人間総合科学研究科

生命システム医学専攻（医学の課程）

専攻共通科目(生命システム)
科目番号

02EW001

科目名

イニシエーションセミ
ナー

イニシエーションセミ
02EW037
ナー

02EW002 医学研究概論

02EW003 医学セミナー

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

1

2

1.0

1.0

1.0

3.0

1・2

1・2

1・2

1・2

春A

曜時限

集中

秋A

集中

春AB

木・金
7,8

通年

応談

02EW004 医学特殊研究

2

2.0

1・2

通年

応談

02EW005 医学特別演習

2

5.0

1・2

通年

応談

教室

担当教員

授業概要

加藤 光保

加藤 光保

生命システム医学専攻の人材養成目的と医学系博 必修
士課程専攻修了者に対する社会のニーズを正しく 02EW001と同様(どちら
理解し、自身のキャリアパスを想定して学修計画 かを選択)
を立案する。

4A203 八神 健一

医学研究に必要な試薬の管理、実験廃液の分別、 必修
放射線の利用、遺伝子組換えや動物実験の安全操
作、情報の管理、研究倫理等に関する基礎的知識
を学修する。

専攻の担当教員または非常勤講師による医学系研 必修
究セミナーを受講し、講師との質疑応答に参加す
る。そして、関連分野の原著論文を読み、その研
生命システム医学 究分野の背景、研究方法、および研究成果の特徴
について理解する。加えて、今後の課題、医学研
専攻全教員
究における当該研究の意義について考察する。

研究指導教員の個別指導によって、学位論文の
必修
テーマの設定に必要な基礎的知識の取得方法とそ
の内容について学ぶ。また討論を通じて各自の研
生命システム医学 究テーマを設定し、その研究実施に必要な研究方
専攻全教員
法を選択し、必要な申請手続きを行い、博士論文
作成の見通しを立てる。
各指導教員から研究指導を受け、研究結果に対す 必修

02EW031 医学専門英語

02EW021

02EW022

2

メディカルコミュニ
ケーション演習I

2.0

1.0

メディカルコミュニ
ケーション演習II

1・2

1・2

通年

春ABC

応談

応談

3.0

2・3

通年

応談

1.0

2・3

春ABC

水2

生命システム医学 る解析の仕方を学び、その意義について理解する
とともに、研究成果に基づいた次の研究計画を立
専攻全教員
案し、それを実行することを繰り返す。

ミヤマス フラミ
ニア

ホー キョン

Students will first learn the basic
principles of scientific writing style and
composition. They will then apply these
principles by writing and editing their own
research papers.
A literature-based, seminar-type course for
the students to evaluate and review the
latest scientific breakthrough in Medical
Sciences. The goal of this course is for
students to develop the proficiency they
need to effectively and energetically
communicate their professional achievements
within the international scientific
community. Students in this course will
practice scientific reading, presentation
and feedback on their performance from peers
and instructors.

研究指導教員の指導のもとで、国際会議で自分の
研究成果について発表する準備を行い、国際会議
生命システム医学 に参加する。会議開催中は自分の発表のみならず
複数の他者の発表に質問し、発表内容と討論内容
専攻全教員
についてレポートにまとめ提出する。
医科学に関する最新の研究成果の発表を題材と

02EW033 研究発表と討論

02EW007 国際実践医学研究特論

2

1

3.0 1 - 4

通年

鈴木 裕之,パ
し、研究内容に関する討論を英語で行う。また、
デュー ブライア 自らの研究成果を英語で発表し、討論する。
ン カール
国際会議や国際共同研究に参加し、情報の交換と
理解、および研究実践による先端技術と論理的思
考方法を涵養する(国際派遣)。海外から招聘した
研究者や大学院生と議論することにより、国際的
に運用する研究を体感すると共に発表方法・語学
力を身につける。それらの知的基盤を土台とし
て、世界的な研究視野に基づく独創的研究を生み
出すことの必要性について理解する(招聘国際セ
ミナー)。大学院教育の本質を理解するために、
途上国との海外教育研究協力に積極的に参加し
て、大学院教育カリキュラム作成に携わり、大学
院教育の理念について知識を深める(海外医学教
育)。

応談

熊谷 嘉人

応談

生命システム医学 問題の作成・採点を実施する。また、学生と指導
教員からの授業評価を受け、次年度のシラバスを
専攻全教員

専攻の人材養成の目的を理解し、担当する科目の
目標、学習内容、評価基準を作成し、授業と試験

02EW010 医科学教育実習

3

1.0

2・3

通年

改善する。

02EW034 医科学国際討論I

2

2.0

1

春ABC

金1-3

備考

生命システム医学専攻の人材養成目的と医学系博 必修
士課程専攻修了者に対する社会のニーズを正しく 02EW037と同様(どちら
理解し、自身のキャリアパスを想定して学修計画 かを選択)
を立案する。

入江 賢児,大庭
良介

インターネット回線を使った国立台湾大学、京都
大学との交流授業、英語による論文紹介と討論を
通して、生命科学の知識、および英語によるサイ
エンスコミュニケーション能力を身につける。I
では主に細胞の分子生物学について学修する。

科目番号

科目名

02EW035 医科学国際討論II

02EW008

02EW009

最先端医学研究セミ
ナー

橋渡し研究マネージメ
ント

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

2

1

1

2.0

3.0

2.0

1

1・2

1・2

秋ABC

通年

秋ABC

曜時限

教室

入江 賢児,大庭
良介

水1-3

応談

月6,7

担当教員

熊谷 嘉人

授業概要

備考

インターネット回線を使った国立台湾大学、京都
大学との交流授業、英語による論文紹介と討論を
通して、生命科学の知識、および英語によるサイ
エンスコミュニケーション能力を身につける。II
では主にがん生物学について学修する。

ポストゲノム時代の医学生物学研究を支える新た 日本語で授業
な技術や概念について講義を受け、内容について
討論を行なう。主な内容は、以下のとおりであ
る。(1)哺乳動物遺伝学:遺伝子改変マウスをはじ
めとした哺乳動物モデルを用いた最先端の医学生
物学研究について、技術基盤と有用性を学ぶ。
(2)医学物理・化学:最先端の研究機器や物理化学
的技術について、またこれらを駆使した最先端の
研究について聴講し、医学生物学研究に必要な物
理学、物理化学、化学的知識について理解する。

