進める予定です。

グループ別自主研究3(生化学)(科目№TM16072073)
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2019年 度

グループ別自主研究3(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)

グループ別自主研究3(生化学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1
07月01日 月 1 ガイダンス 宮澤 啓介

平本 正樹
実習

2
07月01日 月 2 ガイダンス 宮澤 啓介

平本 正樹
実習

3 07月01日 月 3 細胞培養操作（継代・播種） 平本 正樹実習

4 07月01日 月 4 細胞培養操作（継代・播種） 平本 正樹実習

5 07月02日 火 1 細胞培養操作（薬剤添加） 平本 正樹実習

6 07月02日 火 2 細胞培養操作（薬剤添加） 平本 正樹実習

7 07月02日 火 3 ディスカッション 平本 正樹実習

8 07月02日 火 4 文献検索・抄読 平本 正樹実習

9 07月03日 水 1 細胞増殖・生存率測定１日目 平本 正樹実習

10 07月03日 水 2 細胞増殖・生存率測定１日目 平本 正樹実習

11 07月03日 水 3 細胞培養操作（継代・播種） 平本 正樹実習

12 07月03日 水 4 細胞培養操作（継代・播種） 平本 正樹実習

13
07月04日 木 1 細胞増殖・生存率測定２日目

細胞培養操作（薬剤添加）
平本 正樹

実習

14
07月04日 木 2 細胞増殖・生存率測定２日目

細胞培養操作（薬剤添加）
平本 正樹

実習

15 07月04日 木 3 ディスカッション 平本 正樹実習

16 07月04日 木 4 ディスカッション 平本 正樹実習

17
07月05日 金 1 細胞一般染色・形態観察

タンパク質抽出液調製
平本 正樹

実習

18
07月05日 金 2 細胞一般染色・形態観察

タンパク質抽出液調製
平本 正樹

実習

19 07月05日 金 3 細胞培養操作（継代） 平本 正樹実習

20 07月05日 金 4 細胞培養操作（継代・凍結保存） 平本 正樹実習

21
07月08日 月 1 ラボカンファレンス 宮澤 啓介

平本 正樹
実習

22
07月08日 月 2 ディスカッション 宮澤 啓介

平本 正樹
実習

23 07月08日 月 3 細胞培養操作（継代・播種） 平本 正樹実習

24 07月08日 月 4 細胞培養操作（継代・播種） 平本 正樹実習

25 07月09日 火 1 細胞培養操作（薬剤添加） 平本 正樹実習

26 07月09日 火 2 細胞培養操作（薬剤添加） 平本 正樹実習

27 07月09日 火 3 イムノブロッティング１日目 平本 正樹実習

28 07月09日 火 4 イムノブロッティング１日目 平本 正樹実習

29
07月10日 水 1 細胞増殖・生存率測定１日目

イムノブロッティング２日目
平本 正樹

実習

30
07月10日 水 2 細胞増殖・生存率測定１日目

イムノブロッティング２日目
平本 正樹

実習

31 07月10日 水 3 細胞培養操作（継代・播種） 平本 正樹実習

32 07月10日 水 4 細胞培養操作（継代・播種） 平本 正樹実習

33
07月11日 木 1 細胞増殖・生存率測定２日目

細胞培養操作（薬剤添加）
平本 正樹

実習

34
07月11日 木 2 細胞増殖・生存率測定２日目

細胞培養操作（薬剤添加）
平本 正樹

実習

35 07月11日 木 3 ディスカッション 平本 正樹実習

グループ別自主研究3(生化学)(科目№TM16072073)
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2019年 度

グループ別自主研究3(生化学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 主任教授・宮澤 啓介・(生化学)、准教授・平本 正樹・(生化学)

グループ別自主研究3(生化学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

36 07月11日 木 4 ディスカッション 平本 正樹実習

37 07月12日 金 1 RNA調製 平本 正樹実習

38 07月12日 金 2 cDNA調製 平本 正樹実習

39 07月12日 金 3 リアルタイムPCR 平本 正樹実習

40 07月12日 金 4 細胞培養操作（継代） 平本 正樹実習

41
07月16日 火 1 細胞培養操作（継代・解凍）

遺伝子導入
平本 正樹

実習

42
07月16日 火 2 細胞培養操作（継代）

遺伝子導入
平本 正樹

実習

43
07月16日 火 3 ディスカッション 宮澤 啓介

平本 正樹
実習

44
07月16日 火 4 ディスカッション 宮澤 啓介

平本 正樹
実習

45 07月17日 水 1 細胞培養操作（薬剤添加） 平本 正樹実習

46 07月17日 水 2 タンパク質抽出液調製 平本 正樹実習

47 07月17日 水 3 免疫沈降 平本 正樹実習

48 07月17日 水 4 免疫沈降 平本 正樹実習

49 07月18日 木 1 タンパク質電気泳動 平本 正樹実習

50 07月18日 木 2 タンパク質銀染色 平本 正樹実習

51 07月18日 木 3 ディスカッション 平本 正樹実習

52 07月18日 木 4 ディスカッション 平本 正樹実習

53 07月19日 金 1 研究レポート作成 平本 正樹実習

54 07月19日 金 2 研究レポート作成 平本 正樹実習

55 07月19日 金 3 研究レポート作成 平本 正樹実習

56 07月19日 金 4 研究レポート作成 平本 正樹実習

グループ別自主研究3(生化学)(科目№TM16072073)
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2019年 度

グループ別自主研究1(薬理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴
木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)

グループ別自主研究1(薬理学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

アルツハイマー病と筋萎縮性側索硬化症の発症
機序の解明と治療法の開発

担当者

松岡正明

橋本祐一

名和幹朗

鈴木宏昌

草苅伸也

原一恵

所属分野

薬理学

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

基本的な医学研究方法を説明できる。

科目における教育到達目標

医学研究の基礎を理解する。

　神経変性疾患は疾患特異的な神経細胞死が比較的ゆっくりではあるが進行性に起こる疾患群である。その発症メカニズムは十分解明されていない
ため、治療法が非常に乏しい。高齢化社会に突入した先進国では、このような治療法の乏しい神経変性疾患の及ぼす影響が社会問題化しつつあり、
これらを克服することが医学の最も大きな課題のひとつとなっている。
　本研究では、代表的認知症性神経変性疾患「アルツハイマー病」と代表的な運動神経特異的神経変性疾患である「筋萎縮性側索硬化症」に焦点を
あて、その発症機序の解明と治療法を開発する基礎研究の一端を担う。
　実際には、おもに培養細胞を用いた実験を遂行することにより、研究課題の中の適当な研究テーマにアプローチする。

  研究目的・内容・方法等

復習

研究成果をまとめる。

予習

予定している研究手技の概略を理解する。

  授業時間外の学習

  ICT活用

ICTを駆使して医学研究に必要なデータベースの検索する。

６０点合格点

最終評価点

なし筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

４０点

出席点

３０点

レポート

３０点

 学習上の注意

  学習上の注意等

「実習」ではなく、「研究」です。医学や生命科学における研究はまだ誰も正解を知らない問題を実験により解き明かす作業であり、どういう実験
を行えば正解に到達するのかも不明である場合が多いです。従って、決められた期間内に終了しない可能性もあります。上記の疾患の克服を目指し
た「研究」に興味のある意欲のある学生を歓迎します。

グループ別自主研究1(薬理学)(科目№TM16072081)
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2019年 度

グループ別自主研究1(薬理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴
木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)

グループ別自主研究1(薬理学)

  オフィスアワー

担当

日時

場所

IP電話

E-mail

備考

基礎新館６階　薬理学教室

  研究場所

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究1(薬理学)(科目№TM16072081)
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2019年 度

グループ別自主研究1(薬理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴
木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)

グループ別自主研究1(薬理学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 オリエンテーション 松岡 正明実習

2 07月01日 月 2 研究計画指導 松岡 正明実習

3 07月01日 月 3 実験準備 松岡 正明実習

4 07月01日 月 4 文献検索 松岡 正明実習

5 07月02日 火 1 細胞培養 橋本 祐一実習

6 07月02日 火 2 細胞培養 橋本 祐一実習

7 07月02日 火 3 DNA 精製 名和 幹朗実習

8 07月02日 火 4 DNA 精製 名和 幹朗実習

9 07月03日 水 1 細胞培養 橋本 祐一実習

10 07月03日 水 2 細胞培養 橋本 祐一実習

11 07月03日 水 3 トランスフェクション 草苅 伸也実習

12 07月03日 水 4 文献検索 松岡 正明実習

13 07月04日 木 1 細胞培養 鈴木 宏昌実習

14 07月04日 木 2 細胞培養 鈴木 宏昌実習

15 07月04日 木 3 蛋白質解析 名和 幹朗実習

16 07月04日 木 4 蛋白質解析 名和 幹朗実習

17 07月05日 金 1 細胞培養 草苅 伸也実習

18 07月05日 金 2 細胞培養 草苅 伸也実習

19 07月05日 金 3 トランスフェクション 原 一恵実習

20 07月05日 金 4 蛋白質解析 原 一恵実習

21 07月08日 月 1 細胞培養 橋本 祐一実習

22 07月08日 月 2 細胞死アッセイ 橋本 祐一実習

23 07月08日 月 3 細胞死アッセイ 橋本 祐一実習

24 07月08日 月 4 文献検索 松岡 正明実習

25 07月09日 火 1 細胞培養 橋本 祐一実習

26 07月09日 火 2 蛋白質解析 名和 幹朗実習

27 07月09日 火 3 トランスフェクション 名和 幹朗実習

28 07月09日 火 4 蛋白質解析 名和 幹朗実習

29 07月10日 水 1 細胞培養 橋本 祐一実習

30 07月10日 水 2 蛋白質解析 橋本 祐一実習

31 07月10日 水 3 蛋白質解析 鈴木 宏昌実習

32 07月10日 水 4 蛋白質解析 鈴木 宏昌実習

33 07月11日 木 1 文献検索 原 一恵実習

34 07月11日 木 2 細胞死アッセイ 名和 幹朗実習

35 07月11日 木 3 細胞培養 鈴木 宏昌実習

36 07月11日 木 4 文献検索 草苅 伸也実習

37 07月12日 金 1 細胞培養 原 一恵実習

38 07月12日 金 2 蛋白質解析 原 一恵実習

39 07月12日 金 3 トランスフェクション 名和 幹朗実習

40 07月12日 金 4 文献検索 松岡 正明実習

41 07月16日 火 1 細胞培養 橋本 祐一実習

グループ別自主研究1(薬理学)(科目№TM16072081)
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2019年 度

グループ別自主研究1(薬理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・松岡 正明・(薬理学)、講師・原 一恵・(薬理学)、講師・名和 幹朗・(薬理学)、講師・橋本 祐一・(薬理学)、講師・鈴
木 宏昌・(薬理学)、助教・草苅 伸也・(薬理学)

グループ別自主研究1(薬理学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

42 07月16日 火 2 細胞死アッセイ 橋本 祐一実習

43 07月16日 火 3 細胞死アッセイ 橋本 祐一実習

44 07月16日 火 4 文献検索 原 一恵実習

45 07月17日 水 1 細胞培養 橋本 祐一実習

46 07月17日 水 2 蛋白質解析 橋本 祐一実習

47 07月17日 水 3 トランスフェクション 名和 幹朗実習

48 07月17日 水 4 蛋白質解析 名和 幹朗実習

49 07月18日 木 1 蛋白質解析 鈴木 宏昌実習

50 07月18日 木 2 蛋白質解析 鈴木 宏昌実習

51 07月18日 木 3 蛋白質解析 名和 幹朗実習

52 07月18日 木 4 蛋白質解析 名和 幹朗実習

53 07月19日 金 1 蛋白質解析 草苅 伸也実習

54 07月19日 金 2 蛋白質解析 草苅 伸也実習

55 07月19日 金 3 文献検索とまとめ 橋本 祐一実習

56 07月19日 金 4 文献検索とまとめ 松岡 正明実習

グループ別自主研究1(薬理学)(科目№TM16072081)
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2019年 度

グループ別自主研究1(免疫学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師
・若松 英・(免疫学)

グループ別自主研究1(免疫学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

免疫シグナル伝達分子の最先端テクノロジーに
よる分子イメージング解析

担当者

横須賀 忠

矢那瀬 紀子

秦 喜久美

町山 裕晃

若松 英

所属分野

免疫学分野

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1. 免疫システムの高次機能系としての生物学的特性を理解する。
2. 獲得免疫細胞による特異的抗原認識および細胞活性化機構を理解す
る。
3. 免疫系による生体防御と病原体排除および抗腫瘍効果について理解す
る。
4. 免疫系の破綻による自己免疫疾患およびアレルギーの発症について理
解する。
5. 免疫学的特性を生かした基本的な実験手技を修得する。
6. リサーチマインドを持った医師となるための修学意欲の向上を目的と
したコンプライアンス教育の一端を理解する。

科目における教育到達目標

がん免疫や感染防御を担う免疫関連分子をピックアップし、分子生物学
と先端的分子イメージングを用いた実験を行い、免疫応答の生物学的重
要性を理解する。

免疫シグナル分子がリンパ球の活性化を制御する際、その分子の細胞内の局在（細胞質、細胞膜、細胞内小器官などのどこにいるのか）が重要にな
る。①該当する免疫シグナル分子をWeb検索し、②クローニングのためのプライマーデザインを行い、③蛍光標識蛋白との融合分子として単離、④
リンパ球の培養、⑤蛍光標識分子をリンパ球へ遺伝子導入し、⑥リンパ球を抗原刺激しスライド標本を作製、⑦共焦点レーザー顕微鏡および全反射
蛍光顕微鏡で観察を行う。得られた実験結果から、細胞の活性化前後の免疫シグナル分子の局在を検討し、リンパ球活性化に対する生理的意義を検
討する。

  研究目的・内容・方法等

復習

当日得た実験結果をまとめ、教科書、参考書、論文等で知識を整理して
おく。
実際に行った実験手技をマニュアルとして各自まとめる。
復習には最低30分の時間をかける。

予習

担当する分子の特性を教科書、参考書、論文等で知識を収集しておく。
当教室から予め配布する実験手技のマニュアルを熟読しておく。
予習には最低30分の時間をかける。

  授業時間外の学習

  ICT活用

プロトコール等の情報は研究室内のクラウドデータベース上で使用可能である。
遺伝子検索等でWeb上のゲノム情報を自由に索引できることを一つの目標とする。

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価（出席50%＋学
習態度50%）×0.6＋実習評価（レ
ポート100%）×0.4

最終評価点

なし筆記試験の形式

なし再試験・実施時期

なし再試験・難易度

なし再試験・対象者

なし再試験・範囲

なし再試験・方法

評価に対するフィードバック

レポートを返却し、それに基づいた質疑応答の時間を設ける。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50%

出席点

50%

態度

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

100%

 学習上の注意

  学習上の注意等

適宜、疑問点を現場スタッフに質問し、また一緒に調べながら解決することによって、研究や実験を自ら進められるようなサイエンスの基盤を作る
ことを意識する。

グループ別自主研究1(免疫学)(科目№TM16072091)
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2019年 度

グループ別自主研究1(免疫学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師
・若松 英・(免疫学)

グループ別自主研究1(免疫学)

  オフィスアワー

横須賀忠主任教授（免疫学分野）担当

基本的にいつでも来室、メール、電話可能日時

大学キャンパス、中央校舎４階、免疫学教授室場所

IP電話

yokosuka@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

矢那瀬紀子講師（免疫学分野）担当

基本的にいつでも来室、メール、電話可能日時

大学キャンパス、第三校舎４階、免疫学実験室場所

IP電話

ny-immun@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

秦喜久美講師（免疫学分野）担当

基本的にいつでも来室、メール、電話可能日時

大学キャンパス、第三校舎４階、免疫学実験室場所

IP電話

khata@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

町山裕亮講師（免疫学分野）担当

基本的にいつでも来室、メール、電話可能日時

大学キャンパス、第三校舎４階、免疫学実験室場所

IP電話

machi18@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

若松英講師（免疫学分野）担当

基本的にいつでも来室、メール、電話可能日時

大学キャンパス、第三校舎４階、免疫学実験室場所

IP電話

ewakama2@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

大学キャンパス、中央校舎および第三校舎４階、免疫学実験室

  研究場所

教科書

Janeway's Immunobiology 9th edition

Kenneth Murphy & Casey
Weaver

Garland Science著） 出）

備）

分子細胞免疫学 原著第９版 アバス‒リックマン‒ピレ

Abul K. Abbas エルゼビア・ジャパン著） 出）

備）

参考書

もっとよくわかる免疫学（実験医学別冊）

著） 羊土社河本　宏 出）

備）

  指定する教科書、参考書

グループ別自主研究1(免疫学)(科目№TM16072091)
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2019年 度

グループ別自主研究1(免疫学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師
・若松 英・(免疫学)

グループ別自主研究1(免疫学)

  備考

グループ別自主研究1(免疫学)(科目№TM16072091)
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2019年 度

グループ別自主研究1(免疫学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師
・若松 英・(免疫学)

グループ別自主研究1(免疫学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1
07月01日 月 1 抄読会

横須賀 忠
プレゼンテーション・

講義

2
07月01日 月 2 オリエンテーション

横須賀 忠
プレゼンテーション・

講義

3
07月01日 月 3 プログレスレポート

横須賀 忠
プレゼンテーション・

講義

4 07月01日 月 4 細胞培養、遺伝子検索 横須賀 忠実習

5 07月02日 火 1 細胞培養、プライマーデザイン 町山 裕亮実習

6 07月02日 火 2 細胞培養、プライマーデザイン 若松 英実習

7 07月02日 火 3 細胞培養、プライマーデザイン 矢那瀬 紀子実習

8 07月02日 火 4 細胞培養、プライマーデザイン 秦 喜久美実習

9 07月03日 水 1 遺伝子クローニング、プラスミド作製 町山 裕亮実習

10 07月03日 水 2 遺伝子クローニング、プラスミド作製 若松 英実習

11 07月03日 水 3 遺伝子クローニング、プラスミド作製 矢那瀬 紀子実習

12 07月03日 水 4 遺伝子クローニング、プラスミド作製 秦 喜久美実習

13 07月04日 木 1 遺伝子クローニング、プラスミド作製 町山 裕亮実習

14 07月04日 木 2 遺伝子クローニング、プラスミド作製 若松 英実習

15 07月04日 木 3 遺伝子クローニング、プラスミド作製 矢那瀬 紀子実習

16 07月04日 木 4 遺伝子クローニング、プラスミド作製 秦 喜久美実習

17 07月05日 金 1 遺伝子クローニング、プラスミド作製 町山 裕亮実習

18 07月05日 金 2 遺伝子クローニング、プラスミド作製 若松 英実習

19 07月05日 金 3 遺伝子クローニング、プラスミド作製 矢那瀬 紀子実習

20 07月05日 金 4 遺伝子クローニング、プラスミド作製 秦 喜久美実習

21
07月08日 月 1 抄読会

横須賀 忠
プレゼンテーション・

講義

22
07月08日 月 2 ディスカッション

横須賀 忠
プレゼンテーション・

講義

23
07月08日 月 3 プログレスレポート

横須賀 忠
プレゼンテーション・

講義

24 07月08日 月 4 プラスミド作製、遺伝子導入 若松 英実習

25 07月09日 火 1 プラスミド作製、遺伝子導入 町山 裕亮実習

26 07月09日 火 2 プラスミド作製、遺伝子導入 若松 英実習

27 07月09日 火 3 プラスミド作製、遺伝子導入 矢那瀬 紀子実習

28 07月09日 火 4 プラスミド作製、遺伝子導入 秦 喜久美実習

29 07月10日 水 1 遺伝子導入、遺伝子発現確認 町山 裕亮実習

30 07月10日 水 2 遺伝子導入、遺伝子発現確認 若松 英実習

31 07月10日 水 3 遺伝子導入、遺伝子発現確認 矢那瀬 紀子実習

32 07月10日 水 4 遺伝子導入、遺伝子発現確認 秦 喜久美実習

33 07月11日 木 1 リンパ球刺激、スライド作製 町山 裕亮実習

34 07月11日 木 2 リンパ球刺激、スライド作製 若松 英実習

35 07月11日 木 3 リンパ球刺激、スライド作製 矢那瀬 紀子実習

36 07月11日 木 4 リンパ球刺激、スライド作製 秦 喜久美実習

37 07月12日 金 1 リンパ球刺激、スライド作製 町山 裕亮実習

38 07月12日 金 2 リンパ球刺激、スライド作製 若松 英実習

グループ別自主研究1(免疫学)(科目№TM16072091)
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2019年 度

グループ別自主研究1(免疫学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・横須賀 忠・(免疫学)、講師・矢那瀬 紀子・(免疫学)、講師・秦 喜久美・(免疫学)、講師・町山 裕亮・(免疫学)、講師
・若松 英・(免疫学)

グループ別自主研究1(免疫学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

39 07月12日 金 3 リンパ球刺激、スライド作製 矢那瀬 紀子実習

40 07月12日 金 4 リンパ球刺激、スライド作製 秦 喜久美実習

41
07月16日 火 1 抄読会

横須賀 忠
プレゼンテーション・

講義

42
07月16日 火 2 ディスカッション

横須賀 忠
プレゼンテーション・

講義

43
07月16日 火 3 プログレスレポート

横須賀 忠
プレゼンテーション・

講義

44 07月16日 火 4 顕微鏡観察 町山 裕亮実習

45 07月17日 水 1 顕微鏡観察 町山 裕亮実習

46 07月17日 水 2 顕微鏡観察 若松 英実習

47 07月17日 水 3 顕微鏡観察 矢那瀬 紀子実習

48 07月17日 水 4 顕微鏡観察 秦 喜久美実習

49 07月18日 木 1 顕微鏡観察 町山 裕亮実習

50 07月18日 木 2 顕微鏡観察 若松 英実習

51 07月18日 木 3 顕微鏡観察 矢那瀬 紀子実習

52 07月18日 木 4 顕微鏡観察 秦 喜久美実習

53 07月19日 金 1 考察、レポート作成 町山 裕亮談話

54 07月19日 金 2 考察、レポート作成 若松 英談話

55 07月19日 金 3 考察、レポート作成 矢那瀬 紀子談話

56 07月19日 金 4 考察、レポート作成 秦 喜久美談話

グループ別自主研究1(免疫学)(科目№TM16072091)
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2019年 度

グループ別自主研究1(公衆衛生学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・高宮 朋子・(公衆衛生学)、講師・福島 教照・(公
衆衛生学)、講師・菊池 宏幸・(公衆衛生学)、後期臨床研修医・町田 征己・(公衆衛生学)

グループ別自主研究1(公衆衛生学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

大学生の生活習慣に関する疫学調査

担当者

井上 茂

小田切 優子

髙宮 朋子

福島 教照

菊池 宏幸

町田 征己

所属分野

公衆衛生学

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

①研究の仮説を設定し、疫学調査を計画できる
②調査における倫理について説明できる
③調査結果をコンピューターに入力して、データベースを作成すること
ができる
④エクセル、統計ソフト（SPSS）を活用して、基本的な統計解析が行
える
⑤分析結果を正しく解釈することができる
⑥調査結果をまとめてパワーポイントで発表できる

科目における教育到達目標

①研究の仮説を設定し、疫学調査を計画する
②調査における倫理について説明する
③調査結果をコンピューターに入力して、データベースを作成する
④エクセル、統計ソフト（SPSS）を活用して、基本的な統計解析を行
う
⑤分析結果を正しく解釈する
⑥調査結果をまとめてパワーポイントで発表する

研究目的 疫学研究は基礎研究としてのみならず、臨床におけるエビデンスを提供する研究手法として重視されている。本課題では疫学調査
の基本的な事項を理解できるようになることを目標とする。
内容 疫学研究の仮説を設定し、これを検討するための質問紙を作成、東京医大の学生を対象に質問紙調査を行い、調査結果を入力・データク
リーニング・データベースを作成し、これを分析してレポートを作成する。

  研究目的・内容・方法等

復習

3年生の講義（疫学研究の方法論）で学んだ内容が実習にどう応用され
ているか実習した日のうちに復習しておいてください。

予習

実習開始前に3年生の講義（疫学研究の方法論）で学んだ内容を確認し
てきてください。

  授業時間外の学習

  ICT活用

レポート提出

60点を合格点とする合格点

最終評価点＝実習評価最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

評価に対するフィードバック

発表後の質疑応答において発表や実習全体についてのフィードバックを行う。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

服装・態度

60％
態度には出席状況も含む。
他の学部に調査に行くため、その場にふ
さわしいふるまいと服装を心がけるこ
と。

レポート

20％

発表

20％

グループ別自主研究1(公衆衛生学)(科目№TM16072101)
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2019年 度

グループ別自主研究1(公衆衛生学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・高宮 朋子・(公衆衛生学)、講師・福島 教照・(公
衆衛生学)、講師・菊池 宏幸・(公衆衛生学)、後期臨床研修医・町田 征己・(公衆衛生学)

グループ別自主研究1(公衆衛生学)

 学習上の注意

  学習上の注意等

3週間という短期間で、疫学に関する英語論文や疫学の英語の教科書に触れつつ、学生自身が疫学研究のテーマ、仮説を決め、質問紙を作成し、質
問紙調査を実施し、データ入力、統計ソフトを用いた解析を行ったのち、研究についての発表の準備とレポート作成を行う実習です。このため、進
捗状況によっては、放課後や土曜日に作業を行う必要が出る場合もあります。個々の能力は問いませんが、本当にやる気のある学生のみを対象とし
ます。無断遅刻、無断欠席は厳しく評価に反映させます。実習中の研究態度、発表、レポートにより評価します。研究テーマは健康に関する事項と
し、学生の関心事項の中から決定します。

  オフィスアワー

井上、小田切、高宮、福島、菊池、町田担当

実習日及び、木曜9時～17時日時

公衆衛生学分野場所

IP電話 0333516141内線239

prev-med@tokyo-med.ac.jpE-mail

実習日以外は電話予約してから訪ねること備考

公衆衛生学分野第6研究室

  研究場所

教科書

公衆衛生がみえる

医療情報科学研究所 MEDIC MEDIA著） 出）

備）

参考書

Epidemiology  Second Edition

著） SAUNDERSLeon Gordis 出）

備）

  指定する教科書、参考書

  備考

3年生の講義（疫学研究の方法論）で学んだ内容を実際にご自身で手を動かしてデータ解析し、疫学研究を体験することのできる実習です。真面目
に取り組むことで、今後の医師国家試験対策のみならず、医師になってからの臨床研究を実践する上でもこの実習での経験が役に立つでしょう。

グループ別自主研究1(公衆衛生学)(科目№TM16072101)
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2019年 度

グループ別自主研究1(公衆衛生学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・高宮 朋子・(公衆衛生学)、講師・福島 教照・(公
衆衛生学)、講師・菊池 宏幸・(公衆衛生学)、後期臨床研修医・町田 征己・(公衆衛生学)

グループ別自主研究1(公衆衛生学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1

07月01日 月 1 ガイダンス 井上 茂
小田切 優子
高宮 朋子
福島 教照
菊池 宏幸

実習

2 07月01日 月 2 研究計画の指導「研究デザイン」 菊池 宏幸実習

3
07月01日 月 3 文献に基づく検討「例：タバコと健康」

研究計画
菊池 宏幸

実習

4

07月01日 月 4 発表 井上 茂
小田切 優子
高宮 朋子
福島 教照
菊池 宏幸

実習

5 07月02日 火 1 文献調査・討論「例：大学生の喫煙」 小田切 優子実習

6 07月02日 火 2 問診票作成 高宮 朋子実習

7 07月02日 火 3 問診票作成 福島 教照実習

8

07月02日 火 4 発表 小田切 優子
高宮 朋子
福島 教照
菊池 宏幸

実習

9 07月03日 水 1 調査準備「模擬倫理審査」 高宮 朋子実習

10 07月03日 水 2 問診票印刷・調査準備 高宮 朋子実習

11
07月03日 水 3 問診票印刷・調査準備 小田切 優子

町田 征己
実習

12
07月03日 水 4 問診票印刷・調査準備 小田切 優子

町田 征己
実習

13

07月04日 木 1 調査（医学科2年） 小田切 優子
高宮 朋子
菊池 宏幸
町田 征己

実習

14

07月04日 木 2 調査（医学科2年） 小田切 優子
高宮 朋子
菊池 宏幸
町田 征己

実習

15

07月04日 木 3 問診票印刷・調査準備 小田切 優子
高宮 朋子
福島 教照
菊池 宏幸

実習

16

07月04日 木 4 問診票印刷・調査準備 小田切 優子
高宮 朋子
福島 教照
菊池 宏幸

実習

17
07月05日 金 1 調査（医学科1年） 高宮 朋子

福島 教照
菊池 宏幸

実習

18
07月05日 金 2 調査（医学科1年） 高宮 朋子

福島 教照
菊池 宏幸

実習

19
07月05日 金 3 調査（医学科1年） 福島 教照

菊池 宏幸
実習

20
07月05日 金 4 調査（医学科1年） 福島 教照

菊池 宏幸
実習

21 07月08日 月 1 データクリーニング 小田切 優子実習

22 07月08日 月 2 データクリーニング 小田切 優子実習

23
07月08日 月 3 データ集計 福島 教照

町田 征己
実習

グループ別自主研究1(公衆衛生学)(科目№TM16072101)
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2019年 度

グループ別自主研究1(公衆衛生学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・高宮 朋子・(公衆衛生学)、講師・福島 教照・(公
衆衛生学)、講師・菊池 宏幸・(公衆衛生学)、後期臨床研修医・町田 征己・(公衆衛生学)

グループ別自主研究1(公衆衛生学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

24
07月08日 月 4 データ集計 福島 教照

町田 征己
実習

25 07月09日 火 1 論文作成指導「データの取り扱い方」 高宮 朋子実習

26 07月09日 火 2 論文作成指導「データの取り扱い方」 高宮 朋子実習

27 07月09日 火 3 データの集計 菊池 宏幸実習

28 07月09日 火 4 データの集計 菊池 宏幸実習

29 07月10日 水 1 データの解析 高宮 朋子実習

30 07月10日 水 2 データの解析 高宮 朋子実習

31
07月10日 水 3 データの解析 小田切 優子

町田 征己
実習

32
07月10日 水 4 データの解析 小田切 優子

町田 征己
実習

33
07月11日 木 1 論文作成指導「データの取り扱い方２」 福島 教照

町田 征己
実習

34
07月11日 木 2 論文作成指導「文献検索の方法」 福島 教照

町田 征己
実習

35 07月11日 木 3 データの解析 菊池 宏幸実習

36 07月11日 木 4 データの解析 菊池 宏幸実習

37 07月12日 金 1 データの解析 高宮 朋子実習

38 07月12日 金 2 データの解析 高宮 朋子実習

39 07月12日 金 3 諭文作成指導｢論文の書き方｣ 福島 教照実習

40 07月12日 金 4 諭文作成指導｢論文の書き方｣ 福島 教照実習

41 07月16日 火 1 討論 小田切 優子実習

42 07月16日 火 2 データの解析 小田切 優子実習

43 07月16日 火 3 データの解析 菊池 宏幸実習

44 07月16日 火 4 プレゼンテーション資料作成 菊池 宏幸実習

45 07月17日 水 1 プレゼンテーション資料作成 高宮 朋子実習

46 07月17日 水 2 プレゼンテーション資料作成 高宮 朋子実習

47 07月17日 水 3 プレゼンテーション資料作成 小田切 優子実習

48 07月17日 水 4 プレゼンテーション資料作成 小田切 優子実習

49

07月18日 木 1 報告会 井上 茂
小田切 優子
高宮 朋子
菊池 宏幸
福島 教照
町田 征己

実習

50

07月18日 木 2 報告会 井上 茂
小田切 優子
高宮 朋子
菊池 宏幸
福島 教照
町田 征己

実習

51

07月18日 木 3 論文（レポート）作成 井上 茂
小田切 優子
高宮 朋子
福島 教照
菊池 宏幸

実習

52

07月18日 木 4 論文（レポート）作成 井上 茂
小田切 優子
高宮 朋子
福島 教照
菊池 宏幸

実習

グループ別自主研究1(公衆衛生学)(科目№TM16072101)
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2019年 度

グループ別自主研究1(公衆衛生学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・高宮 朋子・(公衆衛生学)、講師・福島 教照・(公
衆衛生学)、講師・菊池 宏幸・(公衆衛生学)、後期臨床研修医・町田 征己・(公衆衛生学)

グループ別自主研究1(公衆衛生学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

53 07月19日 金 1 論文（レポート）作成 福島 教照実習

54 07月19日 金 2 論文（レポート）作成 福島 教照実習

55 07月19日 金 3 論文（レポート）作成 菊池 宏幸実習

56 07月19日 金 4 論文（レポート）作成 菊池 宏幸実習

グループ別自主研究1(公衆衛生学)(科目№TM16072101)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進ス
ポーツ医学)、助教・黒岩 美幸・(健康増進スポーツ医学)、助教（特任）・布施 沙由理・(健康増進スポーツ医学)

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

運動時における呼吸・循環のダイナミクスと機
能性食品の摂取効果の検証

担当者

主任教授 浜岡 隆文 　　

講師 木目 良太郎

講師　黒澤 裕子

特任助教　布施　沙由理

特任助教　黒岩　美幸

所属分野

健康増進スポーツ医学分野

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

①　全身持久力の指標について説明し、測定および評価することができ
る。
②　近赤外線分光法とリン31磁気共鳴分光法（31P-MRS）を用いて、運
動中の筋酸素動態の測定および評価ができる。
③　運動中・安静時の筋エネルギー代謝について説明できる。
④　機能性食品の摂取効果の検証法を説明できる。
⑤　生活習慣病に対する運動の効果、栄養素摂取の効果について説明で
きる。
⑥　測定データをまとめてパワーポイントを用いて発表することができ
る。

科目における教育到達目標

　2016年に厚生労働省が発表した国民健康・栄養調査によると、運動習
慣（1回30分以上、週2回以上）のある20歳代女性の割合はわずか8%と
いった結果が報告されました。学生時代は、健康的なライフスタイルを
確立し、自己管理する術を身につける大事な期間でもあります。若年期
に限らず、一生涯を通じて運動が健康に及ぼす効果については「運動医
学」の講義でも説明しましたが、一概に「運動」といっても100m走と
マラソンでは利用されているエネルギー比率が異なるので、身体に及ぼ
す影響も大きく変わってきます。アメリカスポーツ医学会（ACSM）は
最近、「Exercise is Medicine」と提唱しており、適度の運動が健康に及
ぼす効果に関しては社会的にも認知されていますが、「medicine」にも
効果がなかったり副作用があるように、「運動」にもその功罪がありま
す。本課題では、受講生の皆さんが実際に運動負荷試験を体験して、全
身運動時における呼吸循環動態、局所筋におけるエネルギー代謝につい
ての理解を深めることを目的とします。そして最終的には、運動が生体
に及ぼす影響について総合的に評価した結果を、運動処方へ応用するプ
ロセスについて理解してもらいます。
　ヒトの健康状態を保持・増進し、健康寿命を延伸させる要因として、
運動のほかに、適切な栄養素の摂取が挙げられます。古来より長年摂取
されてきた食事の中に、これまで知られていなかった成分が含まれてお
り、生体に対しいろいろな働きをすることが徐々に明らかになってきま
した。本課題では、ヒト摂取の安全性が既に確立されている機能性食品
を摂取した際、生体にどのような効果がもたらされるのか、基礎医学的
研究手法を用いた効果検証方法を学んでもらうとともに、適切な栄養素
摂取がヒトの健康の保持・増進にとってなぜ重要なのか、学んでいただ
きます。

学生が被験者となり、主に自転車運動時の呼吸・循環指標や筋組織酸素動態の測定を行う。また、機能性食品を摂取し、サーモグラフィーを用いた
皮膚表面温度の測定等を行う。得られた生理学的データから、全身持久力や筋有酸素能力などの評価を行い、運動処方への応用について学習する。
また、機能性食品の摂取効果を評価する方法を学ぶ。測定原理や測定方法については、適宜ミニレクチャーを実施する。研究の成果は、パワーポイ
ントを用いて発表し、レポートにまとめる。

  研究目的・内容・方法等

復習

配布したクルズスの資料、実験で得られたデータを元に復習をするこ
と。

予習

配布した資料を用いて予習をしてから実習に臨むこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

なし

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学)(科目№TM16072111)
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2019年 度

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進ス
ポーツ医学)、助教・黒岩 美幸・(健康増進スポーツ医学)、助教（特任）・布施 沙由理・(健康増進スポーツ医学)

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学)

60点を合格点とする合格点

実習中の態度、発表、レポートの点数
とする

最終評価点

実施しない筆記試験の形式

実施しない再試験・実施時期

実施しない再試験・難易度

実施しない再試験・対象者

実施しない再試験・範囲

実施しない再試験・方法

評価に対するフィードバック

実習最終週に実験で得られた結果をスライドで発表し、教員や他の学生とディスカッ
ションをする。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

0％

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

50％

発表

25％

レポート

25％

 学習上の注意

  学習上の注意等

実習中に運動負荷試験を実施して、学生の全身持久力を評価するため、運動を制限されている学生は事前に相談してください。運動生理学的実験に
興味を持ち、やる気のある学生を希望します。

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学)(科目№TM16072111)
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2019年 度

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進ス
ポーツ医学)、助教・黒岩 美幸・(健康増進スポーツ医学)、助教（特任）・布施 沙由理・(健康増進スポーツ医学)

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学)

  オフィスアワー

浜岡隆文担当

適宜　日時

新宿キャンパス、第1校舎3階　健康増進スポーツ医学分野　場所

IP電話 03 3351 6141（内線420）

健康増進スポーツ医学分野代表　whoccsm@tokyo-med.ac.jpE-mail

メールか電話によりアポイントをとってから来室するのが望ましい備考

木目良太郎担当

適宜　日時

新宿キャンパス、第1校舎3階　健康増進スポーツ医学分野　場所

IP電話 03 3351 6141（内線420）　

健康増進スポーツ医学分野代表　whoccsm@tokyo-med.ac.jpE-mail

メールか電話によりアポイントをとってから来室するのが望ましい備考

黒澤裕子担当

適宜日時

新宿キャンパス、第1校舎3階　健康増進スポーツ医学分野　場所

IP電話 03 3351 6141（内線420）

健康増進スポーツ医学分野代表　whoccsm@tokyo-med.ac.jpE-mail

メールか電話によりアポイントをとってから来室するのが望ましい備考

布施沙由理担当

適宜日時

新宿キャンパス、第1校舎3階　健康増進スポーツ医学分野　場所

IP電話 03 3351 6141（内線420）

健康増進スポーツ医学分野代表　whoccsm@tokyo-med.ac.jpE-mail

メールか電話によりアポイントをとってから来室するのが望ましい備考

黒岩　美幸担当

適宜日時

新宿キャンパス、第1校舎3階　健康増進スポーツ医学分野　場所

IP電話 03 3351 6141（内線420）

健康増進スポーツ医学分野代表　whoccsm@tokyo-med.ac.jpE-mail

メールか電話によりアポイントをとってから来室するのが望ましい備考

新宿キャンパス、第1校舎3階　健康増進スポーツ医学分野　実験室

  研究場所

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

運動着、室内用の運動靴を用意する

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学)(科目№TM16072111)
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2019年 度

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進ス
ポーツ医学)、助教・黒岩 美幸・(健康増進スポーツ医学)、助教（特任）・布施 沙由理・(健康増進スポーツ医学)

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 ガイダンス 濱岡 隆文講義

2 07月01日 月 2 身体組織の計測 濱岡 隆文実習

3

07月01日 月 3 運動負荷試験 濱岡 隆文
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

4

07月01日 月 4 運動負荷試験 濱岡 隆文
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

5 07月02日 火 1 クルズス（全身運動時の呼吸循環運動） 木目 良太郎講義

6 07月02日 火 2 運動負荷試験のデータ解析 木目 良太郎実習

7 07月02日 火 3 運動負荷試験のデータ解析 木目 良太郎実習

8 07月02日 火 4 運動負荷試験のデータ解析 木目 良太郎実習

9

07月03日 水 1 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検
討

濱岡 隆文
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

10

07月03日 水 2 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検
討

濱岡 隆文
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

11

07月03日 水 3 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検
討

木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

12

07月03日 水 4 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検
討

木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

13
07月04日 木 1 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検

討
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

14

07月04日 木 2 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検
討

濱岡 隆文
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

15 07月04日 木 3 クルズス（スポーツ科学における東洋医学Ⅰ） 木目 良太郎講義

16

07月04日 木 4 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検
討

木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

17
07月05日 金 1 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検

討
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

18
07月05日 金 2 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検

討
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

19

07月05日 金 3 皮下脂肪層の測定 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

20

07月05日 金 4 皮下脂肪層の解析 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学)(科目№TM16072111)
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2019年 度

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進ス
ポーツ医学)、助教・黒岩 美幸・(健康増進スポーツ医学)、助教（特任）・布施 沙由理・(健康増進スポーツ医学)

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

21

07月08日 月 1 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検
討

濱岡 隆文
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

22

07月08日 月 2 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検
討

濱岡 隆文
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

23

07月08日 月 3 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検
討

濱岡 隆文
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

24

07月08日 月 4 固定負荷運動時の測定・機能性食品の摂取効果の検
討

濱岡 隆文
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

25 07月09日 火 1 固定負荷運動・機能性食品摂取に関するデータ解析 木目 良太郎実習

26 07月09日 火 2 固定負荷運動・機能性食品摂取に関するデータ解析 木目 良太郎実習

27 07月09日 火 3 固定負荷運動・機能性食品摂取に関するデータ解析 木目 良太郎実習

28 07月09日 火 4 固定負荷運動・機能性食品摂取に関するデータ解析 木目 良太郎実習

29 07月10日 水 1 クルズス（筋酸素動態の測定） 濱岡 隆文講義

30 07月10日 水 2 固定負荷運動・機能性食品摂取に関するデータ解析 濱岡 隆文実習

31

07月10日 水 3 固定負荷運動・機能性食品摂取に関するデータ解析 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

32

07月10日 水 4 固定負荷運動・機能性食品摂取に関するデータ解析 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

33

07月11日 木 1 データの統計的解析 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

34 07月11日 木 2 データの統計的解析 濱岡 隆文実習

35 07月11日 木 3 クルズス（スポーツ科学における東洋医学Ⅱ） 木目 良太郎講義

36

07月11日 木 4 データの討論 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

37

07月12日 金 1 データの討論 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

38

07月12日 金 2 データの討論 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

39
07月12日 金 3 データの討論 黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

40
07月12日 金 4 今週の報告会 木目 良太郎

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

41 07月16日 火 1 発表原稿の作成 木目 良太郎実習

42 07月16日 火 2 発表原稿の作成 木目 良太郎実習

43 07月16日 火 3 発表原稿の作成 木目 良太郎実習

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学)(科目№TM16072111)
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2019年 度

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)、講師・木目 良太郎・(健康増進スポーツ医学)、講師・黒澤 裕子・(健康増進ス
ポーツ医学)、助教・黒岩 美幸・(健康増進スポーツ医学)、助教（特任）・布施 沙由理・(健康増進スポーツ医学)

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

44 07月16日 火 4 発表原稿の作成 木目 良太郎実習

45

07月17日 水 1 発表原稿の作成 濱岡 隆文
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

46

07月17日 水 2 発表原稿の作成 濱岡 隆文
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

47

07月17日 水 3 発表会の予行演習 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

48

07月17日 水 4 発表会の予行演習 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

49 07月18日 木 1 プレゼンテーションの修正 濱岡 隆文実習

50 07月18日 木 2 プレゼンテーションの修正 濱岡 隆文実習

51

07月18日 木 3 発表会 濱岡 隆文
木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

52

07月18日 木 4 発表会 濱岡 隆文
木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

53

07月19日 金 1 レポート作成 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

54

07月19日 金 2 レポート作成 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

55

07月19日 金 3 レポート作成 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

56

07月19日 金 4 レポート作成 木目 良太郎
黒澤 裕子

布施 沙由理
黒岩 美幸

実習

グループ別自主研究1(健康増進スポーツ医学)(科目№TM16072111)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 110 -

 / 4)PAGE (1

2019年 度

グループ別自主研究2(法医学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・前田 秀将・(法医学)

グループ別自主研究2(法医学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

法医学的な死因究明と裁判を知る

所属分野

法医学

担当者

前田秀将

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

医師は、科学的・合理的な思考をし、診断・治療をしなければならな
い。患者（死者）や家族には、様々な病歴・ライフスタイルがあり、自
分や関係者、出来事に関する想いがある。医師は、問診を含むコミュニ
ケーション手段を通じて、このような情報をえなければならない。
法医学の実務や裁判で扱われる事例の死因を究明するためには、医学的
な事実を知るだけでなく、医師が、患者（死者）・家族に関する様々な
情報を知らなければならないことが多い。また、死因を究明した後に
も、関係者や裁判官が何を知りたいか、どのように伝えるべきかを考え
実践しなければならない。医師が関係者に誤解されてコミュニケーショ
ンが取れず、あるいは、自分のミスのため関係者との対応に苦慮するよ
うな事例もありうる。さらに、正しい診断をして患者や家族に説明する
こと、あるいは、裁判所で正しい証言をすることと、自らの信条や立場
を守ることが相いれない事態もありうる。これらの事態は、医療現場で
も起こりうることである。
　このような医療上の、あるいは、法廷における困難な局面で、専門家
として、どう対応するべきかを自ら考えて、関係者に対応できることが
できるノウハウを取得することができることを目指す。

科目における教育到達目標

法医学は異状死の死因を公正に決定し、死に関する責任関係を明らかに
し、関係者の人権を守る学問である。
近時、救急医療、在宅医療の経過中に死亡し、法医解剖の対象になる事
例は少なくない。また、医療紛争ばかりでなく、刑事裁判の対象になる
事例も少なくない。そのような事例の死因究明は、解剖所見、検査所見
に加えて、死者・家族の既往症・背景、交通・転倒等の事故、処方薬や
受けた医療の内容をもとに、成書、文献、類似事例・判例の研究を加味
して、行われなければならない。
法医学分野の自主研究は、
　解剖見学、裁判傍聴を通じて、死因究明や裁判の実情に触れることを
第一の目的とする。
　提示された、あるいは見学対象となった解剖事例、裁判例の資料をも
とに、死因究明の過程を自ら学習し、発表することで、将来に活かすこ
とを第二の目的とする。

1．東京医大で見学した事例に関して決めた課題について、教官から資料の提供を受けて、死因究明や、背景にある問題点について、教官と議論し
ながら、自主的に調べ、発表会で発表する。自主学習期間中、可能な限り、解剖を見学する（土曜とそれ以外の日をトレードオフする）。
2．解剖見学事例の他、関連した事例、その他、興味を持った事例について、教官から資料の提供を受けて、1と同様に、自主的に調べる。
3．自主学習期間中、東京地裁（高裁）で開かれる医療裁判、刑事裁判を傍聴し、関連した事項を、自主的に調べ、発表会で発表する。
4．裁判傍聴例の他、教官が経験した裁判の資料を読み込んで、教官と議論しながら、問題点を考察する。
5．機会をつくって、著明な医療裁判、刑事裁判に関わった医師、弁護士等のお話を聞く。
6．自主学習期間中、法医学分野が行っている、睡眠時無呼吸症候群モデル（ラット、マウス）、ゼブラフィッシュモデルを使った危険ドラッグに
関する実験を見学し、関連した事項を調べる。

  研究目的・内容・方法等

復習

教官との教義の後、疑問点があればその解答をまずは自分で調べて次の
講義でディスカッションできるように準備する。

予習

東京医大の解剖日は、土曜日である。解剖見学前にレクチャーを受けて
から自主学習期間前の5・6月に、最低1回、解剖を見学し、その事例に
関して、教官と議論して決めた課題について、自主学習期間中に調べ
る。

  授業時間外の学習

  ICT活用

特にない。

60合格点

最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50
期間外の出席分をトレードオフする。

出席点

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

50

 学習上の注意

  学習上の注意等

グループ別自主研究2(法医学)(科目№TM16072122)
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2019年 度

グループ別自主研究2(法医学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・前田 秀将・(法医学)

グループ別自主研究2(法医学)

  オフィスアワー

前田秀将担当

毎週木曜日　16時から18時日時

法医学教室場所

IP電話

hmaeda@tokyo-med.ac.jpE-mail

上記時間以外でもアポイントをとって、面談をした上で決める。備考

法医学教室、病院病理学解剖室、

  研究場所

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

実習は、規定時間内に終了しないので、これを了承できる学生を募集する。各自のパソコンを使用するので必要時には持参すること。解剖において
は感染の危険性および裁判に直結する守秘義務があります。選択するうえでよく考えてください。また裁判所や他大学への見学があります。望まし
い態度および服装で臨める方を募集いたします。

グループ別自主研究2(法医学)(科目№TM16072122)
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2019年 度

グループ別自主研究2(法医学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・前田 秀将・(法医学)

グループ別自主研究2(法医学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 ガイダンス 前田 秀将実習

2 07月01日 月 2 ガイダンス 前田 秀将実習

3 07月01日 月 3 ガイダンス 前田 秀将実習

4 07月01日 月 4 ガイダンス 前田 秀将実習

5
07月02日 火 1 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

6
07月02日 火 2 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

7
07月02日 火 3 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

8
07月02日 火 4 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

9
07月03日 水 1 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

10
07月03日 水 2 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

11
07月03日 水 3 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

12
07月03日 水 4 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

13
07月04日 木 1 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

14
07月04日 木 2 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

15
07月04日 木 3 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

16
07月04日 木 4 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

17
07月05日 金 1 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

18
07月05日 金 2 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

19
07月05日 金 3 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

20
07月05日 金 4 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

21
07月08日 月 1 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

22
07月08日 月 2 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

23
07月08日 月 3 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

24
07月08日 月 4 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

25
07月09日 火 1 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

26
07月09日 火 2 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

27
07月09日 火 3 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

28
07月09日 火 4 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

グループ別自主研究2(法医学)(科目№TM16072122)
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2019年 度

グループ別自主研究2(法医学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・前田 秀将・(法医学)

グループ別自主研究2(法医学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

29
07月10日 水 1 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

30
07月10日 水 2 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

31
07月10日 水 3 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

32
07月10日 水 4 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

33
07月11日 木 1 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

34
07月11日 木 2 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

35
07月11日 木 3 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

36
07月11日 木 4 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

37
07月12日 金 1 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

38
07月12日 金 2 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

39
07月12日 金 3 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

40
07月12日 金 4 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

41
07月16日 火 1 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

42
07月16日 火 2 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

43
07月16日 火 3 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

44
07月16日 火 4 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

45
07月17日 水 1 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

46
07月17日 水 2 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

47
07月17日 水 3 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

48
07月17日 水 4 以下、裁判の日程、関係者の予定に合わせて、日程

を調整する
前田 秀将

実習

49
07月18日 木 1 レポート作成

成果発表準備
前田 秀将

実習

50
07月18日 木 2 レポート作成

成果発表準備
前田 秀将

実習

51
07月18日 木 3 レポート作成

成果発表準備
前田 秀将

実習

52
07月18日 木 4 レポート作成

成果発表準備
前田 秀将

実習

53 07月19日 金 1 発表会 前田 秀将実習

54 07月19日 金 2 発表会 前田 秀将実習

55 07月19日 金 3 発表会 前田 秀将実習

56 07月19日 金 4 発表会 前田 秀将実習

グループ別自主研究2(法医学)(科目№TM16072122)
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2019年 度

グループ別自主研究1(医療の質・安全管理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・高橋 恵・(医療の質・安全管理学)、講師・浦松 雅史・(医療の質・安全管理
学)

グループ別自主研究1(医療の質・安全管理学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

患者誤認防止の検討

所属分野

医療の質・安全管理学

担当者

三島史朗

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

現場調査の立案と計画ができる
情報収集と分析ができる

科目における教育到達目標

医療安全を高める手法を理解する

目的：患者誤認の危険因子を現場の観察から見つけ防止策を講じること．方法：大学病院の外来や，検査・処置の現場で患者確認の実際を観察し，
現場の医療者から聞き取りを行う．さらに過去のインシデント事例から，患者誤認の原因を分析する．そして，患者誤認を防止する方法を考案し，
レポートを作成して現場医療者へ提案する．

  研究目的・内容・方法等

復習

特に指定しない

予習

特に指定しない

  授業時間外の学習

  ICT活用

60合格点

全日程の2/3以上の出席者を評価の対
象とする．評価はレポートで行う
（100%）．

最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

評価に対するフィードバック

レポートに対し質疑応答を行う中でフィードバックする．

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

100%

 学習上の注意

  学習上の注意等

  オフィスアワー

三島史朗担当

ｅ自主自学と院内掲示で日程を示す日時

大学病院／医療安全管理室場所

IP電話 62760

mana9@mac.comE-mail

『課外実習』として日程をポスタで掲示する備考

医療安全管理室

  研究場所

グループ別自主研究1(医療の質・安全管理学)(科目№TM16072131)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(医療の質・安全管理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・高橋 恵・(医療の質・安全管理学)、講師・浦松 雅史・(医療の質・安全管理
学)

グループ別自主研究1(医療の質・安全管理学)

教科書

医療安全管理実務者標準テキスト

日本臨床医学リスクマネジメン
ト学会テキスト作成委員会

へるす出版著） 出）

備）

参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究1(医療の質・安全管理学)(科目№TM16072131)
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2019年 度

グループ別自主研究1(医療の質・安全管理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・高橋 恵・(医療の質・安全管理学)、講師・浦松 雅史・(医療の質・安全管理
学)

グループ別自主研究1(医療の質・安全管理学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

2 07月01日 月 2 ヒューマンエラー 高橋 恵講義

3 07月01日 月 3 ガイダンス 浦松 雅史講義

4 07月01日 月 4 調査方法立案 三島 史朗実習

5 07月02日 火 1 調査方法計画 三島 史朗実習

6 07月02日 火 2 調査方法計画 三島 史朗自習

7 07月02日 火 3 現場調査 三島 史朗実習

8 07月02日 火 4 現場調査 三島 史朗実習

9 07月03日 水 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

10 07月03日 水 2 現場調査 三島 史朗実習

11 07月03日 水 3 現場調査 三島 史朗実習

12 07月03日 水 4 現場調査 三島 史朗実習

13 07月04日 木 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

14 07月04日 木 2 現場調査 三島 史朗実習

15 07月04日 木 3 現場調査 三島 史朗実習

16 07月04日 木 4 現場調査 三島 史朗実習

17 07月05日 金 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

18 07月05日 金 2 現場調査 三島 史朗実習

19 07月05日 金 3 現場調査 三島 史朗実習

20 07月05日 金 4 現場調査 三島 史朗実習

21 07月08日 月 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

22 07月08日 月 2 現場調査 三島 史朗実習

23 07月08日 月 3 現場調査 三島 史朗実習

24 07月08日 月 4 現場調査 三島 史朗実習

25 07月09日 火 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

26 07月09日 火 2 追加調査 三島 史朗自習

27 07月09日 火 3 中間報告 三島 史朗実習

28
07月09日 火 4 中間プレゼンテーション

三島 史朗
プレゼンテーション・

講義

29 07月10日 水 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

30 07月10日 水 2 事例分析の方法 三島 史朗講義

31 07月10日 水 3 事例分析の立案 三島 史朗実習

32 07月10日 水 4 事例分析の計画 三島 史朗実習

33 07月11日 木 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

34 07月11日 木 2 事例分析 三島 史朗実習

35 07月11日 木 3 事例分析 三島 史朗実習

36 07月11日 木 4 事例分析 三島 史朗実習

37 07月12日 金 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

38 07月12日 金 2 質疑応答 三島 史朗実習

39 07月12日 金 3 追加調査 三島 史朗実習

40 07月12日 金 4 追加調査 三島 史朗実習

41 07月16日 火 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

グループ別自主研究1(医療の質・安全管理学)(科目№TM16072131)
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2019年 度

グループ別自主研究1(医療の質・安全管理学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員
教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)、講師・高橋 恵・(医療の質・安全管理学)、講師・浦松 雅史・(医療の質・安全管理
学)

グループ別自主研究1(医療の質・安全管理学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

42 07月16日 火 2 データ整理と解析 三島 史朗自習

43 07月16日 火 3 データ整理と解析 三島 史朗実習

44 07月16日 火 4 データ整理と解析 三島 史朗実習

45 07月17日 水 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

46 07月17日 水 2 対策立案 三島 史朗実習

47 07月17日 水 3 対策立案 三島 史朗実習

48 07月17日 水 4 対策立案 三島 史朗実習

49 07月18日 木 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

50
07月18日 木 2 中間プレゼンテーション

三島 史朗
プレゼンテーション・

講義

51 07月18日 木 3 レポート作成 三島 史朗自習

52 07月18日 木 4 レポート作成 三島 史朗自習

53 07月19日 金 1 医療安全カンファレンス 三島 史朗実習

54 07月19日 金 2 レポート作成 三島 史朗自習

55
07月19日 金 3 プレゼンテーション

三島 史朗
プレゼンテーション・

講義

56
07月19日 金 4 質疑応答

三島 史朗
プレゼンテーション・

講義

グループ別自主研究1(医療の質・安全管理学)(科目№TM16072131)
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2019年 度

グループ別自主研究2(医学教育学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)

グループ別自主研究2(医学教育学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

Improving Medical English Skills and Creating
English  Medical  Content  (PPT  and  Video)
Based
on Medical Journal Articles

所属分野

Department of Medical Education

担当者

Edward Barroga

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

SEQUENTIAL

(1) English medical journal articles:
Increase ability in reading, comprehending, and integrating information
from English medical journal articles

(2) PowerPoint presentation slides:
Improve proficiency in drafting, revising, and presenting PowerPoint
presentation slides based on a selected English medical journal article

(3) Video educational materials:
Learn skills in developing and uploading video educational materials
prepared from the created PowerPoint presentation slides

科目における教育到達目標

This group independent research course aims to improve skills in
(1) understanding English medical journal articles
(2) making PowerPoint presentation slides based on a selected article
(3) learning how to create video educational materials from the
     PowerPoint slides

English remains a hurdle for many Japanese medical students.
To let students enjoy learning medicine in English, this course aims to create original and easily learnable English medical content.
It is hoped that the produced content could be used as one model of English medical education in Tokyo Medical University.

Sequential methods and content
(1) Selection and comprehension of English medical journal articles
(2) Creation of PowerPoint slides based on a selected article; receiving faculty feedback; making revisions
(3) Development of video educational materials from the PowerPoint slides; receiving faculty feedback; and making final revisions
(4) Presentation of educational materials developed and uploading materials online
(5) For reflection and communication, e-portfolio will be used

  研究目的・内容・方法等

復習

Timely review of output

予習

Preparations and guidance will be provided for the following:
(1) Selection and comprehension of English medical journal articles
(2) Creation of PowerPoint slides
(3) Development of video educational materials
(4) Presentation of educational materials developed

  授業時間外の学習

  ICT活用

Utilize ICT system as needed.

60 points合格点

Final score = Practice assessment最終評価点

Written tests will not be conducted.筆記試験の形式

Re-test is not carried out.再試験・実施時期

Re-test is not carried out.再試験・難易度

Re-test is not carried out.再試験・対象者

Re-test is not carried out.再試験・範囲

Re-test is not carried out.再試験・方法

評価に対するフィードバック

Regular feedback will be given by the instructors

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

30%

毎回の課題

50%

発表

20%

グループ別自主研究2(医学教育学)(科目№TM16072142)
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2019年 度

グループ別自主研究2(医学教育学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)

グループ別自主研究2(医学教育学)

 学習上の注意

  学習上の注意等

(1) Please bring your own notebook computer every time.
(2) The accepted operating system (OS) of your computer is Windows 10, Windows 8, or Windows 7.
(3) Install antivirus software in advance.
(4) As software used in Windows also works for MacOS, a Macintosh laptop computer may also be used
     provided that the user installs the software and configure the preferences.

  オフィスアワー

Edward Barroga, Associate Professor, Department of Medical Education担当

Anytime during the course日時

University Hospital (Nishishinjuku), Educational Research Building, 3rd Floor, Medical Education Field場所

IP電話 63678

efb@tokyo-med.ac.jp; barrogas@gmail.comE-mail

備考

Educational Research Building (3rd floor), Tokyo Medical University (Nishishinjuku)

  研究場所

教科書

ABC’s of writing medical papers in English. Korean J Radiol 2012; 13
S1-11.

Baron TH.著） 出）

備）

Multidisciplinary bibliographic databases. J Korean Med Sci 2013; 28:
1270-5.

Gasparyan AY, Ayvazyan L,
Kitas GD.

著） 出）

備）

参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

(1) A high level of English is not required.

(2) Everyone who wants to learn medical English is welcome.

(3) Expertise in IT is not necessary.

グループ別自主研究2(医学教育学)(科目№TM16072142)
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2019年 度

グループ別自主研究2(医学教育学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)

グループ別自主研究2(医学教育学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 Discussion on English perspectives バロガ エドワード実習

2

07月01日 月 2 Overview of research article structure:
(1) Introduction to research article components
(2) Familiarity with different types of articles and
structure
(3) Overview of research study designs

Literature research database:
(1) Introduction to Cochrane database
(2) Other indexing databases
(3) Open-access publishing

バロガ エドワード

実習

3

07月01日 月 3 Search online indexing databases for medical journal
articles of interest

Retrieval of different types of research articles

バロガ エドワード

実習

4

07月01日 月 4 Search online indexing databases for medical journal
articles of interest

Retrieval of different types of research articles

バロガ エドワード

実習

5
07月02日 火 1 Guidance for accessing online medical journal articles

on various medical specialties.
バロガ エドワード

実習

6

07月02日 火 2 Search online indexing databases for medical journal
articles of interest on

Anesthesiology, Cardiology, Critical  care,
Dermatology, Emergency medicine, Family medicine,
Gastroenterology, Geriatrics, and Infectious  diseases

バロガ エドワード

実習

7

07月02日 火 3 Search online indexing databases for medical journal
articles of interest on

Anesthesiology, Cardiology, Critical  care,
Dermatology, Emergency medicine, Family medicine,
Gastroenterology, Geriatrics, and Infectious  diseases

バロガ エドワード

実習

8

07月02日 火 4 Search online indexing databases for medical journal
articles of interest on

Anesthesiology, Cardiology, Critical  care,
Dermatology, Emergency medicine, Family medicine,
Gastroenterology, Geriatrics, and Infectious  diseases

バロガ エドワード

実習

9

07月03日 水 1 Retrieving, saving, scanning  and overview of medical
journal articles on the following medical specialties:

Obstetrics and gynecology, Oncology, Hematology,
Ophthalmology, Orthopedics, Otolaryngology, Internal
medicine, Nephrology, and Neurology

バロガ エドワード

実習

10

07月03日 水 2 Retrieving, saving, scanning  and overview of medical
journal articles on the following medical specialties:

Obstetrics and gynecology, Oncology, Hematology,
Ophthalmology, Orthopedics, Otolaryngology, Internal
medicine, Nephrology, and Neurology

バロガ エドワード

実習

11
07月03日 水 3 Selecting medical journal articles as a guide for

students in making their own educational material
バロガ エドワード

実習

12
07月03日 水 4 Selecting medical journal articles as a guide for

students in making their own educational material
バロガ エドワード

実習

グループ別自主研究2(医学教育学)(科目№TM16072142)
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グループ別自主研究2(医学教育学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)

グループ別自主研究2(医学教育学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

13

07月04日 木 1 Reading and understanding of a selected article

Synthesizing and analyzing the article as a guide or
reference for making the theme of the English
medical content

Preparing for the development of the PPT educational
material based on the theme of the English medical
content

バロガ エドワード

実習

14

07月04日 木 2 Reading and understanding of a selected article

Synthesizing and analyzing the article as a guide or
reference for making the theme of the English
medical content

Preparing for the development of the PPT educational
material based on the theme of the English medical
content

バロガ エドワード

実習

15

07月04日 木 3 Reading and understanding of a selected article

Synthesizing and analyzing the article as a guide or
reference for making the theme of the English
medical content

Preparing for the development of the PPT educational
material based on the theme of the English medical
content

バロガ エドワード

実習

16

07月04日 木 4 Reading and understanding of a selected article

Synthesizing and analyzing the article as a guide or
reference for making the theme of the English
medical content

Preparing for the development of the PPT educational
material based on the theme of the English medical
content

バロガ エドワード

実習

17

07月05日 金 1 Reading and understanding of a selected article

Synthesizing and analyzing the article as a guide or
reference for making the theme of the English
medical content

Preparing for the development of the PPT educational
material based on the theme of the English medical
content

バロガ エドワード

実習

18

07月05日 金 2 Reading and understanding of a selected article

Synthesizing and analyzing the article as a guide or
reference for making the theme of the English
medical content

Preparing for the development of the PPT educational
material based on the theme of the English medical
content

バロガ エドワード

実習

19

07月05日 金 3 Composing presentations:

Drafting and writing effective PowerPoint
presentations

バロガ エドワード

実習

20

07月05日 金 4 Composing presentations:

Drafting and writing effective PowerPoint
presentations

バロガ エドワード

実習

21

07月08日 月 1 Formatting presentations:

Hands-on formatting and structuring of slides and
images/graphs

バロガ エドワード

実習

グループ別自主研究2(医学教育学)(科目№TM16072142)
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2019年 度

グループ別自主研究2(医学教育学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)

グループ別自主研究2(医学教育学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

22
07月08日 月 2 Presentation of initial plan and outline

Formatting and structuring PPT slides and text
バロガ エドワード

実習

23
07月08日 月 3 Presentation of initial plan and outline

Formatting and structuring PPT slides and text
バロガ エドワード

実習

24
07月08日 月 4 Presentation of initial plan and outline

Formatting and structuring PPT slides and text
バロガ エドワード

実習

25

07月09日 火 1 Writing oral script and delivery:

Guidelines and techniques for effective delivery of
presentations

バロガ エドワード

実習

26
07月09日 火 2 Writing, editing, and revising interactive oral script

Appointment with medical experts for review
バロガ エドワード

実習

27
07月09日 火 3 Writing, editing, and revising interactive oral script

Appointment with medical experts for review
バロガ エドワード

実習

28
07月09日 火 4 Writing, editing, and revising interactive oral script

Appointment with medical experts for review
バロガ エドワード

実習

29
07月10日 水 1 Evaluation and teaching of educational material

development work
バロガ エドワード

実習

30
07月10日 水 2 Composing, formatting, and finalizing PPT

educational material
バロガ エドワード

実習

31
07月10日 水 3 Composing, formatting, and finalizing PPT

educational material
バロガ エドワード

実習

32
07月10日 水 4 Composing, formatting, and finalizing PPT

educational material
バロガ エドワード

実習

33
07月11日 木 1 Composing, formatting, and finalizing PPT

educational material
バロガ エドワード

実習

34
07月11日 木 2 Composing, formatting, and finalizing PPT

educational material
バロガ エドワード

実習

35
07月11日 木 3 Composing, formatting, and finalizing PPT

educational material
バロガ エドワード

実習

36
07月11日 木 4 Composing, formatting, and finalizing PPT

educational material
バロガ エドワード

実習

37
07月12日 金 1 Review and feedback by faculty of completed PPT

educational materials
バロガ エドワード

実習

38
07月12日 金 2 Review and feedback by faculty of completed PPT

educational materials
バロガ エドワード

実習

39 07月12日 金 3 Revisions of PPT educational materials バロガ エドワード実習

40 07月12日 金 4 Revisions of PPT educational materials バロガ エドワード実習

41
07月16日 火 1 Oral presentations and video development

Finalize content
バロガ エドワード

実習

42
07月16日 火 2 Oral presentations and video development

Finalize content
バロガ エドワード

実習

43
07月16日 火 3 Oral presentations and video development

Finalize content
バロガ エドワード

実習

44
07月16日 火 4 Oral presentations and video development

Finalize content
バロガ エドワード

実習

45
07月17日 水 1 Oral presentations and video development

Finalize content
バロガ エドワード

実習

グループ別自主研究2(医学教育学)(科目№TM16072142)
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2019年 度

グループ別自主研究2(医学教育学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・バロガ エドワード・(医学教育学)

グループ別自主研究2(医学教育学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

46
07月17日 水 2 Oral presentations and video development

Finalize content
バロガ エドワード

実習

47
07月17日 水 3 Oral presentations and video development

Finalize content
バロガ エドワード

実習

48
07月17日 水 4 Oral presentations and video development

Finalize content
バロガ エドワード

実習

49
07月18日 木 1 Final Presentation

Video uploading and viewing
バロガ エドワード

実習

50
07月18日 木 2 Final Presentation

Video uploading and viewing
バロガ エドワード

実習

51
07月18日 木 3 Final Presentation

Video uploading and viewing
バロガ エドワード

実習

52
07月18日 木 4 Final Presentation

Video uploading and viewing
バロガ エドワード

実習

53 07月19日 金 1 Review of outcomes and summary バロガ エドワード実習

54 07月19日 金 2 Review of outcomes and summary バロガ エドワード実習

55 07月19日 金 3 Review of outcomes and summary バロガ エドワード実習

56 07月19日 金 4 Review of outcomes and summary バロガ エドワード実習

グループ別自主研究2(医学教育学)(科目№TM16072142)
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2019年 度

グループ別自主研究3(医学教育学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・五十嵐 涼子・(医学教育学)

グループ別自主研究3(医学教育学)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

統計ソフトRを用いた既存データの分析

所属分野

医学教育学分野

担当者

山崎　由花

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

必要な情報を収集し整理できる能力
適切な解析方法を選択し実行できる能力
問題を信頼できるデータと論理的思考に基づき論理的に解釈できる能力
科学的根拠に基づき結果を考察し結論を提示できる能力

科目における教育到達目標

医療においてなぜ統計学が重要なのか理解し人に説明できる
既存の文献などを読み、一人でリサーチクエスチョンが立てられる
文献検索が一人でできるようにする
リサーチクエスチョンに対応する適切なデータを選択しファイルを作成
できる
統計ソフトRを用いた適切な統計解析について理解し実施できる
見やすい図や表を作成できる
レポートの正しい書き方を理解する
見やすいパワーポイントの作り方を学ぶ
説得力のあるプレゼンテーションができる

目的：自らのリサーチクエスチョンに、適切なデータと解析方法を選択し答える。
内容：既存の研究を参考に、リサーチクエスチョンと仮説を立て、適切な既存データを選び解析し、結果をまとめ、発表する
方法：統計ソフトRを用いた既存データ（国勢調査、医師歯科医師薬剤調査）を分析を行う

  研究目的・内容・方法等

復習

わからなかったところの復習
統計分析の練習

予習

情報科学Ⅱの復習
決められた文献の読解

  授業時間外の学習

  ICT活用

インターネットにつながる自分のパソコンを持参すること

65点合格点

65点最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

評価に対するフィードバック

プレゼンテーションについては、当研究室の教員全員、また、他に当研究室の自主研
究を選択した学生からの評価も加え、点数とコメントを本人に伝える。また、レポー
トは担当教員が採点し、点数とコメントを本人に伝える。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50

プレゼンテーション

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

50

 学習上の注意

  学習上の注意等

パソコンは必ず実習で使うので持参すること。自らわからないところの勉強や、知識を深めるための勉強をすること。

グループ別自主研究3(医学教育学)(科目№TM16072143)
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2019年 度

グループ別自主研究3(医学教育学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・五十嵐 涼子・(医学教育学)

グループ別自主研究3(医学教育学)

  オフィスアワー

山崎　由花担当

金曜日日時

自主自学館９階医学教育学講座場所

IP電話 63963

yuka28@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

五十嵐　涼子担当

火曜日日時

自主自学館９階医学教育学講座場所

IP電話 63683

igaryo@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

主に自主自学館セミナー室

  研究場所

教科書

フリーソフトRを使ったRらくらく医療統計解析入門

大櫛陽一 中山書店著） 出）

備）

参考書

統計ソフト「R」超入門

著） 中山書店逸見功 出）

備）

  指定する教科書、参考書

  備考

情報科学Ⅱの内容を発展させ、EZRではなく、Rを用いた統計解析を予定している。

グループ別自主研究3(医学教育学)(科目№TM16072143)
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2019年 度

グループ別自主研究3(医学教育学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・五十嵐 涼子・(医学教育学)

グループ別自主研究3(医学教育学)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1
07月01日 月 1 実習概要の説明、自己紹介、統計ソフトRの説明、R

のインストール、基本統計量の計算
山崎 由花

講義

2
07月01日 月 2 Small Group Discussion 「医療においてなぜ統計学

は重要なのか」
山崎 由花

実習

3 07月01日 月 3 Small Group Discussion の結果発表 山崎 由花実習

4 07月01日 月 4 Guest Speaker (未定） 山崎 由花講義

5 07月02日 火 1 指定された文献のReading 五十嵐 涼子実習

6 07月02日 火 2 指定された文献のReading実習

7 07月02日 火 3 指定された文献のReading実習

8 07月02日 火 4 指定された文献のReading実習

9 07月03日 水 1 「医療においてなぜ統計学は重要なのか」 山崎 由花講義

10
07月03日 水 2 Focus Group Interview 「医療においてなぜ統計学は

重要なのか」
山崎 由花

実習

11 07月03日 水 3 Focus Group Interview 結果発表 山崎 由花実習

12
07月03日 水 4 グループ決め、既存データを用いた研究の紹介、既

存データの紹介
山崎 由花

実習

13 07月04日 木 1 連続変数の比較と検定 山崎 由花実習

14 07月04日 木 2 連続変数の比較と検定 山崎 由花実習

15
07月04日 木 3 リサーチクエスチョンの設立・データファイルの選

択
山崎 由花

実習

16 07月04日 木 4 データファイルの選択 山崎 由花実習

17 07月05日 金 1 名義変数の比較と検定 山崎 由花実習

18 07月05日 金 2 名義変数の比較と検定 山崎 由花実習

19 07月05日 金 3 データファイルの編集 山崎 由花実習

20 07月05日 金 4 データファイルの編集 山崎 由花実習

21 07月08日 月 1 回帰と相関 山崎 由花講義

22 07月08日 月 2 回帰と相関 山崎 由花講義

23 07月08日 月 3 データファイルの編集 山崎 由花実習

24 07月08日 月 4 データファイルの編集 山崎 由花実習

25 07月09日 火 1 データ分析 五十嵐 涼子実習

26 07月09日 火 2 データ分析 五十嵐 涼子実習

27 07月09日 火 3 データ分析 五十嵐 涼子実習

28 07月09日 火 4 データ分析 五十嵐 涼子実習

29 07月10日 水 1 多変量解析 山崎 由花講義

30 07月10日 水 2 多変量解析 山崎 由花講義

31 07月10日 水 3 データ分析 山崎 由花実習

32 07月10日 水 4 データ分析 山崎 由花実習

33 07月11日 木 1 結果を表や図としてまとめる 山崎 由花実習

34 07月11日 木 2 結果を表や図としてまとめる 山崎 由花実習

35 07月11日 木 3 結果を表や図としてまとめる 山崎 由花実習

36 07月11日 木 4 結果を表や図としてまとめる 山崎 由花実習

37 07月12日 金 1 結果の考察 山崎 由花講義

38 07月12日 金 2 結果の考察 山崎 由花実習

39 07月12日 金 3 結果の考察 山崎 由花実習

グループ別自主研究3(医学教育学)(科目№TM16072143)
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2019年 度

グループ別自主研究3(医学教育学) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・山崎 由花・(医学教育学)、助教・五十嵐 涼子・(医学教育学)

グループ別自主研究3(医学教育学)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

40 07月12日 金 4 結果の考察 山崎 由花実習

41 07月16日 火 1 レポート作成 五十嵐 涼子実習

42 07月16日 火 2 レポート作成 五十嵐 涼子実習

43 07月16日 火 3 レポート作成 五十嵐 涼子実習

44 07月16日 火 4 レポート作成 五十嵐 涼子実習

45 07月17日 水 1 パワーポイント作成 山崎 由花実習

46 07月17日 水 2 パワーポイント作成 山崎 由花実習

47 07月17日 水 3 パワーポイント作成 山崎 由花実習

48 07月17日 水 4 パワーポイント作成 山崎 由花実習

49 07月18日 木 1 プレゼンテーションの練習 山崎 由花実習

50 07月18日 木 2 プレゼンテーションの練習 山崎 由花実習

51
07月18日 木 3 Small Group Discussion　「統計学を医学教育の中で

どう教えるべきか」
山崎 由花

実習

52 07月18日 木 4 Small Group Discussionの結果発表 山崎 由花実習

53 07月19日 金 1 プレゼン準備 山崎 由花実習

54 07月19日 金 2 プレゼン準備 山崎 由花実習

55
07月19日 金 3 研究結果発表

山崎 由花
プレゼンテーション・

講義

56 07月19日 金 4 振り返り 山崎 由花講義

グループ別自主研究3(医学教育学)(科目№TM16072143)
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グループ別自主研究1(医学総合研究所) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・溝口 出・(医学総合研究所)

グループ別自主研究1(医学総合研究所)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

iPS細胞から血液細胞への分化誘導

担当者

善本隆之

溝口　出

所属分野

医学総合研究所・免疫制御研究部門

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

医学・サイエンスに対する高いモチベーションを維持し、自ら進んで積
極的に研究に参加し、主体的に考え行動すること。

科目における教育到達目標

実際に、iPS細胞の培養と血球細胞への分化誘導を体験し、iPS細胞の素
晴らしさや研究の面白さを実感し、医学・サイエンスへの興味と理解を
深める。

ヒトiPS細胞を培養し、各種血液細胞への分化誘導を行い、生成された細胞のFACSやリアルタイムRT-PCR、ELISA、ウェスタンブロットなどを用
いた遺伝子および蛋白発現解析、免疫組織化学的解析、各種の機能解析などを行う。

  研究目的・内容・方法等

復習

プレゼンテーションが上手にできるように練習する。

予習

関連する免疫学や血液学、幹細胞生物学などの教科書や論文を読んで理
解を深める。

  授業時間外の学習

  ICT活用

60点合格点

最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

態度

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

 学習上の注意

  学習上の注意等

研究態度、出欠状況、研究発表、レポートなどにより評価します。医学会総会でのポスター発表も奨励しています。

  オフィスアワー

善本隆之担当

平日16:00～17:00日時

教授室場所

IP電話

yoshimot@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

中央校舎4階 医学総合研究所・免疫制御研究部門 研究室

  研究場所

グループ別自主研究1(医学総合研究所)(科目№TM16072151)
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2019年 度

グループ別自主研究1(医学総合研究所) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・溝口 出・(医学総合研究所)

グループ別自主研究1(医学総合研究所)

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

白衣と可能ならばパソコン持参のこと。

グループ別自主研究1(医学総合研究所)(科目№TM16072151)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(医学総合研究所) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・溝口 出・(医学総合研究所)

グループ別自主研究1(医学総合研究所)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 ガイダンス 善本 隆之講義

2 07月01日 月 2 ガイダンス 善本 隆之講義

3 07月01日 月 3 研究計画の指導 善本 隆之講義

4 07月01日 月 4 研究計画の指導 善本 隆之講義

5 07月02日 火 1 iPS細胞の培養と分化誘導 溝口 出実習

6 07月02日 火 2 iPS細胞の培養と分化誘導 溝口 出実習

7 07月02日 火 3 iPS細胞の培養と分化誘導 溝口 出実習

8 07月02日 火 4 iPS細胞の培養と分化誘導 溝口 出実習

9 07月03日 水 1 iPS細胞の培養と分化誘導 溝口 出実習

10 07月03日 水 2 iPS細胞の培養と分化誘導 溝口 出実習

11 07月03日 水 3 iPS細胞の培養と分化誘導 溝口 出実習

12 07月03日 水 4 iPS細胞の培養と分化誘導 溝口 出実習

13 07月04日 木 1 iPS細胞の培養と分化誘導 溝口 出実習

14 07月04日 木 2 iPS細胞の培養と分化誘導 溝口 出実習

15 07月04日 木 3 iPS細胞の培養と分化誘導 溝口 出実習

16 07月04日 木 4 iPS細胞の培養と分化誘導 溝口 出実習

17 07月05日 金 1 FACSによる細胞表面および細胞内の蛋白質発現解析 溝口 出実習

18 07月05日 金 2 FACSによる細胞表面および細胞内の蛋白質発現解析 溝口 出実習

19 07月05日 金 3 FACSによる細胞表面および細胞内の蛋白質発現解析 溝口 出実習

20 07月05日 金 4 FACSによる細胞表面および細胞内の蛋白質発現解析 溝口 出実習

21 07月08日 月 1 リアルタイムRT-PCRによるmRNA発現解析 溝口 出実習

22 07月08日 月 2 リアルタイムRT-PCRによるmRNA発現解析 溝口 出実習

23 07月08日 月 3 リアルタイムRT-PCRによるmRNA発現解析 溝口 出実習

24 07月08日 月 4 リアルタイムRT-PCRによるmRNA発現解析 溝口 出実習

25 07月09日 火 1 リアルタイムRT-PCRによるmRNA発現解析 溝口 出実習

26 07月09日 火 2 リアルタイムRT-PCRによるmRNA発現解析 溝口 出実習

27 07月09日 火 3 リアルタイムRT-PCRによるmRNA発現解析 溝口 出実習

28 07月09日 火 4 リアルタイムRT-PCRによるmRNA発現解析 溝口 出実習

29 07月10日 水 1 ウェスタンブロットを用いた蛋白質発現解析 溝口 出実習

30 07月10日 水 2 ウェスタンブロットを用いた蛋白質発現解析 溝口 出実習

31 07月10日 水 3 ウェスタンブロットを用いた蛋白質発現解析 溝口 出実習

32 07月10日 水 4 ウェスタンブロットを用いた蛋白質発現解析 溝口 出実習

33 07月11日 木 1 ウェスタンブロットを用いた蛋白質発現解析 溝口 出実習

34 07月11日 木 2 ウェスタンブロットを用いた蛋白質発現解析 溝口 出実習

35 07月11日 木 3 ウェスタンブロットを用いた蛋白質発現解析 溝口 出実習

36 07月11日 木 4 ウェスタンブロットを用いた蛋白質発現解析 溝口 出実習

37 07月12日 金 1 機能解析 溝口 出実習

38 07月12日 金 2 機能解析 溝口 出実習

39 07月12日 金 3 機能解析 溝口 出実習

40 07月12日 金 4 機能解析 溝口 出実習

41 07月16日 火 1 研究発表・レポートの指導 溝口 出実習

グループ別自主研究1(医学総合研究所)(科目№TM16072151)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(医学総合研究所) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 教授・善本 隆之・(医学総合研究所)、講師・溝口 出・(医学総合研究所)

グループ別自主研究1(医学総合研究所)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

42 07月16日 火 2 研究発表・レポートの指導 溝口 出実習

43 07月16日 火 3 データ解析と整理 溝口 出実習

44 07月16日 火 4 データ解析と整理 溝口 出実習

45 07月17日 水 1 研究発表の準備・レポートの作成 善本 隆之実習

46 07月17日 水 2 研究発表の準備・レポートの作成 善本 隆之実習

47 07月17日 水 3 研究発表の準備・レポートの作成 善本 隆之実習

48 07月17日 水 4 研究発表の準備・レポートの作成 善本 隆之実習

49 07月18日 木 1 研究発表の準備・レポートの作成 善本 隆之実習

50 07月18日 木 2 研究発表の準備・レポートの作成 善本 隆之実習

51 07月18日 木 3 研究発表の準備・レポートの作成 善本 隆之実習

52 07月18日 木 4 研究発表の準備・レポートの作成 善本 隆之実習

53 07月19日 金 1 研究発表の準備 善本 隆之実習

54 07月19日 金 2 研究発表の準備 善本 隆之実習

55 07月19日 金 3 研究発表会 善本 隆之実習

56 07月19日 金 4 レポートの提出 善本 隆之実習

グループ別自主研究1(医学総合研究所)(科目№TM16072151)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2(医学総合研究所) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 教授・稲津 正人・(医学総合研究所)

グループ別自主研究2(医学総合研究所)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

コリントランスポーターの機能解析

所属分野

医学総合研究所
分子予防医学寄附講座

担当者

稲津正人

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

自ら研究課題を調査し、研究目標を設定できる。
研究の遂行により得られたデータの解析ができる。
得られた研究成果をまとめることができる。
研究成果をプレゼンテーションすることができる。

科目における教育到達目標

トランスポーターの基本概念を理解し、コリンの生理機能およびコリン
トランスポーターの病態における役割を考究する。

生体内の内因性基質（アミノ酸、グルコース、神経伝達物質など）を輸送するトランスポーターは、約400 種類のトランスポーター遺伝子が同定さ
れている。高齢化疾患関連遺伝子の約10％にトランスポーターが関連するとされており、トランスポーターの機能異常によって生ずる疾患は加齢
とともに増加している。また、うつ病をはじめとする精神神経疾患においてもトランスポーターの機能異常を伴うものが知られている。コリンは、
神経伝達物質アセチルコリンの前駆体であり、コリン作動性神経活動において重要な分子である。また、細胞膜の構成成分であるリン脂質の合成に
も必要である。最近、細胞内コリンシグナル系が細胞増殖に関連していることが示唆されており、新たな生理機能として注目されている。コリンが
この様な生理機能を発揮するには細胞内に取り込まれる必要があり、トランスポーターを介して行われている。従って、コリントランスポーターの
機能発現は、細胞増殖と密接に関係していることが推察される。本自主研究では、様々な培養細胞を用いて、コリントランスポーターの機能解析を
行い、その特徴を明らかにすることを目的とする。各種トランスポーターの遺伝子発現はReal-time PCR にて解析する。また、コリン輸送活性の測
定は、放射性物質[3H]コリンの細胞内取り込みを指標にして解析する。

  研究目的・内容・方法等

復習予習

  授業時間外の学習

  ICT活用

60合格点

最終評価点

筆記試験の形式

再試験・実施時期

再試験・難易度

再試験・対象者

再試験・範囲

再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

60%

態度

40%

 学習上の注意

  学習上の注意等

興味を持って積極的に参加して下さい。白衣、筆記用具及びPCを持参する。

  オフィスアワー

担当

日時

場所

IP電話

E-mail

備考

グループ別自主研究2(医学総合研究所)(科目№TM16072152)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2(医学総合研究所) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 教授・稲津 正人・(医学総合研究所)

グループ別自主研究2(医学総合研究所)

中央校舎１階共同利用研究室、RI実験室、第３校舎稲津居室

  研究場所

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

得られた研究成果は、東京医科大学医学会総会、トランスポーター研究会、日本薬理学会年会及びサイエンスインカレなどにて発表する。
トランスポーター研究会のホームページ：http://jtra.jimdo.com/

グループ別自主研究2(医学総合研究所)(科目№TM16072152)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2(医学総合研究所) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 教授・稲津 正人・(医学総合研究所)

グループ別自主研究2(医学総合研究所)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 ガイダンス 稲津 正人講義

2 07月01日 月 2 ガイダンス 稲津 正人講義

3 07月01日 月 3 文献検索 稲津 正人講義

4 07月01日 月 4 文献検索 稲津 正人講義

5 07月02日 火 1 文献検索 稲津 正人実習

6 07月02日 火 2 文献検索 稲津 正人実習

7 07月02日 火 3 文献検索 稲津 正人実習

8 07月02日 火 4 文献検索 稲津 正人実習

9 07月03日 水 1 細胞培養 稲津 正人実習

10 07月03日 水 2 細胞培養 稲津 正人実習

11 07月03日 水 3 細胞培養 稲津 正人実習

12 07月03日 水 4 細胞培養 稲津 正人実習

13 07月04日 木 1 細胞培養 稲津 正人実習

14 07月04日 木 2 細胞培養 稲津 正人実習

15 07月04日 木 3 細胞培養 稲津 正人実習

16 07月04日 木 4 細胞培養 稲津 正人実習

17 07月05日 金 1 自習 稲津 正人実習

18 07月05日 金 2 自習 稲津 正人実習

19 07月05日 金 3 自習 稲津 正人実習

20 07月05日 金 4 自習 稲津 正人実習

21 07月08日 月 1 コリン取り込み実験 稲津 正人実習

22 07月08日 月 2 コリン取り込み実験 稲津 正人実習

23 07月08日 月 3 コリン取り込み実験 稲津 正人実習

24 07月08日 月 4 コリン取り込み実験 稲津 正人実習

25 07月09日 火 1 細胞培養 稲津 正人実習

26 07月09日 火 2 細胞培養 稲津 正人実習

27 07月09日 火 3 コリン取り込み実験 稲津 正人実習

28 07月09日 火 4 コリン取り込み実験 稲津 正人実習

29 07月10日 水 1 細胞培養 稲津 正人実習

30 07月10日 水 2 細胞培養 稲津 正人実習

31 07月10日 水 3 コリン取り込み実験 稲津 正人実習

32 07月10日 水 4 コリン取り込み実験 稲津 正人実習

33 07月11日 木 1 自習、データ解析実習

34 07月11日 木 2 自習、データ解析実習

35 07月11日 木 3 免疫染色 稲津 正人実習

36 07月11日 木 4 免疫染色 稲津 正人実習

37 07月12日 金 1 自習、データ解析実習

38 07月12日 金 2 自習、データ解析実習

39 07月12日 金 3 免疫染色 稲津 正人実習

40 07月12日 金 4 免疫染色 稲津 正人実習

41 07月16日 火 1 細胞培養 稲津 正人実習

グループ別自主研究2(医学総合研究所)(科目№TM16072152)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2(医学総合研究所) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 教授・稲津 正人・(医学総合研究所)

グループ別自主研究2(医学総合研究所)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

42 07月16日 火 2 細胞培養 稲津 正人実習

43 07月16日 火 3 Western blot 稲津 正人実習

44 07月16日 火 4 Western blot 稲津 正人実習

45 07月17日 水 1 Western blot 稲津 正人実習

46 07月17日 水 2 Western blot 稲津 正人実習

47 07月17日 水 3 Western blot 稲津 正人実習

48 07月17日 水 4 Western blot 稲津 正人実習

49 07月18日 木 1 自習、データ解析実習

50 07月18日 木 2 自習、データ解析実習

51 07月18日 木 3 データ解析 稲津 正人実習

52 07月18日 木 4 データ解析 稲津 正人実習

53 07月19日 金 1 自習、レポート作成実習

54 07月19日 金 2 自習、レポート作成実習

55 07月19日 金 3 レポート作成 稲津 正人実習

56 07月19日 金 4 レポート作成 稲津 正人実習

グループ別自主研究2(医学総合研究所)(科目№TM16072152)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(疾患モデル研究センター) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・石橋 英俊・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究1(疾患モデル研究センター)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

実験動物（小動物及び中動物）の麻酔と生体モ
ニタリング

所属分野

疾患モデル研究センター

担当者

石橋英俊

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1. 麻酔導入における処置が導入の円滑さに影響することを理解する。2.
注射麻酔・ガス麻酔・静脈麻酔の特性を理解する。3. 生体モニタリング
から麻酔深度を読み取れるようになる。4. 安全な麻酔導入と維持につい
ての理解を深める。5. 生と死についての洞察を深める。

科目における教育到達目標

覚醒下・麻酔下における生体モニタリングの役割を学ぶ。実験動物の安
楽殺処置時の生体モニタリングを通して、麻酔量と麻酔深度について学
ぶ。

実験動物（小動物及び中動物）を対象として各種生体モニタリングを行う。覚醒状態からモニタリングを始めて麻酔導入・麻酔維持する過程での各
種指標の変化を記録・解析し、体に生じる変化を理解する。小動物を対象として麻酔薬を過剰量投与することで生じる生体モニタリング上の変化を
理解する。

  研究目的・内容・方法等

復習

麻酔及び生体モニタリングについての理解を深めること。

予習

各種生体モニタリングについて知識を得ておくこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

60点合格点

最終評価点＝授業評価（態度50%+出
席点50%）×0.3 + 実習評価（態度
20%+出席点20%+レポート60%）×0.