医薬品や治療器具、医用材料の開発や治療・診断
装置の開発においては倫理的に問題の無い方法に
よる安全性・有効性の科学的実証研究(前臨床研
究、臨床研究(治験))は欠かせないが、最近では
予防医学的観点に立った機能性食品等の開発にお
いても医薬品開発と同様の安全性・有効性の科学
的実証研究(臨床研究(治験))が欠かせないものと
なってきている。こうした状況にあって倫理的・
科学的観点のみならず技術経営的観点(技術動向
橋本 幸一,大根田 の理解、事業化の方向性企画・立案・検証、リス
4F204
修,長野 真澄
クマネージメント、知識マネージメント等)に立
脚し戦略的に医療・医薬・健康に関わる研究開発
のマネージメントを担える人材(主任研究医師、
医療・医薬・健康研究開発マネージャー)を目指
し、専門知識と関連する知識を習得する。

専門科目(生命システム)
科目番号

科目名

02EW101 生命システム医学概論

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1.0

1・2

秋ABC

曜時限

水7

教室

担当教員

授業概要

専攻内のそれぞれの研究分野についての理解を深 必修
生命システム医学 め、実際に行なわれている研究内容や方法論を知
り視野を広げ、異なる分野の研究者と討論する機
専攻全教員
会を与え研究交流を促進する。
生命現象の基本原理や疾患の病態生理について、
分子レベル、細胞レベル、個体レベルでの解析で
得られた最新の研究成果を発表の題材とし、研究
内容に関する討論と総合的知識の講義を行う。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業を
含め、生命システム医学専攻が開講する複数の授
業に出席する。
分子医科学特論を開講する研究室とそのキーワー
ドは以下の通りである。
・遺伝子制御学:転写、クロマチン、iPS細胞、脂
肪細胞
・分子細胞生物学:酵母遺伝学、遺伝子発現、RNA

02EW401 分子医科学特論I

1

2.0

1・2

春ABC

応談

久武 幸司,入江
賢児,西村 健,金
保 安則,桝 正幸,
高橋 智,石井 俊
輔,中村 幸夫,田
中 啓二

・幹細胞制御学:iPS細胞誘導法、多能性解析
・生理化学:シグナル伝達、G蛋白質、リン脂質代
謝酵素、がん
・分子神経生物学:神経細胞分化、軸索ガイダン
ス、シナプス形成
・解剖・発生学:発生工学、遺伝子改変マウス
・分子遺伝学:遺伝子発現制御、リプロブラミン
グ、幹細胞
・蛋白質代謝学:プロテアソーム、ユビキチン、
オートファジー、カルパイン

備考

科目番号

科目名

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

曜時限

教室

担当教員

授業概要
生命現象の基本原理や疾患の病態生理について、
分子レベル、細胞レベル、個体レベルでの解析で
得られた最新の研究成果を発表の題材とし、研究
内容に関する討論と総合的知識の講義を行う。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業を
含め、生命システム医学専攻が開講する複数の授
業に出席する。
分子医科学特論を開講する研究室とそのキーワー
ドは以下の通りである。
・遺伝子制御学:転写、クロマチン、iPS細胞、脂
肪細胞
・分子細胞生物学:酵母遺伝学、遺伝子発現、RNA

02EW402 分子医科学特論II

1

2.0

1・2

秋ABC

応談

久武 幸司,入江
賢児,西村 健,金
保 安則,桝 正幸,
高橋 智,石井 俊
輔,中村 幸夫,田
中 啓二

・幹細胞制御学:iPS細胞誘導法、多能性解析
・生理化学:シグナル伝達、G蛋白質、リン脂質代
謝酵素、がん
・分子神経生物学:神経細胞分化、軸索ガイダン
ス、シナプス形成
・解剖・発生学:発生工学、遺伝子改変マウス
・分子遺伝学:遺伝子発現制御、リプロブラミン
グ、幹細胞
・蛋白質代謝学:プロテアソーム、ユビキチン、
オートファジー、カルパイン

02EW403 分子医科学演習I

02EW404 分子医科学演習II

2

2

2.0

2.0

1・2

1・2

春ABC

秋ABC

応談

応談

分子医科学分野に関する最新の原著論文を抄読
し、研究目的、方法、結果について理解し、当該
研究の意義、今後の課題について討論する。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業
を含め、生命システム医学専攻が開講する複数の
授業に出席する。
分子医科学演習を開講する研究室とそのキー
ワードは以下の通りである。
・遺伝子制御学:転写、クロマチン、iPS細胞、脂
肪細胞
久武 幸司,入江 ・分子細胞生物学:酵母遺伝学、遺伝子発現、RNA
賢児,西村 健,金 ・幹細胞制御学:iPS細胞誘導法、多能性解析
保 安則,桝 正幸, ・生理化学:シグナル伝達、G蛋白質、リン脂質代
高橋 智,石井 俊 謝酵素、がん
輔,中村 幸夫,田 ・分子神経生物学:神経細胞分化、軸索ガイダン
ス、シナプス形成
中 啓二
・解剖・発生学:発生工学、遺伝子改変マウス
・分子遺伝学:遺伝子発現制御、リプロブラミン
グ、幹細胞
・蛋白質代謝学:プロテアソーム、ユビキチン、
オートファジー、カルパイン