最終評価点

なし筆記試験の形式

なし再試験・実施時期

なし再試験・難易度

なし再試験・対象者

なし再試験・範囲

なし再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50

態度

50

出席点

評価の方法と内訳(%)・実習評価

態度

20

出席点

20

レポート

60

 学習上の注意

  学習上の注意等

実験動物の命を預かる者として真剣に取り組むこと。生体モニタリングの意味を

  オフィスアワー

石橋英俊担当

平日9時から17時日時

大学キャンパスまたは大学病院キャンパス場所

IP電話 大学キャンパス内線303

ishiba@tokyo-med.ac.jpE-mail

電話またはメールでアポイントを取ってください備考

大学病院（西新宿）疾患モデル研究センター

  研究場所

グループ別自主研究1(疾患モデル研究センター)(科目№TM16072161)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(疾患モデル研究センター) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・石橋 英俊・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究1(疾患モデル研究センター)

教科書 参考書

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究1(疾患モデル研究センター)(科目№TM16072161)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究1(疾患モデル研究センター) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・石橋 英俊・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究1(疾患モデル研究センター)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 麻酔と生体モニタリング 石橋 英俊講義

2 07月01日 月 2 麻酔と生体モニタリング 石橋 英俊講義

3 07月01日 月 3 動物実験講習会 石橋 英俊講義

4 07月01日 月 4 動物実験講習会 石橋 英俊講義

5 07月02日 火 1 麻酔と生体モニタリング 石橋 英俊講義

6 07月02日 火 2 麻酔と生体モニタリング 石橋 英俊講義

7 07月02日 火 3 装置の説明 石橋 英俊講義

8 07月02日 火 4 装置の説明 石橋 英俊講義

9 07月03日 水 1 装置のセットアップ 石橋 英俊実習

10 07月03日 水 2 装置のセットアップ 石橋 英俊実習

11 07月03日 水 3 小動物の麻酔と生体モニタリング（１） 石橋 英俊実習

12 07月03日 水 4 データの取りまとめと解析 石橋 英俊実習

13 07月04日 木 1 中動物の麻酔と生体モニタリング（１） 石橋 英俊実習

14 07月04日 木 2 中動物の麻酔と生体モニタリング（１） 石橋 英俊実習

15 07月04日 木 3 中動物の麻酔と生体モニタリング（１） 石橋 英俊実習

16 07月04日 木 4 中動物の麻酔と生体モニタリング（１） 石橋 英俊実習

17 07月05日 金 1 装置のセットアップ 石橋 英俊実習

18 07月05日 金 2 装置のセットアップ 石橋 英俊実習

19 07月05日 金 3 小動物の麻酔と生体モニタリング（２） 石橋 英俊実習

20 07月05日 金 4 データの取りまとめと解析 石橋 英俊実習

21 07月08日 月 1 装置のセットアップ 石橋 英俊実習

22 07月08日 月 2 装置のセットアップ 石橋 英俊実習

23 07月08日 月 3 小動物の麻酔と生体モニタリング（３） 石橋 英俊実習

24 07月08日 月 4 データの取りまとめと解析 石橋 英俊実習

25 07月09日 火 1 装置のセットアップ 石橋 英俊実習

26 07月09日 火 2 装置のセットアップ 石橋 英俊実習

27 07月09日 火 3 小動物の麻酔と生体モニタリング（４） 石橋 英俊実習

28 07月09日 火 4 データの取りまとめと解析 石橋 英俊実習

29 07月10日 水 1 装置のセットアップ 石橋 英俊実習

30 07月10日 水 2 装置のセットアップ 石橋 英俊実習

31 07月10日 水 3 小動物の麻酔と生体モニタリング（５） 石橋 英俊実習

32 07月10日 水 4 データの取りまとめと解析 石橋 英俊実習

33 07月11日 木 1 中動物の麻酔と生体モニタリング（２） 石橋 英俊実習

34 07月11日 木 2 中動物の麻酔と生体モニタリング（２） 石橋 英俊実習

35 07月11日 木 3 中動物の麻酔と生体モニタリング（２） 石橋 英俊実習

36 07月11日 木 4 中動物の麻酔と生体モニタリング（２） 石橋 英俊実習

37 07月12日 金 1 中動物の麻酔と生体モニタリング（３） 石橋 英俊実習

38 07月12日 金 2 中動物の麻酔と生体モニタリング（３） 石橋 英俊実習

39 07月12日 金 3 中動物の麻酔と生体モニタリング（３） 石橋 英俊実習

40 07月12日 金 4 中動物の麻酔と生体モニタリング（３） 石橋 英俊実習

41 07月16日 火 1 瞳孔径の解析 石橋 英俊実習

グループ別自主研究1(疾患モデル研究センター)(科目№TM16072161)
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2019年 度

グループ別自主研究1(疾患モデル研究センター) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・石橋 英俊・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究1(疾患モデル研究センター)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

42 07月16日 火 2 瞳孔径の解析 石橋 英俊実習

43 07月16日 火 3 瞳孔径の解析 石橋 英俊実習

44 07月16日 火 4 瞳孔径の解析 石橋 英俊実習

45 07月17日 水 1 心拍変動からの自律神経機能解析 石橋 英俊実習

46 07月17日 水 2 心拍変動からの自律神経機能解析 石橋 英俊実習

47 07月17日 水 3 心拍変動からの自律神経機能解析 石橋 英俊実習

48 07月17日 水 4 心拍変動からの自律神経機能解析 石橋 英俊実習

49 07月18日 木 1 レポート作成自習

50 07月18日 木 2 レポート作成自習

51 07月18日 木 3 レポート作成自習

52 07月18日 木 4 レポート作成自習

53 07月19日 金 1 レポート作成自習

54 07月19日 金 2 レポート作成自習

55 07月19日 金 3 レポート作成自習

56 07月19日 金 4 レポート作成自習

グループ別自主研究1(疾患モデル研究センター)(科目№TM16072161)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・石橋 英俊・(疾患モデル研究センター)、助教・熊谷 勝義・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター)

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

マウスES細胞およびCRISPR/Cas9を用いた遺
伝子改変動物の樹立

所属分野

疾患モデル研究センター

担当者

熊谷 勝義

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1.遺伝子ターゲティングベクター構築を通じて遺伝子改変技術を理解す
る。2.マウスを用いて実際に体外受精を行うことで、体外受精法を習得
する。3.体外受精で得た受精卵で実際に胚の凍結融解を行うことで、胚
の凍結融解法を習得する。4.マウスES細胞の培養や外来遺伝子を導入す
ることで、細胞培養技術を習得する。5.マウスES細胞と胚の
Aggregation、胚操作、胚移植、マイクロインジェクションを行うことで
発生工学技術を習得する。6.実験動物を取り扱うことで3R;Replacement
(代替法の利用),Reduction(使用動物数の削減)，Refinement(実験方法の
洗練)の重要性について理解を深める。

科目における教育到達目標

遺伝子改変動物の作製を通じて遺伝子工学技術や細胞培養技術・発生工
学技術を取得し、基礎研究の重要性を理解する。

内容・方法：①体外受精法の取得：マウスより精子および卵子を採取し、体外受精を行う。
　　　　　　②凍結保存法の取得：マウスの受精卵を簡易ガラス化法を用いて凍結保存を行う。
　　　　　　③凍結胚融解法の取得：急速法を用いて凍結受精卵を起こす。
　　　　　　④ES細胞の培養技術の取得：マウス線維芽細胞抽出およびマウスES細胞の培養を行う。
　　　　　　⑤KOマウス作製技術の取得：遺伝子ターゲティングしたマウスES細胞と宿主胚となる
　　　　　　　野生型マウスの8細胞期胚をAggregationし、作製したキメラ胚を偽妊娠マウスの子宮角上部へ移植する。
　　　　　　⑥Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス作製技術の取得：マウス受精卵の前核へ外来遺伝子
　　　　　　　やCRISPR/Cas9,gRNAを導入し、2細胞期胚へ発生させてから偽妊娠マウスの卵管采へ胚を移植する。

  研究目的・内容・方法等

復習

実験手技のマニュアルをまとめておくこと。

予習

実験マニュアルや参考文献などより知識を収集しておくことが望まし
い。

  授業時間外の学習

  ICT活用

Web上で遺伝子情報やCRISPR/Cas9による遺伝子ターゲット領域の検索を行う。

60点合格点

最終評価点=(学習態度50%+出席50%)
×0.6+レポート100%×0.4

最終評価点

なし筆記試験の形式

なし再試験・実施時期

なし再試験・難易度

なし再試験・対象者

なし再試験・範囲

なし再試験・方法

評価に対するフィードバック

提出されたレポートを返却し、内容についてのディスカッションや質疑応答の時間を
設ける。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50%

態度

50%

出席点

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

100%

 学習上の注意

  学習上の注意等

実習中はマウスを扱うため、マウスアレルギーを持たない学生が望ましい。

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター)(科目№TM16072162)
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2019年 度

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・石橋 英俊・(疾患モデル研究センター)、助教・熊谷 勝義・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター)

  オフィスアワー

熊谷 勝義担当

9時～17時日時

疾患モデル研究センター場所

IP電話 090-8508-6913

kumagai@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

疾患モデル研究センター

  研究場所

教科書 参考書

マウス胚の操作マニュアル

著） 近代出版Brigid Hogan, Frank Costantini,
Elizabeth Lacy

出）

備）事前に申し出て頂ければ、貸し出し可能です。

ジーンターゲティングES細胞を用いた変異マウスの作製

著） 羊土社相沢慎一 出）

備）事前に申し出て頂ければ、貸し出し可能です。

Generationofmutantmicebypronuclear injection of circular plasmid
expressing Cas9 and single guided RNA

著） SIENTIFIC REPORTSDaisuke Mashiko, Yoshitaka
Fujihara, Yuhkoh Satouh,
Haruhiko Miyata, Ayako Isotani,
Masahito Ikawa

出）

備）

An improved Red/ET recombineering system and mouse ES cells culture
conditions for the generation of targeted mutant mice

著） EXPERIMENTAL ANIMLSKatsuyoshi Kumagai, Masakatsu
Takanashi, Shin-ichiro Ohno,
Masahiko Kuroda, Katsuko
Sudo

出）

備）

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター)(科目№TM16072162)
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2019年 度

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・石橋 英俊・(疾患モデル研究センター)、助教・熊谷 勝義・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター)

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1
07月01日 月 1 疾患モデル研究センターの利用方法

・微生物統御の重要性
・施設への入室方法

熊谷 勝義
講義

2

07月01日 月 2 遺伝子改変動物の作製に関する講義
・遺伝子ターゲティングベクターの構築
・マウスES細胞培養
・キメラマウスの作製
・遺伝子改変動物の樹立
・Tgマウス作製
・CRISPR/Cas9システムを用いたKOマウス作製

熊谷 勝義

講義

3 07月01日 月 3 疾患モデル研究センターの利用者講習会 石橋 英俊講義

4

07月01日 月 4 実験の準備
・遺伝子組換えの準備
・細胞培養の準備
・マウスの取り扱い方（保定）
・ホルモン注射

熊谷 勝義

実習

5
07月02日 火 1 発生工学実験の準備

・ピペット作製
熊谷 勝義

実習

6
07月02日 火 2 細胞培養

・マウス線維芽細胞(MEF)の抽出
熊谷 勝義

実習

7
07月02日 火 3 細胞培養

・MEFの培養
・feeder作製

熊谷 勝義
実習

8
07月02日 火 4 マウスの取り扱い

・保定
熊谷 勝義

実習

9
07月03日 水 1 細胞培養

・マウスES細胞培養
熊谷 勝義

実習

10
07月03日 水 2 細胞培養

・マウスES細胞培養
熊谷 勝義

実習

11
07月03日 水 3 細胞培養

・マウスES細胞培養
・エレクトロポレーション法による外来遺伝子導入

熊谷 勝義
実習

12
07月03日 水 4 マウスの取り扱い

・保定
・ホルモン注射

熊谷 勝義
実習

13
07月04日 木 1 体外受精

・精子採取
・卵子採取

熊谷 勝義
実習

14
07月04日 木 2 体外受精

・精子採取
・卵子採取

熊谷 勝義
実習

15
07月04日 木 3 体外受精

・精子採取
・卵子採取

熊谷 勝義
実習

16
07月04日 木 4 体外受精

・精子採取
・卵子採取

熊谷 勝義
実習

17
07月05日 金 1 胚凍結保存

・簡易ガラス化法による2細胞期胚凍結保存
・胚操作の練習

熊谷 勝義
実習

18
07月05日 金 2 胚凍結保存

・簡易ガラス化法による2細胞期胚凍結保存
・胚操作の練習

熊谷 勝義
実習

19
07月05日 金 3 胚凍結保存

・簡易ガラス化法による2細胞期胚凍結保存
・胚操作の練習

熊谷 勝義
実習

20
07月05日 金 4 胚凍結保存

・簡易ガラス化法による2細胞期胚凍結保存
・胚操作の練習

熊谷 勝義
実習

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター)(科目№TM16072162)
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2019年 度

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・石橋 英俊・(疾患モデル研究センター)、助教・熊谷 勝義・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

21
07月08日 月 1 凍結胚融解

・急速法による凍結胚の融解
・胚操作の練習

熊谷 勝義
実習

22
07月08日 月 2 凍結胚融解

・急速法による凍結胚の融解
・胚操作の練習

熊谷 勝義
実習

23
07月08日 月 3 凍結胚融解

・急速法による凍結胚の融解
・胚操作の練習

熊谷 勝義
実習

24
07月08日 月 4 凍結胚融解

・急速法による凍結胚の融解
・胚操作の練習

熊谷 勝義
実習

25
07月09日 火 1 KOマウス作製

・卵管摘出
・8細胞期採卵

熊谷 勝義
実習

26
07月09日 火 2 KOマウス作製

・卵管摘出
・8細胞期採卵

熊谷 勝義
実習

27
07月09日 火 3 KOマウス作製

・マウスES細胞と宿主胚のAggregation
熊谷 勝義

実習

28
07月09日 火 4 KOマウス作製

・マウスES細胞と宿主胚のAggregation
熊谷 勝義

実習

29
07月10日 水 1 KOマウス作製

・子宮角上部へのキメラ胚移植
熊谷 勝義

実習

30
07月10日 水 2 KOマウス作製

・子宮角上部へのキメラ胚移植
熊谷 勝義

実習

31
07月10日 水 3 KOマウス作製

・子宮角上部へのキメラ胚移植
熊谷 勝義

実習

32
07月10日 水 4 KOマウス作製

・子宮角上部へのキメラ胚移植
熊谷 勝義

実習

33
07月11日 木 1 KOマウス作製

・卵管摘出
・8細胞期採卵

熊谷 勝義
実習

34
07月11日 木 2 KOマウス作製

・卵管摘出
・8細胞期採卵

熊谷 勝義
実習

35
07月11日 木 3 KOマウス作製

・マウスES細胞と宿主胚のAggregation
熊谷 勝義

実習

36
07月11日 木 4 KOマウス作製

・マウスES細胞と宿主胚のAggregation
熊谷 勝義

実習

37
07月12日 金 1 KOマウス作製

・子宮角上部へのキメラ胚移植
熊谷 勝義

実習

38
07月12日 金 2 KOマウス作製

・子宮角上部へのキメラ胚移植
熊谷 勝義

実習

39
07月12日 金 3 KOマウス作製

・子宮角上部へのキメラ胚移植
熊谷 勝義

実習

40
07月12日 金 4 KOマウス作製

・子宮角上部へのキメラ胚移植
熊谷 勝義

実習

41

07月16日 火 1 Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス
作製
・マニピュレーター操作の練習
・マイクロインジェクションの準備

熊谷 勝義

実習

42

07月16日 火 2 Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス
作製
・マニピュレーター操作の練習
・マイクロインジェクションの準備

熊谷 勝義

実習

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター)(科目№TM16072162)
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2019年 度

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター) （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 准教授・石橋 英俊・(疾患モデル研究センター)、助教・熊谷 勝義・(疾患モデル研究センター)

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

43

07月16日 火 3 Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス
作製
・マニピュレーター操作の練習
・マイクロインジェクションの準備

熊谷 勝義

実習

44

07月16日 火 4 Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス
作製
・マニピュレーター操作の練習
・マイクロインジェクションの準備

熊谷 勝義

実習

45
07月17日 水 1 Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス

作製
・マイクロインジェクション

熊谷 勝義
実習

46
07月17日 水 2 Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス

作製
・マイクロインジェクション

熊谷 勝義
実習

47
07月17日 水 3 Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス

作製
・マイクロインジェクション

熊谷 勝義
実習

48
07月17日 水 4 Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス

作製
・マイクロインジェクション

熊谷 勝義
実習

49
07月18日 木 1 Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス

作製
・卵管采への胚移植

熊谷 勝義
実習

50
07月18日 木 2 Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス

作製
・卵管采への胚移植

熊谷 勝義
実習

51
07月18日 木 3 Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス

作製
・卵管采への胚移植

熊谷 勝義
実習

52
07月18日 木 4 Tgマウスおよびゲノム編集による遺伝子改変マウス

作製
・卵管采への胚移植

熊谷 勝義
実習

53 07月19日 金 1 レポート作成 熊谷 勝義自習

54 07月19日 金 2 レポート作成 熊谷 勝義自習

55 07月19日 金 3 レポート作成 熊谷 勝義自習

56 07月19日 金 4 レポート作成 熊谷 勝義自習

グループ別自主研究2(疾患モデル研究センター)(科目№TM16072162)
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2019年 度

グループ別自主研究1（化学） （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 助教・西村 之宏・(化学)

グループ別自主研究1（化学）

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

フルオロイオノホアの合成

所属分野

化学

担当者

西村　之宏

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1. 蛍光の本質を理解する。
2. 目的化合物の合成プロセスを理解する。
3. 可視・紫外吸収スペクトル、蛍光スペクトルについて光学的機序を理
解する。
4, クロマトグラフィーの原理を理解する。
5. 合成、分析、精製実験を通してリサーチマインドを涵養する。

科目における教育到達目標

金属イオンを認識するフルオロイオノホアの合成を通じて、この化合物
の光学的性質、有機化合物の合成と精製の方法を理解する。

金属イオンの濃度変化を蛍光強度の変化で認識するフルオロイオノホアを合成し、化学的に同定する。①金属イオン取り込み部位と蛍光部位を持つ
フルオロイオノホアを合成する。②クロマトグラフィーにより、合成物の中から、目的物を分離精製する。③NMR、MS測定により、得た化合物が
目的とするフルオロイオノホアであることを同定する。④このフルオロイオノホアに金属イオンを添加して、蛍光強度の変化を測定する。

  研究目的・内容・方法等

復習

当日得た実験結果をまとめ、理解できていないところがないか確認して
おくこと。実験器具や操作など自分で再現できるようにまとめておくこ
と。

予習

合成に用いる化学反応、使用する化学薬品の性質、および紫外-可視・蛍
光スペクル測定の原理を参考書、論文などで予習しておくこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

スペクトル等、実験組み立てや解析に役立つデータベースが利用可能である。

60点を合格点とする。合格点

授業評価（出席、学習態度）× 0.6 ＋
実習(評価レポート）× 0.4 により評価
する。

最終評価点

なし筆記試験の形式

なし再試験・実施時期

なし再試験・難易度

なし再試験・対象者

なし再試験・範囲

なし再試験・方法

評価に対するフィードバック

レポートを返却し、質疑応答の時間を設ける。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50%

出席点

50%

態度

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

100%

 学習上の注意

  学習上の注意等

試薬の性質や器具の扱いなど安全に留意すること。
わからないところを残さないようによく質問し、理解して取り組むこと。

  オフィスアワー

西村　之宏担当

自主研究期間中随時日時

第三校舎2F 化学第五研究室場所

IP電話

izumidai@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線250備考

グループ別自主研究1（化学）(科目№TM16072171)
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2019年 度

グループ別自主研究1（化学） （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 助教・西村 之宏・(化学)

グループ別自主研究1（化学）

第三校舎2F 化学第五研究室、および中央校舎2F 化学生化学実習室

  研究場所

教科書 参考書

工学のための有機化学

著） サイエンス社荒井　貞夫 出）

備）

化学実習 実習書

著）東京医科大学化学教室 出）

備）

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究1（化学）(科目№TM16072171)
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2019年 度

グループ別自主研究1（化学） （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 助教・西村 之宏・(化学)

グループ別自主研究1（化学）

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 実験安全、試薬の取り扱い、危険物の取り扱い 西村 之宏講義

2 07月01日 月 2 実験安全、試薬の取り扱い、危険物の取り扱い 西村 之宏講義

3 07月01日 月 3 反応機構の学習自習

4 07月01日 月 4 TLC分析の学習自習

5 07月02日 火 1 紫外-可視・蛍光スペクトルの学習自習

6 07月02日 火 2 TLC分析の準備自習

7 07月02日 火 3 TLC分析 西村 之宏実習

8 07月02日 火 4 TLC分析 西村 之宏実習

9 07月03日 水 1 フルオロイオノアの合成の予習自習

10 07月03日 水 2 フルオロイオノアの合成の予習自習

11 07月03日 水 3 フルオロイオノアの合成の予習自習

12 07月03日 水 4 フルオロイオノアの合成の予習自習

13 07月04日 木 1 フルオロイオノアの合成の準備自習

14 07月04日 木 2 フルオロイオノアの合成の準備自習

15 07月04日 木 3 フルオロイオノアの合成 西村 之宏実習

16 07月04日 木 4 フルオロイオノアの合成 西村 之宏実習

17 07月05日 金 1 フルオロイオノアの合成 西村 之宏実習

18 07月05日 金 2 フルオロイオノアの合成 西村 之宏実習

19 07月05日 金 3 これまでのフルオロイオノア合成のまとめ自習

20 07月05日 金 4 これまでのフルオロイオノア合成のまとめ自習

21 07月08日 月 1 これまでのフルオロイオノアの合成のまとめ自習

22 07月08日 月 2 フルオロイオノアの合成 西村 之宏実習

23 07月08日 月 3 これまでのフルオロイオノアの合成のまとめと準備自習

24 07月08日 月 4 これまでのフルオロイオノアの合成のまとめと準備自習

25 07月09日 火 1 フルオロイオノアの合成の準備自習

26 07月09日 火 2 フルオロイオノアの合成の準備自習

27 07月09日 火 3 フルオロイオノアの合成 西村 之宏実習

28 07月09日 火 4 フルオロイオノアの合成 西村 之宏実習

29 07月10日 水 1 クロマト精製 西村 之宏実習

30 07月10日 水 2 クロマト精製 西村 之宏実習

31 07月10日 水 3 クロマト精製物の整理自習

32 07月10日 水 4 クロマト精製物の整理自習

33 07月11日 木 1 クロマト精製の準備自習

34 07月11日 木 2 クロマト精製の準備自習

35 07月11日 木 3 クロマト精製 西村 之宏実習

36 07月11日 木 4 クロマト精製 西村 之宏実習

37 07月12日 金 1 クロマト精製 西村 之宏実習

38 07月12日 金 2 クロマト精製 西村 之宏実習

39 07月12日 金 3 クロマト精製物の整理自習

40 07月12日 金 4 クロマト精製物の整理自習

41
07月16日 火 1 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析の準

備
自習

グループ別自主研究1（化学）(科目№TM16072171)
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2019年 度

グループ別自主研究1（化学） （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 助教・西村 之宏・(化学)

グループ別自主研究1（化学）

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

42
07月16日 火 2 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析の準

備
自習

43 07月16日 火 3 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析 西村 之宏実習

44 07月16日 火 4 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析 西村 之宏実習

45 07月17日 水 1 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析 西村 之宏実習

46 07月17日 水 2 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析 西村 之宏実習

47
07月17日 水 3 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析のま

とめ
自習

48
07月17日 水 4 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析のま

とめ
自習

49
07月18日 木 1 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析のま

とめ
自習

50
07月18日 木 2 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析のま

とめ
自習

51
07月18日 木 3 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析のま

とめ
自習

52
07月18日 木 4 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析のま

とめ
自習

53 07月19日 金 1 考察、レポート作成 西村 之宏実習

54 07月19日 金 2 考察、レポート作成 西村 之宏実習

55 07月19日 金 3 考察、レポート作成 西村 之宏実習

56 07月19日 金 4 考察、レポート作成 西村 之宏実習

グループ別自主研究1（化学）(科目№TM16072171)
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2019年 度

グループ別自主研究2（化学） （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・増井 大・(化学)

グループ別自主研究2（化学）

  研究課題名・所属分野・担当者

研究課題名

マンガンポルフィリン抗酸化剤の合成

所属分野

化学

担当者

増井　大

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1. 活性酸素種やその性質、発生機序を理解する。
2. 求核付加反応を利用した合成反応を理解する。
3. 可視紫外吸収スペクトル、蛍光スペクトルについて光化学的機序を理
解する。
4. クロマトグラフィーの原理を理解する。
5. 合成、分析、精製実験を通してリサーチマインドを涵養する。

科目における教育到達目標

活性酸素種を除去する触媒的抗酸化剤の合成を通じて、ヘム類似化合物
であるポルフィリン類の化学的光学的性質、基本的な有機反応である求
核付加反応による合成反応、カラムクロマトグラフィーによる分離を理
解する。

SOD(Superoxide dismutase)類似の触媒的抗酸化活性を有するマンガンポルフィリン化合物を合成し、化学的に同定する。①Rothemund合成あるい
はLindsey合成によりフリーベースポルフィリンを合成し、②クロマトグラフィーにより分離精製する。③得られたフリーベースポルフィリンにマ
ンガン導入を行い、マンガンポルフィリン抗酸化剤を合成する。④フリーベースポルフィリンやマンガンポルフィリンについて、NMR, UV-Vis, 蛍
光, TLCにより同定を行う。

  研究目的・内容・方法等

復習

当日得た実験結果をまとめ、理解できていないところがないか確認して
おくこと。実験器具や操作など自分で再現できるようにまとめておくこ
と。

予習

合成する化学反応、物質について教科書、参考書、論文等で予習してお
くこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

スペクトル等、実験組み立てや解析に役立つデータベースが利用可能である。

60点を合格点とする。合格点

授業評価（出席、学習態度）×0.6＋
実習評価（レポート）×0.4により評
価する。

最終評価点

なし筆記試験の形式

なし再試験・実施時期

なし再試験・難易度

なし再試験・対象者

なし再試験・範囲

なし再試験・方法

評価に対するフィードバック

レポートを返却し、質疑応答の時間を設ける。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50%

出席点

50%

態度

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

100%

 学習上の注意

  学習上の注意等

試薬の性質や器具の扱いなど安全に留意すること。
わからないところを残さないようによく質問し、よく理解して取り組むこと。

  オフィスアワー

増井　大担当

自主研究期間中随時日時

第三校舎2F 化学第三研究室場所

IP電話

masuidai@tokyo-med.ac.jpE-mail

内線250備考

グループ別自主研究2（化学）(科目№TM16072172)
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2019年 度

グループ別自主研究2（化学） （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・増井 大・(化学)

グループ別自主研究2（化学）

第三校舎2F 化学第三研究室、中央校舎化学生化学実習室

  研究場所

教科書 参考書

工学のための有機化学

著） サイエンス社荒井貞夫 出）

備）

化学実習　実習書

著） 東京医大化学教室 出）

備）自身が使用したものでよい。ない場合は貸与する。

アトキンス物理化学上・下

著） 東京化学同人P. Atkins, J. De Paula 出）

備）

  指定する教科書、参考書

  備考

グループ別自主研究2（化学）(科目№TM16072172)
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2019年 度

グループ別自主研究2（化学） （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・増井 大・(化学)

グループ別自主研究2（化学）

  講義内容(グループ別自主研究)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

1 07月01日 月 1 ガイダンス 増井 大講義

2 07月01日 月 2 実験安全、試薬の取扱い、危険物の取扱い 増井 大講義

3 07月01日 月 3 調査、試薬・器具確認自習

4 07月01日 月 4 調査、試薬・器具確認自習

5 07月02日 火 1 調査、試薬・器具確認自習

6 07月02日 火 2 調査、試薬・器具確認自習

7
07月02日 火 3 求核付加反応、求核置換反応、ポルフィリン合成

（Rothemund合成とLindsey合成）
増井 大

講義

8
07月02日 火 4 求核付加反応、求核置換反応、ポルフィリン合成

（Rothemund合成とLindsey合成）
増井 大

講義

9 07月03日 水 1 調べ物・計画書作成自習

10 07月03日 水 2 調べ物・計画書作成自習

11 07月03日 水 3 調べ物・計画書作成自習

12 07月03日 水 4 調べ物・計画書作成自習

13 07月04日 木 1 TLC分析、NMR分析 増井 大講義

14 07月04日 木 2 TLC分析、NMR分析 増井 大講義

15 07月04日 木 3 TLC分析、NMR分析 増井 大実習

16 07月04日 木 4 TLC分析、NMR分析 増井 大実習

17 07月05日 金 1 データ解析と整理の仕方 増井 大実習

18 07月05日 金 2 データ解析と整理の仕方 増井 大実習

19 07月05日 金 3 データ解析と整理の仕方自習

20 07月05日 金 4 データ解析と整理の仕方自習

21 07月08日 月 1 データ解析と整理の仕方自習

22 07月08日 月 2 実験計画 増井 大実習

23 07月08日 月 3 実験計画書作成・調査自習

24 07月08日 月 4 実験計画書作成・調査自習

25 07月09日 火 1 実験計画書作成・調査自習

26 07月09日 火 2 実験計画書作成・調査自習

27 07月09日 火 3 Rothemund合成 増井 大実習

28 07月09日 火 4 Rothemund合成 増井 大実習

29 07月10日 水 1 Rothemund合成 増井 大実習

30 07月10日 水 2 Rothemund合成 増井 大実習

31 07月10日 水 3 TLC分析解析自習

32 07月10日 水 4 TLC分析解析自習

33 07月11日 木 1 クロマト分離 増井 大実習

34 07月11日 木 2 クロマト分離 増井 大実習

35 07月11日 木 3 クロマト解析・ディスカッション 増井 大実習

36 07月11日 木 4 クロマト解析・ディスカッション 増井 大実習

37 07月12日 金 1 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析 増井 大実習

38 07月12日 金 2 核磁気共鳴(NMR)分析、吸光度分析、蛍光分析 増井 大実習

39 07月12日 金 3 分析結果解析自習

40 07月12日 金 4 分析結果解析自習

グループ別自主研究2（化学）(科目№TM16072172)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

グループ別自主研究2（化学） （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 4

担当教員 講師・増井 大・(化学)

グループ別自主研究2（化学）

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 担当者方式

41 07月16日 火 1 分析結果まとめ自習

42 07月16日 火 2 分析結果解析まとめ自習

43 07月16日 火 3 マンガン導入 増井 大実習

44 07月16日 火 4 マンガン導入 増井 大実習

45 07月17日 水 1 クロマト分離 増井 大実習

46 07月17日 水 2 クロマト分離 増井 大実習

47 07月17日 水 3 TLC解析自習

48 07月17日 水 4 TLC解析自習

49 07月18日 木 1 吸光度分析、蛍光分析 増井 大実習

50 07月18日 木 2 吸光度分析、蛍光分析 増井 大実習

51 07月18日 木 3 スペクトル解析・調査自習

52 07月18日 木 4 スペクトル解析・調査自習

53 07月19日 金 1 考察・ディスカッション・レポート作成 増井 大実習

54 07月19日 金 2 考察・ディスカッション・レポート作成 増井 大実習

55 07月19日 金 3 考察・ディスカッション・レポート作成 増井 大実習

56 07月19日 金 4 考察・ディスカッション・レポート作成 増井 大実習

グループ別自主研究2（化学）(科目№TM16072172)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医学・医療と社会Ⅱ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・高宮 朋子・(公衆衛生学)、講師・福島 教照・(公
衆衛生学)、講師・菊池 宏幸・(公衆衛生学)、客員教授・羽生田 俊・(公衆衛生学)、兼任講師・得津 馨・(公衆衛生学)、兼任講
師・林 俊夫・(公衆衛生学)、東京都ご担当医師

医学・医療と社会Ⅱ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

感染症に関する法規を説明できる。Ⅲ-4 ③ レベルB

医事法の基本原理を説明できる。Ⅲ-4 ④ レベルC

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

社会的存在としての人間を重視して研究・診療を行うことの重要性を理解し、社会医学の
知識を網羅的に提示できる。

Ⅶ-1 ① レベルB(1)

世界の保健・医療関連事象の推移と地域分布を説明できる。Ⅶ-1 ① レベルB(2)

頻度の高い疾病について、環境衛生の改善、伝染病の予防、衛生教育、疾病の早期診断と
予防的治療のための医療など、予防戦略についての知識を提示できる。

Ⅶ-1 ② レベルB(1)

様々な集団や場に特有の健康問題とその解決に資する方策を説明できる。Ⅶ-1 ② レベルB(2)

医療体制の主な構成要素(患者、多職種にわたる医療供給者、医療機関、保険者、行政、医
療産業(製薬会社等)、診療報酬、薬価)について、役割・意義を説明できる。

Ⅶ-2 ① レベルB

医療アクセス、コスト、資源分配など、医療政策の重要な概念とそれらの関係、そして医
療への影響を説明できる。

Ⅶ-2 ② レベルB

保健・医療・福祉制度について説明できる。Ⅶ-2 ③ レベルB

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

様々な事象を医学的側面と社会的側面の両面から考究し、疾病予防と健
康増進の考え方とその重要性を理解することで、予防医学、保健福祉な
どを通じて、地域医療に貢献することができる。

科目における教育到達目標

社会的存在として、人の出生から死亡にいたるライフサイクルの中で、
様々な事象を医学的側面と社会的側面の両面から考究して、疾病予防と
健康増進の考え方とその重要性を理解する。

別表のごとく各学習内容について講義を行うこととする。社会医学では、これまで学んできた基礎医学と別の立場で、医学と社会とのつながりを学
び、その知識を将来保健・医療活動に応用できるようにする必要がある。社会医学、公衆衛生分野では集団の健康、地域全体の健康を取り扱う学問
である。様々な社会的事象を通して寿命の延長、疾病予防、健康増進を推進するという考え方を身につけることが必要である。社会医学の範囲は極
めて広く、講義は指定した教科書の内容に沿って行う。しかしながら、直近の統計データも含め補足事項については講義の中でスライド等様々な資
料を使用して進めていくため、講義を疎かにし教科書だけで学習しようとしても、充分な理解を得ることは極めて困難である。

  学習内容

復習

授業終了後に、e 自主自学の「復習用要点セルフチェック」を実施し
て、自己の学習成果を確認すること。間違えた個所を特に重点的に復習
し、その時間の学習内容を完全に習得すること。それでも理解できない
場合は、授業前後、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に教員に
質問し、理解すること。復習に30分以上の時間を充てること。

予習

毎時間、事前にe 自主自学の「授業ガイド・予習用要点セルフチェッ
ク」を利用し、授業のポイントを把握すること。また、周辺知識を予習
してから授業に臨み、授業時間内に理解するように努めること。予習に
30分以上の時間を充てること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

e自主自学の「授業ガイド・予習用要点セルフチェック」および「復習用要点セルフチェック」、「要点セルフチェックの解答と解説」

医学・医療と社会Ⅱ(科目№TM16075004)
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2019年 度

医学・医療と社会Ⅱ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・高宮 朋子・(公衆衛生学)、講師・福島 教照・(公
衆衛生学)、講師・菊池 宏幸・(公衆衛生学)、客員教授・羽生田 俊・(公衆衛生学)、兼任講師・得津 馨・(公衆衛生学)、兼任講
師・林 俊夫・(公衆衛生学)、東京都ご担当医師

医学・医療と社会Ⅱ

60 点を合格点とする。合格点

最終評価点＝授業評価の得点最終評価点

多肢選択問題及び記述筆記試験の形式

再試験は、年度末（すべての講義終了
後）に1回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価が60 点未満の者再試験・対象者

前後期全範囲（授業の内容すべて）再試験・範囲

多肢選択問題及び記述再試験・方法

評価に対するフィードバック

e自主自学上の要点セルフチェックの解答と解説を示す。各自の理解の足りない項目の
発見と改善や期末試験・CBT対策に役立てて欲しい。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

試験は本学年の全ての授業範囲について
期末試験を行う。期末試験成績90％

期末試験

3％

ｅ自主自学による復習用要点セルフ
チェック

７％

出席点

出席は2/3以上を必要とする。授業態度の
悪い者は最終評価点から減点する。授業
態度には出席状況も含む。授業態度が著
しく劣る者は、その他成績にかかわらず
最終評価点は60点未満となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

１）授業に集中すること。
２）遅刻、途中退室をしないこと。
３）講義中は私語やスマートフォン使用は避けること。特に、提示資料などのスマホ等による撮影は禁止する。

  オフィスアワー

井上茂、小田切優子、高宮朋子、福島教照、菊池宏幸担当

木曜9時～17時日時

授業内容の質問があれば、公衆衛生学分野（第一校舎3階）（連絡先内線237）を電話予約してから訪
ねること。

場所

IP電話 (連絡先：大学内線237）

prev-med@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書

公衆衛生がみえる

メディックメディア著） 出）

備）

参考書

NEW予防医学・公衆衛生学

著） 南江堂出）

備）

国民衛生の動向

著） 厚生労働統計協会出）

備）

STEP公衆衛生（STEP SERIES)

著） 海馬書房出）

備）

シンプル衛生公衆衛生学

著） 南江堂出）

備）

  指定する教科書、参考書

医学・医療と社会Ⅱ(科目№TM16075004)
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2019年 度