分子医科学分野に関する最新の原著論文を抄読
し、研究目的、方法、結果について理解し、当該
研究の意義、今後の課題について討論する。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業
を含め、生命システム医学専攻が開講する複数の
授業に出席する。
分子医科学演習を開講する研究室とそのキー
ワードは以下の通りである。
・遺伝子制御学:転写、クロマチン、iPS細胞、脂
肪細胞
久武 幸司,入江 ・分子細胞生物学:酵母遺伝学、遺伝子発現、RNA
賢児,西村 健,金 ・幹細胞制御学:iPS細胞誘導法、多能性解析
保 安則,桝 正幸, ・生理化学:シグナル伝達、G蛋白質、リン脂質代
高橋 智,石井 俊 謝酵素、がん
輔,中村 幸夫,田 ・分子神経生物学:神経細胞分化、軸索ガイダン
ス、シナプス形成
中 啓二
・解剖・発生学:発生工学、遺伝子改変マウス
・分子遺伝学:遺伝子発現制御、リプロブラミン
グ、幹細胞
・蛋白質代謝学:プロテアソーム、ユビキチン、
オートファジー、カルパイン

備考

科目番号

科目名

02EW405 分子医科学実験実習I

02EW406 分子医科学実験実習II

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

3

3

2.0

2.0

1・2

1・2

春ABC

秋ABC

曜時限

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

備考

分子医科学分野に関する実験の方法と原理につい
て実践的に学ぶ。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業
を含め、生命システム医学専攻が開講する複数の
授業に出席する。
分子医科学実験実習を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・遺伝子制御学:転写、クロマチン、iPS細胞、脂
肪細胞
久武 幸司,入江 ・分子細胞生物学:酵母遺伝学、遺伝子発現、RNA
賢児,西村 健,金 ・幹細胞制御学:iPS細胞誘導法、多能性解析
・生理化学:シグナル伝達、G蛋白質、リン脂質代
保 安則,桝 正幸, 謝酵素、がん
高橋 智,石井 俊 ・分子神経生物学:神経細胞分化、軸索ガイダン
輔,中村 幸夫,田 ス、シナプス形成
中 啓二
・解剖・発生学:発生工学、遺伝子改変マウス
・分子遺伝学:遺伝子発現制御、リプロブラミン
グ、幹細胞
・蛋白質代謝学:プロテアソーム、ユビキチン、
オートファジー、カルパイン

分子医科学分野に関する実験の方法と原理につい
て実践的に学ぶ。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業
を含め、生命システム医学専攻が開講する複数の
授業に出席する。
分子医科学実験実習を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・遺伝子制御学:転写、クロマチン、iPS細胞、脂
肪細胞
久武 幸司,入江 ・分子細胞生物学:酵母遺伝学、遺伝子発現、RNA
賢児,西村 健,金 ・幹細胞制御学:iPS細胞誘導法、多能性解析
・生理化学:シグナル伝達、G蛋白質、リン脂質代
保 安則,桝 正幸, 謝酵素、がん
高橋 智,石井 俊 ・分子神経生物学:神経細胞分化、軸索ガイダン
輔,中村 幸夫,田 ス、シナプス形成
中 啓二
・解剖・発生学:発生工学、遺伝子改変マウス
・分子遺伝学:遺伝子発現制御、リプロブラミン
グ、幹細胞
・蛋白質代謝学:プロテアソーム、ユビキチン、
オートファジー、カルパイン

生命現象の基本原理や疾患の病態生理について、 昼夜制学生に限る
分子レベル、細胞レベル、個体レベルでの解析で
得られた最新の研究成果を発表の題材とし、研究
内容に関する討論と総合的知識の講義を行う。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業を
含め、生命システム医学専攻が開講する複数の授
業に出席する。
分子医科学特論を開講する研究室とそのキーワー
ドは以下の通りである。
・遺伝子制御学:転写、クロマチン、iPS細胞、脂
肪細胞
・分子細胞生物学:酵母遺伝学、遺伝子発現、RNA

02EW407 分子医科学特論I

1

2.0

1・2

春ABC

応談

久武 幸司,入江
賢児,西村 健,金
保 安則,桝 正幸,
高橋 智,石井 俊
輔,中村 幸夫,田
中 啓二

・幹細胞制御学:iPS細胞誘導法、多能性解析
・生理化学:シグナル伝達、G蛋白質、リン脂質代
謝酵素、がん
・分子神経生物学:神経細胞分化、軸索ガイダン
ス、シナプス形成
・解剖・発生学:発生工学、遺伝子改変マウス
・分子遺伝学:遺伝子発現制御、リプロブラミン
グ、幹細胞
・蛋白質代謝学:プロテアソーム、ユビキチン、
オートファジー、カルパイン

科目番号

科目名

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

曜時限

教室

担当教員

授業概要

備考

生命現象の基本原理や疾患の病態生理について、 昼夜制学生に限る
分子レベル、細胞レベル、個体レベルでの解析で
得られた最新の研究成果を発表の題材とし、研究
内容に関する討論と総合的知識の講義を行う。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業を
含め、生命システム医学専攻が開講する複数の授
業に出席する。
分子医科学特論を開講する研究室とそのキーワー
ドは以下の通りである。
・遺伝子制御学:転写、クロマチン、iPS細胞、脂
肪細胞
・分子細胞生物学:酵母遺伝学、遺伝子発現、RNA

02EW408 分子医科学特論II

1

2.0

1・2

秋ABC

応談

久武 幸司,入江
賢児,西村 健,金
保 安則,桝 正幸,
高橋 智,石井 俊
輔,中村 幸夫,田
中 啓二

・幹細胞制御学:iPS細胞誘導法、多能性解析
・生理化学:シグナル伝達、G蛋白質、リン脂質代
謝酵素、がん
・分子神経生物学:神経細胞分化、軸索ガイダン
ス、シナプス形成
・解剖・発生学:発生工学、遺伝子改変マウス
・分子遺伝学:遺伝子発現制御、リプロブラミン
グ、幹細胞
・蛋白質代謝学:プロテアソーム、ユビキチン、
オートファジー、カルパイン

02EW409 分子医科学実験実習I

02EW410 分子医科学実験実習II

3

3

2.0

2.0

1・2

1・2

春ABC

秋ABC

応談

応談

分子医科学分野に関する実験の方法と原理につい 昼夜制学生に限る
て実践的に学ぶ。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業
を含め、生命システム医学専攻が開講する複数の
授業に出席する。
分子医科学実験実習を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・遺伝子制御学:転写、クロマチン、iPS細胞、脂
肪細胞
久武 幸司,入江 ・分子細胞生物学:酵母遺伝学、遺伝子発現、RNA
賢児,西村 健,金 ・幹細胞制御学:iPS細胞誘導法、多能性解析
・生理化学:シグナル伝達、G蛋白質、リン脂質代
保 安則,桝 正幸, 謝酵素、がん
高橋 智,石井 俊 ・分子神経生物学:神経細胞分化、軸索ガイダン
輔,中村 幸夫,田 ス、シナプス形成
中 啓二
・解剖・発生学:発生工学、遺伝子改変マウス
・分子遺伝学:遺伝子発現制御、リプロブラミン
グ、幹細胞
・蛋白質代謝学:プロテアソーム、ユビキチン、
オートファジー、カルパイン

分子医科学分野に関する実験の方法と原理につい 昼夜制学生に限る
て実践的に学ぶ。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業
を含め、生命システム医学専攻が開講する複数の
授業に出席する。
分子医科学実験実習を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・遺伝子制御学:転写、クロマチン、iPS細胞、脂
肪細胞
久武 幸司,入江 ・分子細胞生物学:酵母遺伝学、遺伝子発現、RNA
賢児,西村 健,金 ・幹細胞制御学:iPS細胞誘導法、多能性解析
・生理化学:シグナル伝達、G蛋白質、リン脂質代
保 安則,桝 正幸, 謝酵素、がん
高橋 智,石井 俊 ・分子神経生物学:神経細胞分化、軸索ガイダン
輔,中村 幸夫,田 ス、シナプス形成
中 啓二
・解剖・発生学:発生工学、遺伝子改変マウス
・分子遺伝学:遺伝子発現制御、リプロブラミン
グ、幹細胞
・蛋白質代謝学:プロテアソーム、ユビキチン、
オートファジー、カルパイン

科目番号

科目名

02EW411 システム統御医学特論I

02EW412

システム統御医学特論
II

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

2.0

2.0

1・2

1・2

春ABC

秋ABC

曜時限

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

ヒトの生命現象の制御機構や疾患の病理発生機序
について、分子生物学的な概念を基盤に個体、細
胞レベルで理解し、疾患の予防・治療法の開発を
目指した研究について、自らの最新の研究成果を
発表し、研究結果と今後の研究方針に関する討論
を行うとともに、システム統御医学の重要な課題
に関する議論を行う。また、これらの分野を統合
し、俯瞰できる知識の教授を行う。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業
を含め、生命システム医学専攻が開講する複数の
授業に出席する。
システム統御医学特論を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・モデル動物学:疾患モデル動物の開発と特性解
析
八神 健一,野口 ・診断病理学:悪性腫瘍の病理診断
雅之,加藤 光保, ・実験病理学:分子生物学と3次元病理組織学を組
長田 道夫,渋谷 み合わせたがん研究
彰,大根田 修,坪 ・腎血管循環分子病理学:腎臓病や血管障害の病
井 康次,榮 武二, 態と病変形成機構
・免疫制御医学:免疫応答の制御機構
川口 敦史,大庭
・再生医学幹細胞:機能性ヒト幹細胞の解析、三
良介,ホー キョ 次元培養技術の開発
ン,小金澤 禎史, ・放射線生命医学:放射線の生物学的影響、がん
三好 浩稔,杉山 陽子線治療の生物学的基盤
・医学物理学:陽子線治療技術
文博
・感染生物学:感染病原体の複製と病原性発現の
分子機構、宿主の感染防御機構
・神経生理学:神経系による循環・呼吸調節など
の生体恒常性維持機構
・医工学:再生医工学とバイオ人工臓器の開発
・血管生物学:血管壁の新規細胞外基質の同定と
機能解析、疾患モデルの作成と治療応用

ヒトの生命現象の制御機構や疾患の病理発生機序
について、分子生物学的な概念を基盤に個体、細
胞レベルで理解し、疾患の予防・治療法の開発を
目指した研究について、自らの最新の研究成果を
発表し、研究結果と今後の研究方針に関する討論
を行うとともに、システム統御医学の重要な課題
に関する議論を行う。また、これらの分野を統合
し、俯瞰できる知識の教授を行う。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業
を含め、生命システム医学専攻が開講する複数の
授業に出席する。
システム統御医学特論を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・モデル動物学:疾患モデル動物の開発と特性解
析
八神 健一,野口 ・診断病理学:悪性腫瘍の病理診断
雅之,加藤 光保, ・実験病理学:分子生物学と3次元病理組織学を組
長田 道夫,渋谷 み合わせたがん研究
彰,大根田 修,坪 ・腎血管循環分子病理学:腎臓病や血管障害の病
井 康次,榮 武二, 態と病変形成機構
・免疫制御医学:免疫応答の制御機構
川口 敦史,大庭
・再生医学幹細胞:機能性ヒト幹細胞の解析、三
良介,ホー キョ 次元培養技術の開発
ン,小金澤 禎史, ・放射線生命医学:放射線の生物学的影響、がん
三好 浩稔,杉山 陽子線治療の生物学的基盤
・医学物理学:陽子線治療技術
文博
・感染生物学:感染病原体の複製と病原性発現の
分子機構、宿主の感染防御機構
・神経生理学:神経系による循環・呼吸調節など
の生体恒常性維持機構
・医工学:再生医工学とバイオ人工臓器の開発
・血管生物学:血管壁の新規細胞外基質の同定と
機能解析、疾患モデルの作成と治療応用