医学・医療と社会Ⅱ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・高宮 朋子・(公衆衛生学)、講師・福島 教照・(公
衆衛生学)、講師・菊池 宏幸・(公衆衛生学)、客員教授・羽生田 俊・(公衆衛生学)、兼任講師・得津 馨・(公衆衛生学)、兼任講
師・林 俊夫・(公衆衛生学)、東京都ご担当医師

医学・医療と社会Ⅱ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月02日 火 1 社会保障制度と医療経済 1.社会保障
2.社会保険
3.社会福祉
4.公費医療

高宮 朋子

講義 ○日本における社会保障
制度を説明できる。
○医療保険、公費医療を
説明できる。
▲社会福祉を説明でき
る。

2

04月02日 火 2 地域保健活動と公衆衛生
行政

1.地域保健活動
2.公衆衛生行政組織
3.保健所・保健センター 菊池 宏幸

講義 ○日本における保健医療
体制を概説できる。
○地域社会における医療
の現状、地域医療につい
て概説できる。

3

04月04日 木 1 関係法規 1.医師法
2.医療法
3.医薬品医療機器法（薬
事法）
4.刑法

井上 茂

講義 ○医師法と医療法を概説
できる。
○医療関連法規に定めら
れた医師の義務を列挙で
きる。
△医師法・医療法以外の
医療関連法規を概説でき
る。
▲医療におけるコンプラ
イアンスを理解する。

4

04月09日 火 1 地域医療と医療従事者 1.在宅ケア
2.病院･診療所
3.医療従事者

菊池 宏幸

講義 ○地域医療の基盤となる
プライマリ・ケアの必要
性を理解する。
○地域医療の現状につい
て理解し説明できる。
△医療従事者等の資格免
許、現状と役割について
理解し、説明できる。

5

04月16日 火 1 特別講義

地域医療の現状と課題

1.地域医療
2.保健医療政策

羽生田 俊

講義 ▲地域医療における医師
の役割について説明でき
る。
▲保健医療政策の決定過
程について説明できる。

6

04月16日 火 2 災害等と健康危機管理 1.救急医療
2.災害時における医療
3.へき地の医療
4.周産期医療
5.小児医療（小児救急医
療を含む)

福島 教照

講義 ○医療法5事業について理
解し、説明できる。
○健康危機管理について
理解し、説明できる。

7
04月23日 火 1 高齢者医療・介護・福祉

の制度Ⅰ
1.高齢者の特徴
2.老人福祉法
3.後期高齢者医療制度

高宮 朋子
講義 ○高齢者福祉、高齢者医

療の特徴を説明できる。

8
05月14日 火 1 高齢者医療・介護・福祉

の制度Ⅱ
1.要介護の原因
2.介護保険法
3.介護保険サービス

高宮 朋子
講義 ○介護保険を説明でき

る。

9

05月16日 木 1 精神保健福祉 1.精神保健福祉法
2.自殺対策基本法
3.医療観察法
4.地域精神保健福祉活動
5.精神保健福祉センター
6.社会復帰施策

小田切 優子

講義 △精神保健福祉法等の関
係法規を概説できる。
○地域における精神保健
の現状を理解し、その対
策について説明できる。

10

05月21日 火 1 母子保健 1.母子保健の現状
2.母子保健制度
3.小児の保健・福祉
4.健やか親子21（第2次）
5.母性保護

高宮 朋子

講義 ○母子保健について説明
できる。

11

05月28日 火 1 学校保健 1.学校保健安全法
2.学校医の職務
3.健康診断
4.学校感染症
5.環境管理
6.学校精神保健

高宮 朋子

講義 ○学校保健について概説
できる。

医学・医療と社会Ⅱ(科目№TM16075004)
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2019年 度

医学・医療と社会Ⅱ （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員
主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、講師・小田切 優子・(公衆衛生学)、講師・高宮 朋子・(公衆衛生学)、講師・福島 教照・(公
衆衛生学)、講師・菊池 宏幸・(公衆衛生学)、客員教授・羽生田 俊・(公衆衛生学)、兼任講師・得津 馨・(公衆衛生学)、兼任講
師・林 俊夫・(公衆衛生学)、東京都ご担当医師

医学・医療と社会Ⅱ

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

12

05月28日 火 2 労働安全衛生管理体制と
産業医

1.産業保健
2.労働基準法と労働安全
衛生法
3.産業医の職務
4.作業環境管理、作業管
理、健康管理
5.職場における健康診断
6.労働基準監督署

小田切 優子

講義 ○産業保健を概説でき
る。
○労働関係法規について
概説できる。
○産業医の職務を説明で
きる。

13

05月31日 金 3 労働災害、職業病と業務
上疾病

1.労働災害
2.度数率
3.業務上疾病
4.職業病・作業関連疾患
5.労働者災害補償保険法

小田切 優子

講義 ○労働災害、職業病と業
務上疾病について概説で
きる。

14

06月11日 火 1 産業中毒Ⅰ 1.生物学的モニタリング
2.許容濃度と管理濃度
3.金属およびその化合物
による中毒

林 俊夫

講義 ○産業現場における有害
物質の管理について概説
できる。
△重金属中毒について概
説できる。

15

06月11日 火 2 産業中毒Ⅱ 1.酸素欠乏症
2.一酸化炭素中毒
3.シアン化水素中毒
4.硫化水素中毒
5.二酸化硫黄中毒
6.有機溶剤中毒
7.有機化学物質中毒
8.農薬中毒

林 俊夫

講義 ○ガス中毒について概説
できる。
△有機溶剤、有機化学物
質、農薬中毒についてそ
の代表的なものを挙げ、
説明することができる。

16

06月13日 木 1 物理的原因による職業病 1.熱中症
2.減圧病
3.振動病
4.騒音性難聴
5.電離放射線・非電離放
射線障害

小田切 優子

講義 ○高温による障害を説明
できる。
○動揺病、振動障害と騒
音障害を説明できる。
△放射線による障害の原
因や対処法を説明でき
る。

17
06月18日 火 1 日本の保健医療行政につ

いて
1.保健医療行政
2.技術系行政官の業務 得津 馨

講義 ▲保健医療行政、技術系
行政官の業務について概
説する。

18

06月20日 木 1 じん肺、職業がんと労働
態様による障害

1.じん肺
2.職業がん
3.VDT障害
4.腰痛症
5.職業性アレルギー

高宮 朋子

講義 ○じん肺、職業がん及び
労働態様による障害等を
概説できる。

19
06月25日 火 1 保健所業務 1.保健所の業務 東京都ご担当医

師
講義 ○保健所の業務を説明で

きる。

20

06月25日 火 2 職場のメンタルヘルス対
策、過重労働対策

1.職場のメンタルヘルス
の現状と対策
2.職業性ストレスの健康
影響
3.過重労働による健康障
害
4.過労死等防止対策推進
法

小田切 優子

講義 ○産業保健（メンタルヘ
ルス・過重労働対策）に
ついて概説できる。

医学・医療と社会Ⅱ(科目№TM16075004)
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2019年 度

法医学 （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・原 修一・(法医学)、講師・前田 秀将・(法医学)、兼任准教授・吉田 謙一・(法医学)、小湊義彦

法医学

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

・様々な情報を患者や医療者が理解できるよう伝えられる。
・患者や医療者の情報を正確に理解できる。

Ⅵ-1 ② 卒業時レベルA

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

医師が日常臨床の中でかかわりうる事件・事故・中毒・虐待等の具体的
事例、医療事故、医事紛争等の不測の事態に、法、倫理規定等に従って
冷静に対応できる「コンプライアンス」能力の高い医師の育成を目標と
する。

科目における教育到達目標

医師が日常の診療の中で関わりうる法的問題について、正確に判断し、
対処できるようにする。ヒトの死に対しその死因を考えることをトレー
ニングすることで今まで習得した基礎医学の知識を応用できるようにす
る。さらに異常死体の死因究明を医学的に判断し解析する力をつける。

法医学は異状死の死因を公正に決定し、死に関する責任関係を明らかにし、関係者の人権を守る学問である。全死亡の2割弱を占める異状死は、殺
人・事故死・自殺・災害死の他に、死因不詳の死、予期できない死、突然死、死亡状況が異常・不詳の死を含む。一部の診療関連死も含むが、その
取り扱いにも難しい問題がある。
　異状死の死因等は検案・解剖等により決定されるが、その過程には問題が多い上、臨床医が関わる事例が少なくない。内因死・外因死の鑑別は、
簡単ではなく、解剖の目的・重要性も十分には理解されていない。また、内因死であるとしても、事故・暴行・過労・ストレス・医療行為等の外因
の死亡との因果関係や寄与度の判定が問題である。
　さらに、医療の背景には、多くの法、制度、倫理規定が存在する。適正な医療の遂行のためには、これらを理解し、日常臨床、医療事故の具体的
な状況に対応して、自ら考え、患者・家族、行政機関等の関係者と協議しつつ、適切な法・制度・倫理規定を適用しながら適正な医療を遂行し、ト
ラブルを回避・解決できる「コンプライアンス」に関する意識と行動意欲の高い医師を育てることが求められる。このような考え方や行動規範を身
に着けてもらう内容を目指している。教科書は特に指定はしない。

  学習内容

復習

講義内容をその日またはその週には復習し、理解に努めることを習慣化
してほしい。また、関連事項を参考教科書等で調べ応用力を付ける。疑
問に思った点を調べ考える力を身に着ける。質問に関しては随時受け付
ける。

予習

人の死に関する書物等を読んでおくとよいと思います。実際に講義で接
する法医学と同調する事、異なることを、疑問点など考えながら講義に
臨むとよいと思います。

  授業時間外の学習

  ICT活用

小テストやレポートに利用する可能性がある。

60点合格点

筆記試験。講義出席の3分の2以上を受
験資格とする。

最終評価点

症例形式及び国家試験形式で、関連事
項を問う。各講義ごとに重要なポイン
トを伝える。

筆記試験の形式

該当する学生。再試験・実施時期

本試験と同程度。再試験・難易度

本試験60点以下のもの。再試験・対象者

本試験と同じ。再試験・範囲

本試験と同じ。再試験・方法

評価に対するフィードバック

学生の評価を参考に講義の内容や方法を改善する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

カンニングが確認された場合は、不合格
とし、教務委員会に報告する。

試験

評価の方法と内訳(%)・実習評価

出席点 + 態度

質問等で積極的に講義に参加する学生は
プラス評価する。反対に、受講態度の悪
い（私語の多い）学生は、マイナス評価
する。

 学習上の注意

  学習上の注意等

講義をしっかり聞き、質問などで疑問を解消すること、講義の範囲を教科書で復習することが重要である。

法医学(科目№TM16076004)
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2019年 度

法医学 （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・原 修一・(法医学)、講師・前田 秀将・(法医学)、兼任准教授・吉田 謙一・(法医学)、小湊義彦

法医学

  オフィスアワー

前田秀将担当

毎週木曜日　16時から18時まで日時

法医学教室場所

IP電話 03-3351-6141　内線345

hmaeda@tokyo-med.ac.jpE-mail

その他の時間も対応いたしますが事前連絡をお願いいたします。備考

教科書

事例に学ぶ法医学・医事法改訂3版

吉田謙一 有斐閣著） 出）

多くの事例が示されており、あらゆる場面と関連付けやすい。（必須で
はない）

備）

標準法医学　第7版

医学書院著） 出）

国家試験対策向き。（必須ではない）備）

参考書

法医学への招待

著） ちくまライブラリー石山昱夫 出）

備）

法医学ノート

著） サイエンス叢書石山昱夫 出）

備）

  指定する教科書、参考書

法医学(科目№TM16076004)
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2019年 度

法医学 （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・原 修一・(法医学)、講師・前田 秀将・(法医学)、兼任准教授・吉田 謙一・(法医学)、小湊義彦

法医学

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

04月15日 月 3 法医学総論 法医学
法医解剖
司法解剖
病理解剖

前田 秀将

講義 ○法医学の定義について
説明できる
解剖の種類　
検視検案について

2
04月15日 月 4 法医学総論 突然死

医療関連死
脳死

前田 秀将
講義 ○死の定義

死とは何か

3

04月22日 月 3 死体現象 1.早期死体現象
2.晩期死体現象
3.永久死体
4.死後推定時間の推定
5.生活反応

前田 秀将

講義 ○死体現象の特徴が説明
できる

4

04月22日 月 4 突然死（内因性急死） 1.心臓突然死
2.大動脈解離
3.中枢神経系疾患
4.呼吸器疾患
5.消化器疾患
6.産科疾患
7.その他

前田 秀将

講義 ○原因疾患と特徴が説明
できる。

5

05月13日 月 3 損傷 1.外傷性・病的脳出血・
くも膜下出血
2.硬膜下・硬膜外血腫
3.びまん性脳損傷
4.慢性硬膜下血腫
5.意識清明期
6.経過観察義務
7.画像診断
8.骨折
9.動物による損壊

前田 秀将

講義  ○頭蓋内損傷の病態生理
を説明できる。
○外傷性・病的脳出血、
くも膜下出血の鑑別の重
要性を説明できる。
○頭蓋内血腫の法的問題
を説明できる。
▲画像診断の限界を説明
できる。

6

05月13日 月 4 窒息 1.絞頚
2.扼頚
3.縊死
4.鼻口部閉塞
5.誤嚥
6.胸腹部圧迫
7.死
8.入浴中の死亡
9.神経調節性失神　

前田 秀将

講義  ○窒息の病態、兆候、所
見を説明できる。
○絞頚、扼頚、縊死、鼻
口部閉塞、誤嚥、胸腹部
圧迫、溺死、入浴中の死
亡の機序、所見、法医学
的・法的問題点を説明で
きる。

7

05月20日 月 3 交通事故 1.衝突・跳ね上げ
2.三次損傷
3.轢過損傷
4.寄与度

前田 秀将

講義  ○各交通事故損傷と受傷
機転△既往症、診療行為
の寄与を説明できる。
△交通事故事例で解剖が
必要な理由について説明
できる。

8

05月20日 月 4 異常環境下の死亡 1.低体温
2.高体温
3.電気による障害
4.その他

前田 秀将

講義  ○熱傷、火傷の病態、焼
死の概念、問題点（死因
の種類）を説明でき
る。　　　○凍死、感電
死、気圧外傷・飢餓・低
栄養・電解質異常による
死亡の病態と法的問題点
を説明できる。

法医学(科目№TM16076004)
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2019年 度

法医学 （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・原 修一・(法医学)、講師・前田 秀将・(法医学)、兼任准教授・吉田 謙一・(法医学)、小湊義彦

法医学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

9

05月27日 月 3 胎児・新生児・出産をめ
ぐる諸問題

虐待

＃胎児・新生児1.堕胎
2.人工妊娠中絶
3.生産
4.死産
5.分娩時死亡
6.産後出血
7.羊水塞栓
＃虐待
1.幼児虐待
2.高齢者虐待・ニグレク
ト
3.家庭内暴力
4.届け出義務
5.ミュンヒハウゼン症候
群

前田 秀将

講義  ＃胎児・新生児
○堕胎と人工妊娠中絶を
説明できる。
▲生産・死産の鑑別を説
明できる。
○分娩中死亡の鑑別診
断、法的問題点を説明で
きる。　　
＃虐待
○幼児虐待、高齢者虐待
・ニグレクト、家庭内暴
力の法医学的、法的問題
点、医師の義務について
説明できる。

10
05月27日 月 4 医療関連死・虐待 1.児童虐待

2.高齢者虐待
3.DV

前田 秀将
講義  虐待について説明でき

る。

11

06月03日 月 3 個人情報の取り扱い

医療事故調査制度、行政
処分

＃個人情報
1.守秘義務
2.個人情報保護法
3.警察・家族の問い合わ
せ
4.解剖情報
＃医療事故調査
1.医療事故
2.診療関連死
3.事故調査制度
4.行政処分

吉田 謙一

講義  #個人情報
○守秘義務を説明でき
る。
○個人情報保護法を説明
できる。△警察・家族の
問い合わせに対する医療
関係者の対応を説明でき
る。
○解剖情報に係る問題点
を説明できる。
△諸外国における医療・
死因究明情報の取り扱い
について説明できる。
＃医療事故
○医療事故後の対応を説
明できる。
△事故調査制度の現状、
問題点を説明でき
る。　　　　　　　　　
△行政処分の問題点を説

12

06月03日 月 4 医師法、刑事医療過誤 1.医師法
2.応召義務
3.診断書交付義務
4.診療録保存
5.診療録改ざん
6.療養指導義務
7.守秘義務
8.安楽死
9.終末期医療
10.医療水準
11.医療過誤認定の要件
12.因果関係
13.問診義務
14.経過観察義務
15.説明義務
16.インフォームドコンセ
ント
17.代諾
18.転医義務

吉田 謙一

講義  ○医師法上の義務、診療
録に関する義務を説明で
きる。
○刑法上の義務、業務上
過失について説明でき
る。
○重要な刑事医療過誤事
件を説明できる。
○安楽死の要件、終末期
医療の決定プロセスにつ
いて説明できる
○医療水準、医療過誤認
定の要件、因果関係判断
の問題点を説明できる。
○問診義務、経過観察義
務、説明義務、イン
フォームドコンセント、
代諾、転医義務について
説明できる。
△誤薬、輸血・検査・手
術における事故について
説明できる
〇医療事故調査制度

13

06月10日 月 3 中毒（1） 1.有機リン中毒
2．他の農薬
3.一酸化炭素中毒
4.硫化水素中毒
5.重金属中毒
6.青酸
7.抗精神病薬中毒
8.フグとキノコ中毒

原 修一

講義  ○有機リン、一酸化炭
素、硫化水素、重金属、
青酸、抗精神病薬による
中毒の発生状況、機序、
法医学的鑑別点を説明で
きる

法医学(科目№TM16076004)
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2019年 度

法医学 （学年：4）
時限 開講学期 前期曜日 単位数 1

担当教員 准教授・原 修一・(法医学)、講師・前田 秀将・(法医学)、兼任准教授・吉田 謙一・(法医学)、小湊義彦

法医学

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

14

06月10日 月 4 中毒（2） 1.薬物依存の法規制
2.覚醒剤中毒
3.麻薬中毒
4.アルコール代謝
5.アセトアルデヒド脱水
素酵素
6.アルコール依存症・関
連疾患
7.危険ドラッグ　　

原 修一

講義  ○薬物依存の法規制を説
明できる。
○覚醒剤中毒、麻薬中毒
を説明できる。
○アルコール代謝、アル
コール関連疾患、アル
コール依存症、離脱症候
群について説明できる

15

06月17日 月 3 個人識別I 1.ABO式血液型
2.ABO型物質・血液型
3.凝集試験
4.解離試験
5.分泌型
6.ルイス型

小湊義彦

講義  ○ABO式血液型の原理と
検査法について説明でき
る。
○親子鑑定について説明
できる。

16

06月17日 月 4 個人識別II 1.ゲノム解析
2.DNA多型
3.個人識別

小湊義彦

講義  ○DNA多型の原理と検査
法を説明できる。
○DNAによる個人識別の
原理を説明できる。

17 06月24日 月 3 法医鑑定・死因究明 前田 秀将実習

18 06月24日 月 4 法医鑑定・死因究明 前田 秀将実習

法医学(科目№TM16076004)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 14

担当教員

臨床医学Ⅱ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

相手の背景にあわせたわかりやすい言葉で、相手が理解・納得できるまで誠意をもって説
明する。

Ⅰ-2 ② レベルB(2)

主要な疾患の診療において、病態の理解に必要な基礎医学知識を提示できる。Ⅲ-1 ① レベルB

主要な疾患の疫学/病態/予後を説明できる。Ⅲ-1 ② レベルB

主要な疾患の診断に関する知識を提示できる。Ⅲ-1 ③ レベルB

主要な疾患の治療に関する知識を提示できる。Ⅲ-1 ④ レベルB

医療面接に必要な項目を理解できる。Ⅲ-2 ① レベルB(1)

開放的・閉鎖的質問の方法を理解する。Ⅲ-2 ① レベルB(2)

インフォームドコンセントに必要な内容を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルB(3)

基本的な身体診療法の適応や結果の解釈を提示できる。Ⅲ-2 ② レベルB

基本的な臨床検査の適応や結果の解釈を提示できる。Ⅲ-2 ③ レベルB

基本的手技の適応や合併症を提示できる。Ⅲ-2 ④ レベルB

チーム医療や法規との関連で重要な医療記録を適切に作成し、管理できる。Ⅲ-2 ⑥ レベルB

患者の呈する症状や身体所見、簡単な検査所見に基いて、鑑別診断を述べることができ
る。また、初期治療や個別治療について想起できる。

Ⅲ-3 ① レベルB

2次3次救急疾患の初診時の評価について説明できる。Ⅲ-3 ② レベルB

社会内規範を知り、概ね遵守できる。Ⅳ-1 ④ レベルB

多職種の仕事を理解し、説明することができる。Ⅴ-1 ① レベルB

医療チームに必要な構成者と役割を理解し、体験する。Ⅴ-1 ② レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

社会的存在としての人間を重視して研究・診療を行うことの重要性を理解し、社会医学の
知識を網羅的に提示できる。

Ⅶ-1 ① レベルB(1)

世界の保健・医療関連事象の推移と地域分布を説明できる。Ⅶ-1 ① レベルB(2)

頻度の高い疾病について、環境衛生の改善、伝染病の予防、衛生教育、疾病の早期診断と
予防的治療のための医療など、予防戦略についての知識を提示できる。

Ⅶ-1 ② レベルB(1)

様々な集団や場に特有の健康問題とその解決に資する方策を説明できる。Ⅶ-1 ② レベルB(2)

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

各講義内容に到達目標として示してあるが、下記に掲げる内容を目標と
する。
1）人間の心身の正常な構造と機能を述べることができる。
2）疾病の発生と経過に係る病因・環境・固体側の諸要因及びそれらの
相互関係を述べるこ
とができる。
3）疾患の診断、治療、予防を述べることができる。
4）緊急疾患の診断と応急処置を述べることができる。

科目における教育到達目標

人間性と独創性の豊かな医師として人類社会の発展に寄与し得る者とな
るために、医学に関する問題を的確に把握しそれを自主的かつ総合的に
解決するための基本的知識、生涯を通じて自己学習し正しい自己評価を
可能にする基本的態度・習慣、医療を単に疾病の治療として把握するに
とどまらず患者の背景にある精神的・社会的諸問題と関係づけて考える
総合的視野を習得する。

臨床医学Ⅱ(科目№TM16078004)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 14

担当教員

臨床医学Ⅱ

各項目を参照のこと。

  学習内容

復習

各項目を参照のこと。

予習

各項目を参照のこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

各項目を参照のこと。

60点を合格点とする。合格点

最終評価点＝各項目の試験成績
講義に対する知識の習得状況を的確に
評価するため、各項目講義終了後、速
やかに試験を実施
する。

最終評価点

多肢選択方式による試験に加え、記述
形式による試験も出題する。

筆記試験の形式

追・再試験は、年度末（すべての講義
・実習終了後）にl回とする。

再試験・実施時期

難易度は原則として本試験と同等（以
上）とする。

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者、試験を欠
席した者。

再試験・対象者

本試験に準ずる。再試験・範囲

本試験に準ずる。再試験・方法

評価に対するフィードバック

試験終了後に正解表・解説書を配布する。
試験に対する質問については出題者へ確認し回答する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

100%

試験

「症候・病態からのアプローチ」では
ＰＢＬ形式の授業を実施し、問題解決の
プロセス、コミュニケーション技術、グ
ループ内での積極性・協調性、学習課題
のプレゼンテーション能力などを総合的
に評価し成績の一部として組み入れる。
（試験成績90％+PBL成績10％）

ＰＢＬ

講義に対する知識はもとより、講義で取
り上げない内容についても出題し、自己
学習の成果を評価することを目的とす
る。
臨床医学Ⅱ講義については出席率が2/3以
上、ＰＢＬについては出席率4/5以上の者
が、最終評価の対象となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

臓器別講義の目的は、器官・機能・症候上系統性があるため学習上の理解・整理がしやすいこと、教科間での融合性も高く、重複が避けることがで
きること、講義時間数が削減でき、自主学習の向上がはかれることにある。本講義を達成するには、学生にあっては出席することを常とし形成学習
を怠らないこと、教員にあっては講義の順次性を乱すことのないよう万全の体勢をとることが肝要である。

  オフィスアワー

担当

日時

場所

IP電話

E-mail

各項目を参照のこと。備考

臨床医学Ⅱ(科目№TM16078004)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 14

担当教員

臨床医学Ⅱ

教科書

著） 出）

各項目を参照のこと。備）

参考書

著） 出）

備）各項目を参照のこと。

  指定する教科書、参考書

臨床医学Ⅱ(科目№TM16078004)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 14

担当教員

臨床医学Ⅱ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

臨床医学Ⅱ(科目№TM16078004)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(皮膚系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・坪井 良治・(皮膚科学)、准教授・原田 和俊・(皮膚科学)

臨床医学Ⅱ(皮膚系)

  学習内容

教育方針

1) 皮膚の構造と機能が、器官レベル、細胞レベル、分子レベルで解説さ
れるので、それをもとに各自の頭の中に皮膚の立体像を再構築する。
2)皮膚の病的変化としての発疹について、その種類と名称、これを成立
させる組織学的変化を理解、記憶する。
3)各疾患についての講義の中で、角化細胞、メラノサイト、免疫担当細
胞、線維芽細胞など、皮膚の構成組織・細胞の病的変化が発疹との関連
のもとに示されるので、これを理解・整理する。

講義の概説

皮膚の構造と機能を学び、身体における役割を理解すると同時に、内臓
疾患と皮膚病変との関連について理解する。頻度が多い皮膚疾患の病態
を理解し、その対処法を習得する。また、頻度は少なくとも、見逃すと
患者の著しい不利益につながる皮膚疾患の診断と対処法を理解する。

復習

授業終了後に、「e自主自学」にて事後テストを受験し、自己の学習成
果を確認すること（30分間以上）。間違えた箇所を特に重点的に復習
し、その時間の学習内容を完全に習得すること。それでも理解できない
場合は、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に教員に質問し、理
解すること。

予習

事前に当該の授業範囲について「あたらしい皮膚科学」を通読しておく
こと（2時間以上）。

  授業時間外の学習

  ICT活用

「e自主自学」を通じて、講義資料や小テストなどの提示を行う。

 学習上の注意

  学習上の注意等

1) 講義では要点のみが重点的に解説されるので、テキストと参考書を参照し、また講師に質問して、皮膚の構造と機能、およびその病的変化を各
自の頭の中に再構築することが大切である。
2) 皮膚の発疹は、文章を読むだけでは理解できない。画像としての臨床スライドを数多く見て、講義の解説や参考書の記述で所見を確認し、その
特徴を把握するように努める。
3) 各種皮膚疾患の病態を把握するためには、関連する免疫アレルギー学、病理学、微生物学、分子生物学などの知識が必須である。従って、既に
履修したこれら基礎医学を必要に応じ復習しながら学習を進めなければならない。

  オフィスアワー

坪井良治担当

16：30～18:00 　どの曜日でも構わないが、木曜日、金曜日に在室していることが多い。日時

教育研究棟8階教授室場所

IP電話 内線5823で秘書（山内）に聞くか、IP電話62646（坪井）に

tsuboi@tokyo-med.ac.jpE-mail

上記を質問や相談の窓口とします。訪問は事前に電話して、在室を確認してください。備考

  指定する教科書、参考書

1) 皮膚科ノート2019　（非売品）
2) あたらしい皮膚科学 第3版、清水宏、中山書店、2018

臨床医学Ⅱ(皮膚系)(科目№TM16078014)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(皮膚系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・坪井 良治・(皮膚科学)、准教授・原田 和俊・(皮膚科学)

臨床医学Ⅱ(皮膚系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

04月01日 月 1 皮膚の構造と機能（１） 1 皮膚の組織構造、角化、毛
周期
2 メラニン形成機構

坪井 良治(皮膚科
学)

○皮膚の組織構造を図示して
説明できる。
○皮膚の細胞動態と角化、メ
ラニン形成の機構を説明でき
る。

2

04月01日 月 2 皮膚の構造と機能（２） 1 免疫防御能
2 分泌排泄作用、経皮吸収
3 体温調節

坪井 良治(皮膚科
学)

○皮膚の免疫防御能を説明で
きる。
○皮脂分泌・発汗・経皮吸収
を説明できる。

3

04月01日 月 3 皮膚移植・皮弁移植 1 皮膚移植
2 皮　弁

内田 龍志(形成外科
学)

▲皮膚移植の生着について説
明できる。
▲皮膚移植の種類と特徴を説
明できる。
▲皮弁移植の種類と特徴を説
明できる。

4

04月01日 月 4 皮膚、皮下組織の損傷と治
療
▲皮膚皮下損傷

1 皮膚損傷
2 皮下損傷
3 褥　瘡

渡邊 浩志(形成外科
学)

○皮膚・皮下の機能と解剖を
説明できる。
▲褥瘡の発生原因とその治療
を説明できる。

5

04月02日 火 3 物理的および化学的障害の
診療

1 熱　傷
2 電撃症
3 凍　傷
4 化学損傷

春成 伸之(形成外科
学)

○高温による障害を説明でき
る。
△寒冷による障害を説明でき
る。
○熱傷面積と深達度から熱傷
の重傷度を説明できる。
△熱傷時の体液変化を説明で
きる。
△熱傷の治療方針を概説でき
る。

6

04月02日 火 4 皮膚の症候と診断学 1 視診と触診
2 原発疹
3 続発疹

坪井 良治(皮膚科
学)

○発疹の種類と主な原因を列
挙できる。
○発疹の所見を記述して分類
できる。

7

04月03日 水 1 検査と治療 1 皮膚検査法
2 プリックテスト、皮内反応
3 パッチテスト
4 微生物検査法
5 軟膏療法、理学療法、全身
療法

伊藤 友章(皮膚科
学)

○皮膚検査法を概説できる。
○皮膚アレルギー検査法を説
明できる。
○微生物検査法を概説でき
る。
○皮膚科の治療について説明
できる。

8

04月03日 水 2 湿疹・皮膚炎群の疾患、
じんま疹・皮膚瘙痒症

1 接触皮膚炎、アトピー性皮
膚炎
2 脂漏性皮膚炎、皮脂欠乏性
湿疹
3 貨幣状皮膚炎、自家感作性
皮膚炎
4 じんま疹
5 皮膚瘙痒症

大久保 ゆかり(医師
・学生・研究者支

援センター)

○湿疹反応を説明できる。
○湿疹･皮膚炎群の疾患を列
挙し、概説できる。
○じんま疹の病態、診断と治
療を説明できる。
○皮膚瘙痒症の原因と病態を
説明できる。

9

04月03日 水 3 角化症 1 尋常性乾癬
2 扁平苔癬
3 掌蹠膿疱症
4 魚鱗癬
5 掌蹠角化症
6 ダリエー病
7 黒色表皮腫

大久保 ゆかり(医師
・学生・研究者支

援センター)

○尋常性乾癬、扁平苔癬の病
態、症候と治療を説明でき
る。
○膿疱症の種類と病態を説明
できる。
○遺伝性角化症の要因、分
類、症状を説明できる。
○黒色表皮腫の病態を説明で
きる。

10

04月03日 水 4 紅斑症･紅皮症､紫斑･血流障
害と血管炎

1 多形滲出性紅斑
2 紅皮症
3 血流障害
4 血管炎
5 Schönlein-Henoch紫斑病

梅林 芳弘(皮膚科
学)

○多形滲出性紅斑、結節性紅
斑、環状紅斑と紅皮症の原因
と病態を説明できる。
○皮膚血流障害と血管炎の原
因、症候と病態を説明でき
る。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅱ(皮膚系)(科目№TM16078014)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(皮膚系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・坪井 良治・(皮膚科学)、准教授・原田 和俊・(皮膚科学)

臨床医学Ⅱ(皮膚系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

11

04月04日 木 2 薬疹・薬物障害、光線過敏
症

1 アレルギー性薬疹
2 非アレルギー性薬疹
3 GVHD
4 光線過敏症
5 色素性乾皮症

坪井 良治(皮膚科
学)

○薬疹や薬物障害の発生幾
序、症候と治療を説明でき
る。
△薬疹を起こしやすい主な薬
物を列挙できる。
○光線過敏症を起こす疾患の
病態を説明できる。

12

04月04日 木 3 膠原病 1 強皮症
2 皮膚筋炎
3 Sjögren症候群
4 Behçet病
5 自己免疫疾患類症

川内 康弘(皮膚科
学)

○強皮症の病態生理、症候、
診断と治療を列挙できる。
○皮膚筋炎の症候、診断と治
療を説明できる。
○Behçet病を概説できる。
△自己免疫疾患類症の皮膚病
変を概説できる。

13

04月04日 木 4 水疱症 1 天疱瘡
2 水疱性類天疱瘡
3 先天性表皮水疱症
4 Heiley-Heiley病

原田 和俊(皮膚科
学)

○自己免疫性水疱症の原因、
病態と分類を説明できる。
○水疱症鑑別のための検査法
を説明できる。
△先天性表皮水疱症の種類と
病態を説明できる｡

14

04月05日 金 1 皮膚と全身
▲代謝性疾患、肉芽腫

1 直接デルマドローム
2 間接デルマドローム
3 サルコイドーシス
4 糖尿病の皮膚病変
5 加齢による皮膚変化

坪井 良治(皮膚科
学)

○全身性疾患の皮膚症状を列
挙できる。
△内臓悪性腫瘍の時、良くみ
られる皮膚症状について説明
できる。

15

04月05日 金 2 色素異常症、付属器疾患 1 尋常性白斑
2 先天性白皮症
3 円形脱毛症
4 爪甲変形

坪井 良治(皮膚科
学)

○白斑の種類と病態を説明で
きる。
○爪・毛髪疾患を列挙でき
る。

16

04月05日 金 3 皮膚腫瘍（１） 1 皮膚良性腫瘍
2 前癌状態
3 皮膚悪性腫瘍

入澤 亮吉(皮膚科
学)

○上皮良性腫瘍、前癌状態、
悪性腫瘍の種類と病理組織像
を説明できる。
△皮膚癌の治療法が説明でき
る。

17

04月05日 金 4 皮膚腫瘍（２） 1 悪性黒色腫
2 血管肉腫
3 皮膚悪性リンパ腫、組織球
症

加藤 雪彦(皮膚科
学)

○悪性黒色腫の症候と対応の
仕方を説明できる。
○皮膚悪性リンパ腫、血管肉
腫と組織球症を説明できる。

18

04月08日 月 1 皮膚の美容 1 ケミカルピーリング
2 レーザー
3 美白剤
4 注入剤

乃木田 俊辰(皮膚科
学)

○美容の背景となる皮膚の構
造・生理を概説できる。
○美容の手法を列挙できる。

19

04月08日 月 2 皮膚感染症（１） 1 伝染性膿痂疹
2 �(せつ)、廱、毛嚢炎
3 丹　毒
4 ブドウ球菌性熱傷様皮膚症
候群
5 皮膚結核
6 ハンセン病

坪井 良治(皮膚科
学)

○皮膚細菌感染症を列挙し、
概説できる。
△皮膚結核、ハンセン病の症
候、病型と原因菌について述
べることができる。

20

04月09日 火 3 皮膚感染症（２） 1 水痘・帯状疱疹
2 単純疱疹
3 ウイルス性疣贅
4 梅　毒
5 HIV感染症
6 STD

齋藤 万寿吉(皮膚科
学)

○水痘・帯状ヘルペス感染症
の症候、診断と治療について
説明できる。
○性行為感染症を概説でき
る。

21

04月09日 火 4 皮膚感染症（３） 1 皮膚真菌症
2 疥　癬 坪井 良治(皮膚科

学)

○皮膚表在性と深在性真菌症
を列挙し、概説できる。
○動物性皮膚疾患を概説でき
る。

臨床医学Ⅱ(皮膚系)(科目№TM16078014)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(皮膚系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・坪井 良治・(皮膚科学)、准教授・原田 和俊・(皮膚科学)

臨床医学Ⅱ(皮膚系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

22

04月10日 水 1 母斑と母斑症 1 色素性母斑
2 表皮母斑
3 脂腺母斑
4 神経線維腫症
5 色素失調症

堺 則康(皮膚科学)

○母斑の病態と分類を説明で
きる。
○母斑症の病態と分類を説明
できる。
△遺伝性皮膚疾患に対する遺
伝カウンセリングの方法を説
明できる。

23
04月10日 水 2 皮膚科臨床演習

坪井 良治(皮膚科
学)

○代表的な皮膚疾患の病歴、
理学的所見を記載し、診断す
ることができる。

臨床医学Ⅱ(皮膚系)(科目№TM16078014)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(耳鼻・咽喉・口腔系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・塚原 清彰・(耳鼻咽喉科・頭頸部外科学)、講師・矢富 正徳・(耳鼻咽喉科・頭頸部外科学)

臨床医学Ⅱ(耳鼻・咽喉・口腔系)

  学習内容

教育方針

解剖構造の復習から始まり、生理・機能を確認し、代表的徴候を具体的
に解説し、説明する。適宜PBL形式授業や小テストを行う。
各論では、主要疾患を取り上げて、疾患概念、病因、病態、臨床所見、
検査所見、鑑別診断、経過と予後、治療をまず教科書を中心に理解し、
さらに実例を提示して、系統的な理解に役立てる。さらに新しい知見も
できるだけ盛り込み、主要症候に関しては診断に向けてのアプローチま
で行うこととする。
放射線診断学と放射線治療学は、放射線科においてまとめて授業を行い
整理することとする。口腔外科の授業では、歯科領域に関して、医師と
して必要な内容に関して理解する。頭頸部の外傷など形成外科的にも授
業を行う。
　　まとめとして症候からの検討をPBL形式にて行う。

講義の概説

耳鼻咽喉科・放射線科・形成外科・口腔外科の各科が協力のもと耳鼻・
咽喉・口腔系の疾患について包括して学ぶ。従って講義は、耳鼻・咽喉
・口腔系の構造、機能を含み、普遍的な徴候から各論がこれに続くよう
に構成されているので、症例を通したまとめを除いて繰り返しはなく、
学生は出席をしていないと大切な事項を聞き逃す可能性がある。

復習

授業後に講義を思い出しながらsuccess耳鼻咽喉科をもう一度読んでお
くこと。同様に「e自主自学」を使用している授業については再度閲覧
しておくこと。授業で興味を持った疾患は総説論文を読むこと。

予習

教科書で指定しているSuccess耳鼻咽喉科を読んでから授業に臨むこ
と。また、「e自主自学」を使用している授業については閲覧しておく
こと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e自主自学」を通じて、講義資料や小テストなどの提示を行う。
・クリッカーを用いた確認テストを適宜実施する。

 学習上の注意

  学習上の注意等

耳鼻・咽喉・口腔系は、文字通り「耳」「鼻」「口腔」「咽頭」「喉頭」「頭部・顔面・頸部」「気管・食道」「音声障害」などについて学習を行
う。まず耳鼻咽喉科において「耳」「鼻」の解剖、機能、生理等の基礎的神経学の理解から始まる。その後「口腔」の授業においては口腔外科、
「顔面」においては形成外科も授業を行う。すでに解剖学・生理学において学習していると思うので、基礎的知識について復習を充分した上で出席
されたい。
診断においては画像診断が不可欠なので、まとめて放射線科で授業を行う。また放射線治療についても放射線科によりまとめて授業する。
それぞれの疾患単位について耳鼻咽喉科学的側面、放射線科学的側面、形成外科学的側面、口腔外科学的側面と連続して講義されるので、毎回出席
することが大切である。まとめとして症候からの検討をPBL形式で行うので、この時点まで自分なりに全体像がまとまっている必要がある。
5年以降の臨床実習を行う際は、講義された耳鼻・咽喉・口腔系の基礎知識、疾患の内容が正しく理解され、基礎的事項が充分に把握されているこ
とが必要である。さらに主要症候疾患を診断するのに、必要な項目（問診、診察、検査など）の流れを理解した上で、治療と患者への対応を学ぶこ
とになる。
講義は時間的制約から基本的事項に留まる場合がある。したがって細部については自ら教科書を播き自学自習に努め、疑問点については遠慮なく質
問する。

  オフィスアワー

大塚 康司（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）担当

適宜日時

教育研究棟8階 耳鼻咽喉科・頭頸部外科医局場所

IP電話 62576　内線5788

otsuka@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとること。備考

  指定する教科書、参考書

「Success 耳鼻咽喉科」洲崎春海、鈴木　衞、吉原俊雄 編集、金原出版

臨床医学Ⅱ(耳鼻・咽喉・口腔系)(科目№TM16078024)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(耳鼻・咽喉・口腔系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・塚原 清彰・(耳鼻咽喉科・頭頸部外科学)、講師・矢富 正徳・(耳鼻咽喉科・頭頸部外科学)

臨床医学Ⅱ(耳鼻・咽喉・口腔系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

04月15日 月 1 耳鼻咽喉科学入門 1 耳鼻咽喉口腔系とは
2 耳鼻咽喉口腔系の基本的診
療
3 耳鼻咽喉口腔系疾患の主な
症状
4 耳鼻咽喉口腔系の代表的疾
患
5 耳鼻咽喉口腔系の先進医療

塚原 清彰(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○耳鼻・咽喉・口腔の構造と
機能を理解し、主な症候、疾
患を理解する。

2

04月15日 月 2 頭頸部腫瘍2 1 頭頸部腫瘍総論
2 診断、検査、治療
3 耳腫瘍
4 鼻腔、副鼻腔腫瘍
5 上記と鑑別を要する疾患

塚原 清彰(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○頭頸部腫瘍の概略を説明で
きる。
△鼻腔・副鼻腔の悪性疾患を
概説できる。

3

04月16日 火 3 聴覚生理 1 音波とは
2 外　耳
3 中　耳
4 蝸　牛
5 中枢聴覚系

河野 淳(耳鼻咽喉科
・頭頸部外科学)

○聴覚系の受容のしくみと伝
導路を説明できる。

4

04月16日 火 4 聴覚系の症候と検査 1 耳痛、耳漏
2 聴覚障害、耳閉塞感、耳鳴
3 耳の視診、触診、耳鏡検査
4 聴力検査、その他の検査
5 画像診断
6 人工内耳とは
7 補聴器とは
8 聾、難聴とハンディキャッ
プ

河野 淳(耳鼻咽喉科
・頭頸部外科学)

○聴力検査を説明でき、聴力
の簡単な検査ができる。
○難聴をきたす疾患を列挙
し、その病態を説明できる。
○伝音難聴と感音難聴、迷路
性と中枢性難聴を病態から鑑
別し、治療を説明できる。

5

04月17日 水 1 中耳疾患2 1 慢性化膿性中耳炎
2 真珠腫性中耳炎
3 耳硬化症
4 その他の伝音性難聴
5 鼓室形成術

河野 淳(耳鼻咽喉科
・頭頸部外科学)

○慢性中耳炎などの原因、診
断と治療を説明できる。

6

04月17日 水 2 鼻の解剖、生理、検査 1 発　生
2 鼻腔、副鼻腔の解剖
3 嗅覚の受容のしくみと伝導
路
4 症候と嗅覚検査
5 その他

大塚 康司(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○鼻腔の構造を図示できる。
○鼻腔の診察ができる。
△嗅覚の受容のしくみと伝導
路を説明できる。
○嗅覚検査を説明できる。

7

04月17日 水 3 鼻、副鼻腔疾患 1 鼻せつ
2 鼻炎、副鼻腔炎
3 アレルギ－性鼻炎
4 鼻出血
5 嗅覚障害
6 その他（腫瘍や全身疾患と
の関係を含む）

大塚 康司(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○鼻出血をきたす疾患を列挙
し、その病態を説明できる。
○鼻出血の好発部位と止血法
を説明できる。
○副鼻腔炎の病態と治療を説
明できる。
○アレルギー性鼻炎の発症機
構を説明できる。
△鼻腔の代表的な異物を説明
できる。

8

04月17日 水 4 外耳、中耳疾患1 1 外耳疾患
2 急性中耳炎、滲出性中耳炎
3 耳管狭窄症
4 側頭骨骨折
5 顔面神経麻痺(検査含む)

白井 杏湖(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○急性中耳炎、滲出性中耳炎
の原因、診断と治療を説明で
きる。
○外耳道の代表的な異物を説
明し、除去法を説明できる。

9

04月18日 木 1 頭頸部腫瘍3 1 咽頭腫瘍
2 喉頭腫瘍
3 顔面、頸部腫瘍（甲状腺を
含む）
4 上記と鑑別を要する疾患
5 関係する全身腫瘍

塚原 清彰(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○喉頭癌の症候、診断と治療
を説明できる。
△咽頭の悪性疾患を概説でき
る。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅱ(耳鼻・咽喉・口腔系)(科目№TM16078024)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 172 -

 / 4)PAGE (3

2019年 度

臨床医学Ⅱ(耳鼻・咽喉・口腔系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・塚原 清彰・(耳鼻咽喉科・頭頸部外科学)、講師・矢富 正徳・(耳鼻咽喉科・頭頸部外科学)

臨床医学Ⅱ(耳鼻・咽喉・口腔系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

10

04月18日 木 2 耳の解剖 1 発　生
2 聴覚系（外耳、中耳、内
耳）
3 平衡系（耳石器、半規管な
ど）
4 顔面神経
5 神経と血管

西山 信宏(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○外耳、中耳、内耳の構造を
図示できる。
○耳（外耳道、鼓膜）の診察
ができる。

11

04月18日 木 3 平衡系の生理
平衡系の症候と検査１

1 前庭耳石器
2 三半規管
3 前庭動眼反射
4 前庭脊髄反射
5 平衡障害の代償
6 めまい(平衡障害)とは

小川 恭生(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○平衡系の受容のしくみと伝
導路を説明できる。
△平衡感覚機構を眼球運動、
姿勢制御と関連させて説明で
きる。

12

04月18日 木 4 平衡系の症候と検査２ 1 平衡障害の機序と主な疾患
2 問診と診断(末梢性と中枢
性)
3 平衡機能検査
4 眼振の意義

小川 恭生(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○めまいの原因と病態を説明
できる。
○平衡機能検査を説明でき
る。
○めまいを訴える患者の診断
の要点を説明できる。
○末梢性めまいと中枢性めま
いを鑑別し、治療を説明でき
る。

13

04月19日 金 1 内耳疾患1 1 メニエル病
2 良性発作性頭位眩暈症
3 その他のめまい疾患
4 聴神経腫瘍
5 関連する疾患(脳神経疾患を
含む）

稲垣 太郎(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○めまいをきたす疾患につい
て、その原因、病態、診断を
説明できる。

14

04月19日 金 2 内耳疾患2 1 内耳炎
2 感音性難聴(中毒性難聴、老
人性難聴、突発性難聴、騒音
性難聴など）
3 難聴の治療法

稲垣 太郎(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○難聴をきたす疾患につい
て、その病態を説明できる。
○難聴の治療方法を説明でき
る。

15

04月19日 金 3 喉頭、頭部、顔面、
頸部の解剖、生理

1 発　生
2 構造と機能
3 症候と検査検査
4 その他

本橋 玲(耳鼻咽喉科
・頭頸部外科学)

○喉頭の構造を図示できる。
○喉頭の機能と神経支配を説
明できる。
○甲状腺を含めた頸部の診察
ができる。
○頭部、顔面の診察ができ
る。

16

04月19日 金 4 音声・喉頭疾患 1 喉頭の先天性疾患
2 喉頭の炎症性疾患
3 声帯ポリ－プなど喉頭疾患
4 反回神経麻痺
5 音声障害と言語障害

本橋 玲(耳鼻咽喉科
・頭頸部外科学)

○喉頭癌の症候、診断と治療
を説明できる。
○嗄声をきたす疾患を列挙
し、その病態を説明できる。
△喉頭の代表的な異物を説明
し、除去法を説明できる。

17

04月22日 月 1 口腔・咽頭の解剖、生理 1 発　生
2 口腔・咽頭の解剖、生理
3 味覚の受容のしくみと伝導
路
4 症状と味覚検査
5 その他

清水 顕(耳鼻咽喉科
・頭頸部外科学)

○口腔・咽頭の構造を図示で
きる。
○口腔・咽頭の生理を説明で
きる。
△味覚の受容のしくみと伝導
路を説明できる。
○味覚検査を説明できる。

18

04月22日 月 2 口腔・咽頭疾患 1 形態異常
2 炎症性疾患
3 扁桃疾患
4 睡眠時無呼吸
5 味覚障害
6 その他(腫瘍と全身疾患との
関係を含む)

清水 顕(耳鼻咽喉科
・頭頸部外科学)

○咽頭痛をきたす疾患を列挙
し、その病態を説明できる。
○扁桃の炎症性疾患の病態と
治療を説明できる。
△咽頭の代表的な異物を説明
し、除去法を説明できる。

19

04月23日 火 3 咬合と顎関節 1 不正咬合と顎変形症
2 顎関節症
3 脱　臼
4 開口障害

近津 大地(口腔外科
学)

▲開口障害をきたす疾患を列
挙し、その病態を説明でき
る。

臨床医学Ⅱ(耳鼻・咽喉・口腔系)(科目№TM16078024)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(耳鼻・咽喉・口腔系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・塚原 清彰・(耳鼻咽喉科・頭頸部外科学)、講師・矢富 正徳・(耳鼻咽喉科・頭頸部外科学)

臨床医学Ⅱ(耳鼻・咽喉・口腔系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

20

04月23日 火 4 気管食道 1 気管食道の発生、解剖、機
能
2 気管食道の症候と検査
3 気管食道の疾患(異物を含
む）
4 気管切開
5 その他（腫瘍との関係を含
む）

岡本 伊作(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

△気管・食道の代表的な異物
を説明し、除去法を説明でき
る。
○気管切開の適応を説明でき
る。

21

04月24日 水 1 歯と歯周組織疾患
（症例を含む）

1 う歯と歯周炎
2 歯性病巣感染
3 歯性上顎洞炎
4 歯原性嚢胞
5 口腔粘膜疾患

松尾 朗(口腔外科
学)

○う歯と歯周病を概説でき
る。

22

04月24日 水 2 頭頸部腫瘍１ 1 口腔腫瘍（歯原性腫瘍）
2 口腔腫瘍（非歯原性腫瘍）
3 再建外科
4 前癌病変
5 上記と鑑別を要する疾患

渡辺 正人(口腔外科
学)

△口腔の腫瘍性疾患を概説で
きる。

23

04月24日 水 3 摂食・嚥下・構音 1 摂食・嚥下・構音のしくみ
2 摂食機能障害
3 嚥下機能障害
4 構音障害
5 その他（術後を含む）

古賀 陽子(口腔外科
学)

高田 大輔(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○嚥下困難・障害の原因と病
態を説明できる。
○嚥下困難・障害を訴える患
者の診断の要点を説明でき
る。

24

04月24日 水 4 頭頸部の解剖、診察と疾患
(形成外科的領域を中心とし
て)

1 頭頸部の解剖
2 頭頸部の外科
3 耳介奇形
4 唇裂、口蓋裂
5 再建外科

吉澤 直樹(形成外科
学)

○頭頸部（特に顔面）の解剖
を説明する。
○頭頸部の診察ができる。
▲頭頸部再建を要する疾患を
挙げ、その治療を説明でき
る。

25

04月25日 木 1 口腔症状と全身疾患
神経・心因性疾患

1 ウイルス感染症と口腔症状
2 血液疾患と口腔症状
3 神経痛と神経麻痺
4 口腔の慢性疼痛と心因性疾
患
5 その他全身疾患と口腔症状

小川 隆(口腔外科
学)

○口腔内の種々の疾患につい
て概説できる。

26

04月25日 木 2 唾液腺の解剖、生理
唾液腺疾患

1 唾液腺の解剖、生理
2 口腔内疾患
3 唾石症
4 Sjögren症候群
5 唾液腺腫瘍
6 その他(全身疾患との関係を
含む)

吉原 俊雄(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○口腔内疾患を理解させる。
△唾液腺疾患を列挙できる。

27

04月25日 木 3 頭頸部の外傷 1 顔面外傷
2 鼻骨骨折
3 上・下顎骨折
4 Le Fortの分類
5 その他

渡辺 正人(口腔外科
学)

柴田 大(形成外科
学)

△顔面軟部損傷の診断と治療
について説明できる。
△顔面骨骨折の診断と治療に
ついて説明できる。

28

04月25日 木 4 頭頸部領域の画像診断 1 超音波
2 CT
3 MRI
4 血管造影
5 RIその他

勇内山 大介(放射線
医学)

○頭頸部領域の画像診断につ
いて説明できる。

29

04月26日 金 1 頭頸部領域の放射線治療 1 副鼻腔腫瘍
2 口腔、咽頭腫瘍
3 喉頭腫瘍
4 頸部領域の悪性腫瘍
5 その他

三上 隆二(放射線医
学)

○頭頸部領域の放射線治療に
ついて説明できる。

30

04月26日 金 2 耳、鼻、咽頭のまとめ
(予備)

1 耳疾患
2 鼻疾患
3 咽頭疾患
4 その他

 休講などの予備
耳、鼻、咽頭まとめとして自
由学習を行う

臨床医学Ⅱ(耳鼻・咽喉・口腔系)(科目№TM16078024)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(麻酔) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・内野 博之・(麻酔科学)、教授・中澤 弘一・(麻酔科学)

臨床医学Ⅱ(麻酔)

  学習内容

教育方針

麻酔科学の基礎知識として以下のことを到達目標にする。
1) 麻酔科学の概念、基礎事項と呼吸・循環系の基礎知識、酸塩基平衡・
血液ガスの意義を理解する。
2) 吸入麻酔薬、静脈麻酔薬、筋弛緩薬、局所麻酔薬の薬理作用、適応、
禁忌・副作用を理解する
3）全身麻酔における術前評価と麻酔導入、麻酔維持、覚醒の流れを理
解する。
4) 輸液・輸血の基本を理解する。
5）脊椎麻酔・硬膜外麻酔の適応と禁忌・合併症を理解する。
6）各科手術における麻酔管理と合併症患者の麻酔管理の要点を理解す
る。
4) 集中治療の役割とそこで行われる呼吸・循環管理、輸液・栄養管理、
血液浄化法、鎮静法と心肺蘇生、脳死判定基準を理解する。
5) 疼痛のメカニズムと神経ブロックの適応・禁忌ならびに漢方および緩
和医療について理解する。

講義の概説

麻酔科学分野では、麻酔科学、集中治療医学、ペインクリニック学、蘇
生学、緩和医療など幅広い領域を扱っている。これらの領域では生理
学、解剖学、薬理学などの基礎医学の知識を基盤としつつ、エビデンス
に基づく全身管理、疼痛管理、緩和医療、臓器保護などを提供してい
る。この講義では麻酔科医の日常臨床で患者に質の高い医療を提供して
いくために必要とされている知識や理解すべき病態ならびにその治療概
念を習得し、診療参加型臨床実習につながる教育を提供することを目的
とする。

復習

配布された授業資料を毎日３０分は熟読して、学習成果を確認するこ
と。理解しにくい箇所を特に復習し、内容をしっかりと理解すること。
それでも理解できない場合は教員に質問し、理解すること。

予習

指定された教科書・参考書を入手し、２時間以上かけて予習を行うこ
と。

  授業時間外の学習

  ICT活用

e-learningにて理解を深めるようにすること。

 学習上の注意

  学習上の注意等

麻酔管理学、集中治療医学、ペインクリニック学、蘇生学における講義では、生理学、解剖学、生化学、薬理学的な面と内科系、外科系までの広範
で多岐に亘る知識に触れることになる。講義では、資料を用いながら基礎的事項から各論まで要点を述べていくが予習・復習をした上で講義に参加
し、疑問を残さないように心がけてほしい。

  オフィスアワー

内野博之、大瀬戸清茂、田上正、今泉均、中澤弘一、荻原幸彦、福井秀公、柿沼孝泰、関根秀介、板
橋俊雄、濱田隆太、齋藤理、石田裕介

担当

適宜日時

教育研究棟12階 麻酔科医局　病院 麻酔医室・ICUスタッフルーム場所

IP電話 5811（医局秘書まで）

k-nkzw@tokyo-med.ac.jpE-mail

必ずメールまたは電話でアポイントをとること。備考

  指定する教科書、参考書

1）麻酔科研修ノート　改訂第2版　永井　良三、稲田　英一　診断と治療社 2014
2）ミラー麻酔科学　監訳　武田　純三　メディカルサイエンスインターナショナル 2007
3）MGH麻酔の手引き　（第7版）監訳　稲田　英一　メディカル・サイエンス・インターナショナル　2017
4）標準麻酔科学（第6版）弓削　孟文　医学書院 2011
5）脳保護・脳蘇生　坂部　武史　克誠堂 2008
6）神経保護Q&A－神経救急・集中治療的アプローチの実際　内野　博之　総合医学社 2011
7）ペインクリニック　診断・治療ガイド　大瀬戸　清茂　日本医事新報社
8）ICU実践ハンドブック（第8版）清水 敬樹　羊土社 2013
9）集中治療専門医テキスト（第2版）日本集中治療医学会　総合医学社　2015
10）ICUブック（第4版）監訳　稲田　英一　メディカル・サイエンス・インターナショナル　2015

臨床医学Ⅱ(麻酔)(科目№TM16078034)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(麻酔) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・内野 博之・(麻酔科学)、教授・中澤 弘一・(麻酔科学)

臨床医学Ⅱ(麻酔)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

05月07日 火 3 麻酔科学概論 1 麻酔科学
2 集中治療医学
3 ペインクリニック学
4 蘇生学
5 シミュレーション医学
6 危機管理

内野 博之(麻酔科
学)

○麻酔科学の概念を説明でき
る。
○麻酔の種類と麻酔時の生体
反応を説明できる。

2

05月07日 火 4 麻酔科学で必要な薬理学
　1.吸入麻酔薬
　2.静脈麻酔薬
　3.筋弛緩薬
　4.麻酔管理の実際
全身麻酔管理の実際
　1.呼吸管理
　2.循環管理
　3.モニタリング

1 全身管理
2 吸入麻酔薬
3 静脈麻酔薬
4 筋弛緩薬
5 モニタリング

内野 博之(麻酔科
学)

○吸入麻酔薬の適応･禁忌･合
併症を説明できる。
○静脈麻酔薬の適応･禁忌･合
併症を説明できる。
▲筋弛緩薬の作用機序を概説
できる。
▲麻酔管理上の注意点を説明
できる。
△呼吸・循環・体温とモニタ
リングおよび合併症予防につ
いて説明できる。

3

05月08日 水 1 麻酔科学で必要な基礎知識
1.循環系
2.神経系
3.カテコラミン
4.呼吸筋と気道

1 呼吸筋
2 気道
3 循環
3 循環動態の測定法と解釈
4 自律神経系
5 カテコラミン

荻原 幸彦(麻酔科
学)

○循環器系の構造と機能を理
解し､説明できる｡
○自律神経系の働きを概説で
きる。
○カテコラミンの薬理作用･
適応を概説できる。
○呼吸筋と気道の役割につい
て理解し､説明できる｡

4

05月08日 水 2 麻酔科学で必要な呼吸生理
と気道確保
1.ガス交換
2.血液ガスの読み方
3.気道確保について　a気道
評価　
　b気道確保法　
　c気道確保困難

1 ガス交換
2 肺胞方程式と血液ガス
3 低酸素血症
4 気道の評価
5 気管挿管
6 気道確保困難(Difficult
Airway)

中澤 弘一(麻酔科
学)

△ガス交換のメカニズムにつ
いて概説できる。
○肺胞方程式について説明で
きる
△低酸素血症をきたすメカニ
ズムについて理解する。
○気道評価と気管挿管法を概
説できる。
△気道確保困難(Difficult
Airway)とその対応法を理解
する。

5

05月08日 水 3 麻酔管理と術中合併症
1.術前評価とインフォーム
ドコンセント
2.前投薬
3.麻酔システム
4.術前準備と麻酔管理の実
際
5.モニタリングの実際
6.術中合併症
7.術後合併症

1 術前評価
2 ASA分類
3 インフォームドコンセント
4 麻酔前投薬
5 麻酔器
6 手術室の安全対策
7 バイタルサイン
8 モニタ－
9 危機管理
10 ショック・不整脈・肺塞
栓
11 悪性高熱症
12 術後合併症

柿沼 孝泰(麻酔科
学)

○麻酔･手術の危険因子を理
解し、その対応の基本を説明
できる。
△インフォームド・コンセン
トの原則を列挙できる。
○麻酔前投薬の意義･種類･原
則を説明できる。
▲麻酔器の構造と麻酔手順を
概説できる。
▲手術室での安全対策を説明
できる。
○バイタルサインの意義を説
明できる。
○モニターの意義と方法を説
明できる。
▲主な術中合併症を列挙し、
対応を説明できる。
△悪性高熱を概説できる。
○主な術後合併症を列挙し、
その対応を説明できる。

6

05月08日 水 4 1.周術期の輸液・輸血療法
2.酸塩基平衡
3.周術期の血液凝固・線溶
系

1 体液と浸透圧
2 輸液
3 輸血
4 酸塩基平衡
7 凝固・線溶系

関根 秀介(麻酔科
学)

△周術期における輸液･輸血
療法を説明できる。
△酸塩基平衡のメカニズムと
その異常について説明でき
る。
△体液･電解質の意義とデ－
タを解釈できる。
△周術期の血液凝固・線溶系
の意義を説明できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅱ(麻酔)(科目№TM16078034)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(麻酔) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・内野 博之・(麻酔科学)、教授・中澤 弘一・(麻酔科学)

臨床医学Ⅱ(麻酔)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

7

05月09日 木 1 疼痛管理学
1.ペインクリニックとは
2.疼痛のメカニズム
3.疼痛制御の方法とその用
い方
　a神経ブロック療法
　b薬物療法
　c心理療法
　d理学療法

1 疼痛・鎮痛のメカニズム
2 術後疼痛
3 難治性疼痛・癌性疼痛
4 神経ブロック（適応・禁忌
・合併症）

大瀬戸 清茂(麻酔科
学)

▲疼痛･鎮痛のメカニズムを
概説できる。
○疼痛コントロールの適応･
問題点を説明できる。
▲鎮痛法を説明できる。
△末梢神経ブロックの適応･
禁忌を説明できる。
△神経叢ブロックの適応･禁
忌を説明できる。

8

05月09日 木 2 局所麻酔薬と硬膜外麻酔・
脊髄くも膜下麻酔およびそ
の他の末梢神経ブロックに
よる疼痛管理
1.局所麻酔薬
2.硬膜外麻酔
3.脊髄くも膜下麻酔
4.神経ブロック

1 薬理作用・適応・禁忌
2 局所麻酔薬中毒
3 脊椎・脊髄の解剖
4 硬膜外麻酔
5 脊髄くも膜下麻酔
6 末梢神経ブロック

福井 秀公(麻酔科
学)

△局所麻酔薬の適応･禁忌･合
併症を説明できる。
△硬膜外麻酔の方法と適応･
禁忌･合併症を説明できる。
△脊椎くも膜下麻酔の方法と
適応･禁忌･合併症を説明でき
る。
▲手術に用いられる末梢神経
ブロックについて理解する。

9

05月09日 木 3 各科麻酔管理
1.片肺換気の管理
2.心臓血管外科の麻酔管理
4.脳神経外科手術の麻酔管
理
5.産科麻酔
6.小児麻酔

1 片肺換気
2 開心術の麻酔管理
3 脳外科手術の麻酔
4 産科麻酔
5 開心術の麻酔
6 小児麻酔

濱田 隆太(麻酔科
学)

△片肺換気の方法、適応、問
題点について説明できる。
 開心術の麻酔管理について
概説できる
▲脳神経外科手術の麻酔管理
を概説できる。
△妊婦の麻酔管理上の注意点
を説明できる。
△小児麻酔管理上の注意点を
概説できる。

10

05月09日 木 4 各科・各疾患の麻酔管理
1.緊急手術の麻酔管理
2.合併症を有する患者の麻
酔管理
　a呼吸器疾患
　b循環器疾患
　c肝疾患
　d腎疾患
　e糖尿病・代謝疾患
　fその他

1 緊急手術の麻酔
2 迅速導入
3 合併症患者の麻酔管理

板橋 俊雄(麻酔科
学)

△1緊急手術の麻酔に際して
注意すべき点を説明できる。
　a外傷患者
　b迅速導入
△合併症を有する患者の麻酔
管理の要点を説明できる。

11

05月10日 金 1 集中治療医学と周術期管理
の実際
　a.集中治療医学と集中治
療室（ICU）の役割
　b.ICUで扱うモニタリング
　d.ICUで施される全身管理
の概要
　e.急性呼吸不全の病態と
人工呼吸管理
　f.急性循環不全の病態と治
療
　g.急性血液浄化法につい
て
　h.鎮静・鎮痛法について
　i.体液・代謝・栄養管理に
ついて

1 ICUの役割
2 悪性高熱
3 ICU管理上の注意点
4 ICUでのモニタリング
5 急性呼吸不全と人工呼吸管
理
6 循環管理
7 血液浄化法
8 鎮静・鎮痛法
9 代謝・栄養管理

今泉 均(麻酔科学)

△ICUの役割を概説できる。
▲ICUで扱う病態を概説でき
る。
△モニタ－の種類･方法を説
明できる。
○主な医療機器の種類と原理
を概説できる。
▲急性呼吸不全の病態と人工
呼吸管理の原理・方法・適応
・合併症を列挙し概説でき
る。
△急性循環不全の病態と循環
管理：薬物療法と
PCPS・IABPを概説できる。
▲血液浄化療法の適応を概説
できる。
▲鎮静･鎮痛の意義･方法･適
応を概説できる。
○経腸・経静脈栄養の適応・
方法・合併症を説明できる。

12

05月10日 金 2 緩和医療
1.緩和医療とは
2.トータルペインについて
3.緩和医療の実際
4.アドバンス・ケア・プラ
ンニング

1 癌性疼痛
2 WHO癌性疼痛指針
3 薬物療法
4 緩和医療

田上 正(緩和医療
部)

齊藤 理(緩和医療
部)

○緩和医療を概説できる。
▲トータルペインについてに
ついて説明できる。
▲緩和医療の実際について説
明できる。

臨床医学Ⅱ(麻酔)(科目№TM16078034)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(眼・視覚系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・後藤 浩・(眼科学)、講師・熊倉 重人・(眼科学)

臨床医学Ⅱ(眼・視覚系)

  学習内容

教育方針

臨床医全般にとって非常に重要である以下のことを学ぶことを目標とす
る。
1) 眼、視覚系の疾患の症候、診断、検査について理解し、説明できる。
2) 重篤な視機能障害をきたす疾患を理解し、診断と治療を説明できる。
3) 全身疾患の部分症としての眼疾患を理解し、診断と治療を説明でき
る。
4) 眼、視覚系の救急疾患を理解し、診断と治療を説明できる。
5) 失明予防と視覚障害者の社会復帰についての重要性について理解でき
る。

講義の概説

眼球自身は直径約25mmの小さな器官であるが、我々の日常生活はその
85％以上が視覚情報に依存している。そのため、視覚の障害や喪失は人
間が生きるうえで非常に重大な問題である。
これらのことを念頭におき、眼、視覚系の構造と機能、解剖と生理につ
いての総論から、基本的な診断学と検査法、そして症候と病態、治療、
予防について包括的に学べるように構成されている。

復習

講義を受けた後、理解できなかった事については、その場で教員に質問
すること。また、理解の足りなかった箇所については、講義資料および
指定された教科書で確認し、習得しておくこと。

予習

「e自主自学」から翌日分の講義資料を入手し、必ず指定の教科書と照
らし合わせながら予習を行うことで、講義時間内に講義内容を理解する
よう努めること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

翌日分の講義資料は「e自主自学」から入手すること。

 学習上の注意

  学習上の注意等

眼、視覚系の基本的な解剖、生理、機能について十分理解したうえで講義に望むようにする。また、眼、視覚系の診断学では、基本的な神経系の基
礎的知識に加え、細隙灯顕微鏡検査、眼底検査、蛍光眼底造影による診断が不可欠である。そのため、できるだけ多数のカラー写真や実際の検査所
見、手術ビデオ等を供覧しながら授業をすすめるが、最終的に代表疾患については所見が読めなければならない。さらに、診断と治療、鑑別診断を
包括して理解することが重要であるので、総論、各論を網羅して学ぶことが重要である。

  オフィスアワー

担当

水曜日　18：00～18：30日時

教育研究棟12階　眼科医局場所

IP電話 内線5878、5879　眼科秘書

E-mail

質問や相談の窓口として上記を設置いたします。ただし、事前連絡をお願いします。備考

  指定する教科書、参考書

教　科　書（必携）
「現代の眼科学」所　敬 監修、吉田晃敏、谷原秀信 編、金原出版
（数年ごとに改訂版が出ます）

臨床医学Ⅱ(眼・視覚系)(科目№TM16078044)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(眼・視覚系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・後藤 浩・(眼科学)、講師・熊倉 重人・(眼科学)

臨床医学Ⅱ(眼・視覚系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

05月13日 月 1 Ⅰ総論
　眼・視覚系の構造

1 眼球、眼付属器の構造と機
能
2 視覚受容と伝導路
3 眼の血管系、神経系
4 房水循環、血液－眼柵
5 眼の発生

後藤 浩(眼科学)

○眼球、眼付属器の構造と機
能を説明できる。
○視覚情報の受容のしくみと
伝導路を説明できる。
○眼の血管系、神経系を説明
できる。
○眼の房水循環、血液-眼柵
について説明できる。
○眼の発生について説明でき
る。

2

05月13日 月 2 　眼・視覚系の機能 1 視力の定義、視力検査と表
記方式
2 屈折異常、調節異常、屈折
矯正
3 視野検査、視野異常
4 両眼視機能、眼球運動、輻
湊、開散
5 瞳孔運動、対光反射

馬詰 和比古(眼科
学)

○視力の定義、測定方法、表
記について説明できる。
○屈折異常、調節異常の病態
生理を説明できる。
○視野障害と発生機序、原因
疾患を説明できる。
○眼球運動のしくみを説明で
きる。
○対光反射について説明でき
る。

3

05月14日 火 3 　眼・視覚系の診察 1 細隙灯顕微鏡検査と所見
2 前房隅角検査と所見
3 眼圧検査
4 眼底検査および蛍光眼底造
影と所見
5 超音波検査および網膜電図
と所見

森 秀樹(眼科学)

○基本的眼科検査を列挙し、
原理、適応、主要所見を説明
できる。

4

05月14日 火 4 Ⅱ各論
　結膜疾患
　強膜疾患

1 結膜炎
2 伝染性結膜炎
3 強膜炎
4 涙液分泌試験、分泌障害
5 Sjögren 症候群

中川 尚(眼科学)

○結膜疾患、強膜疾患を列挙
し、原因、治療について説明
できる。
○伝染性結膜疾患の症候、診
断と治療を説明できる。

5

05月15日 水 1 　緑内障 1 緑内障の定義
2 閉塞隅角緑内障
3 開放隅角緑内障
4 正常眼圧緑内障
5 緑内障の治療

丸山 勝彦(眼科学)

○緑内障の成因を列挙し、発
症機序、症候と治療を説明で
きる。

6

05月15日 水 2 　視神経疾患 1 視神経症
2 虚血性視神経炎
3 うっ血乳頭
4 中毒性障害
5 視路障害と検査

毛塚 剛司(眼科学)

△視神経症の成因、症候、診
断と治療を説明できる。
△うっ血乳頭の成因、症候と
診断を説明できる。

7

05月15日 水 3 　角膜疾患 1 角膜の検査法
2 角膜疾患
3 角膜移植
4 屈折矯正手術

熊倉 重人(眼科学)

▲角膜疾患の成因を列挙し、
原因、治療について説明でき
る。

8

05月15日 水 4 　ぶどう膜疾患 1 Behçet病
2 Vogt-小柳-原田病
3 交感性眼炎
4 サルコイドーシス
5 トキソプラズマ

臼井 嘉彦(眼科学)

△ぶどう膜炎の原因、症候、
診断と治療を説明できる。

9

05月16日 木 2 　眼窩疾患
　眼腫瘍

1 眼球突出、眼球陥凹
2 吹き抜け骨折
3 眼瞼腫瘍
4 眼窩腫瘍
5 眼内腫瘍、網膜芽細胞腫

後藤 浩(眼科学)

▲眼窩疾患、眼腫瘍の症候、
診断と治療を説明できる。
△網膜芽細胞腫の症候、診断
と治療を説明できる。

10

05月16日 木 3 　網膜疾患 1 高血圧性眼底
2 網膜血管閉塞症
3 糖尿病網膜症
4 夜盲症
5 網膜色素変性

若林 美宏(眼科学)

○高血圧、動脈硬化、糖尿病
による眼底変化を説明でき
る。
○網膜中心動脈閉塞症、静脈
閉塞症の症候、診断と治療を
説明できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅱ(眼・視覚系)(科目№TM16078044)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(眼・視覚系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・後藤 浩・(眼科学)、講師・熊倉 重人・(眼科学)

臨床医学Ⅱ(眼・視覚系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

11

05月16日 木 4 　網膜硝子体疾患
　黄斑疾患

1 網膜剥離
2 増殖性硝子体網膜症
3 中心性漿液性脈絡網膜症
4 黄斑円孔、黄斑前膜
5 加齢黄斑変性

岩崎 琢也(眼科学)

○裂孔原性網膜剥離の症候、
診断と治療を説明できる。

12

05月17日 金 1 　水晶体疾患 1 水晶体の生理と加齢
2 白内障
3 水晶体位置異常
4 白内障手術と眼内レンズ

丸山 勝彦(眼科学)

○白内障の成因、症候、診断
と治療を説明できる。

13

05月17日 金 2 　眼症状を伴う全身疾患 1 代謝異常
2 内分泌障害
3 脳下垂体障害
4 循環系障害、造血器障害
5 膠原病

臼井 嘉彦(眼科学)

○全身疾患に伴う眼疾患につ
いて説明できる。

14

05月20日 月 1 　斜視、弱視
　眼筋麻痺、眼振
　小児眼科

1 斜視の検査法、治療法
2 弱視の検査法、治療法
3 眼筋麻痺の症状、検査法
4 重症筋無力症
5 白色瞳孔、未熟児網膜症

若林 美宏(眼科学)

○斜視、弱視の成因、症候、
診断と治療を説明できる。
○眼球運動障害の原因疾患、
診断と治療を説明できる。

15

05月20日 月 2 　眼瞼疾患
　涙器疾患
　眼外傷

1 眼瞼内反、外反、眼瞼下
垂、兎眼
2 麦粒腫、霰粒腫
3 涙道狭窄、閉塞、新生児涙
嚢炎
4 鈍的眼外傷、眼内異物、眼
球穿孔、眼球破裂
5 化学、物理外傷

熊倉 重人(眼科学)

▲眼瞼疾患、涙器疾患を列挙
し、原因、治療について説明
できる。
△化学外傷（アルカリ、酸）
の症候と救急処置を説明でき
る。

16

05月21日 火 3 　眼の主要症候 1 眼の主要症候
2 眼の診察

後藤 浩(眼科学)

○眼の主要症候（視力障害、
眼脂、充血、飛蚊症、眼痛）
を列挙し、発症機序、原因疾
患、治療を説明できる。

臨床医学Ⅱ(眼・視覚系)(科目№TM16078044)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(運動器（筋骨格）系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・山本 謙吾・(整形外科学)、准教授・宍戸 孝明・(整形外科学)

臨床医学Ⅱ(運動器（筋骨格）系)

  学習内容

教育方針

診療の基本として病歴のとりかた、運動器の診療に必要な視診触診、関
節可動域、神経学的診断法などを学ぶ。基礎科学では骨・関節の構造と
生理、脊椎や関節のバイオメカニクスを理解する。画像診断は単純エッ
クス線、CT、MRI、シンチグラム、脊髄造影、関節造影などの手技と読
影の基本について実際の画像を用いて学習する。リハビリテーションは
専任のスタッフにより概念、運動療法、作業療法、装具療法などを学習
する。治療学総論では炎症、腫瘍、外傷に対する治療の基本を理解する
とともに運動器疾患に特有な理学療法、ギプス固定、関節注入、神経ブ
ロックなどについて学習する。手術療法としては脊椎の手術療法、人工
関節置換術、骨折の手術療法、良性悪性骨軟部腫瘍の手術の基本につい
て概略を理解する。
各論では、頚胸椎・腰仙椎、肩甲帯・上肢、骨盤股関節・下肢の主要疾
患を取り上げて、疾患概念、病因、病態、臨床所見、検査所見、鑑別診
断、経過と予後、治療の実例を提示して、系統的な理解に役立てる。

講義の概説

運動（筋骨格）系疾患の学習は全身の運動に関わる骨、関節、筋、脊
髄、末梢神経などの疾患が対象となる。教育内容は総論として筋骨格系
の構造と生理、診療の基本、画像診断・リハビリテーション・治療学総
論などを学び、各論として脊椎・上肢・骨盤股関節・下肢の代表的疾患
について診断と治療を学習する。講義はそれぞれの専門領域に携わるス
タッフにより行われる。

復習

授業終了後に整形外科講義用テキストを読み直し十分に理解できている
かどうか確認し、不十分な部分は再度教科書を熟読し完全に習得できる
ようにすること。それでも理解できない部分は積極的に教員に質問し理
解すること。

予習

必ず事前に教科書（標準整形外科学）と配布する整形外科講義用テキス
トを熟読し、単元ごとの内容の概要を把握して授業に臨むこと。授業で
は整形外科講義用テキストに沿って講義が行われるが、後で読み返した
時に理解しやすいように書き込みをして内容を補足するのが望ましい。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e自学自習」を通じて、eラーニングを実施予定

 学習上の注意

  学習上の注意等

総論各論を会わせて１週間の間に集中的に講義が行われ、内容が重複しないようにカリキュラムが組まれている。従って欠席をすると重要な内容を
聞き逃すことになるので努めて出席して頂きたい。運動（筋骨格）系疾患の講義は解剖学、生理学、病理学などの基礎的知識を理解したものとして
行われるのでこれらの復習を充分に行う必要がある。また筋骨格系疾患の診断には画像診断や神経学的アプローチが不可欠であるため放射線医学や
神経内科学の基本的知識が要求される。講義は時間的制約から基本的事項に留まる場合があるため、細部については自ら教科書を調べ疑問点につい
ては遠慮なく質問する積極的姿勢が望まれる。

  オフィスアワー

宍戸孝明（整形外科学）担当

水曜～金曜　13：30～17：00日時

教育研究棟　12階　整形外科医局場所

IP電話 62498

tstmu@tokyo-med.ac.jpE-mail

訪問は予約なしで構いませんが、あらかじめ、メールまたはIP電話などでアポイントを取ることをお
勧めします。

備考

  指定する教科書、参考書

1）「標準整形外科学第13版」、中村利孝、松野丈夫、井樋栄二、馬場久敏編、医学書院、2016
2）「神中整形外科学改定23版　上巻、下巻」、杉岡洋一、岩本幸英監修、南山堂、2013
3）「整形外科医のための神経学図説」、津山直一編、南江堂、2005
4）「神経症候学　第二版(新)」(全2巻)、平山恵造、文光堂、2010

臨床医学Ⅱ(運動器（筋骨格）系)(科目№TM16078054)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(運動器（筋骨格）系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・山本 謙吾・(整形外科学)、准教授・宍戸 孝明・(整形外科学)

臨床医学Ⅱ(運動器（筋骨格）系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

06月12日 水 1 運動器の診察の基本と
関節・筋・腱の構造・機能

1 知覚筋力テスト
2 関節可動域
3 関節の構造と機能
4 軟骨の生化学
5 軟骨の代謝
6 筋・腱の構造と機能
7 四肢長の計測

正岡 利紀(整形外科
学)

○四肢・脊柱の診察の要点と
手順を説明できる。
○徒手検査と知覚検査を説明
できる。
○関節の構造と機能を説明で
きる。
○四肢の関節を列挙しその配
置を図示できる。
○筋・腱の構造と機能を説明
できる。
○四肢の主要筋群の運動を説
明できる。

2

06月12日 水 2 骨の基礎・カルシウム代謝 1 骨の構造
2 骨の機能
3 骨の代謝
4 骨粗鬆症

正岡 利紀(整形外科
学)

○骨の構造と機能を説明でき
る。
○四肢の骨を列挙し、その配
置を図示できる。
○骨の形成と吸収の機序を説
明できる。
○骨粗鬆症の病因と病態を説
明し、骨折の好発部位を列挙
できる。

3

06月12日 水 3 末梢神経の構造と機能 1 末梢神経損傷の病態
2 末梢神経損傷の診断
3 末梢神経損傷の治癒過程
4 筋電図

松岡 佑嗣(整形外科
学)

○末梢神経の解剖と機能を説
明できる。
○末梢神経障害の症候、診断
を説明できる。
○末梢神経障害の治療、治癒
過程を説明できる。

4

06月12日 水 4 代謝性疾患
骨系統疾患

1 くる病
2 骨軟化症
3 骨粗鬆症
4 骨系統疾患の分類
5 骨系統疾患の臨床診断

西川 洋平(整形外科
学)

○代謝性疾患の病態と種類を
説明できる。
○骨系統疾患の臨床診断を説
明できる。
○骨形成不全症と骨軟骨異形
成症を概説できる。

5
06月13日 木 2 骨･軟部腫瘍（１） 1 良性腫瘍

2 悪性腫瘍
黒田 雅彦(分子病理

学)
○主な骨・軟部腫瘍の病理組
織所見を説明できる。

6

06月13日 木 3 骨･軟部腫瘍（２） 1 疫　学
2 画像診断
3 化学療法
4 放射線療法
5 手術療法

西田 淳(整形外科
学)

○骨肉腫とEwing腫瘍の診断
と治療を説明できる。
○主な骨･軟部腫瘍の画像診
断法を説明できる。
△主な骨･軟部腫瘍の化学療
法・放射線療法・手術療法の
適応を説明できる。

7

06月13日 木 4 骨折・脱臼総論（１） 1 骨折の分類
2 骨折の治癒過程

立岩 俊之(整形外科
学)

○骨折の分類を説明できる。
○骨折の症候、診断を説明で
きる。
○骨折の治癒過程を説明でき
る。
○四肢の基本的外固定を説明
できる。

8

06月14日 金 1 骨折・脱臼総論（２） 1 薬物療法
2 ギプス治療
3 手術治療
4 義肢・装具

立岩 俊之(整形外科
学)

○薬物療法の意義と副作用を
説明できる。
○ギプスの適応と手技を説明
できる。
○義肢・装具の適応を説明で
きる。
○骨折の合併症を説明でき
る。
○コンパートメント症候群を
概説できる。

9

06月14日 金 2 骨端症
関節リウマチ

1 Perthes病
2 Osgood-Schlatter病
3 関節リウマチの血液所見
4 関節リウマチの画像診断

佐野 圭二(整形外科
学)

○骨端症の病態診断・治療を
説明できる。
△関節リウマチの病態・診断
・治療を説明できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅱ(運動器（筋骨格）系)(科目№TM16078054)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(運動器（筋骨格）系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・山本 謙吾・(整形外科学)、准教授・宍戸 孝明・(整形外科学)

臨床医学Ⅱ(運動器（筋骨格）系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

10
06月14日 金 3 炎症性疾患 1 骨髄炎

2 骨･関節結核
3 脊椎カリエス

佐野 圭二(整形外科
学)

○骨・関節における炎症性疾
患の病態と治療を説明でき
る。

11

06月14日 金 4 手の外科（1） 1 手の機能解剖
2 先天性奇形 佐藤 宗範(形成外科

学)

○手の機能解剖の概略を説明
できる。
△手足の先天性奇形の診断と
治療を説明できる。

12

06月17日 月 1 脊椎・脊髄の基礎 1 生理的弯曲
2 運動方向と表現
3 頚・胸・腰椎の差異
4 索路（白質、灰白質）
5 前根、後根

遠藤 健司(整形外科
学)

○脊椎脊髄の発生・分化が説
明できる。
○脊柱の機能　構造・弯曲が
説明できる。
○頚椎、胸椎、腰椎、仙椎の
解剖・運動が説明できる。
○脊髄・神経根の構造・機能
・高位を説明できる。

13

06月17日 月 2 脊椎・脊髄の総論・診察・
検査

1 頚腕神経痛
2 坐骨神経痛
3 脊椎不橈性
4 鶏歩
5 Jackson test, Spurling test
6 SLRT, FNST

遠藤 健司(整形外科
学)

○脊椎・脊髄の解剖を理解で
きる。
○視察、触診、stress test 方
法・陽性所見を説明できる。
○椎髄造影の手技、正常像を
説明できる。
○MRI、CT、CTM正常像と
異常像を説明できる。

14

06月19日 水 1 脊椎・脊髄の先天性疾患
脊柱の変形
脊椎・脊髄の外傷

1 髄膜瘤
2 rib hump
3 Recklinghausen病
4 Marfan syndrome
5 Cobb法
6 フランケル分類
7 完全麻痺
8 脊髄ショック
9 中心型頚髄損傷

西村 浩輔(整形外科
学)

○脊椎奇形、二分脊椎、二分
脊髄を説明できる。
○先天性筋性斜頚、脊髄空洞
症を説明できる。
○脊柱側弯（特発性、先天
性、症候性）を説明できる。
○脊柱後弯症を説明できる。
△頚椎損傷、胸椎損傷の診断
・治療を説明できる。
○脊髄損傷（重症度、横断的
高位診断）を説明できる。
○急性期の対応、リハビリ
テーションを理解できる。

15

06月19日 水 2 脊椎変性疾患 1 ラセグーテスト
2 病的反射
3 スコッチテリアサイン
4 OPLL連続型、分節型

高松 太一郎(整形外
科学)

○頚椎、胸椎、腰椎椎間板ヘ
ルニアを説明できる。
○変形性脊柱症（脊髄症、神
経根症）を説明できる。
○腰部脊柱管狭窄症（辷り
症、分離症）を説明できる。
△腰椎椎間板ヘルニアの診断
と治療を説明できる。
△腰椎分離・すべり症の症候
と治療を説明できる。
○OPLL（後縦靭帯骨化症）
を理解できる。

16

06月19日 水 3 脊椎、脊髄の炎症性疾患 1 バンブースパイン
2 HLA-B27
3 環軸椎脱臼 高松 太一郎(整形外

科学)