備考

科目番号

科目名

02EW413 システム統御医学演習I

02EW414

システム統御医学演習
II

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

2

2

2.0

2.0

1・2

1・2

春ABC

秋ABC

曜時限

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

ヒトの生命現象の制御機構や疾患の病理発生機序
について、分子生物学的な概念を基盤に個体、細
胞レベルで理解し、疾患の予防・治療法の開発研
究を行っている最新の原著論文を抄読し、研究目
的、方法、結果について理解し、当該研究の意
義、課題について討論する。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業
を含め、生命システム医学専攻が開講する複数の
授業に出席する。
システム統御医学演習を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・モデル動物学:遺伝子改変マウス、マウスES細
胞
・診断病理学
八神 健一,野口 ・実験病理学:がん、幹細胞、トランスフォーミ
雅之,加藤 光保, ング増殖因子β
長田 道夫,渋谷 ・腎血管循環分子病理学:糸球体障害、ポドサイ
彰,大根田 修,坪 ト、血管硬化
井 康次,榮 武二, ・免疫制御医学:自然免疫、獲得免疫、感染症、
川口 敦史,大庭 アレルギー、自己免疫病、がん
良介,ホー キョ ・再生医学幹細胞:ヒト幹細胞、低酸素応答転写
因子、バイオ人工臓器
ン,小金澤 禎史, ・放射線生命医学:放射線の生物学的影響、がん
三好 浩稔,杉山 陽子線治療の生物学的基盤
文博
・医学物理学:陽子線治療技術
・感染生物学:感染病原体の複製と病原性発現の
分子機構、宿主の感染防御機構
・神経生理学:神経系による循環・呼吸調節など
の生体恒常性維持機構
・医工学:再生医工学とバイオ人工臓器の開発
・血管生物学:細胞外基質、シグナリング、血管
平滑筋細胞、大動脈瘤、マウスモデル

ヒトの生命現象の制御機構や疾患の病理発生機序
について、分子生物学的な概念を基盤に個体、細
胞レベルで理解し、疾患の予防・治療法の開発研
究を行っている最新の原著論文を抄読し、研究目
的、方法、結果について理解し、当該研究の意
義、課題について討論する。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業
を含め、生命システム医学専攻が開講する複数の
授業に出席する。
システム統御医学演習を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・モデル動物学:遺伝子改変マウス、マウスES細
胞
・診断病理学
八神 健一,野口 ・実験病理学:がん、幹細胞、トランスフォーミ
雅之,加藤 光保, ング増殖因子β
長田 道夫,渋谷 ・腎血管循環分子病理学:糸球体障害、ポドサイ
彰,大根田 修,坪 ト、血管硬化
井 康次,榮 武二, ・免疫制御医学:自然免疫、獲得免疫、感染症、
川口 敦史,大庭 アレルギー、自己免疫病、がん
良介,ホー キョ ・再生医学幹細胞:ヒト幹細胞、低酸素応答転写
因子、バイオ人工臓器
ン,小金澤 禎史, ・放射線生命医学:放射線の生物学的影響、がん
三好 浩稔,杉山 陽子線治療の生物学的基盤
文博
・医学物理学:陽子線治療技術
・感染生物学:感染病原体の複製と病原性発現の
分子機構、宿主の感染防御機構
・神経生理学:神経系による循環・呼吸調節など
の生体恒常性維持機構
・医工学:再生医工学とバイオ人工臓器の開発
・血管生物学:細胞外基質、シグナリング、血管
平滑筋細胞、大動脈瘤、マウスモデル

備考

科目番号

02EW415

02EW416

科目名

システム統御医学実験
実習I

システム統御医学実験
実習II

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

3

3

2.0

2.0

1・2

1・2

春ABC

秋ABC

曜時限

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

システム統御医学に関する実験の原理と方法につ
いて、実践により習得する。履修学生は自身の研
究指導教員が開講する授業を含め、生命システム
医学専攻が開講する複数の授業に出席する。
システム統御医学実験実習を開講する研究室と
そのキーワードは以下の通りである。
・モデル動物学:マウス胚操作法、動物実験法
・診断病理学:病理組織標本作製、組織マイクロ
ダイセクション法
・実験病理学:組織標本作製、がん細胞の増殖、
浸潤、スフェア形成能の解析
・腎血管循環分子病理学
八神 健一,野口 ・免疫制御医学:免疫疾患モデル動物、免疫疾患
雅之,加藤 光保, の人為的制御
長田 道夫,渋谷 ・再生医学幹細胞:ヒト幹細胞培養、低酸素誘
彰,大根田 修,坪 導、GMP、高密度培養、外的刺激
井 康次,榮 武二, ・感染生物学:感染体のリバースジェネティク
ス、ポストゲノム解析、再構成系
川口 敦史,大庭
・放射線生命医学:放射線の生物学的影響、がん
良介,ホー キョ 陽子線治療の生物学的基盤
ン,小金澤 禎史, ・医学物理学:陽子線治療技術
三好 浩稔,杉山 ・感染生物学:感染病原体の複製と病原性発現の
分子機構、宿主の感染防御機構
文博
・神経生理学:神経系による循環・呼吸調節など
の生体恒常性維持機構
・医工学:再生医工学とバイオ人工臓器の開発
・血管細胞学:大動脈瘤マウスモデルの病理、血
管新生のin vivo解析、細胞外基質の解析

システム統御医学に関する実験の原理と方法につ
いて、実践により習得する。履修学生は自身の研
究指導教員が開講する授業を含め、生命システム
医学専攻が開講する複数の授業に出席する。
システム統御医学実験実習を開講する研究室と
そのキーワードは以下の通りである。
・モデル動物学:マウス胚操作法、動物実験法
・診断病理学:病理組織標本作製、組織マイクロ
ダイセクション法
・実験病理学:組織標本作製、がん細胞の増殖、
浸潤、スフェア形成能の解析
・腎血管循環分子病理学
八神 健一,野口 ・免疫制御医学:免疫疾患モデル動物、免疫疾患
雅之,加藤 光保, の人為的制御
長田 道夫,渋谷 ・再生医学幹細胞:ヒト幹細胞培養、低酸素誘
彰,大根田 修,坪 導、GMP、高密度培養、外的刺激
井 康次,榮 武二, ・感染生物学:感染体のリバースジェネティク
ス、ポストゲノム解析、再構成系
川口 敦史,大庭 ・放射線生命医学:放射線の生物学的影響、がん
良介,ホー キョ 陽子線治療の生物学的基盤
ン,小金澤 禎史, ・医学物理学:陽子線治療技術
三好 浩稔,杉山 ・感染生物学:感染病原体の複製と病原性発現の
分子機構、宿主の感染防御機構
文博
・神経生理学:神経系による循環・呼吸調節など
の生体恒常性維持機構
・医工学:再生医工学とバイオ人工臓器の開発
・血管細胞学:大動脈瘤マウスモデルの病理、血
管新生のin vivo解析、細胞外基質の解析

備考

科目番号

科目名

02EW417 システム統御医学特論I

02EW418

システム統御医学特論
II

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

2.0

2.0

1・2

1・2

春ABC

秋ABC

曜時限

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

備考

ヒトの生命現象の制御機構や疾患の病理発生機序 昼夜制学生に限る
について、分子生物学的な概念を基盤に個体、細
胞レベルで理解し、疾患の予防・治療法の開発を
目指した研究について、自らの最新の研究成果を
発表し、研究結果と今後の研究方針に関する討論
を行うとともに、システム統御医学の重要な課題
に関する議論を行う。また、これらの分野を統合
し、俯瞰できる知識の教授を行う。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業
を含め、生命システム医学専攻が開講する複数の
授業に出席する。
システム統御医学特論を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・モデル動物学:疾患モデル動物の開発と特性解
析
八神 健一,野口 ・診断病理学:悪性腫瘍の病理診断
雅之,加藤 光保, ・実験病理学:分子生物学と3次元病理組織学を組
長田 道夫,渋谷 み合わせたがん研究
彰,大根田 修,坪 ・腎血管循環分子病理学:腎臓病や血管障害の病
井 康次,榮 武二, 態と病変形成機構
・免疫制御医学:免疫応答の制御機構
川口 敦史,大庭
・再生医学幹細胞:機能性ヒト幹細胞の解析、三
良介,ホー キョ 次元培養技術の開発
ン,小金澤 禎史, ・放射線生命医学:放射線の生物学的影響、がん
三好 浩稔,杉山 陽子線治療の生物学的基盤
・医学物理学:陽子線治療技術
文博
・感染生物学:感染病原体の複製と病原性発現の
分子機構、宿主の感染防御機構
・神経生理学:神経系による循環・呼吸調節など
の生体恒常性維持機構
・医工学:再生医工学とバイオ人工臓器の開発
・血管生物学:血管壁の新規細胞外基質の同定と
機能解析、疾患モデルの作成と治療応用

ヒトの生命現象の制御機構や疾患の病理発生機序 昼夜制学生に限る
について、分子生物学的な概念を基盤に個体、細
胞レベルで理解し、疾患の予防・治療法の開発を
目指した研究について、自らの最新の研究成果を
発表し、研究結果と今後の研究方針に関する討論
を行うとともに、システム統御医学の重要な課題
に関する議論を行う。また、これらの分野を統合
し、俯瞰できる知識の教授を行う。
履修学生は自身の研究指導教員が開講する授業
を含め、生命システム医学専攻が開講する複数の
授業に出席する。
システム統御医学特論を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・モデル動物学:疾患モデル動物の開発と特性解
析
八神 健一,野口 ・診断病理学:悪性腫瘍の病理診断
雅之,加藤 光保, ・実験病理学:分子生物学と3次元病理組織学を組
長田 道夫,渋谷 み合わせたがん研究
彰,大根田 修,坪 ・腎血管循環分子病理学:腎臓病や血管障害の病
井 康次,榮 武二, 態と病変形成機構
・免疫制御医学:免疫応答の制御機構
川口 敦史,大庭
・再生医学幹細胞:機能性ヒト幹細胞の解析、三
良介,ホー キョ 次元培養技術の開発
ン,小金澤 禎史, ・放射線生命医学:放射線の生物学的影響、がん
三好 浩稔,杉山 陽子線治療の生物学的基盤
・医学物理学:陽子線治療技術
文博
・感染生物学:感染病原体の複製と病原性発現の
分子機構、宿主の感染防御機構
・神経生理学:神経系による循環・呼吸調節など
の生体恒常性維持機構
・医工学:再生医工学とバイオ人工臓器の開発
・血管生物学:血管壁の新規細胞外基質の同定と
機能解析、疾患モデルの作成と治療応用

科目番号

02EW419

02EW420

科目名

システム統御医学実験
実習I

システム統御医学実験
実習II

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

3

3

2.0

2.0

1・2

1・2

春ABC

秋ABC

曜時限

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

備考

システム統御医学に関する実験の原理と方法につ 昼夜制学生に限る
いて、実践により習得する。履修学生は自身の研
究指導教員が開講する授業を含め、生命システム
医学専攻が開講する複数の授業に出席する。
システム統御医学実験実習を開講する研究室と
そのキーワードは以下の通りである。
・モデル動物学:マウス胚操作法、動物実験法
・診断病理学:病理組織標本作製、組織マイクロ
ダイセクション法
・実験病理学:組織標本作製、がん細胞の増殖、
浸潤、スフェア形成能の解析
・腎血管循環分子病理学
八神 健一,野口 ・免疫制御医学:免疫疾患モデル動物、免疫疾患
雅之,加藤 光保, の人為的制御
長田 道夫,渋谷 ・再生医学幹細胞:ヒト幹細胞培養、低酸素誘
彰,大根田 修,坪 導、GMP、高密度培養、外的刺激
井 康次,榮 武二, ・感染生物学:感染体のリバースジェネティク
ス、ポストゲノム解析、再構成系
川口 敦史,大庭
・放射線生命医学:放射線の生物学的影響、がん
良介,ホー キョ 陽子線治療の生物学的基盤
ン,小金澤 禎史, ・医学物理学:陽子線治療技術
三好 浩稔,杉山 ・感染生物学:感染病原体の複製と病原性発現の
分子機構、宿主の感染防御機構
文博
・神経生理学:神経系による循環・呼吸調節など
の生体恒常性維持機構
・医工学:再生医工学とバイオ人工臓器の開発
・血管細胞学:大動脈瘤マウスモデルの病理、血
管新生のin vivo解析、細胞外基質の解析