○化膿性脊椎炎、椎間板炎を
説明できる。
○結核性脊椎炎を説明でき
る。
○強直性脊椎炎、RA性、
HAMを理解できる。

17

06月19日 水 4 脊椎、脊髄の腫瘍 1 神経鞘腫
2 髄膜腫
3 溶骨性、造骨性転移 神保 洋之(脳神経外

科学)

○脊椎腫瘍（原発性、転移
性、良性、悪性）を説明でき
る。
○脊髄腫瘍（硬膜内、外、髄
外、内）を説明できる。
○動脈脈奇形を説明できる。

18
06月20日 木 2 肩関節の外科 1 肩関節の機能解剖

2 肩の外傷
3 反復性肩関節脱臼

東儀 季功(整形外科
学)

○肩関節脱臼の診断と治療を
説明できる。

臨床医学Ⅱ(運動器（筋骨格）系)(科目№TM16078054)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(運動器（筋骨格）系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・山本 謙吾・(整形外科学)、准教授・宍戸 孝明・(整形外科学)

臨床医学Ⅱ(運動器（筋骨格）系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

19

06月20日 木 3 運動器リハビリテーション 1 運動器リハビリテーション
の概要
2 基礎運動学
3 機能障害
4 理学療法、作業療法
5 運動器リハビリテーション
各論
5 歩行補助具、車椅子、義
肢、装具

上野 竜一(リハビリ
テーションセン

ター)

○運動器リハビリテーション
の概要を説明できる。
○基礎運動学、障害について
説明できる。
○リハビリテーションチーム
の構成を理解し医師の役割を
説明できる。

20

06月20日 木 4 肘・前腕の外科 1 肘・前腕の機能解剖
2 肘の外傷
3 前腕・手関節の外傷

東儀 季功(整形外科
学)

○肘・前腕の機能解剖の概略
を説明できる。
○肘・前腕外傷の概略を説明
できる。

21

06月21日 金 1 手の外科（2） 1 手の外傷
2 手の神経麻痺
3 炎　症
4 腫　瘍

西川 洋平(整形外科
学)

○手の軟部損傷の診断と治療
を説明できる。
○手の骨折の診断と治療を説
明できる。
○手の炎症性疾患、腫瘍の診
断ができる

22

06月21日 金 2 骨盤・股関節の外科(1) 1 骨盤の機能解剖
2 骨盤の外傷 石田 常仁(整形外科

学)

○骨盤の構造と性差を説明で
きる。
○骨盤の外傷の診断と治療と
合併症を説明できる。

23

06月21日 金 3 骨盤・股関節の外科(2) 1 股関節の機能解剖
2 股関節の外傷 宍戸 孝明(整形外科

学)

○股関節の解剖と機能を説明
できる。
△股関節の外傷の診断と治療
を説明できる。

24

06月21日 金 4 骨盤・股関節の外科(3) 1 先天性股関節脱臼
2 変形性股関節症
3 大腿骨頭壊死 宍戸 孝明(整形外科

学)

○変形性股関節症の診断と治
療を説明できる。
○先天性股関節脱臼の診断と
治療を説明できる。
○大腿骨頭壊死の診断と治療
を説明できる。

25

06月24日 月 1 骨盤・股関節の外科(4) 1 Perthes病
2 大腿骨頭すべり症
3 大腿骨近位部骨折 石田 常仁(整形外科

学)

○Perthes病の診断と治療を
説明できる。
○大腿骨頭すべり症の診断と
治療を説明できる。
△大腿部の外傷の診断と治療
を説明できる。

26

06月24日 月 2 膝関節の外科(1) 1 膝関節の機能解剖
2 外反膝・内反膝・反張膝
3 変形性膝関節症
4 関節リウマチ

松永 怜(整形外科
学)

○変形性膝関節症の診断と治
療を説明できる。
△関節リウマチの手術療法の
概略を説明できる。

27

06月26日 水 1 膝関節の外科(2) 1 半月板損傷
2 靭帯損傷 松永 怜(整形外科

学)

○関節動揺を説明できる。
○半月板損傷の診断と治療を
説明できる。
○膝関節靭帯損傷の診断と治
療を説明できる。

28
06月26日 水 2 膝・下腿の外傷、障害 1 膝関節周囲の骨折

2 下腿骨骨折
小山 尊士(整形外科

学)
○膝周囲、下腿骨骨折の診断
と治療を説明できる。

29

06月26日 水 3 足の外科 1 足の機能解剖
2 先天性内反足
3 骨端症
4 足部外傷
5 足部変性疾患（外反母趾な
ど）

小山 尊士(整形外科
学)

○足の機能・解剖を理解し説
明できる。
○先天性内反足の診断と治療
を説明できる。
○小児の成長期の足部疾患の
診断と治療を説明できる。
○足部外傷の診断と治療を説
明できる。
○足部変性疾患の診断と治療
を説明できる。

30
06月26日 水 4 まとめと演習 山本 謙吾(整形外科

学)

臨床医学Ⅱ(運動器（筋骨格）系)(科目№TM16078054)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(精神系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・井上 猛・(精神医学)、准教授・市来 真彦・(精神医学)

臨床医学Ⅱ(精神系)

  学習内容

教育方針

臨床医全般に重要である以下のことを学ぶことを目標とする。
1) 精神と行動の障害の種類とそれらの主要症状、精神病理、診断、治療
および予防についての知識を習得する。
2) 患者を生物学的側面のみならず、心理社会的、ライフサイクル全般に
おける精神発達の側面など、全人間的な側面から理解することを習得す
る。
3) 患者・家族・医療スタッフの心理的側面と対人関係の基本を理解し、
臨床医として役立つ知識を習得する。
4) 精神医療関係法規および倫理上の規則を習得する。
5) プライマリケアおよび身体疾患を診る上で役立つ精神医学の知識を習
得する。

講義の概説

精神疾患は稀なものではなく、生涯有病率は約３４％と極めて高く、プ
ライマリケア医を受診する者も非常に多い。精神疾患を持っている人が
身体科に入院したり、身体科治療中に新たに精神疾患を発症することも
ある。また、緩和ケアをはじめ身体疾患との関わりも大きい。このよう
に精神医学が扱う領域は多岐にわたる。
これらのことを念頭におき、精神と行動の障害に属する様々な疾患につ
いて、主要症候やそれらの診断および治療、当該法規である精神保健福
祉法等について包括的に学ぶことができるよう構成されている。

復習

授業終了後に、「e自主自学」にて事前テストを再受験し、自己の学習
成果を確認すること。間違えた箇所などを特に重点的に復習し、授業の
学習内容を完全に習得すること。それでも理解できない点は、積極的に
教員へ質問し理解すること。
参考となる書籍、DVDを随時紹介する。

予習

毎時間に、事前テストを必ず受験してから授業に臨むこと。テストは、
「e自主自学」を通じて入手し、熟読したうえで受験すること。テスト
で自分の不得意な箇所を把握してから授業に臨み、授業時間内に理解す
るように努めること。

  授業時間外の学習

  ICT活用

事前テストを随時更新する。

 学習上の注意

  学習上の注意等

1) 講義では要点が重点的に解説されるので、配付資料と参考図書を参照し、また疑問点などがある場合に遠慮なく各教員に質問などし、知識を深
める。
2) 精神と行動の障害に属する疾患は、その症状や症候において身体疾患とは異なる面を有するので、授業に出席して理解を深め、知識を整理する
ことは不可欠である。
3) 講義では資料を配付するが、それらには大筋やポイントを示しているだけであり、理解を深めるためや整理には以下の参考図書を参考とするこ
とが好ましい。

  オフィスアワー

市来 真彦、村越 晶子（精神医学）担当

適宜日時

場所

IP電話

seisinka@tokyo-med.ac.jpE-mail

メールにて適宜受け付ける。来室を希望の場合はアポイントメントをとること。備考

  指定する教科書、参考書

全講義プリントを配布するが、以下の図書を参考図書として推薦する。
1）「精神医学（改訂4版）」、加藤進昌他、南山堂
2）「現代臨床精神医学改訂第12版」、大熊輝雄、金原出版、2013
3）「MINOR TEXITBOOK　精神医学　第12版」、加藤伸勝、金芳堂

臨床医学Ⅱ(精神系)(科目№TM16078064)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(精神系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・井上 猛・(精神医学)、准教授・市来 真彦・(精神医学)

臨床医学Ⅱ(精神系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

05月27日 月 1 精神医学序論 1 異常と正常
2 精神障害の成因
3 精神科面接
4 インフォームド・コンセン
ト
5 精神疾患の分類

井上 猛(精神医学)

○異常と正常、精神障害の成
因を説明できる。
○患者ー医師の良好な信頼関
係に基づく精神科面接の基本
を説明できる。

2

05月27日 月 2 主要症候論１ 1 意識の障害
2 知能の障害
3 記憶の障害

市来 真彦(精神医
学)

○意識の障害や知能の障害や
記憶の障害をきたす精神障害
を列挙し、鑑別診断を説明で
きる。

3
05月28日 火 3 主要症候論２ 1 知覚の障害

2 思考の障害
市来 真彦(精神医

学)

○知覚の障害や思考の障害に
ついて列挙でき、その鑑別診
断を説明できる。

4

05月28日 火 4 主要症候論３ 1 感情・情動・気分の障害
2 意欲・行動の障害 市来 真彦(精神医

学)

○感情・情動・気分の障害、
意欲・行動をきたす精神障害
を列挙し、鑑別診断を説明で
きる。

5

05月29日 水 1 F5：生理的障害および身体
的要因に関連した行動症候
群

1 神経性無食欲症
2 神経性過食症
３非器質性睡眠障害

松本 恭典(精神医
学)

○摂食障害の症候と診断を説
明できる。
○睡眠障害の症候と診断を説
明できる。

6

05月29日 水 2 F6：成人の人格および行動
の障害

1 パーソナリティ障害の分類
2 見捨てられ不安
3 自傷行為
4 理想化とこき下ろし

松本 恭典(精神医
学)

○パーソナリティー障害の症
候と診断を説明できる。

7

05月30日 木 1 F2：統合失調症、統合失調
症型障害および妄想性障害
１

1 統合失調症の症状と経過
2 統合失調症の治療

市来 真彦(精神医
学)

○統合失調症について概説で
きる。
○統合失調症の急性期の診断
と救急治療について説明でき
る。
○統合失調症の慢性期の症候
と診断を説明できる。

8
05月30日 木 2 F2：統合失調症、統合失調

症型障害および妄想性障害
２

1 急性一過性精神病性障害
2 非定型精神病
3 統合失調感情障害

市来 真彦(精神医
学)

○統合失調症とその関連疾患
について概説できる。

9

05月30日 木 3 F3：気分（感情）障害１ 1 大うつ病性障害
2 うつ病の診断
3 うつ病の治療（薬物療法、
精神療法、電気けいれん療
法）

井上 猛(精神医学)

○うつ病の症候、診断、治療
を説明できる。

10

05月30日 木 4 F3：気分（感情）障害２ 1 双極Ⅰ型障害
2 双極Ⅱ型障害
3 双極性障害の診断
4 双極性障害の治療

井上 猛(精神医学)

○双極性障害（躁うつ病）の
症候、診断、治療を説明でき
る。

11

05月31日 金 1 F0：症状性を含む器質性精
神障害

1 アルツハイマー病型認知症
2 血管性認知症
3 その他の認知症
4 せん妄
５脳器質性精神障害
６症状性精神病

作田 慶輔(精神医
学)

○認知症の診断と治療を説明
できる。
○せん妄の診断と治療を説明
できる。
○脳損傷、脳機能不全および
身体疾患による精神障害の診
断と治療を説明できる。

12

05月31日 金 2 F1：精神作用物質使用によ
る精神および行動の障害

1 アルコール精神病
2 有機溶剤、覚醒剤
3 モルヒネ、コカイン、大麻
4 乱用、依存、耐性、交叉耐
性
5 睡眠薬依存

佐藤 光彦(精神医
学)

○物質の乱用、依存、離脱の
病態と症候を説明できる。
○アルコール依存症の病態、
診断と合併症を説明できる。

13

06月03日 月 1 F4：神経症性障害、
ストレス関連障害および身
体表現性障害１

1 恐怖症性不安障害
２パニック障害
３全般性不安障害
４強迫性障害

井上 猛(精神医学)

○不安障害の症候と診断、治
療を説明できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅱ(精神系)(科目№TM16078064)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(精神系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・井上 猛・(精神医学)、准教授・市来 真彦・(精神医学)

臨床医学Ⅱ(精神系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

14

06月03日 月 2 F4：神経症性障害、
ストレス関連障害および身
体表現性障害２

1急性ストレス反応
２PTSD
３適応障害
４解離性（転換性）障害
５身体表現性障害
６心身症

井上 猛(精神医学)

○ストレス関連障害の症候と
診断を説明できる。
○心身症の症候と診断を説明
できる。

15

06月05日 水 1 F7：精神遅滞（知的障害）
F8：心理的発達の障害

1 精神遅滞（知的障害）
２学習障害
３広汎性発達障害（自閉症） 桝屋 二郎(精神医

学)

○精神遅滞（知的障害）を分
類して、その状態を説明でき
る。
○学習障害を概説できる。
○広汎性発達障害（自閉症）
を概説できる。

16

06月05日 水 2 F9：小児期および青年期に
通常発症する行動および情
緒の障害

1 多動性障害
２行為障害
３情緒障害
４チック障害

桝屋 二郎(精神医
学)

○多動性障害と行為障害を概
説できる。
○情緒障害とチック障害を概
説できる。

17

06月05日 水 3 法律・司法精神医学・歴史 1 人権保護
2 精神科病棟、精神科病院
3 精神病棟への入院形式（任
意入院、医療保護入院、措置
入院）
4 触法行為

佐藤 光彦(精神医
学)

○精神科での入院形態につい
て概説できる。
○精神科医療の法と倫理に関
する必須項目を概説できる。

18

06月05日 水 4 精神科診断と検査１（心理
検査）

1 知能検査
2 性格検査
3 投影検査
4 評価尺度

坂井 俊之(精神医
学)

○心理検査について概説でき
る。
○評価尺度について概説でき
る。

19

06月06日 木 1 精神療法
社会療法
精神科リハビリテーション

1 支持的精神療法
2 認知行動療法
3 デイケア・ナイトケア
4 作業療法
5 社会資源の活用
6 福祉制度の活用

市来 真彦(精神医
学)

○精神療法について説明でき
る。
○社会療法について説明でき
る。
○精神科における社会資源と
福祉制度について説明でき
る。

20

06月06日 木 2 CLS・死生学 1 リエゾン精神医学
2 死にゆく者と遺族の心
3 緩和ケア、精神腫瘍学
4 グリーフケア

村越 晶子(精神医
学)

○コンサルテーション・リエ
ゾン精神医学を説明できる。
○ターミナルケアについて説
明できる。
○生と死の問題について概説
できる。

21

06月06日 木 3 精神科診断と検査２（画像
他・心理検査を除く）

1 ICD-10、DSM-5
2 頭部CT,MRI
3 SPECT
4 NIRS
5 各種血液検査

藤村 洋太(精神医
学)

○精神科診断分類法（多軸診
断システム）を説明できる。
 頭部画像所見を説明でき
る。

22

06月06日 木 4 薬物療法 1 抗精神病薬
2 抗うつ薬
3 抗不安薬
4 睡眠薬
5 気分安定薬

藤村 洋太(精神医
学)

○精神科薬物療法について、
その基本的作用機序や副作
用、治療薬を説明できる。

23

06月07日 金 1 【特別講義】
睡眠障害

1 不眠、過眠
2 ナルコレプシー
3 睡眠時無呼吸症候群
4 パラソムニア
5 睡眠薬

井上 雄一(精神医
学)

○不眠をきたす精神障害を列
挙し、その鑑別診断を説明で
きる。
○睡眠時随伴症を概説でき
る。
○睡眠薬について説明でき
る。

24

06月07日 金 2 【特別講義】
精神科救急、
電気けいれん療法、
精神科訪問診療・訪問看護

1 精神科救急場面
2 電気けいれん療法の適応疾
患
3 訪問診療
4 訪問看護

片山 成仁(精神医
学)

○精神科救急を説明できる。
○電気けいれん療法について
必要な知識を身につけ概説で
きる。
○精神科訪問診療・訪問看護
について概説できる。

臨床医学Ⅱ(精神系)(科目№TM16078064)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(精神系) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・井上 猛・(精神医学)、准教授・市来 真彦・(精神医学)

臨床医学Ⅱ(精神系)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

25

06月07日 金 3 【特別講義】
脳波・てんかん

1 脳波の判読（正常脳波、異
常脳波）
2 脳波賦活法
3 てんかんの分類と対応する
治療薬物
4 てんかんの脳波
5 てんかん性精神障害

木村 智城(精神医
学)

○脳波検査の基本を習得し、
説明できる。
○てんかんの診断や症候およ
び診断分類について概説でき
る。

26

06月07日 金 4 精神医学要説（まとめ） 1 精神病と神経症
2 診断
3 検査
4 治療
5 法律

石川 純(精神医学)

○代表的な精神障害の診断と
検査、治療について説明でき
る。
○精神科と身体科の治療の相
違点について説明できる。

臨床医学Ⅱ(精神系)(科目№TM16078064)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・三苫 博・(医学教育学)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ)

  学習内容

教育方針

この「症候・病態からのアプローチ」という科目は、「臨床の知と基礎
の思索を統合する場」である。従来のカリキュラムでは困難だった基礎
科目と臨床科目の統合を、症候を軸にして行う。
また、内容は卒前、卒後の継ぎ目ない教育という視点から、つまり、卒
後研修で求められる内容から設計されている。
この学習により、「実践的な臨床能力」、つまり、患者の訴えから問題
点を抽出する力（アセスメント能力）、鑑別のための検査や治療方針を
考える力（プランニング能力）を身につけてもらいたい。この有機的・
体系的な知識の整理があってこそ、来るべく臨床実習が有意義なものに
なる。

講義の概説

臨床各科で学んだ疾患についての知識を、症候からの視点で再整理する
こと、さらに、基礎で学んだ正常構造・機能を背景に、個々の症候の病
態を明確にすることを目標とする。
講義では主要症候を理解するために、その病態を、解剖・生理・生化学
の視点からまず概説する。これを踏まえて、鑑別すべき疾患を整理する
という形式をとる。
発熱、頭痛、胸痛、腹痛に関してはPBL形式での講義とし、小グループ
での能動的な学習を行う。

復習

復習は特に重要である。講義の内容を反芻し、すらすらと自分で説明で
きるようにすること。インプットだけの受け身の学習では、知識や考え
方は身につかない。アウトプットする能動的な学習を、今後続けてほし
い。30分以上の予習は行うこと。

予習

臓器別の講義でも症候は既に説明されている。該当の内容を確認したう
えで、講義に参加すること。関連ある疾患についての基礎知識は、理解
しておくことが大切である。30分以上の予習は行うこと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

必要な教材の閲覧のために活用することもあり、適時、指示をする。

 学習上の注意

  学習上の注意等

反復して継続することで、知識や考え方は深まり、使えるようになってくる。この科目も基礎科目、臨床科目で学習した内容を反復するものであ
る。継続して反復することを生涯続けてほしい。
また、知識をばらばらに詰め込むのではなく、有機的、体系的に整理することの大切さも感じてほしい。

  オフィスアワー

三苫　博　（医学教育推進センター）担当

火曜日、水曜日　午前日時

教育研究棟5階場所

IP電話 63721

mitoma@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

  指定する教科書、参考書

ジェネラリストのための内科外来マニュアル　医学書院

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ)(科目№TM16078074)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・三苫 博・(医学教育学)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

1

08月26日 月 1 ショック 1 BP＝CO×SVR
2 末梢循環不全
3 代謝性アシドーシス
4 各ショックにいて

関根 秀介(麻酔科
学)

○ショックの定義、原因と病
態を説明できる。
○ショック患者の診断の要点
を列挙できる。
○ショックの治療を概説でき
る。

2

08月26日 月 2 けいれん 1 けいれん時の徴候
2 鑑別診断
3 てんかん
4 けいれん重積
5 けいれんの初期治療

山中 岳(小児科・思
春期科学)

○けいれんの種類と原因を列
挙できる。
○けいれん患者の診断の要点
を概説できる。
○けいれん発作時の初期治療
を概説できる。

3

08月27日 火 1 意識障害 ・失神 1 Japan coma scale
2 Glasgow coma scale
3 脳幹網様賦活系
4 特殊な意識障害
5 除脳硬直・除皮質硬直

三島 史朗(医療の質
・安全管理学)

○意識障害・失神の原因を列
挙し、その病態を説明でき
る。
○意識障害の程度評価（GCS
(Glasgow  coma  scale＞、
JCS）を説明できる。
○意識障害・失神をきたした
患者の診断の要点を説明でき
る。
○意識障害・失神をきたした
患者の治療を概説できる。

4

08月27日 火 2 チアノーゼ 1 中枢性チアノーゼ
2 末梢性チアノーゼ
3 心内シャント
4 チアノーゼ患者の鑑別診断

椎名 一紀(循環器内
科学)

○チアノーゼの原因と病態を
説明できる。
○チアノーゼを呈する患者の
診断の要点を説明できる。

5

08月27日 火 3 発熱
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○発熱の原因と病態生理を説
明できる。
○発熱患者の診断と治療の要
点を説明できる。

6

08月27日 火 4 発熱
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○発熱の原因と病態生理を説
明できる。
○発熱患者の診断と治療の要
点を説明できる。

7

08月28日 水 1 動悸 1 洞性頻脈
2 頻拍症
3 期外収縮
4 発作性心房細動

冨山 博史(循環器内
科学)

○動悸の原因を列挙し、その
病態を説明できる。
○動悸を訴える息者の診断の
要点を説明できる。

8

08月28日 水 2 リンパ節腫脹 1 腫瘍性リンパ節腫脹
2 リンパ節生検 原田 芳巳(総合診療

医学)

○リンパ節腫脹の原因を列挙
できる。
○リンパ節腫脹を呈する患者
の診断の要点を説明できる。

9

08月29日 木 1 発疹 1 紅　斑
2 紫　斑
3 膨　疹 原田 和俊(皮膚科

学)

○発疹の種類と主な原因を列
挙できる。
○発疹の所見を記述して分類
できる。
○発疹患者の診断の要点を説
明できる。

10

08月29日 木 2 黄疸 1 溶血性黄疸
2 肝実質性黄疸
3 閉塞性黄疸
4 ビリルビン代謝

竹内 啓人(消化器内
科学)

○黄疸の原因と病態を説明で
きる。
○黄疸患者の診断と治療の要
点を説明できる。

11

08月30日 金 1 肥満・やせ 1 症候性肥満
2 内臓肥満
3 ＢＭＩ

志熊 淳平(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○肥満・やせを定義し、それ
ぞれの原因を列挙できる。
○肥満・やせを呈する患者の
診断の要点を説明できる。

  講義内容(臨床医学系、到達目標あり)

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ)(科目№TM16078074)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・三苫 博・(医学教育学)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

12

08月30日 金 2 貧血 1 小球性貧血
2 正球性貧血
3 大球性貧血

後藤 明彦(血液内科
学)

○貧血の原因、分類と病態を
説明できる。
○貧血患者の診断の要点を説
明できる。

13

08月30日 金 3 発熱
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○発熱の原因と病態生理を説
明できる。
○発熱患者の診断と治療の要
点を説明できる。

14

08月30日 金 4 発熱
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○発熱の原因と病態生理を説
明できる。
○発熱患者の診断と治療の要
点を説明できる。

15

09月03日 火 1 出血傾向 1 プロトロンビン時間
2 活性化部分トロンボプラス
チン時間
3 血友病
4 播種性血管内凝固症候群
5 血小板減少性紫斑病

萩原 剛(臨床検査医
学)

○出血傾向の原因と病態を説
明できる。
○出血傾向を呈する患者の診
断の要点を説明できる。

16

09月03日 火 2 脱水 1 水欠乏
2 ナトリウム欠乏
3 口　渇
4 バイタルサイン
5 輸液療法

畑中 志郎(総合診療
医学)

○脱水の原因と病態を説明で
きる。
○脱水をきたした患者の診断
と治療の要点を説明できる。

17

09月03日 火 3 胸痛
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○胸痛の原因 と病態を説明
できる。
○胸痛患者の診断の要点を説
明できる。
○胸痛患者に対する初期治療
を概説できる。

18

09月03日 火 4 胸痛
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○胸痛の原因 と病態を説明
できる。
○胸痛患者の診断の要点を説
明できる。
○胸痛患者に対する初期治療
を概説できる。

19

09月04日 水 1 浮腫 1 局所性浮腫
2 全身性浮腫
3 スターリング仮説
4 体重増加
5 利尿薬

知名 理絵子(腎臓内
科学)

○全身浮腫と局所性浮腫の原
因と病態を説明できる。
○浮腫をきたした患者の診断
と治療の要点を説明できる。

20

09月04日 水 2 胸水
血痰 ・喀血

1 身体所見・画像所見
2 臨床検査
3 滲出液・漏出液
4 血痰・喀血
5 胸痛

辻 隆夫(呼吸器内科
学)

○胸水の原因と病態を説明で
きる。
○胸水を呈する患者の診断の
要点を説明できる。
○血痰・喀血の原因を列挙で
きる。
○血痰・喀血を呈する患者の
診断の要点を説明できる。

21

09月05日 木 1 全身倦怠感 1 疲労感
2 倦怠感の程度
3 器質的疾患
4 慢性疲労症候群
5 精神疾患

遠井 敬大(総合診療
医学)

○全身倦怠感を きたす原因
を列挙できる。
○全身倦怠感を訴える患者の
診断の要点を説明できる。

22

09月05日 木 2 呼吸困難 1 気道閉塞と狭窄、肺機能異
常
2 低酸素症
3 Hugh-Jones分類
4 血液ガス分析
5 酸素療法

高田 佳史(循環器内
科学)

○呼吸困難の原因と病態を説
明できる。
○呼吸困難の程度に関する分
類を説明できる。
○呼吸困難患者の診断の要点
を説明できる。
○呼吸困難患者に対する初期
治療を概説できる。

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ)(科目№TM16078074)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・三苫 博・(医学教育学)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

23

09月06日 金 1 咳・痰 1 productive cough
2 dry cough
3 胸痛

中山 秀章(呼吸器内
科学)

○咳・痰の原因と病態を説明
できる。
○咳・痰を訴える患者の診断
の要点を説明できる。

24

09月06日 金 2 喫煙 1 ニコチン依存症
2 行動変容
3 COPD
4 受動喫煙
5 禁煙支援

平山 陽示(総合診療
医学)

○喫煙と疾病の関連を説明で
きる。
○受動喫煙の害を説明でき
る。
○禁煙治療の要点を説明でき
る。

25

09月06日 金 3 胸痛
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○胸痛の原因 と病態を説明
できる。
○胸痛患者の診断の要点を説
明できる。
○胸痛患者に対する初期治療
を概説できる。

26

09月06日 金 4 胸痛
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○胸痛の原因 と病態を説明
できる。
○胸痛患者の診断の要点を説
明できる。
○胸痛患者に対する初期治療
を概説できる。

27

09月09日 月 1 めまい 1 平衡系解剖
2 平衡生理
3 平衡機能検査
4 中枢性めまい
5 末梢性めまい

塚原 清彰(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

○めまいの原因と病態を説明
できる。
○めまいを訴える患者の診断
の要点を説明できる。

28

09月09日 月 2 運動麻痺・筋力低下 1 徒手筋力テスト（ＭＭＴ）
2 上位運動ニューロン障害
3 下位運動ニューロン障害
4 高位診断

田口 丈士(神経学)

○運動麻痺・筋力低下の原因
と病態を説明できる。
○運動麻痺・筋力低下を訴え
る患者の診断の要点を説明で
きる。

29

09月10日 火 1 悪心・嘔吐 1 上部消化管疾患による悪心
･嘔吐
2 消化管狭窄･閉塞による悪
心･嘔吐

山内 芳也(消化器内
科学)

○悪心・嘔吐の原因と病態を
説明できる。
○悪心・幅吐を訴える息者の
診断の要点を説明できる。

30

09月10日 火 2 嚥下困難・障害 1 解剖・生理
2 病因と病態
3 誤嚥の種類
4 嚥下障害の治療法

河野 真(消化器内科
学)

○嚥下困難・障害の原因と病
態を説明できる。
○嚥下困難・障害を訴える患
者の診断の要点を説明でき
る。

31

09月10日 火 3 頭痛
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○頭痛の原因と病態を説明で
きる。
○頭痛を訴える患者の診断の
要点を説明できる。

32

09月10日 火 4 頭痛
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○頭痛の原因と病態を説明で
きる。
○頭痛を訴える患者の診断の
要点を説明できる。

33

09月11日 水 1 便秘・下痢 1 便秘の原因と病態
2 下痢の原因と病態
3 急性腸炎
4 炎症性腸疾患
5 感染性腸炎

山口 隼(消化器内科
学)

○便秘・痢の原因と病態を説
明できる。
○便秘・下痢患者の診断の要
点を説明できる。

34

09月11日 水 2 吐血・下血 1 内視鏡的止血
2 緊急手術
3 胃十二指腸潰瘍
4 大腸癌
5 食道静脈瘤

山口 隼(消化器内科
学)

○吐血・下血の原因と病態を
説明できる。
○吐血・下血患者の診断の要
点を列挙できる。
○吐血・下血患者の初期治療
を概説できる。

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ)(科目№TM16078074)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・三苫 博・(医学教育学)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

35

09月12日 木 1 腹部膨隆（腹水を含む）・
腫瘤

1 腹　水
2 鼓　腸
3 腫　瘍
4 炎症性腫瘤
5 肝腫大・脾腫

笠井 美孝(消化器内
科学)

○腹部膨隆（腹水を含む）・
腫瘤の原因と病態を説明でき
る。
○腹部膨隆（腹水を含む）・
腫癌のある患者の診断の要点
を説明できる。

36

09月12日 木 2  食思〈欲〉不振 1 消化器疾患による食欲不振
2 神経性食思不振 川上 浩平(総合診療

医学)

○食思〈欲〉不振をきたす原
因と病態を説明できる。
○食思〈欲〉不振を訴える患
者の診断の要点を説明でき
る。

37

09月13日 金 1 蛋白尿 1 糸球体性蛋白尿
2 尿細管性蛋白尿
3 溢流性蛋白尿

宮岡 良卓(腎臓内科
学)

○蛋白尿の原因と病態を説明
できる。
○蛋白尿を呈する患者の診断
の要点を説明できる。

38
09月13日 金 2 血尿 1 顕微鏡的血尿

2 肉眼的血尿
佐竹 直哉(泌尿器科

学)

○血尿の原因を列挙できる。
○血尿をきたした患者の診断
の要点を説明できる。

39

09月13日 金 3 頭痛
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○頭痛の原因と病態を説明で
きる。
○頭痛を訴える患者の診断の
要点を説明できる。

40

09月13日 金 4 頭痛
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○頭痛の原因と病態を説明で
きる。
○頭痛を訴える患者の診断の
要点を説明できる。

41

09月18日 水 1 尿量・排尿の異常 1 無　尿
2 尿　閉
3 排尿困難
4 前立腺肥大
5 尿失禁

大野 芳正(泌尿器科
学)

○尿量・排尿の異常の原因と
病態を説明できる。
○尿量・排尿の異常をきたし
た患者の診断の要点を説明で
きる。

42

09月18日 水 2 月経異常 1 周経周期
2 基礎体温
3 不正性器出血
4 無月経
5 女性ホルモン

野平 知良(産科婦人
科学)

○月経異常の原因と病態を説
明できる。
○月経異常を呈する患者の診
断の要点を説明できる。

43

09月18日 水 3 腹痛
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○腹痛の原因と病態を説明で
きる。
○腹痛患者の診断の要点を説
明できる。

44

09月18日 水 4 腹痛
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○腹痛の原因と病態を説明で
きる。
○腹痛患者の診断の要点を説
明できる。

45

09月19日 木 1 関節痛・関節腫脹 1 化膿性関節炎
2 結晶誘発性関節炎
3 変形性関節症
4 関節リウマチ
5 抗核抗体関連膠原病
6 血清反応陰性脊椎関節症

沢田 哲治(糖尿病・
代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内

科学)

○関節痛・関節腫脹の原因と
病態を説明できる。
○単関節炎・多関節炎をきた
す疾患を列挙し、診断の要点
を説明できる。

46

09月19日 木 2 腰背部痛 1 腰椎椎間板ヘルニア
2 腰部脊柱管狭窄
3 転移性脊椎腫瘍
4 化膿性脊椎炎

松岡 佑嗣(整形外科
学)

○腰背部痛の原因を列挙でき
る。
○腰背部痛を訴える患者の診
断の要点を説明できる。

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ)(科目№TM16078074)
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2019年 度

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ) （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・三苫 博・(医学教育学)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者

47

09月20日 金 3 腹痛
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○腹痛の原因と病態を説明で
きる。
○腹痛患者の診断の要点を説
明できる。

48

09月20日 金 4 腹痛
ＰＢＬ

1 主訴
2 病歴(問診)
3 現症(身体所見)
4 検査所見
5 初期治療
6 経過と転帰

各分野・診療科

○腹痛の原因と病態を説明で
きる。
○腹痛患者の診断の要点を説
明できる。

臨床医学Ⅱ(症候・病態からのアプローチ)(科目№TM16078074)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

基本的診療知識・技能 （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

責任者・副責任者
主任教授・相澤 仁志・(神経学)、主任教授・松村 一・(形成外科学)、主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、臨床教授・平山 陽
示・(総合診療医学)、教授・伊藤 良和・(血液内科学)、助教・勇内山 大介・(放射線医学)

基本的診療知識・技能

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

患者の多様な背景(年齢、性別、職業、その他)に対する配慮の必要性を説明できる。Ⅰ-2 ② レベルB(1)

相手の背景にあわせたわかりやすい言葉で、相手が理解・納得できるまで誠意をもって説
明する。

Ⅰ-2 ② レベルB(2)

医療面接に必要な項目を理解できる。Ⅲ-2 ① レベルB(1)

開放的・閉鎖的質問の方法を理解する。Ⅲ-2 ① レベルB(2)

インフォームドコンセントに必要な内容を説明できる。Ⅲ-2 ① レベルB(3)

基本的な身体診療法の適応や結果の解釈を提示できる。Ⅲ-2 ② レベルB

基本的な臨床検査の適応や結果の解釈を提示できる。Ⅲ-2 ③ レベルB

基本的手技の適応や合併症を提示できる。Ⅲ-2 ④ レベルB

基本的治療法の適応を理解し、医療シミュレーション等で実施できる。Ⅲ-2 ⑤ レベルB

チーム医療や法規との関連で重要な医療記録を適切に作成し、管理できる。Ⅲ-2 ⑥ レベルB

患者の呈する症状や身体所見、簡単な検査所見に基いて、鑑別診断を述べることができ
る。また、初期治療や個別治療について想起できる。

Ⅲ-3 ① レベルB

2次3次救急疾患の初診時の評価について説明できる。Ⅲ-3 ② レベルB

・自分の力で問題を発見し、問題解決の方略を見つけることができる。
・得られた情報を分析し、有効に活用できる。

Ⅵ-1 ① レベルB

・他者にわかり易い言葉を選択できる。
・適切な質問をすることができる。

Ⅵ-1 ② レベルB

知識を分析・統合し、新しい仮説を立てられる。Ⅵ-1 ③ レベルB

自らの到達度を自己省察に基づいて評価し、その内容をポートフォリオに記録できる。Ⅵ-1 ④ レベルB

振り返りを実践し、自己学習を計画的に実践できる。Ⅵ-1 ⑤ レベルB

実習および実験に積極的に取り組むことができる。Ⅵ-1 ⑥ レベルB

基本的診療知識・技能(科目№TM16079004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

基本的診療知識・技能 （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

責任者・副責任者
主任教授・相澤 仁志・(神経学)、主任教授・松村 一・(形成外科学)、主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、臨床教授・平山 陽
示・(総合診療医学)、教授・伊藤 良和・(血液内科学)、助教・勇内山 大介・(放射線医学)

基本的診療知識・技能

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1）医療面接の基本的な知識・技術・態度を身につける。
ａ.患者およびその家族とのより良い相互関係について学ぶ。
ｂ.患者の身体的側面のみならず、精神的・社会的側面なども幅広く評価
できる。
ｃ.必要な情報を的確にとらえて、分かりやすく記載できる。
ｄ.医療面接した事項を、患者の問題解決のために整理・統合することが
できる。
2）診察の基本的な技術を習得し、正しく記載できる。
ａ.診察を通して、患者と良い意思関係の確立ができる。
ｂ.日常用いる診察器具を理解し、正しく使うことができる。
ｃ.診察によって得られた所見を正しく系統的に記載できる。
ｄ.診察所見を整理・統合し患者のもつ問題点を列記できる。
3）医療面接、診察からいくつかの疾患を想起できる。
4）問題点をPOSに従い整理・統合できる。
5）基本的な救急蘇生術を行うことができる。
6）輸液・経腸栄養の適応・方法・合併症を説明できる。
7）血液型判定と交差適合試験および輸血の種類・適応・合併症を説明
できる。
8）皮膚・皮下の損傷・疾患に対する病態・予防・治療を説明できる。
9）創傷に処置、縫合法に関して説明できる。
10）リハビリテーションに関して説明できる。
11）介護と在宅医療での環境整備・医師の役割について説明できる。
12）画像検査の禁忌を判断することができる。
13）造影検査の禁忌を判断することができる。
14）CT、MRI、核医学検査、血管造影の利点、欠点を判断することがで
きる。
15）画像解剖を理解する。
16）代表的疾患の画像所見を理解する。

科目における教育到達目標

　基本的診療技能は、臨床実習を開始するための第1ステップであり、
系統講義で習得した知識を基に、医療の面接、診察の手技・手法、診断
への思考過程および救急蘇生法について学習、習得する。
　臨床医にとって実践的な臨床技能に関する知識を取得する。全診療領
域で必要とされる輸液療法・経腸栄養と輸血療法に関する基本的知識を
習得する。輸液療法・経腸栄養は臨床実習に欠かせないものである。ミ
スにより重大な医療事故につながる可能性のある輸血療法を、適応と安
全管理の観点から学習する。外科的な臨床技能に関する知識としては、
皮膚疾患・皮膚損傷・欠損に関する病態・治療法に関しての知識を取得
する。そして、今後さらに理解が必要な分野としてのリハビリテーショ
ン、介護と在宅医療に関する知識を習得して臨床実習に向かう基本的な
知識を習得する。
　画像診断機器の原理、特性を理解し、医師として診療にあたる際に適
切な画像診断の選択が行えるようになる。画像診断の意義、重要性を学
習、習得する。

　診療技能では、まず、医療面接、診察の手技・手法、救急蘇生法等の総論を全体講義で行った後、小グループに分かれ、専門分野の医師の具体的
指導のもとに、医療面接の基本的技術を身につけ、用具などを用いて身体所見をとり、基本的臨床手技、救急蘇生法が実施できるよう実習する。
　また、午前中の時間は、前日に実習した内容の復習も兼ね、模擬患者参加型の実習を行う。
　診療知識では、これまで学習した臨床医学各臓器別知識以外に、血液検査、輸血、輸液、基本的手術手技を中心に全科にわたり必要な検査および
重要な治療手技の知識に加え、リハビリテーション、介護と在宅医療について学習する。
　画像診断では、医用電子工学で学習した画像検査の原理、特性、また、臨床各論において学習した代表的疾患の画像所見より実践的画像診断につ
いて学習する。
　具体的には、検査の適応、禁忌から、適切な造影方法、撮影方法を学習しつつ、過去に学習した代表的疾患を再確認する内容となる。
　画像診断は現在の臨床医学において、多くの機会で利用されている。しかし、不十分な知識による合併症あるいは誤診が生じている。医師として
必要な知識をしっかり身につけるためにも積極的に参加すること。

  学習内容

復習

　診療技能講義・実習で、その日のうちに理解が不十分な箇所を「基本
的診療技能テキスト」、「学習用DVD」視聴などで30分以上を充て再確
認すること。
　診療知識分野は予習しにくいため復習が重要である。講義プリントや
講義担当者が示した参考書・資料を使い、十分に復習すること。臨床で
は重要視される内容ばかりであるので、良い医師となるためには手の抜
けない分野である。

予習

　診療技能講義・実習前には「基本的診療技能テキスト」を熟読してお
くこと。また「診療参加型臨床実習に必要な技能と態度 教育・学習用
DVD」を視聴すること。全項目を視聴するのには5～6時間を要する。
　診療知識では、臓器別では網羅できない臨床知識に関する講義が集約
されている。内容に統一性がないようにみえるが、一つ一つの分野が最
終的に医学の修得という目標に向かつて収束していくことを理解してほ
しい。予習しにくい分野であるが、図書館などを利用しである程度の予
備知識を得ておくことを望む。
　また、予習課題が指示された場合には、締め切りを遵守して準備する
こと。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e自主自学」に「診療参加型臨床実習に必要な技能と態度 教育・学習用DVD」を掲載する。
・形成外科担当分では、「e自主自学」のオープンコースhttp://cms.tokyo-med.ac.jp/course/view.php?id=236　の皮膚縫合と創傷治癒の知識を参照
すること。
・課題の提示があった場合は、「e自主自学」を通じて提出することとなる。定められた締め切りまでに提出すること。

基本的診療知識・技能(科目№TM16079004)
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2019年 度

基本的診療知識・技能 （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

責任者・副責任者
主任教授・相澤 仁志・(神経学)、主任教授・松村 一・(形成外科学)、主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、臨床教授・平山 陽
示・(総合診療医学)、教授・伊藤 良和・(血液内科学)、助教・勇内山 大介・(放射線医学)

基本的診療知識・技能

60点を合格点とする。合格点

筆記試験および総括的評価として客観
的臨床能力試験（objective structured
clinical examination;ＯＳＣＥ）により
行う。このＯＳＣＥは共用試験
ＯＳＣＥを兼ねる。

最終評価点

多肢選択方式による試験に加え、記述
形式による試験を実施する。

筆記試験の形式

年度末（すべての講義・実習終了後）
にl回とする。

再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者、試験を欠
席した者

再試験・対象者

本試験に準ずる。再試験・範囲

本試験に準ずる。再試験・方法

評価に対するフィードバック

筆記試験終了後に正解表・解説書を配布する。
筆記試験に対する質問については出題者へ確認し回答する。
さらなる質問、疑問があれば別途オフィスアワーを利用して受け付ける。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

100％

試験

講義の出席率が2/3以上の者が、最終評価
の対象となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

ＯＳＣＥ

100％

注意事項

実習の出席率が4/5以上の者が、最終評価
の対象となる。

 学習上の注意

  学習上の注意等

　実習においては、身だしなみに注意し、白衣を着用し、聴診器、を持参すること。また、集合時間を厳守し、規律ある実習態度をとること。
　診断から治療へと、全科に共通する実践的内容が盛り込まれており、テキスト・教科書等による自己学習のみではなかなか理解し難い内容であ
る。このため、遅刻をせずに、講義へ出席することが学習効果を上げるには最も効率的である。講義各々が比較的独立した内容のため、出席をして
いないと大切な内容を聞き逃すこととにもなる。
　また、レノンクリッカーで理解度を確認する授業もあるので、積極的に参加すること。解答がない場合は欠席扱いにすることもある。
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2019年 度