システム統御医学に関する実験の原理と方法につ 昼夜制学生に限る
いて、実践により習得する。履修学生は自身の研
究指導教員が開講する授業を含め、生命システム
医学専攻が開講する複数の授業に出席する。
システム統御医学実験実習を開講する研究室と
そのキーワードは以下の通りである。
・モデル動物学:マウス胚操作法、動物実験法
・診断病理学:病理組織標本作製、組織マイクロ
ダイセクション法
・実験病理学:組織標本作製、がん細胞の増殖、
浸潤、スフェア形成能の解析
・腎血管循環分子病理学
八神 健一,野口 ・免疫制御医学:免疫疾患モデル動物、免疫疾患
雅之,加藤 光保, の人為的制御
長田 道夫,渋谷 ・再生医学幹細胞:ヒト幹細胞培養、低酸素誘
彰,大根田 修,坪 導、GMP、高密度培養、外的刺激
井 康次,榮 武二, ・感染生物学:感染体のリバースジェネティク
ス、ポストゲノム解析、再構成系
川口 敦史,大庭 ・放射線生命医学:放射線の生物学的影響、がん
良介,ホー キョ 陽子線治療の生物学的基盤
ン,小金澤 禎史, ・医学物理学:陽子線治療技術
三好 浩稔,杉山 ・感染生物学:感染病原体の複製と病原性発現の
分子機構、宿主の感染防御機構
文博
・神経生理学:神経系による循環・呼吸調節など
の生体恒常性維持機構
・医工学:再生医工学とバイオ人工臓器の開発
・血管細胞学:大動脈瘤マウスモデルの病理、血
管新生のin vivo解析、細胞外基質の解析

科目番号

科目名

02EW421 ゲノム環境医学特論I

02EW422 ゲノム環境医学特論II

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

2.0

2.0

1・2

1・2

春ABC

秋ABC

曜時限

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

疾病要因としての遺伝要因、環境要因およびそれ
らの相互作用、生体の環境適応とその医学的意義
に関連する自らの最新の研究成果を発表し、研究
結果と今後の研究方針に関する討論を行うととも
に、ゲノム環境医学の重要な課題に関する議論を
行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を
含め、生命システム医学専攻が開講する複数の授
業に出席する。
ゲノム環境医学特論を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・環境医学:親電子性環境化学物質のケミカルバ
イオロジー
土屋 尚之,熊谷 ・産業精神医学・宇宙医学:職場ストレス要因に
嘉人,松﨑 一葉, よる健康障害とその対策
小林 麻己人,野口 ・分子発生生物学:ストレス応答、ゼブラフィッ
惠美子,坂田 由美 シュ遺伝学、エピジェネティクス
・遺伝医学:アトピー、花粉症、喘息のゲノム解
子,高田 ゆり子,
析
本田 克也,山岸 ・分子遺伝疫学:自己免疫疾患のゲノム解析、ヒ
良匡,狩野 繁之, ト免疫系ゲノム多様性
倉根 一郎
・社会健康医学:生活習慣病の予防医学
・社会健康ケア学:健康の維持・増進を目指した
健康介入研究
・法医学:法医学における死因解明と個体識別
・国際医療学:国際感染症のゲノム疫学、熱帯医
学、国際保健医療学
・医学ウイルス学:ウイルス感染症の防御と病態
形成機序

疾病要因としての遺伝要因、環境要因およびそれ
らの相互作用、生体の環境適応とその医学的意義
に関連する自らの最新の研究成果を発表し、研究
結果と今後の研究方針に関する討論を行うととも
に、ゲノム環境医学の重要な課題に関する議論を
行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を
含め、生命システム医学専攻が開講する複数の授
業に出席する。
ゲノム環境医学特論を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・環境医学:親電子性環境化学物質のケミカルバ
イオロジー
土屋 尚之,熊谷 ・産業精神医学・宇宙医学:職場ストレス要因に
嘉人,松﨑 一葉, よる健康障害とその対策
小林 麻己人,野口 ・分子発生生物学:ストレス応答、ゼブラフィッ
惠美子,坂田 由美 シュ遺伝学、エピジェネティクス
・遺伝医学:アトピー、花粉症、喘息のゲノム解
子,高田 ゆり子, 析
本田 克也,山岸 ・分子遺伝疫学:自己免疫疾患のゲノム解析、ヒ
良匡,狩野 繁之, ト免疫系ゲノム多様性
倉根 一郎
・社会健康医学:生活習慣病の予防医学
・社会健康ケア学:健康の維持・増進を目指した
健康介入研究
・法医学:法医学における死因解明と個体識別
・国際医療学:国際感染症のゲノム疫学、熱帯医
学、国際保健医療学
・医学ウイルス学:ウイルス感染症の防御と病態
形成機序

備考

科目番号

科目名

02EW423 ゲノム環境医学演習I

02EW424 ゲノム環境医学演習II

02EW425

ゲノム環境医学実験実
習I

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

2

2

3

2.0

2.0

2.0

1・2

1・2

1・2

春ABC

秋ABC

春ABC

曜時限

応談

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

疾病要因としての遺伝要因、環境要因およびその
相互作用、ならびに、生体の環境適応とその医学
的意義に関連する最新の原著論文を抄読し、研究
目的、方法、結果について理解し、当該研究の意
義、問題点、残された課題について討論する。ま
た、希望により、地域における保健予防活動に参
画し、先進的な自治体における予防活動の実践例
を実地演習によって学ぶ(社会健康医学研究室)。
自らが研究指導を受ける研究室を含め、生命シ
ステム医学専攻が開講する複数の授業に出席す
る。
ゲノム環境医学演習を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・環境医学:親電子性環境化学物質のケミカルバ
イオロジー
土屋 尚之,熊谷 ・産業精神医学・宇宙医学:職場ストレス要因に
嘉人,松﨑 一葉, よる健康障害とその対策
小林 麻己人,野口 ・分子発生生物学:ストレス応答、ゼブラフィッ
惠美子,坂田 由美 シュ遺伝学、エピジェネティクス
子,高田 ゆり子, ・遺伝医学:アトピー、花粉症、喘息のゲノム解
本田 克也,山岸 析
・分子遺伝疫学:自己免疫疾患のゲノム解析、ヒ
良匡,狩野 繁之, ト免疫系ゲノム多様性
倉根 一郎
・社会健康医学:生活習慣病の予防医学
・社会健康ケア学:健康の維持・増進を目指した
健康介入研究
・法医学:法医学における死因解明と個体識別
・国際医療学:国際感染症のゲノム疫学、熱帯医
学、国際保健医療学
・医学ウイルス学:ウイルス感染症の防御と病態
形成機序