基本的診療知識・技能 （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

責任者・副責任者
主任教授・相澤 仁志・(神経学)、主任教授・松村 一・(形成外科学)、主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、臨床教授・平山 陽
示・(総合診療医学)、教授・伊藤 良和・(血液内科学)、助教・勇内山 大介・(放射線医学)

基本的診療知識・技能

  オフィスアワー

「診療技能」平山 陽示（総合診療医学）担当

金曜日　14：00～17：00日時

教育研究棟7階場所

IP電話 62053　内線：2150

yoji-md@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとることを勧める。備考

「診療知識」伊藤 良和(血液内科学)担当

月曜日 17:00～18:00日時

教育研究棟13階血液内科医局場所

IP電話 62012

yito@tokyo-med.ac.jpE-mail

「診療知識」では多くの分野および診療科が担当するので、講義内容に関する質問は授業終了時等に
各担当者に直接訊く方が良い。総括的なことは副責任者に訊くことができるが、アポイントをとるこ
とを奨める。

備考

「形成外科担当分」小宮 貴子（形成外科学）、井田 夕紀子（形成外科学）小野 紗耶香（形成外科
学）

担当

月曜日 17:00～18:00日時

教育研究棟10階形成外科医局場所

IP電話 小宮 62474、井田 62470、小野 62488、形成外科内線 5796

E-mail

あらかじめ電話（内線5796）にて秘書を通じてアポイントを取ることを奨める。備考

「画像診断」齋藤 和博（放射線医学分野）担当

日時

病院3階　読影室場所

IP電話 62845

saito-k@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ電話やメールなどで、予約してから来室すること。備考

教科書

基本的臨床技能テキスト

著） 出）

診療参加型臨床実習に参加する学生に必要とされる技能と態度に関する
学習・評価項目（講義開始前に配布）また、多岐にわたる領域のため、
必要な資料、文献等は講義担当者から挙げてもらう。

備）

参考書

『内科診断学』

著） 金芳堂吉利　和　編著 出）

備）

『内科診断学』

著） 医学書院福井次矢　奈良信雄　編 出）

備）

  指定する教科書、参考書

基本的診療知識・技能(科目№TM16079004)
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2019年 度

基本的診療知識・技能 （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

責任者・副責任者
主任教授・相澤 仁志・(神経学)、主任教授・松村 一・(形成外科学)、主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、臨床教授・平山 陽
示・(総合診療医学)、教授・伊藤 良和・(血液内科学)、助教・勇内山 大介・(放射線医学)

基本的診療知識・技能

  講義内容(基本的診療知識・技能)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
09月24日 火 3 画像診断（1）

　胸部の単純エックス線
写真

1 肺
2 縦隔

朴 辰浩(放射線
医学)

講義 ○正常像を説明できる。
○典型的な異常像を説明
できる。

2

09月24日 火 4 画像診断（9）
　小児の画像診断

1 先天異常
2 頭部
3 胸部
4 腹部

野坂 俊介(国立
成育医療研究セ

ンター)

講義 ○画像解剖を説明でき
る。
○症に特有の疾患に関し
理解する。

3

09月25日 水 1 画像診断（3）
　胸部のＣＴ・ＭＲＩ
（循環器系）

1 心臓
2 冠動脈病変
3 心筋梗塞

冨山 博史(循環
器内科学)

講義 ○画像解剖を説明でき
る。
○造影法について説明で
きる。

4
09月25日 水 2 画像診断（4）

　腹部・骨盤部の単純
エックス線写真

1 消化管
2 急性腹症

大高 純(放射線
医学)

講義 ○正常像を説明できる。
○典型的な異常像を説明
できる。

5

09月25日 水 3 画像診断（5）
　腹部のＣＴ・ＭＲＩ①

1 肝臓
2 胆囊
3 膵臓
4 消化管

齋藤 和博(放射
線医学)

講義 ○画像解剖を説明でき
る。
○造影法について説明で
きる。

6

09月25日 水 4 画像診断（6）
　腹部のＣＴ・ＭＲＩ②

1 腎臓
2 尿管
3 前立腺

佐口 徹(放射線
医学)

講義 ○画像解剖を説明でき
る。
○造影法について説明で
きる。

7

09月26日 木 1 画像診断（7）
　骨盤部のＣＴ・ＭＲＩ

1 子宮
2 卵巣 代田 夏彦(放射

線医学)

講義 ○画像解剖を説明でき
る。
○造影法について説明で
きる。

8

09月26日 木 2 画像診断（8）
　骨・関節の単純エック
ス線写真

1 骨折
2 脱臼
3 変形
4 腫瘍

正岡 利紀(整形
外科学)

講義 ○正常像を説明できる。
○典型的な異常像を説明
できる。

9

09月26日 木 3 画像診断（2）
　胸部のＣＴ・ＭＲＩ
（呼吸器系）

1 肺
2 縦隔
3 乳腺
4 大動脈

桝野 龍平(放射
線医学)

講義 ○画像解剖を説明でき
る。
○造影法について説明で
きる。

10

09月26日 木 4 画像診断（10）
　頭部のＣＴ・ＭＲＩ

1 神経画像解剖
2 神経画像読影法
3 脳血管障害
4 脳腫瘍

勇内山 大介(放
射線医学)

講義 ○検査の特徴と適応を説
明できる。
○血液脳関門と造影剤使
用の意義を説明できる。

11

09月27日 金 1 画像診断（11）
　血管系のＣＴ

1 大動脈
2 末梢血管
3 静脈

田島 祐(放射線
医学)

講義 ○画像解剖を説明でき
る。
○造影法について説明で
きる。

12
09月27日 金 2 画像診断（12）

　核医学検査①
1 核医学検査

鈴木 邦仁(放射
線医学)

講義 ○核医学検査の意義を理
解し結果の説明ができ
る。

13
09月27日 金 3 画像診断（13）

　核医学検査②
1 核医学治療 吉村 真奈(放射

線医学)
講義 ○核医学治療について説

明できる。

14

09月27日 金 4 診療知識(1)
　形成外科総論①

1 皮膚皮下の正常解剖
2 創傷の種類
3 褥瘡
4 唇裂口蓋裂

小宮 貴子(形成
外科学)

講義 ○皮膚皮下の機能と解剖
を説明できる
○褥瘡の発生要因とその
治療を説明できる
○顔面の先天性疾患の病
態と治療を説明できる

15
09月30日 月 1 診療知識(2)

　輸血①(血液型と輸血
検査)

1 血液型
2 赤血球抗体
3 交差適合試験

田中 朝志(臨床
検査医学)

講義 ○血液型判定と交差適合
試験を説明できる。

16

09月30日 月 2 診療知識(3)
　輸血②（血液製剤の種
類と輸血の適応）

1 赤血球製剤
2 血小板製剤
3 新鮮凍結血漿
4 輸血の適応

金子 誠(臨床検
査医学)

講義 ○血液製剤の種類と適応
を説明できる。
○輸血の適応を説明でき
る。

基本的診療知識・技能(科目№TM16079004)
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2019年 度

基本的診療知識・技能 （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

責任者・副責任者
主任教授・相澤 仁志・(神経学)、主任教授・松村 一・(形成外科学)、主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、臨床教授・平山 陽
示・(総合診療医学)、教授・伊藤 良和・(血液内科学)、助教・勇内山 大介・(放射線医学)

基本的診療知識・技能

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

17

09月30日 月 3 診療知識(4)
　輸血③（輸血の副作用
と対策）

1 不適合輸血
2 輸血感染症
3 自己血輸血

天野 景裕(臨床
検査医学)

講義 ○輸血の合併症を説明で
きる。
○自己血輸血を説明でき
る。

18

09月30日 月 4 診療知識(5)
　輸液療法と経腸栄養

1 輸液の種類と適応
2 経静脈栄養
3 中心静脈栄養
4 経腸栄養 須田 健(消化器

・小児外科学)

講義 ○輸液の適応、方法を説
明できる。
△輸液療法の原則と輸液
剤の組成上の特徴を説明
できる。
○経静脈栄養と経腸栄養
の適応、方法と合併症を
説明できる。

19

10月01日 火 1 診療知識(6)
　形成外科総論②

1 自家・同種・異種移植
2 植皮術
3 皮弁術・組織移植術

井田 夕紀子(形
成外科学)

講義 ○組織移植の種類につい
て説明できる
○皮膚移植の種類と特
徴、生着過程を説明でき
る
○皮弁移植の種類と特徴
について説明できる

20

10月01日 火 2 診療知識(7)
　基本的手術手技
　　創傷の処置、縫合法

1 一次的閉鎖
2 二次的閉鎖
3 二次的癒合
4 デブリードマン

小野 紗耶香(形
成外科学)

講義 ○創の一次的閉鎖、二次
的閉鎖、二次的癒合、デ
ブリードマンを説明でき
る。

21

10月01日 火 3 診療知識(8)
リハビリテーション
　症例提示：
　　頸髄損傷患者におけ
るリハビリ計画と社会復
帰

1 リハビリテーション
2 理学療法
3 作業療法
4 QOL
5 ノーマライゼーション

上野 竜一(リハ
ビリテーション

センター)

講義 ○リハビリテーションの
概念､理学療法､作業療法､
ノーマライゼーション
､QOLを説明できる。
○脊髄損傷におけるアウ
トカムについて説明でき
る

22

10月01日 火 4 診療知識(9)
　介護と在宅医療

1 在宅医療の目標
2 医師の役割
3 環境整備
4 寝たきり老人

櫻井 博文(高齢
総合医学)

講義 ○日常生活動作の介護と
環境整備の要点を概説で
きる。
○在宅医療の特徴を説明
できる。
○在宅医療における医師
の役割を説明できる。

23

10月02日 水 1 診療技能(1)
　医療面接

1 オープニング
2 良好なコミュニケー
ション
3 医学的情報
4 心理・社会的情報
5 クロージング

原田 芳巳(総合
診療医学)

講義 ○適切な身だしなみ、言
葉遣い、礼儀正しい態度
で患者に接することがで
きる。
○医療面接における基本
的コミュニケーション技
法を用いることができ
る。
○病歴(主訴、現病歴、既
往歴、家族歴、社会歴、
システムレビュー)を聴き
取り、情報を取捨選択し
整理できる。

24

10月02日 水 2 診療技能(2)
　診療記録（診療録の意
義および記載方法）

1 診療録の管理
2 診療録の保存
3 POS（問題志向システ
ム）

平山 陽示(総合
診療医学)

講義 ○診療録をPOMR形式で
記載する方法を説明でき
る。
○診療経過をSOAPで記載
する方法を説明できる。
○診療録の管理・保存に
ついて説明できる。

基本的診療知識・技能(科目№TM16079004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

基本的診療知識・技能 （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

責任者・副責任者
主任教授・相澤 仁志・(神経学)、主任教授・松村 一・(形成外科学)、主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、臨床教授・平山 陽
示・(総合診療医学)、教授・伊藤 良和・(血液内科学)、助教・勇内山 大介・(放射線医学)

基本的診療知識・技能

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

25

10月02日 水 3 診療技能(3)
　全身状態とバイタルサ
イン
　12誘導心電図の記録

1 意　識
2 体　温
3 脈　拍
4 呼　吸
5 血　圧
6 12誘導心電図

肥田 敏(循環器
内科学)

講義 ○バイタルサインを説明
できる。
○血圧測定の原理を説明
し、正しく血圧を測定で
きる。
○脈拍のチェックポイン
トを説明し、正しく脈拍
をとれる。
○12誘導心電図を記録て
きる。

26

10月02日 水 4 診療技能(4)
　頭頸部診察

1 頭　部
2 耳
3 口腔･鼻腔
4 頸部・甲状腺

佐藤 宏樹(耳鼻
咽喉科・頭頸部

外科学)

講義 ○頭部の診察ができる。
○耳(外耳道･鼓膜･聴力)の
診察ができる。
○口腔･鼻腔の診察ができ
る。
○甲状腺を含めた頸部の
診察ができる。

27

10月03日 木 1 診療技能(5)
　眼科診察・眼底検査

1 眼　瞼
2 眼　球
3 結　膜
4 瞳　孔
5 眼　底

川上 摂子(眼科
学)

講義 ○眼(視野･瞳孔･眼球運動
･結膜)の診察ができる。
○直像鏡を用いて眼底の
診察ができる。

28

10月03日 木 2 診療技能(6)
　胸部診察(呼吸器系)

1 視　診
2 打　診
3 触　診
4 聴　診
5 呼吸音

阿部 信二(呼吸
器内科学)

講義 ○胸部診察で確認すべき
項目を列挙し、視診、打
診、触診と聴診ができ
る。

29

10月03日 木 3 診療技能(7)
　胸部診察(循環器系)

1 視　診
2 触　診
3 聴　診
4 正常心音
5 異常心音

里見 和浩(循環
器内科学)

講義 ○胸部診察で確認すべき
項目を列挙し、視診、打
診、触診と聴診ができ
る。

30

10月03日 木 4 診療技能(8)
　腹部診察

1 腹部の区分
2 視　診
3 打　診
4 触　診
5 聴　診

竹内 啓人(消化
器内科学)

講義 ○腹部の区分を説明でき
る。
○腹部診察で確認すべき
項目を列挙し、視診、打
診、触診と聴診ができ
る。

31

10月04日 金 1 診療技能(9)
　神経診察

1 脳神経の診察
2 上肢･下肢の運動系、感
覚系の診察
3 起立･歩行の観察
4 反射、髄膜刺激徴候
5 認知機能の検査

相澤 仁志(神経
学)

講義 ○意識状態を判定でき
る。
○脳神経の診察ができ
る。
○腱反射の診察ができ
る。
○小脳･運動機能の診察が
できる。
○感覚系の診察ができ
る。

32

10月04日 金 2 診療技能(10)
　四肢と脊柱の診察

1 脊柱の診察
2 上肢の関節の診察
3 下肢の関節の診察 遠藤 健司(整形

外科学)

講義 ○四肢と脊柱を診察でき
る。
○関節（関節可動域を含
む）を診察できる。
○筋骨格系の診察ができ
る。

33

10月04日 金 3 診療技能(11)
　外科手技

1 消毒
2 手洗い
3 手袋の装着
4 ガウンテクニック
5 縫合

工藤 勇人(呼吸
器・甲状腺外科

学)

講義 ○清潔操作を実施でき
る。
○手術や手技のための手
洗いができる。
○手術室におけるガウン
テクニックができる。
○基本的な縫合ができ
る。

基本的診療知識・技能(科目№TM16079004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

基本的診療知識・技能 （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

責任者・副責任者
主任教授・相澤 仁志・(神経学)、主任教授・松村 一・(形成外科学)、主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、臨床教授・平山 陽
示・(総合診療医学)、教授・伊藤 良和・(血液内科学)、助教・勇内山 大介・(放射線医学)

基本的診療知識・技能

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

34

10月04日 金 4 診療技能(12)
　心肺蘇生

1 意識の確認
2 応援・機材の依頼
3 気道確保と呼吸の確認
4 循環サインと脈拍の確
認
5 心臓マッサージとAED

三島 史朗(医療
の質・安全管理

学)

講義 ○一次救命処置を説明
し、シミュレータを用い
て正しく実施できる。

基本的診療知識・技能(科目№TM16079004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

基本的診療知識・技能 （学年：4）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 2

責任者・副責任者
主任教授・相澤 仁志・(神経学)、主任教授・松村 一・(形成外科学)、主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)、臨床教授・平山 陽
示・(総合診療医学)、教授・伊藤 良和・(血液内科学)、助教・勇内山 大介・(放射線医学)

基本的診療知識・技能

基本的診療知識・技能(科目№TM16079004)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療安全Ⅱ （学年：5）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 0.5

担当教員 講師・高橋 恵・(医療の質・安全管理学)、講師・浦松 雅史・(医療の質・安全管理学)

医療安全Ⅱ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

医療の社会性・倫理的問題を理解し、個人情報とプライバシーについて倫理的原則に基づ
いて行動できる。

Ⅳ-1 ① 卒業時レベルA

法的責任・専門職としての社会内規範を遵守できる。Ⅳ-1 ④ 卒業時レベルA

・自分の力で問題を発見し、問題解決ができる。
・得られた情報を分析し、その信頼性を評価できる。

Ⅵ-1 ① 卒業時レベルA

・様々な情報を患者や医療者が理解できるよう伝えられる。
・患者や医療者の情報を正確に理解できる。

Ⅵ-1 ② 卒業時レベルA

自分の思考を客観的に観察し、制御できる。Ⅵ-1 ③ 卒業時レベルA

ポートフォリオを活用し、自らの学習状況を客観的に監視・評価・改善できる。Ⅵ-1 ④ 卒業時レベルA

適切な学習機会を選択し、自主的に学習を進めることができる。Ⅵ-1 ⑤ 卒業時レベルA

臨床または基礎研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。Ⅵ-1 ⑥ 卒業時レベルA

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

医療情報システムの仕組を理解し、診療参加型臨床実習に必要なデバイスと機能を利用で
きる。ICTの生涯学習における役割を理解し、利用できる。

Ⅹ-1 ① 卒業時レベルA

EBMの概念と論文の主な種類について説明でき、情報の整理と管理ができ、臨床実習に情
報を活用し応用できる。

Ⅹ-1 ② 卒業時レベルA

情報利用をめぐる著作権と個人情報について説明でき、情報を合法的・倫理的にアクセス
し利用できる。

Ⅹ-1 ③ 卒業時レベルA

統計解析ソフトウェアを用いてグラフが作成でき、様々な計算、検定、回帰分析ができ
る。

Ⅹ-1 ④ 卒業時レベルA

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

Ⅰ. 医療事故発生のメカニズムについて知る。
Ⅰ-1実際の医療には、多職種が多段階の医療業務内容に関与しているこ
とを具体的に説明できる。
Ⅱ. 医療事故の予防策について知る。
Ⅱ-1 個人の注意・能力向上の重要性とその限界について説明できる。
Ⅱ-2 医療現場における報告・連絡・相談と疑義に応じることの重要性を
説明できる。
Ⅱ-3 組織的なリスク管理（制度・組織エラーの防止）が重要であること
を説明できる。
Ⅱ-4 医療機関における医療安全管理体制の在り方（事故報告書、インシ
デントレポート、医療事故防止マニュアル、医療事故調査制度、産科医
療補償制度）を概説できる。
Ⅱ-5 記録の重要性や、診療録（カルテ）改竄の違法性を説明できる。
Ⅱ-6 医療の安全性に関する情報（薬剤等の副作用、禁忌等）を共有する
ことの重要性を説明できる。

科目における教育到達目標

多様な医療事故の事例から、医師として安全で質の高い医療を提供する
ことの責任・使命を理解する。

医師として医療事故を起こさない・繰り返さないためには、他山の石に学ぶことが重要である。本講義では、法律的な視点・臨床的な視点から過去
の医療事故を紹介し、「患者及び医療者にとって、良質で安全な医療」を実現するために必要な医師のコンピテンシーについて学習する。

  学習内容

復習

特に指示しない．

予習

特に指示しない．

  授業時間外の学習

  ICT活用

ｅ自主自学を使い授業中テストを行う．

医療安全Ⅱ(科目№TM160520)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療安全Ⅱ （学年：5）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 0.5

担当教員 講師・高橋 恵・(医療の質・安全管理学)、講師・浦松 雅史・(医療の質・安全管理学)

医療安全Ⅱ

60点を合格点とする。合格点

2/3以上の出席者に対して評価を行
う．授業中テストで評価する．

最終評価点

授業中にｅ自主自学を用いて行う．受
講者は各自端末を準備して授業に臨む
こと．

筆記試験の形式

全ての講義終了後1回再試験・実施時期

特に規定しない。再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

授業範囲全て再試験・範囲

レポート提出再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

授業中テストで評価する（100%）

試験

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

他人の学習を妨げる行為は慎んでいただきたい．

  オフィスアワー

三島史朗／医療の質・安全管理学分野担当

毎月にｅ自主自学と院内掲示で示す日時

医療安全管理室場所

IP電話 62860

mana9@mac.comE-mail

『課外実習』として日程をポスタで掲示する備考

教科書

医療安全管理実務者　標準テキスト

日本臨床医学リスクマネジメン
ト学会 編

著） 出）

備）

参考書

  指定する教科書、参考書

医療安全Ⅱ(科目№TM160520)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

医療安全Ⅱ （学年：5）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 0.5

担当教員 講師・高橋 恵・(医療の質・安全管理学)、講師・浦松 雅史・(医療の質・安全管理学)

医療安全Ⅱ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
09月07日 土 1 法的責任の概念 医事法、コンプライアン

ス
浦松 雅史

講義 ○医師の負う社会的責任
を説明できる

2
09月07日 土 2 危険予知演習 ヒューマンファクター

ズ、根本原因分析
浦松 雅史

実習 ○医療事故の背景要因と
分析方法を理解する

3
09月21日 土 1 事例分析演習 説明と同意、記録、報告

・連絡・相談 高橋 恵
実習 ○事故防止のために医師

としてなすべきことを説
明できる

4
09月21日 土 2 再発防止演習 医療事故、再発防止

高橋 恵
実習 ○医療事故発生時の対応

方法を説明できる

医療安全Ⅱ(科目№TM160520)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

行動科学・患者学Ⅱ （学年：5）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 0.5

担当教員 講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

行動科学・患者学Ⅱ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

患者の年齢、社会経済的状況、性別、性嗜好、信仰、障害、その他の多様性に配慮して行
動できる。

Ⅰ-2 ② 卒業時レベルA(1)

患者および家族に、共感、敬意、思いやりをもって接することができる。Ⅰ-2 ② 卒業時レベルA(2)

医療の社会性・倫理的問題を理解し、個人情報とプライバシーについて倫理的原則に基づ
いて行動できる。

Ⅳ-1 ① 卒業時レベルA

法的責任・専門職としての社会内規範を遵守できる。Ⅳ-1 ④ 卒業時レベルA

・自分の力で問題を発見し、問題解決ができる。
・得られた情報を分析し、その信頼性を評価できる。

Ⅵ-1 ① 卒業時レベルA

・様々な情報を患者や医療者が理解できるよう伝えられる。
・患者や医療者の情報を正確に理解できる。

Ⅵ-1 ② 卒業時レベルA

自分の思考を客観的に観察し、制御できる。Ⅵ-1 ③ 卒業時レベルA

ポートフォリオを活用し、自らの学習状況を客観的に監視・評価・改善できる。Ⅵ-1 ④ 卒業時レベルA

適切な学習機会を選択し、自主的に学習を進めることができる。Ⅵ-1 ⑤ 卒業時レベルA

臨床または基礎研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。Ⅵ-1 ⑥ 卒業時レベルA

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

医療情報システムの仕組を理解し、診療参加型臨床実習に必要なデバイスと機能を利用で
きる。ICTの生涯学習における役割を理解し、利用できる。

Ⅹ-1 ① 卒業時レベルA

EBMの概念と論文の主な種類について説明でき、情報の整理と管理ができ、臨床実習に情
報を活用し応用できる。

Ⅹ-1 ② 卒業時レベルA

情報利用をめぐる著作権と個人情報について説明でき、情報を合法的・倫理的にアクセス
し利用できる。

Ⅹ-1 ③ 卒業時レベルA

統計解析ソフトウェアを用いてグラフが作成でき、様々な計算、検定、回帰分析ができ
る。

Ⅹ-1 ④ 卒業時レベルA

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1．医療人類学や医療社会学等の行動科学・社会科学の基本的な視点・
方法・理論を概説できる。
2．健康・病い・医療をめぐる文化的な多様性を踏まえたうえで、実際
の症例を検討することが出来る。
3．臨床倫理カンファレンスについて、方法論を含めて概説できる。

科目における教育到達目標

現代の医療者には、患者の思いや医師-患者関係のあり方を文化的・社会
的文脈のなかで捉え
省察する姿勢と能力が求められている。本科目では、将来の臨床実践に
行動科学・社会科学の
知見を活かすことができるよう、具体的な症例の検討を通して健康・病
い・医療に関する文化人類学的・社会学的な視点や方法論への理解を深
め、「患者ともに歩む医療人となる」ための資質を養う。また、臨床倫
理カンファレンス形式による症例検討を行うことで、臨床における問題
やジレンマに気づき、ともに考える経験を通して医療者としてのプロ
フェッショナリズムを学ぶ。

実際の臨床事例やユネスコ生命倫理学講座ケースブック事例を利用し、各グループで臨床倫理カンファレンスを行い、発表する。

  学習内容

復習

カンファレンスの振り返りが望ましい。

予習

授業予定表キーワードから自主的学習を望む。

  授業時間外の学習

  ICT活用

特に予定していない。

行動科学・患者学Ⅱ(科目№TM160530)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

行動科学・患者学Ⅱ （学年：5）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 0.5

担当教員 講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

行動科学・患者学Ⅱ

60点を合格点とする。合格点

出席点＋レポート点最終評価点

筆記試験の形式

年度末に1回再試験・実施時期

原則として本試験と同等のレポート課
題

再試験・難易度

最終評価点60点未満の者再試験・対象者

全授業範囲再試験・範囲

レポート提出再試験・方法

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

30％

出席点

グループディスカッション時のピア評価
　50％

その他

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

20％

 学習上の注意

  学習上の注意等

グループディスカッションを行うので遅刻しないこと。

  オフィスアワー

平山　陽示担当

適宜日時

適宜場所

IP電話 適宜

yoji-md@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書

Albert R. Jonsen ら「臨床倫理学」第5版　監訳　赤林　朗ほか

新興医学出版社著） 出）

備）

参考書

  指定する教科書、参考書

行動科学・患者学Ⅱ(科目№TM160530)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

行動科学・患者学Ⅱ （学年：5）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 0.5

担当教員 講師・倉田 誠・(生命倫理学（医学倫理学）)、臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

行動科学・患者学Ⅱ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

07月06日 土 1 事例の臨床倫理カンファ
レンス

臨床倫理
医療人類学
プロフェッショナリズム

平山 陽示
倉田 誠

SGD ○臨床倫理カンファレン
スを通してプロフェッ
ショナリズムを理解す
る。

2

07月06日 土 2 事例の臨床倫理カンファ
レンス

臨床倫理
医療人類学
プロフェッショナリズム

平山 陽示
倉田 誠

SGD ○臨床倫理カンファレン
スを通してプロフェッ
ショナリズムを理解す
る。

3

08月31日 土 1 事例の臨床倫理カンファ
レンス

臨床倫理
医療人類学
プロフェッショナリズム

平山 陽示
倉田 誠

SGD ○臨床倫理カンファレン
スを通してプロフェッ
ショナリズムを理解す
る。

4

08月31日 土 2 事例の臨床倫理カンファ
レンス

臨床倫理
医療人類学
プロフェッショナリズム

平山 陽示
倉田 誠

SGD ○臨床倫理カンファレン
スを通してプロフェッ
ショナリズムを理解す
る。

行動科学・患者学Ⅱ(科目№TM160530)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(緩和医療Ⅱ) （学年：5）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 0.5

担当教員
特任教授・田上 正・(緩和医療部)、准教授・齊藤 理・(緩和医療部)、助教・村越 晶子・(精神医学)、兼任講師・遠藤 光史・(緩
和医療部)

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(緩和医療Ⅱ)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

患者の年齢、社会経済的状況、性別、性嗜好、信仰、障害、その他の多様性に配慮して行
動できる。

Ⅰ-2 ② 卒業時レベルA(1)

患者および家族に、共感、敬意、思いやりをもって接することができる。Ⅰ-2 ② 卒業時レベルA(2)

医療の社会性・倫理的問題を理解し、個人情報とプライバシーについて倫理的原則に基づ
いて行動できる。

Ⅳ-1 ① 卒業時レベルA

法的責任・専門職としての社会内規範を遵守できる。Ⅳ-1 ④ 卒業時レベルA

・自分の力で問題を発見し、問題解決ができる。
・得られた情報を分析し、その信頼性を評価できる。

Ⅵ-1 ① 卒業時レベルA

・様々な情報を患者や医療者が理解できるよう伝えられる。
・患者や医療者の情報を正確に理解できる。

Ⅵ-1 ② 卒業時レベルA

自分の思考を客観的に観察し、制御できる。Ⅵ-1 ③ 卒業時レベルA

ポートフォリオを活用し、自らの学習状況を客観的に監視・評価・改善できる。Ⅵ-1 ④ 卒業時レベルA

適切な学習機会を選択し、自主的に学習を進めることができる。Ⅵ-1 ⑤ 卒業時レベルA

臨床または基礎研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。Ⅵ-1 ⑥ 卒業時レベルA

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

医療情報システムの仕組を理解し、診療参加型臨床実習に必要なデバイスと機能を利用で
きる。ICTの生涯学習における役割を理解し、利用できる。

Ⅹ-1 ① 卒業時レベルA

EBMの概念と論文の主な種類について説明でき、情報の整理と管理ができ、臨床実習に情
報を活用し応用できる。

Ⅹ-1 ② 卒業時レベルA

情報利用をめぐる著作権と個人情報について説明でき、情報を合法的・倫理的にアクセス
し利用できる。

Ⅹ-1 ③ 卒業時レベルA

統計解析ソフトウェアを用いてグラフが作成でき、様々な計算、検定、回帰分析ができ
る。

Ⅹ-1 ④ 卒業時レベルA

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

緩和医療Ⅱ
1．がんの病期における緩和医療・緩和ケアの役割を理解する。
2．Total Painについて理解し説明できる。
3．がん性痛の評価と治療方針を理解する。
4．アドバンス・ケア・プランニングについて説明できる。

科目における教育到達目標

緩和医療Ⅱ
１．がん医療の中で緩和委用・緩和ケアの役割を理解する。
2．全人的な医療について理解する。
3．患者や家族の希望を支える医療やケアについて考える姿勢を身につ
ける。

緩和医療Ⅱ
6月2日：緩和医療・緩和ケアの役割を理解する。

がんの疾患軌跡においてどの病期にどのような支援が必要かを考える。
がん対策基本法の意義を理解しがん対策推進基本計画の変遷の意味を理解する。
我が国のがんの現状を知り切れ目のない緩和ケアを提供するには何が必要かを理解する。

6月3日：がんに伴い生じる精神的な苦痛について理解し、その対策を説明できる。
がんに伴って生じる身体的苦痛とその対策について説明できる。
WHO三段階除痛ラダーについて理解し説明できる。

  学習内容

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(緩和医療Ⅱ)(科目№TM160541)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(緩和医療Ⅱ) （学年：5）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 0.5

担当教員
特任教授・田上 正・(緩和医療部)、准教授・齊藤 理・(緩和医療部)、助教・村越 晶子・(精神医学)、兼任講師・遠藤 光史・(緩
和医療部)

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(緩和医療Ⅱ)

復習

緩和医療Ⅱ
到達目標の理解を復習する。

予習

緩和医療Ⅱ
WHOの緩和ケアの定義、がん対策基本法、がん対策推進基本計画、地域
包括ケアシステム
Total Pain、WHO三段階除痛ラダーについて、3，4年時の授業の資料や
インターネット、その他の資料で調べておく。

  授業時間外の学習

  ICT活用

緩和医療Ⅱ
授業資料、パワーポイントを活用する
レポート提出を忘れないこと、期限を守ること。

60点を合格点とする。合格点

出席点50点＋レポート点50点最終評価点

レポート提出に代える。筆記試験の形式

年度末に1回再試験・実施時期

授業をしっかり受けた者や資料をしっ
かり読み込んだ者にとっては平易

再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者再試験・対象者

授業内容すべて再試験・範囲

レポート提出再試験・方法

評価に対するフィードバック

必要な学生にはコメントでフィードバック

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価 評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

1）遅刻や早退は出席点を下げる
2）提出物の期限を守る
3) 授業態度や発表は評価の対象にする　

  オフィスアワー

田上　正担当

日時

場所

IP電話

tanoue@tokyo-med.ac.jpE-mail

講義尾後の時間を利用して質問をすること。またはメールでアポイントをとってから会うことができ
る。

備考

教科書

教科書：臨床緩和ケア[第3版]

大学病院の緩和ケアを考える会
編集　青海出版

著） 出）

備）

参考書

日本緩和医療学会HP

著） 出）

備）

  指定する教科書、参考書

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(緩和医療Ⅱ)(科目№TM160541)
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2019年 度

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(緩和医療Ⅱ) （学年：5）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 0.5

担当教員
特任教授・田上 正・(緩和医療部)、准教授・齊藤 理・(緩和医療部)、助教・村越 晶子・(精神医学)、兼任講師・遠藤 光史・(緩
和医療部)

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(緩和医療Ⅱ)

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

05月18日 土 1 日本におけるがんの現況
がん医療における緩和医
療の役割

緩和医療・緩和ケア
緩和ケアの定義(WHO)
Total Pain

田上 正
齊藤 理

遠藤 光史

講義 ○がんを説明できる
がん医療における緩和医
療の役割を説明できる
全人的医療の理解と説明
ができる

2

05月18日 土 2 がん対策基本法
がん対策推進基本計画
アドバンス・ケア・プラ
ンニング、アドバンスケ
ア・ディレクティブ。
DNAR

がん対策基本法
がん対策推進基本計画
アドバンス・ケア・プラ
ンニング、アドバンスケ
ア・ディレクティブ、
DNAR
がんの疾患軌跡

田上 正
齊藤 理

講義 ○アドバンス・ケア・プ
ランニングについて説明
できる
切れ目のない緩和ケアを
提供について説明できる
患者や家族の希望に支え
る医療やケアについて考
える姿勢を身につける

3

06月29日 土 1 がんに伴う症状の評価と
対応
コミュニケーション

コミュニケーション
Bad News
Total Pain

村越 晶子
田上 正

遠藤 光史

講義 ○がんに伴う症状の評価
と対策を理解する
Bad Newsの伝え方につい
て学ぶ

4

06月29日 土 2 Total Pain
WHO三段階除痛ラダー

Total Pain
がんに伴う痛み
WHO三段階除痛ラダー
オピオイド鎮痛薬
鎮痛補助薬

田上 正
齊藤 理

講義 ○Total Painがん患者の辛
さについて説明できる
WHO三段階除痛ラダーを
理解し、治療時の副作用
対策を説明できる

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(緩和医療Ⅱ)(科目№TM160541)
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2019年 度

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(診療録の記載) （学年：5）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 0.5

担当教員 臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(診療録の記載)

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

患者の年齢、社会経済的状況、性別、性嗜好、信仰、障害、その他の多様性に配慮して行
動できる。

Ⅰ-2 ② 卒業時レベルA(1)

患者および家族に、共感、敬意、思いやりをもって接することができる。Ⅰ-2 ② 卒業時レベルA(2)

医療の社会性・倫理的問題を理解し、個人情報とプライバシーについて倫理的原則に基づ
いて行動できる。

Ⅳ-1 ① 卒業時レベルA

法的責任・専門職としての社会内規範を遵守できる。Ⅳ-1 ④ 卒業時レベルA

・自分の力で問題を発見し、問題解決ができる。
・得られた情報を分析し、その信頼性を評価できる。

Ⅵ-1 ① 卒業時レベルA

・様々な情報を患者や医療者が理解できるよう伝えられる。
・患者や医療者の情報を正確に理解できる。

Ⅵ-1 ② 卒業時レベルA

自分の思考を客観的に観察し、制御できる。Ⅵ-1 ③ 卒業時レベルA

ポートフォリオを活用し、自らの学習状況を客観的に監視・評価・改善できる。Ⅵ-1 ④ 卒業時レベルA

適切な学習機会を選択し、自主的に学習を進めることができる。Ⅵ-1 ⑤ 卒業時レベルA

臨床または基礎研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。Ⅵ-1 ⑥ 卒業時レベルA

さまざまな事象に関心をもち、幅広い教養を身につけるべく積極的に行動できる。Ⅷ-1 ① レベルB

国内外のさまざまなトピックについて関心を持ち、積極的に議論できる。Ⅷ-1 ② レベルB

一般的英語表現、ならびに化学・医学の専門表現が理解できるとともに、英語を用いて自
らの考えを発信できる。

Ⅷ-1 ③ レベルB

医療情報システムの仕組を理解し、診療参加型臨床実習に必要なデバイスと機能を利用で
きる。ICTの生涯学習における役割を理解し、利用できる。

Ⅹ-1 ① 卒業時レベルA

EBMの概念と論文の主な種類について説明でき、情報の整理と管理ができ、臨床実習に情
報を活用し応用できる。

Ⅹ-1 ② 卒業時レベルA

情報利用をめぐる著作権と個人情報について説明でき、情報を合法的・倫理的にアクセス
し利用できる。

Ⅹ-1 ③ 卒業時レベルA

統計解析ソフトウェアを用いてグラフが作成でき、様々な計算、検定、回帰分析ができ
る。

Ⅹ-1 ④ 卒業時レベルA

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1．SOAPでカルテを記載できる。
2．プロブレム・リストを記載できる。
3．プロブレム・リストに応じた臨床推論を記載できる。

科目における教育到達目標

模擬患者の医療面接を通じて得た患者情報から、POSに則ったカルテ記
載を実施できる。

模擬患者から患者情報を的確に収集し、プロブレム・リストを作成した後、プロブレム・リストに応じた鑑別疾患を列挙し、必要な検査を計画して
カルテに記載する。

  学習内容

復習

クリニカルクラークシップで実践する。

予習

4学年のときのカルテ記載の授業を見直しておく。

  授業時間外の学習

  ICT活用

電子カルテ利用について解説（活用）する。

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(診療録の記載)(科目№TM160542)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(診療録の記載) （学年：5）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 0.5

担当教員 臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(診療録の記載)

60点を合格点とする。合格点

出席点+レポート点最終評価点

行わない。筆記試験の形式

年度末に1回再試験・実施時期

授業に臨んでいれば平易なもの再試験・難易度

最終評価点が60点未満の者、レポート
を期日までに提出しなかった者。

再試験・対象者

全授業範囲再試験・範囲

レポート再試験・方法

評価に対するフィードバック

提出されたレポートを評価し返却する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

50％

出席点

評価の方法と内訳(%)・実習評価

レポート

50％

 学習上の注意

  学習上の注意等

クリニカルクラークシップでの実践を常に頭に置くこと。

  オフィスアワー

平山陽示（総合診療医学）担当

金曜日　14：00～17：00日時

教育研究棟7階場所

IP電話 62053（IP）2150（内線）

yoji-md@tokyo-med.ac.jpE-mail

備考

教科書 参考書

「型」が身につくカルテの書き方

著） 医学書院佐藤健太　著 出）

備）

  指定する教科書、参考書

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(診療録の記載)(科目№TM160542)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(診療録の記載) （学年：5）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 0.5

担当教員 臨床教授・平山 陽示・(総合診療医学)

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(診療録の記載)

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
06月01日 土 1 診療録の記載 1　POS,POMR

2　SOAP
平山 陽示

講義 ○POSで実際にカルテを
記載できる。

2
06月01日 土 2 診療録の記載 1　POS,POMR

2　SOAP
平山 陽示

講義 ○POSで実際にカルテを
記載できる。

緩和医療Ⅱ・診療録の記載(診療録の記載)(科目№TM160542)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 6

担当教員

臨床医学Ⅴ

  教育到達目標

項目 到達目標領域 レベル

他者の価値観、人格を尊重し、常に敬意を払って接することができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(1)

医学生として適切な服装、衛生管理、言葉遣い、態度、行動を説明できる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(2)

医学を学ぶものとしてふさわしい振る舞いができる。Ⅰ-1 ① 卒業時レベルA(3)

患者の年齢、社会経済的状況、性別、性嗜好、信仰、障害、その他の多様性に配慮して行
動できる。

Ⅰ-2 ② 卒業時レベルA(1)

患者および家族に、共感、敬意、思いやりをもって接することができる。Ⅰ-2 ② 卒業時レベルA(2)

主要な疾患の診療において、病態の理解に基礎医学知識に基づく基本的な判断ができる。Ⅲ-1 ① 卒業時レベルA

主要な疾患の診療において、疫学/病態/予後の知識に基づく基本的な判断ができる。Ⅲ-1 ② 卒業時レベルA

主要な疾患の診療において、診断方法を選択し、所見を解釈できる。Ⅲ-1 ③ 卒業時レベルA

主要な疾患の診療において、治療に関する知識を診療に応用できる。Ⅲ-1 ④ 卒業時レベルA

医療面接におけるスキルを修得し実践する。Ⅲ-2 ① 卒業時レベルA(1)

患者の病歴聴取と記録の項目を挙げることができる。Ⅲ-2 ① 卒業時レベルA(2)

患者・家族への指示、指導内容の内容が説明できる。Ⅲ-2 ① 卒業時レベルA(3)

基本的な身体診療法の具体的な実施方法や、実施にあたっての注意点を説明できる。Ⅲ-2 ② 卒業時レベルA

基本的な臨床検査の具体的な実施方法や、実施にあたっての注意点を説明できる。Ⅲ-2 ③ 卒業時レベルA

基本的手技の具体的な実施方法や、実施にあたっての注意点を説明できる。Ⅲ-2 ④ 卒業時レベルA

基本的治療法の適応を決定し、医療シミュレーション等で適切に実施できる。Ⅲ-2 ⑤ 卒業時レベルA

チーム医療や法規との関連で重要な医療記録を適切に作成し、管理できる。（レベルBに
同じ）

Ⅲ-2 ⑥ 卒業時レベルA

保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ診療計画を作成できる。(研修医レベルに同じ)Ⅲ-2 ⑦ 卒業時レベルA

患者の呈する症状や身体所見、簡単な検査所見に基いて、鑑別診断や検査計画を提示でき
る。また、初期治療や個別治療についても提示できる。

Ⅲ-3 ① 卒業時レベルA

2次3次救急疾患の病態に応じた診察ができて、応急処置を述べることができる。Ⅲ-3 ② 卒業時レベルA

インシデント報告の意義を説明できる。Ⅲ-4 ① 卒業時レベルA

被害の救済制度を説明できる。Ⅲ-4 ② 卒業時レベルA

感染に対する標準予防策を実践できる。Ⅲ-4 ③ 卒業時レベルA

医療事故防止及び事故後の対処について適切に報告できる。Ⅲ-4 ④ 卒業時レベルA

医療の社会性・倫理的問題を理解し、個人情報とプライバシーについて倫理的原則に基づ
いて行動できる。

Ⅳ-1 ① 卒業時レベルA

記述、プレゼンテーション、論文、および研究情報などの利用において、著作権を尊重
し、それに沿って行動できる。

Ⅳ-1 ② 卒業時レベルA

利益相反が生じる可能性を認識し、適切に対処できる。Ⅳ-1 ③ 卒業時レベルA

法的責任・専門職としての社会内規範を遵守できる。Ⅳ-1 ④ 卒業時レベルA

多職種と協働し、敬意を払って交流することができる。Ⅴ-1 ① 卒業時レベルA

医療チームの構成員として実習に参加し、コミュニケーションをとることができる。Ⅴ-1 ② 卒業時レベルA

・自分の力で問題を発見し、問題解決ができる。
・得られた情報を分析し、その信頼性を評価できる。

Ⅵ-1 ① 卒業時レベルA

・様々な情報を患者や医療者が理解できるよう伝えられる。
・患者や医療者の情報を正確に理解できる。

Ⅵ-1 ② 卒業時レベルA

自分の思考を客観的に観察し、制御できる。Ⅵ-1 ③ 卒業時レベルA

ポートフォリオを活用し、自らの学習状況を客観的に監視・評価・改善できる。Ⅵ-1 ④ 卒業時レベルA

適切な学習機会を選択し、自主的に学習を進めることができる。Ⅵ-1 ⑤ 卒業時レベルA

臨床または基礎研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。Ⅵ-1 ⑥ 卒業時レベルA

医療情報システムの仕組を理解し、診療参加型臨床実習に必要なデバイスと機能を利用で
きる。ICTの生涯学習における役割を理解し、利用できる。

Ⅹ-1 ① 卒業時レベルA

臨床医学Ⅴ(科目№TM16100056)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 6

担当教員

臨床医学Ⅴ

項目 到達目標領域 レベル

EBMの概念と論文の主な種類について説明でき、情報の整理と管理ができ、臨床実習に情
報を活用し応用できる。

Ⅹ-1 ② 卒業時レベルA

情報利用をめぐる著作権と個人情報について説明でき、情報を合法的・倫理的にアクセス
し利用できる。

Ⅹ-1 ③ 卒業時レベルA

統計解析ソフトウェアを用いてグラフが作成でき、様々な計算、検定、回帰分析ができ
る。

Ⅹ-1 ④ 卒業時レベルA

  学習目標

科目におけるコンピテンシー

1）自己の学習能力を分析し、具体的な学習計画を立てることができ
る。
2）医師国家試験出題基準の重要項目について説明できる。

科目における教育到達目標

第5学年までの医学教育課程で習得した知識は時間の経過とともに薄れ
ていくものである。また、自己学習が不十分な者においては、想起でき
る知識の絶対量が不足している場合もある。
そこで、第6学年においては、もう一度、臓器別に講義を行い、疾患別
の境界を取り除き、各臓器別の水平的考察による基礎・臨床・社会医学
の知識を整理し、卒業試験、医師国家試験に臨むための知識の習得する
ことを目的とする。

各臓器別講義では医師国家試験で出題される各論を中心に学習することとなる。各臓器の最後に設けるSummaryは国家試験の過去問について病態
生理を解説し理解させる内容となる。また、社会医学系講義では保健医療論、予防と健康管理・増進といった総論系を学習することとなる。

  学習内容

復習

本講義にて新たなる知識を得るものではない。したがって、予習で理解
できなかった内容を講義中に担当教員に確認し、再度、復習により知識
を確実なものにしてもらいたい。

予習

受講前には、各臓器のネット講座を視聴し、ノートを作成しておくこと
が必須である。また、特に講義内容に掲げてあるキーワードの疾患につ
いて知識を整理し、講義に臨んでもらいたい。

  授業時間外の学習

  ICT活用

・「e自主自学」を通じて、講義資料の提示や小テストを実施する。
・授業中にクリッカーを用いた確認テストを適宜実施する。

68.0％を合格基準点とする。合格点

各Section終了時のSection試験（全6
回）と臨床演習試験（全3回）を実施
する。
評価は各セクション試験成績（平均
点）を40％、臨床演習試験成績（平均
点）を60％として総合的に判定する。

最終評価点

多肢選択方式で行う。筆記試験の形式

臨床医学Ⅳ全試験終了後に実施する。再試験・実施時期

原則として本試験と同等（以上）とす
る。

再試験・難易度

臨床医学Ⅳ最終評価が合格基準点に達
しない者。

再試験・対象者

本試験に準ずる。再試験・範囲

本試験に準ずる。再試験・方法

評価に対するフィードバック

試験終了後に正解表・解説書を配布する。
試験に対する質問については出題者へ確認し回答する。

  評価

評価の方法と内訳(%)・授業評価

100％

試験

講義に対する知識はもとより、講義で取
り上げない内容についても出題し、自己
学習の成果を評価することを目的とす
る。また、出席率が2/3以上の者が、最終
評価の対象となる。

注意事項

評価の方法と内訳(%)・実習評価

 学習上の注意

  学習上の注意等

1）臨床を中心に臓器系統別に分け、約2週間を一区切りとし、最終週では主に社会医学系を集中して行い6つの区分（セクション）により学習す
る。
2）本講義では、医師国家試験に必要とされる内容すべてを網羅することはできないので、講義で取り扱われなかった部分は、自己学習により確認
することが必要である。

臨床医学Ⅴ(科目№TM16100056)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 6

担当教員

臨床医学Ⅴ

  オフィスアワー

「循環器」肥田 敏（循環器内科学）担当

8月23日（水）15：00～16：00日時

教育研究棟 7階 循環器内科医局場所

IP電話 循環器内科医局秘書 兼子（62055）に申し込むこと。

hida-bin@tokyo-med.ac.jpE-mail

疑問・質問について上記の時間帯で対応する。備考

「呼吸器」阿部　信二（呼吸器内科学）担当

水曜日・木曜日　16：00～17：00日時

教育研究棟8階場所

IP電話 5894（秘書 齋藤）

konai@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとること。備考

「感染症」渡邉 秀裕（感染制御部）担当

随時対応日時

病院7階 感染制御部室場所

IP電話

hw-nabe4@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとること。備考

「消化器」 土田 明彦（消化器・小児外科学）、勝又 健次（消化器・小児外科学）担当

火曜日・金曜日 13：00～14：00日時

教育研究棟9階 外科医局場所

IP電話 62347（土田）　62355（勝又）

akihikot@tokyo-med.ac.jp（土田） katsu@tokyo-med.ac.jp（勝又）E-mail

可能であればメールでの回答が便利で、間違いないが、あらかじめ、メールによりアポイ ントをとる
ことを勧める。

備考

「腎臓」 長岡 由女（腎臓内科学）担当

木曜日・金曜日　16：00～18：00日時

病院5階 透析センター または 教育研究棟7階場所

IP電話 62912　内線5001（医局）

yume@tokyo-med.ac.jpE-mail

事前にメールまたは電話によりアポイントをとること。備考

「血液・造血器」伊藤 良和（血液内科学）担当

木曜日　17：00～18：00日時

病院6階第1会議室（検討会）または教育研究棟13階血液内科医局場所

IP電話 62012

yito@tokyo-med.ac.jpE-mail

血液内科学担当分については、検討会で各講義担当者質問することができる。検討会がない場合は場
所を医局とする。

備考

「血液・造血器」四本　美保子（臨床検査医学）担当

水曜日13：00～14：00日時

教育研究棟13階 臨床検査医学医局場所

IP電話 62828

E-mail

臨床検査医学担当分については、各講義担当者に電話（5086）にてアポイントをとることを奨める。備考

臨床医学Ⅴ(科目№TM16100056)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 6

担当教員

臨床医学Ⅴ

「内分泌・代謝」 三輪 隆（糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学）担当

金曜日　15：00～17：00日時

教育研究棟10階 糖尿病・代謝・内分泌内科医局場所

IP電話 62127

miwa-t@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールによりアポイントをとること。備考

「神経」 加藤 陽久（神経内科学）担当

火曜日　16：30～18：00日時

教育研究棟13階 脳神経内科医局場所

IP電話 62158　内線：2156

E-mail

あらかじめ、電話によりアポイントをとることを勧める。備考

「アレルギー・膠原病」 沢田 哲治（糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学）担当

月曜日・木曜日　15：00～17：00日時

教育研究棟10階医局場所

IP電話 62166　内線：5904

tsawada@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとることを勧める。備考

「産婦人科」野平 知良（産科婦人科学）担当

事前相談時に決定する。日時

場所

IP電話 62641　内線：5869

tnohira@tokyo-med.ac.jpE-mail

 事前にメールまたは電話によりアポイントをとること。（メールが望ましい）備考

「小児科」山中 岳（小児科学）担当

月・火曜日 9：00～11：00、金曜日 14：00～16：00日時

教育研究棟11階場所

IP電話 5803

gaku@tokyo-med.ac.jpE-mail

 あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとること。備考

「眼科」担当

適宜日時

教育研究棟12階 眼科医局場所

IP電話 5880

ophthalm@tokyo-med.ac.jpE-mail

 基本的にいつでも歓迎する。事前にメールまたは電話により連絡すること。備考

「耳鼻咽喉科」 大塚 康司（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）担当

適宜日時

教育研究棟8階 耳鼻咽喉科・頭頸部外科医局場所

IP電話 62576　内線：5788

otsuka@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとること。備考

「整形外科」宍戸 孝明（整形外科学）担当

水曜日～金曜日 13:30～17:00日時

臨床医学Ⅴ(科目№TM16100056)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 6

担当教員

臨床医学Ⅴ

教育研究棟12階 整形外科医局場所

IP電話 62498

tstmu@tokyo-med.ac.jpE-mail

 あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとることを勧める。備考

「皮膚科」伊藤 友章（皮膚科学）担当

適宜日時

教育研究棟8階 皮膚科医局場所

IP電話 5824

tomonobu@tokyo-med.ac.jpE-mail

 事前にメールにより連絡すること。いつでも歓迎する。備考

「泌尿器科」 中神 義弘（泌尿器科学）担当

月曜日16：00～17：00日時

教育研究棟11階場所

IP電話 62603　内線：5739

nakagami@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとることを勧める。備考

「形成外科」松村 一（形成外科学）担当

木曜日　16：00～17：00日時

教育研究棟10階 形成外科医局場所

IP電話 5796（医局）

hmatsu@tokyo-med.ac.jpE-mail

 あらかじめ、形成外科秘書を通じてアポイントをとること。備考

「精神科」 市来 真彦（精神医学）担当

水曜日不在日時

教育研究棟11階場所

IP電話 62702

seisinka@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとること。備考

「精神科」 村越 晶子（精神医学）担当

金曜日不在日時

教育研究棟11階場所

IP電話 62710

seisinka@tokyo-med.ac.jpE-mail

あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとること。備考

「救急・中毒」 三島 史朗（医療の質・安全管理学）担当

毎月、日程を掲示・時間は17時～18時日時

西新宿 病院 6階 医療安全管理室場所

IP電話 62860

mana9@mac.comE-mail

毎月、日程を学内に掲示します。予約不要。備考

「放射線」 吉村 真奈、齋藤 和博、朴 辰浩、佐口 徹、三上 隆二、吉村 宜高（放射線医学）担当

適宜対応日時

教育研究棟10階 放射線科医局場所

IP電話 62851（秘書）　内線：5818（医局）

臨床医学Ⅴ(科目№TM16100056)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 6

担当教員

臨床医学Ⅴ

radiolo@tokyo-med.ac.jpE-mail

基本的にいつでも歓迎するが、あらかじめ、メールまたは電話によりアポイントをとること を勧め
る。

備考

「麻酔」 柿沼 孝泰（麻酔科学）担当

適宜日時

教育研究棟12階 麻酔科医局　病院 麻酔科医室・ICUスタッフルーム場所

IP電話 5811（医局秘書まで）

kakitaka@tokyo-med.ac.jpE-mail

メールまたは電話によりアポイントをとること。備考

「社会医学系」 井上 茂、小田切 優子、高宮 朋子、福島 教照、菊池 宏幸、町田征己（公衆衛生学）担当

適宜日時

大学 第一校舎3階場所

IP電話 237

prev-med@tokyo-med.ac.jpE-mail

電話あるいはメールにより、アポイントをとってから来室することが望ましい。備考

「社会医学系」濵岡隆文、木目良太郎（健康増進スポーツ医学）担当

適宜日時

大学第一校舎3階場所

IP電話 420 , 421

hamaoka@tokyo-med.ac.jp , kime@tokyo-med.ac.jpE-mail

電話あるいはメールによりアポイントをとってから来室することが望ましい。備考

教科書

著） 出）

多岐にわたる領域のため、必要な教科書・参考書があれば適宜講義担当
者から挙げてもらう。

備）

参考書

  指定する教科書、参考書

臨床医学Ⅴ(科目№TM16100056)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数 6

担当教員

臨床医学Ⅴ

  講義内容(到達目標あり)

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 到 達 目 標 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

臨床医学Ⅴ(科目№TM16100056)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ(循環器)Section1 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・近森 大志郎・(循環器内科学)

臨床医学Ⅴ(循環器)Section1

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

08月20日 火 1 不整脈 1.上室(性)頻脈性不整脈
2.心室(性)頻脈性不整脈
3.徐脈性不整脈
4.薬物療法
5.非薬物療法

里見 和浩(循環器内
科学)

講義

2

08月20日 火 2 心不全 1.左心不全
2.右心不全
3.急性心不全
4.慢性心不全
5.心原性ショック

高田 佳史(循環器内
科学)

講義

3
08月20日 火 3 先天性心疾患 1.左右短絡疾患

2.右左短絡疾患
3.その他の複雑心奇形

奈良 昇乃助(小児科
・思春期科学)

講義

4

08月21日 水 1 心筋・心膜疾患・心臓腫瘍 1.心筋炎
2.特発性心筋症
3.心膜疾患
4.心タンポナーデ
5.心臓腫瘍

近森 大志郎(循環器
内科学)

講義

5
08月21日 水 2 弁膜症 1. 僧帽弁疾患

2.大動脈弁疾患
3.感染性心内膜炎

武井 康悦(循環器内
科学)

講義

6

08月21日 水 3 手術と術後管理・人工臓器 1.手術の選択
2.体外循環と補助手段
3.人工弁・血管
4.補助循環

神谷 健太郎(心臓血
管外科学)

講義

7

08月22日 木 1 脈管疾患 1.大動脈疾患
2.末梢動脈疾患
3.静脈疾患
4.リンパ管疾患

西部 俊哉(心臓血管
外科学)

講義

8

08月22日 木 2 心電図・画像診断演習 1.12誘導心電図
2.Holter心電図
3.胸部単純エックス線写真
4.胸部CT

肥田 敏(循環器内科
学)

講義

9

08月22日 木 3 虚血性心疾患 1.狭心症
2.急性冠症候群
3.陳旧性心筋梗塞
4.冠動脈造影
5.カテーテル治療

冨山 博史(循環器内
科学)

講義

10 08月23日 金 1・2 循環器 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(循環器)Section1(科目№TM16100156)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ(呼吸器)Section1 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・阿部 信二・(呼吸器内科学)

臨床医学Ⅴ(呼吸器)Section1

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

08月26日 月 1 感染性呼吸器疾患 1.呼吸器ウイルス感染症
2.細菌性肺炎、非定形肺炎
3.肺真菌症
4.抗酸菌症
5.日和見感染症

渡邉 秀裕(感染制御
部)

講義

2

08月26日 月 2 肺循環異常と呼吸調節異常 1.肺水腫
2.肺血栓塞栓症
3.肺高血圧症
4.睡眠時無呼吸症候群
5.過換気症候群

辻 隆夫(呼吸器内科
学)

講義

3

08月26日 月 3 気管･気管支･肺の形態・機能異
常

1.慢性閉塞性肺疾患
2.気管支拡張症
3.びまん性汎細気管支炎
4.無気肺

阿部 信二(呼吸器内
科学)

講義

4

08月27日 火 1 免疫学的機序が考えられる疾患 1.気管支喘息
2.アレルギー性気管支肺アスペルギ
ルス症
3.好酸球性疾患
4.血管炎関連疾患
5.サルコイドーシス

阿部 信二(呼吸器内
科学)

講義

5

08月27日 火 2 実質性・間質性肺障害・胸膜疾
患

1.特発性間質性肺炎
2.肺リンパ脈管筋腫症
3.じん肺症
4.肺胞蛋白症

阿部 信二(呼吸器内
科学)

講義

6

08月28日 水 1 肺・胸膜・縦隔の形態・機能異
常と腫瘍

1.肺癌
2.転移性肺腫瘍
3.縦隔腫瘍
4.胸膜腫瘍
5.気胸、緊張性気胸

池田 徳彦(呼吸器・
甲状腺外科学)

講義

7
08月28日 水 2 乳腺・乳房疾患 1.乳腺線維腺腫、葉状腫瘍

2.乳房悪性腫瘍（乳癌）
河手 敬彦(乳腺科学)

講義

8 08月29日 木 1・2 呼吸器 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(呼吸器)Section1(科目№TM16100256)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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臨床医学Ⅴ(感染症)Section1 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・渡邉 秀裕・(感染制御部)

臨床医学Ⅴ(感染症)Section1

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

08月30日 金 1 感染症総論 1.感染の病態
2.感染経路
3.検査
4.敗血症
5.輸入感染症

中村 茂樹(微生物学)

講義

2

08月30日 金 2 感染症の治
療　　　　　　　　　

1.抗菌薬
2.抗真菌薬
3.抗ウイルス薬
4.副作用と禁忌

細川 直登(亀田総合
病院)

講義

3

08月30日 金 3 院内感染対策 1.院内伝播の予防と対策
2.サーベイランス
3.感染経路別予防策
4.耐性菌対策

渡邉 秀裕(感染制御
部)

講義

4
08月30日 金 4 免疫不全と感染（AIDS） 1.日和見感染

2.細胞性免疫
3.抗HIV療法

四本 美保子(臨床検
査医学)

講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(感染症)Section1(科目№TM16100356)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ(消化器)Section2 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・土田 明彦・(消化器・小児外科学)、教授・勝又 健次・(消化器・小児外科学)

臨床医学Ⅴ(消化器)Section2

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月03日 火 1 上部消化管の良性疾患 1.逆流性食道炎
2.食道アカラシア
3.食道静脈瘤
4.急性胃粘膜病変
5.胃・十二指腸潰瘍

河野 真(消化器内科
学)

講義

2

09月03日 火 2 上部消化管の腫瘍 1.食道癌
2.胃ポリープ
3.胃癌
4.GIST

山内 芳也(消化器内
科学)

講義

3

09月03日 火 3 膵疾患 1.急性膵炎
2.慢性膵炎
3.自己免疫性膵炎
4.膵嚢胞性腫瘍
5.膵癌

殿塚 亮祐(消化器内
科学)

講義

4

09月03日 火 4 胆道疾患 1.胆嚢・胆管炎
2.胆石症
3.胆嚢ポリープ
4.胆嚢癌・胆管癌

糸井 隆夫(消化器内
科学)

講義

5

09月04日 水 1 消化管の外科的治療 1.食道癌
2.胃癌
3.大腸癌・炎症性腸疾患
4.肛門疾患

勝又 健次(消化器・
小児外科学)

講義

6

09月04日 水 2 肝の炎症・門脈亢進症 1.急性肝炎
2.慢性肝炎
3.肝硬変
4.薬剤性肝障害
5.門脈亢進症

古市 好宏(消化器内
科学)

講義

7

09月04日 水 3 肝・胆・膵の外科的治療 1.胆嚢炎・胆石症
2.肝癌
3.胆嚢癌・胆管癌
4.膵癌

永川 裕一(消化器・
小児外科学)

講義

8
09月04日 水 4 下部消化管の腫瘍 1.大腸ポリープ

2.消化管ポリポーシス
3.大腸癌

福澤 誠克(消化器内
科学)

講義

9

09月05日 木 1 下部消化管の炎症・感染症 1.過敏性腸症候群
2.感染性腸炎
3.Crohn病
4.潰瘍性大腸炎
5.虚血性大腸炎

福澤 誠克(消化器内
科学)

講義

10

09月05日 木 2 肝腫瘍と感染症 1.肝血管腫
2.肝細胞癌
3.転移性肝癌
4.肝膿瘍

杉本 勝俊(消化器内
科学)

講義

11

09月05日 木 3 急性腹症 1.虫垂炎
2.ヘルニア
3.イレウス
4.腹膜炎
5.消化管穿孔

石崎 哲央(消化器・
小児外科学)

講義

12 09月06日 金 1・2 消化器 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(消化器)Section2(科目№TM16100456)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ(腎臓)Section2 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・菅野 義彦・(腎臓内科学)

臨床医学Ⅴ(腎臓)Section2

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
09月09日 月 1 腎疾患の症候と検査 1.蛋白尿・血尿など

2.腎機能検査
3.水・電解質の異常

長岡 由女(腎臓内科
学)

講義

2
09月09日 月 2 糸球体病変 1.糸球体腎炎

2.ネフローゼ症候群
3.全身疾患に伴う腎疾患

長岡 由女(腎臓内科
学)

講義

3

09月09日 月 3 血管･尿細管･間質性病変 1.腎血管疾患
2.尿細管間質疾患
3.尿細管機能異常（酸塩基平衡の異
常）

長岡 由女(腎臓内科
学)

講義

4
09月09日 月 4 腎機能の障害による異常 1.急性腎不全

2.慢性腎臓病・慢性腎不全
3.血液浄化

菅野 義彦(腎臓内科
学)

講義

5 09月10日 火 1・2 腎臓 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(腎臓)Section2(科目№TM16100556)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ(血液・造血器)Section2 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・伊藤 良和・(血液内科学)

臨床医学Ⅴ(血液・造血器)Section2

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月11日 水 1 輸血とその副作用 1.輸血製剤
2.輸血の適応
3.輸血検査
4.輸血の副作用

天野 景裕(臨床検査
医学)

講義

2

09月11日 水 2 凝固因子の異常・血栓症 1.血友病
2.von Willebrand病等
3.DIC
4.先天性・後天性血栓傾向
5.血栓症

鈴木 隆史(臨床検査
医学)

講義

3

09月11日 水 3 赤血球系疾患 1.鉄代謝障害
2.巨赤芽球性貧血
3.溶血性貧血
4.骨髄不全症候群

伊藤 良和(血液内科
学)

講義

4

09月12日 木 1 白血球系疾患とその他の骨髄性
疾患

1.急性白血病
2.骨髄異形成症候群
3.慢性骨髄性白血病
4.原発性骨髄線維症
5.本態性血小板血症
6.真性赤血球増加症

岡部 聖一(血液内科
学)

講義

5

09月12日 木 2 リンパ系疾患 1.Hodgkinリンパ腫
2.成熟B細胞腫瘍
3.成熟T細胞･NK細胞腫瘍
4.血球貧食症候群

吉澤 成一郎(血液内
科学)

講義

6

09月12日 木 3 血小板の異常
造血幹細胞移植

1.特発性血小板減少性紫斑病
2.血栓性血小板減少性紫斑病
3.溶血性尿毒症症候群
4.血小板機能異常
5.造血幹細胞移植

後藤 守孝(血液内科
学)

講義

7 09月13日 金 1・2 血液・造血器 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(血液・造血器)Section2(科目№TM16100656)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 16 -

 / 1)PAGE (1

2019年 度

臨床医学Ⅴ(神経)Section3 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 准教授・赫 寛雄・(神経学)

臨床医学Ⅴ(神経)Section3

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月18日 水 1 脱髄疾患および神経免疫疾患 1.多発性硬化症・視神経脊髄炎
2.急性散在性脳脊髄炎
3.Guillain-Barré症候群
4.重症筋無力症
5.内科疾患に関連する神経疾患

日出山 拓人(神経学)

講義

2

09月18日 水 2 認知症性疾患 1.軽度認知障害
2.Alzheimer病
3.脳血管性認知症
4.Lewy小体型認知症
5.前頭側頭型認知症

羽生 春夫(高齢総合
医学)

講義

3

09月18日 水 3 末梢神経疾患、筋疾患 1.ニューロパチー
2.進行性筋ジストロフィー
3.筋強直性ジストロフィー
4.多発筋炎

加藤 陽久(神経学)

講義

4
09月19日 木 1 神経変性疾患 1.Parkinson病と類緑疾患

2.脊髄小脳変性症・多系統萎縮症
3.筋萎縮性側索硬化症

相澤 仁志(神経学)
講義

5
09月19日 木 2 機能性疾患

神経感染症
1.頭痛
2.てんかん
3.神経感染症

赫 寛雄(神経学)
講義

6

09月20日 金 1 脳腫瘍

講義時間9：00～10：50（110
分）

1.くも膜下出血
2.脳実質内腫瘍
3.脳実質外腫瘍
4.転移性脳腫瘍

河野 道宏(脳神経外
科学)

講義

7

09月20日 金 2 脳血管障害

講義時間11：00～12：10（70
分）

1.脳出血
2.脳梗塞
3.その他の血管性障害

清水 聰一郎(高齢総
合医学)

講義

8 09月24日 火 1・2 神経 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(神経)Section3(科目№TM16100756)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ(内分泌・代謝)Section3 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者
准教授・三輪 隆・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)、講師・酒井 裕幸・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・
膠原病内科学)

臨床医学Ⅴ(内分泌・代謝)Section3

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

09月25日 水 1 間脳・下垂体疾患 1.先端巨大症
2.下垂体前葉機能低下症
3.尿崩症
4.ADH不適合分泌症候群

三輪 隆(糖尿病・代
謝・内分泌・リウマ
チ・膠原病内科学)

講義

2

09月25日 水 2 副腎皮質疾患 1.Cushing症候群
2.原発性アルドステロン症
3.続発性アルドステロン症
4.副腎不全

三輪 隆(糖尿病・代
謝・内分泌・リウマ
チ・膠原病内科学)

講義

3
09月25日 水 3 糖｛質｝代謝異常① 1.糖尿病の診断と検査

2.糖尿病の治療
3.低血糖症

原 一雄(糖尿病・代
謝・内分泌・リウマ
チ・膠原病内科学)

講義

4
09月26日 木 1 糖｛質｝代謝異常② 1.糖尿病の慢性合併症

2.糖尿病ケトアシドーシス
3.高血糖高浸透圧症候群

鈴木 亮(糖尿病・代
謝・内分泌・リウマ
チ・膠原病内科学)

講義

5

09月26日 木 2 甲状腺疾患 1.甲状腺中毒症
2.慢性甲状腺炎
3.甲状腺の腫瘍

酒井 裕幸(糖尿病・
代謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

講義

6

09月27日 金 1 副甲状腺・副腎髄質疾患 1.副甲状腺機能亢進症
2.副甲状腺機能低下症
3.褐色細胞腫
4.多発性内分泌腫瘍症

酒井 裕幸(糖尿病・
代謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

講義

7

09月27日 金 2 脂質代謝およびその他の代謝異
常

1.高脂血症
2.肥満症
3.高尿酸血症
4.ビタミン欠乏症

鈴木 亮(糖尿病・代
謝・内分泌・リウマ
チ・膠原病内科学)

講義

8 09月30日 月 1・2 内分泌・代謝 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(内分泌・代謝)Section3(科目№TM16100856)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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臨床医学Ⅴ(アレルギー・膠原病)Section3 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・沢田 哲治・(糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学)

臨床医学Ⅴ(アレルギー・膠原病)Section3

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

10月01日 火 1 アレルギー性内科疾患 1.アナフィラキシー
2.アレルギー性気管支肺アスペルギ
ルス症
3.過敏性肺炎
4.口腔アレルギー症候群

沢田 哲治(糖尿病・
代謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

講義

2

10月01日 火 2 全身疾患としての膠原病（1） 1.関節リウマチ
2.多発性筋炎・皮膚筋炎
3.強皮症
4.混合性結合組織病
5.HLA‐B27関連リウマチ性疾患

太原 恒一郎(糖尿病
・代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内科

学)

講義

3

10月01日 火 3 全身疾患としての膠原病（2） 1.全身性エリテマトーデス
2.抗リン脂質抗体症候群
3.Sjögren症候群
4.成人Still病

太原 恒一郎(糖尿病
・代謝・内分泌・リ
ウマチ・膠原病内科

学)

講義

4

10月01日 火 4 全身疾患としての膠原病（3） 1.血管炎症候群
2.Behçet病
3.リウマチ性多発筋痛症
4.線維筋痛症

沢田 哲治(糖尿病・
代謝・内分泌・リウ
マチ・膠原病内科

学)

講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(アレルギー・膠原病)Section3(科目№TM16100956)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.



- 19 -

 / 1)PAGE (1

2019年 度

臨床医学Ⅴ(産婦人科)Section4 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・寺内 文敏・(産科婦人科学)、助教・野平 知良・(産科婦人科学)

臨床医学Ⅴ(産婦人科)Section4

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

10月16日 水 1 正常妊娠 1.妊娠の成立・維持
2.胎児付属物
3.胎児・胎盤循環
4.子宮・母体の変化

野平 知良(産科婦人
科学)

講義

2
10月16日 水 2 正常分娩 1.分娩の3要素

2.分娩の経過
3.分娩の機転

野平 知良(産科婦人
科学)

講義

3

10月16日 水 3 異常妊娠 1.流産・早産
2.ハイリスク妊娠
3.合併症妊娠
4.母子感染

野平 知良(産科婦人
科学)

講義

4

10月16日 水 4 産科の診察と検査 1.Bishopスコア
2.胎児心拍数陣痛図
3.超音波検査
4.ノンストレステスト
5.羊水検査

西 洋孝(産科婦人科
学)

講義

5

10月17日 木 1 異常分娩 1.陣痛の異常
2.産道の異常
3.胎位・回旋の異常
4.胎盤の異常
5.出血と産科ショック

野平 知良(産科婦人
科学)

講義

6

10月17日 木 2 産褥・胎児 1.産褥の経過
2.産褥の異常
3.胎児の発育
4.胎児の異常

野平 知良(産科婦人
科学)

講義

7

10月17日 木 3 子宮筋腫、子宮腺筋症、
子宮内膜症と感染症

1.子宮筋腫
2.子宮腺筋症
3.子宮内膜症
4.女性生殖器の炎症
5.性感染症

西 洋孝(産科婦人科
学)

講義

8
10月18日 金 1 腫　瘍 1.子宮癌

2.卵巣腫瘍
3.絨毛性疾患

寺内 文敏(産科婦人
科学)

講義

9

10月18日 金 2 月経異常 1.無月経
2.月経周期と量の異常
3.月経困難症
4.その他の月経異常

野平 知良(産科婦人
科学)

講義

10
10月18日 金 3 不妊症、不育症、

更年期・閉経後障害
1.不妊、不育
2.更年期障害
3.閉経後障害

久慈 直昭(産科婦人
科学)

講義

11 10月21日 月 1・2 産婦人科 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(産婦人科)Section4(科目№TM16101056)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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臨床医学Ⅴ(小児科)Section4 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 准教授・柏木 保代・(小児科学)

臨床医学Ⅴ(小児科)Section4

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

10月23日 水 1 小児の膠原病・免疫不全・感染
症

1.川崎病
2.リウマチ熱
3.若年性特発性関節炎
4.免疫不全症
5.流行性耳下腺炎
6.麻疹・風疹
7.百日咳
8.ウイルス性髄膜炎
9.呼吸器感染症

河島 尚志(小児科・
思春期科学)

講義

2

10月23日 水 2 成長と発達 1.小児の成長
2.行動の発達
3.反射の発達
4.臓器の発達
5.小児栄養

石田 悠(小児科・思
春期科学)

講義

3

10月23日 水 3 小児の神経疾患 1.熱性けいれん
2.てんかん
3.神経線維腫症
4.結節性硬化症
5.脳性麻痺

小穴 信吾(小児科・
思春期科学)

講義

4

10月24日 木 1 小児の内分泌・代謝疾患 1.低身長
2.クレチン症
3.性早熟症
4.糖(質)代謝異常
5.先天性代謝異常

志村 優(小児科・思
春期科学)

講義

5

10月24日 木 2 小児の消化器疾患 1.先天性食道閉鎖症
2.Hirschsprung病
3.腸重積症
4.鎖肛
5.ヘルニア

林 豊(消化器・小児
外科学)

講義

6

10月24日 木 3 新生児 1.新生児の生理
2.新生児仮死
3.低出生体重児
4.呼吸窮迫症候群
5.新生児黄疸

菅波 佑介(小児科・
思春期科学)

講義

7 10月25日 金 1・2 小児科 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(小児科)Section4(科目№TM16101156)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ(眼科)Section5 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・若林 美宏・(眼科学)

臨床医学Ⅴ(眼科)Section5

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

10月29日 火 1 検査
視機能異常・視神経疾患

1.視器一般検査
2.視機能検査
3.視機能異常
4.視神経疾患
5.眼位・眼球運動障害

丸山 勝彦(眼科学)

講義

2

10月29日 火 2 眼窩・外眼部・前眼部の疾患 1.眼窩の異常
2.眼瞼結膜の異常
3.眼表面・涙器の異常
4.白内障、緑内障
5.眼の外傷

熊倉 重人(眼科学)

講義

3

10月29日 火 3 ぶどう膜・網膜・硝子体疾患 1.ぶどう膜炎
2.網膜の異常
3.硝子体の異常
4.眼内腫瘍

若林 美宏(眼科学)

講義

4 10月31日 木 1・2 眼科・耳鼻咽喉科 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(眼科)Section5(科目№TM16101256)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ(耳鼻咽喉科)Section5 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 助教・矢富 正徳・(耳鼻咽喉科・頭頸部外科学)

臨床医学Ⅴ(耳鼻咽喉科)Section5

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

10月30日 水 1 喉頭・咽頭・唾液腺疾患 1.喉頭の異常
2.咽頭の異常
3.唾液腺の異常
4.頸部の異常

塚原 清彰(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

講義

2

10月30日 水 2 外耳・中耳・内耳疾患 1.外耳道の異常
2.鼓膜の異常
3.中耳の異常
4.内耳の異常
5.前庭の異常

小川 恭生(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

講義

3

10月30日 水 3 鼻腔・副鼻腔・口腔疾患 1.鼻腔の異常
2.副鼻腔の異常
3.鼻アレルギー
4.口腔の異常
5.顎骨の異常

近津 大地(口腔外科
学)

大塚 康司(耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学)

講義

4 10月31日 木 1・2 眼科・耳鼻咽喉科 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(耳鼻咽喉科)Section5(科目№TM16101356)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ(整形外科)Section5 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・西田 淳・(整形外科学)、准教授・宍戸 孝明・(整形外科学)

臨床医学Ⅴ(整形外科)Section5

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

11月01日 金 1 脊椎・脊髄疾患
骨・関節系統疾患

1.脊椎・脊髄疾患
2.骨系統疾患
3.代謝性疾患
4.脊髄損傷
5.先天奇形

遠藤 健司(整形外科
学)

講義

2

11月01日 金 2 上肢・下肢の運動器疾患
非感染性骨・関節・四肢軟部疾
患

1.肩・肘・膝・股関節の疾患
2.手・下腿・足の疾患
3.滑膜炎、関節炎、関節症、四肢軟
部病変
4.骨折、外傷

宍戸 孝明(整形外科
学)

講義

3

11月01日 金 3 骨・軟部腫瘍と類似疾患
運動器の感染・炎症性疾患

1.原発性良性・悪性骨腫瘍
2.転移性骨腫瘍
3.骨腫瘍類似疾患
4.良性・悪性軟部腫瘍
5.骨・関節感染症

西田 淳(整形外科学)

講義

4 11月06日 水 1・2 整形外科・皮膚科 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(整形外科)Section5(科目№TM16101456)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ(皮膚科)Section5 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 講師・伊藤 友章・(皮膚科学)、准教授・原田 和俊・(皮膚科学)

臨床医学Ⅴ(皮膚科)Section5

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

11月05日 火 1 皮膚の構造と機能、
水疱症、角化症

1.皮膚の構造と機能
2.水疱症
3.乾癬・掌蹠膿疱症
4.扁平苔癬、魚鱗癬
5.光線過敏症

原田 和俊(皮膚科学)

講義

2

11月05日 火 2 炎症性皮膚疾患、皮膚感染症 1.湿疹・皮膚炎
2.じんま疹
3.紅斑症
4.薬　疹
5.皮膚感染症

伊藤 友章(皮膚科学)

講義

3

11月05日 火 3 腫瘍・母斑性皮膚疾患
全身と皮膚

1.母斑・母斑症
2.皮膚良性腫瘍
3.皮膚悪性腫瘍
4.全身と皮膚

加藤 雪彦(皮膚科学)

講義

4 11月06日 水 1・2 整形外科・皮膚科 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(皮膚科)Section5(科目№TM16101556)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ(泌尿器科)Section5 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・大野 芳正・(泌尿器科学)、講師・中神 義弘・(泌尿器科学)

臨床医学Ⅴ(泌尿器科)Section5

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

11月07日 木 1 尿路結石と尿路・生殖器の炎症 1.尿閉・無尿
2.結石症
3.尿路閉塞性疾患
4.腎・尿路の炎症
5.男性生殖器の炎症

中神 義弘(泌尿器科
学)

講義

2

11月07日 木 2 腎･尿路･男性生殖器の腫瘍 1.腎細胞癌
2.膀胱癌
3.前立腺肥大症
4.前立腺癌

大野 芳正(泌尿器科
学)

講義

3 11月11日 月 1・2 泌尿器科・精神科 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(泌尿器科)Section5(科目№TM16101656)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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2019年 度

臨床医学Ⅴ(形成外科)Section5 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・松村 一・(形成外科学)

臨床医学Ⅴ(形成外科)Section5

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
11月06日 水 3 熱傷、褥瘡 1.熱　傷

2.熱傷ショック
3.褥瘡

松村 一(形成外科学)
講義

2

11月06日 水 4 外傷の治療
（軟部組織損傷、顔面外傷）

1.デブリードマン
2.皮膚欠損
3.顔面神経
4.耳介血腫
5.顔面骨折

松村 一(形成外科学)

講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(形成外科)Section5(科目№TM16101756)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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臨床医学Ⅴ(精神科)Section5 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・井上 猛・(精神医学)、准教授・市来 真彦・(精神医学)

臨床医学Ⅴ(精神科)Section5

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

11月08日 金 1 統合失調症、統合失調型障害お
よび妄想性障害
気分（感情）障害
法律

1.うつ病
2.双極性障害
3.統合失調症
4.妄想性障害
5.非定型精神病
6.統合失調感情障害
7.精神保健福祉法

井上 猛(精神医学)

講義

2

11月08日 金 2 症状性を含む器質性精神障害
精神作用物質による精神および
行動の障害

1.アルツハイマー病型認知症
2.血管性認知症
3.その他の認知症
4.せん妄
5.器質性精神病
6.症状性精神病
7.アルコール依存症
8.中毒精神病

佐藤 光彦(精神医学)

講義

3

11月08日 金 3 神経症性障害、ストレス関連障
害および身体表現性障害
生理的障害および身体的要因に
関連した行動症候群

1.恐怖症性不安障害、社会恐怖
2.パニック障害、全般性不安障害
3.強迫性障害
4.重度ストレス反応および適応障害
5.解離性（転換性）障害
6.身体表現性障害
7.摂食障害
8.睡眠障害

市来 真彦(精神医学)

講義

4 11月11日 月 1・2 泌尿器科・精神科 Summary 三苫 博(医学教育学)講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(精神科)Section5(科目№TM16101856)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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臨床医学Ⅴ(救急・中毒)Section6 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・織田 順・(救急・災害医学)、教授・三島 史朗・(医療の質・安全管理学)

臨床医学Ⅴ(救急・中毒)Section6

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1
11月15日 金 1 CPAとCPR 1.2015年ガイドライン

2.不整脈への対応
三島 史朗(医療の質

・安全管理学)
講義

2
11月15日 金 2 急性中毒 1.特異的診断法

2.応急措置
3.解毒・拮抗薬

三島 史朗(医療の質
・安全管理学)

講義

3
11月15日 金 3 特殊感染症 1.破傷風

2.ガス壊疽
三島 史朗(医療の質

・安全管理学)
講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(救急・中毒)Section6(科目№TM16101956)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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臨床医学Ⅴ(麻酔)Section6 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 教授・中澤 弘一・(麻酔科学)、臨床講師・柿沼 孝泰・(麻酔科学)

臨床医学Ⅴ(麻酔)Section6

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

11月18日 月 1 麻　　酔 1.吸入麻酔薬・静脈麻酔薬
2.術中合併症
3.硬膜外麻酔・脊髄クモ膜下麻酔
4.局所麻酔薬・神経ブロック
5.局麻中毒

柿沼 孝泰(麻酔科学)

講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(麻酔)Section6(科目№TM16102056)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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臨床医学Ⅴ(放射線)Section6 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・齋藤 和博・(放射線医学)

臨床医学Ⅴ(放射線)Section6

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

11月18日 月 2 国試からみた放射線医学 1.放射線の単位
2.放射線障害
3.放射線防護
4.造影剤の副作用

三上 隆二(放射線医
学)

講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(放射線)Section6(科目№TM16102156)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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臨床医学Ⅴ(社会医学系)Section6 （学年：6）
時限 開講学期 前期・後期曜日 単位数

責任者・副責任者 主任教授・井上 茂・(公衆衛生学)、主任教授・濱岡 隆文・(健康増進スポーツ医学)

臨床医学Ⅴ(社会医学系)Section6

回 月日 曜日 時限 講 義 内 容 キ ー ワ ー ド 担当者方式

1

11月19日 火 1 国民の健康水準 1.人口統計（出生）
2.人口統計（死亡）
3.健康水準の諸指標
4.国民生活基礎調査・患者調査
5.国民医療費

小田切 優子(公衆衛
生学)

高宮 朋子(公衆衛生
学)

講義

2

11月19日 火 2 高齢者医療・介護・福祉 1.高齢社会の現状
2.地域包括ケアシステム
3.介護保険制度
4.在宅ケア

高宮 朋子(公衆衛生
学)

講義

3

11月19日 火 3 地域保健活動と保健医療行政 1.プライマリヘルスケア
2.医療法
3.医療計画
4.医療資源
5.保健医療行政

菊池 宏幸(公衆衛生
学)

講義

4

11月20日 水 1 産業保健 1.労働衛生対策
2.産業医の資格と職務
3.労働災害
4.職業性健康障害

小田切 優子(公衆衛
生学)

講義

5

11月20日 水 2 精神保健福祉 1.精神保健福祉法
2.精神障害者の医療
3.精神保健福祉センター
4.メンタルヘルス対策
5.自殺対策基本法

小田切 優子(公衆衛
生学)

講義

6

11月20日 水 3 感染症・国民栄養と食品保健 1.感染症新法
2.感染症の最近の動向
3.予防接種
4.国民栄養の現状と対策
5.食品の安全性と機能性

町田 征己(公衆衛生
学)

黒澤 裕子(健康増進
スポーツ医学)

講義

7

11月21日 木 1 母子保健・学校保健 1.母子保健法
2.健やか親子21（第2次）
3.児童虐待防止法
4.学校保健安全法
5.学校精神保健ほか

高宮 朋子(公衆衛生
学)

講義

8

11月21日 木 2 疫　学 1.疫学研究法
2.研究デザイン
3.尤度比、事前・事後確率
4.臨床疫学ＥＢＭ
5.統計

井上 茂(公衆衛生学)
福島 教照(公衆衛生

学)

講義

9

11月21日 木 3 生活環境保健 1.生物濃縮
2.地球環境の変化
3.環境汚染と健康
4.騒音・振動の健康影響
5.放射線の健康影響

木目 良太郎(健康増
進スポーツ医学)

講義

10

11月22日 金 1 健康増進・生活習慣病対策 1.健康・予防医学の概念
2.国民健康づくり運動
3.健康増進法
4.特定健康診査・特定保健指導
5.生活習慣病のリスクファクター

濱岡 隆文(健康増進
スポーツ医学)

講義

11

11月22日 金 2 医の倫理と医師の義務 1.医の倫理
2.ヘルシンキ宣言
3.医師法
4.医療法

浦松 雅史(医療の質
・安全管理学)

講義

12

11月22日 金 3 患者安全 1.リスク管理
2.インフォームドコンセント
3.質改善
4.タイムアウト
5.フールプルーフ

三島 史朗(医療の質
・安全管理学)

講義

  講義内容(臨床医学系、講義内容のみ)

臨床医学Ⅴ(社会医学系)Section6(科目№TM16102256)

c TOKYO MEDICAL UNIVERSITY All Rights Reserved.
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