疾病要因としての遺伝要因、環境要因およびその
相互作用、ならびに、生体の環境適応とその医学
的意義に関連する最新の原著論文を抄読し、研究
目的、方法、結果について理解し、当該研究の意
義、問題点、残された課題について討論する。ま
た、希望により、地域における保健予防活動に参
画し、先進的な自治体における予防活動の実践例
を実地演習によって学ぶ(社会健康医学研究室)。
自らが研究指導を受ける研究室を含め、生命シ
ステム医学専攻が開講する複数の授業に出席す
る。
ゲノム環境医学演習を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・環境医学:親電子性環境化学物質のケミカルバ
イオロジー
土屋 尚之,熊谷 ・産業精神医学・宇宙医学:職場ストレス要因に
嘉人,松﨑 一葉, よる健康障害とその対策
小林 麻己人,野口 ・分子発生生物学:ストレス応答、ゼブラフィッ
惠美子,坂田 由美 シュ遺伝学、エピジェネティクス
子,高田 ゆり子, ・遺伝医学:アトピー、花粉症、喘息のゲノム解
本田 克也,山岸 析
・分子遺伝疫学:自己免疫疾患のゲノム解析、ヒ
良匡,狩野 繁之, ト免疫系ゲノム多様性
倉根 一郎
・社会健康医学:生活習慣病の予防医学
・社会健康ケア学:健康の維持・増進を目指した
健康介入研究
・法医学:法医学における死因解明と個体識別
・国際医療学:国際感染症のゲノム疫学、熱帯医
学、国際保健医療学
・医学ウイルス学:ウイルス感染症の防御と病態
形成機序

ゲノム環境医学に関する実験やデータ解析の原理
と方法について実践によって学ぶ。自らが研究指
導を受ける研究室を含め、生命システム医学専攻
が開講する複数の授業に出席する。
ゲノム環境医学実験実習を開講する研究室とそ
の主な内容は以下の通りである。
土屋 尚之,熊谷 ・環境医学:細胞培養、western blot、RT-PCR、
LC/MS
嘉人,松﨑 一葉, ・分子発生生物学:遺伝子発現解析、遺伝子改変
小林 麻己人,野口 ゼブラフィッシュ
惠美子,坂田 由美 ・遺伝医学:遺伝子多型解析、エピジェネティク
子,高田 ゆり子, ス
本田 克也,山岸 ・分子遺伝疫学:遺伝子多型解析、ゲノムデータ
良匡,狩野 繁之, ベース
・法医学:DNA解析を用いた個体識別、中毒に関す
倉根 一郎
る実験
・医学ウイルス学:ウイルス価測定法、抗体価測
定法、ウイルス遺伝子解析法

備考

科目番号

02EW426

科目名

ゲノム環境医学実験実
習II

02EW427 ゲノム環境医学特論I

02EW428 ゲノム環境医学特論II

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

3

1

1

2.0

2.0

2.0

1・2

1・2

1・2

秋ABC

春ABC

秋ABC

曜時限

応談

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

備考

ゲノム環境医学に関する実験やデータ解析の原理
と方法について実践によって学ぶ。自らが研究指
導を受ける研究室を含め、生命システム医学専攻
が開講する複数の授業に出席する。
ゲノム環境医学実験実習を開講する研究室とそ
の主な内容は以下の通りである。
・環境医学:細胞培養、western
blot、RT-PCR、
土屋 尚之,熊谷
LC/MS
嘉人,松﨑 一葉,
・分子発生生物学:遺伝子発現解析、遺伝子改変
小林 麻己人,野口 ゼブラフィッシュ
惠美子,坂田 由美 ・遺伝医学:遺伝子多型解析、エピジェネティク
子,高田 ゆり子, ス
本田 克也,山岸 ・分子遺伝疫学:遺伝子多型解析、ゲノムデータ
良匡,狩野 繁之, ベース
・法医学:DNA解析を用いた個体識別、中毒に関す
倉根 一郎
る実験
・医学ウイルス学:ウイルス価測定法、抗体価測
定法、ウイルス遺伝子解析法

疾病要因としての遺伝要因、環境要因およびそれ 昼夜制学生に限る
らの相互作用、生体の環境適応とその医学的意義
に関連する自らの最新の研究成果を発表し、研究
結果と今後の研究方針に関する討論を行うととも
に、ゲノム環境医学の重要な課題に関する議論を
行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を
含め、生命システム医学専攻が開講する複数の授
業に出席する。
ゲノム環境医学特論を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・環境医学:親電子性環境化学物質のケミカルバ
イオロジー
土屋 尚之,熊谷 ・産業精神医学・宇宙医学:職場ストレス要因に
嘉人,松﨑 一葉, よる健康障害とその対策
小林 麻己人,野口 ・分子発生生物学:ストレス応答、ゼブラフィッ
惠美子,坂田 由美 シュ遺伝学、エピジェネティクス
・遺伝医学:アトピー、花粉症、喘息のゲノム解
子,高田 ゆり子, 析
本田 克也,山岸 ・分子遺伝疫学:自己免疫疾患のゲノム解析、ヒ
良匡,狩野 繁之, ト免疫系ゲノム多様性
倉根 一郎
・社会健康医学:生活習慣病の予防医学
・社会健康ケア学:健康の維持・増進を目指した
健康介入研究
・法医学:法医学における死因解明と個体識別
・国際医療学:国際感染症のゲノム疫学、熱帯医
学、国際保健医療学
・医学ウイルス学:ウイルス感染症の防御と病態
形成機序

疾病要因としての遺伝要因、環境要因およびそれ 昼夜制学生に限る
らの相互作用、生体の環境適応とその医学的意義
に関連する自らの最新の研究成果を発表し、研究
結果と今後の研究方針に関する討論を行うととも
に、ゲノム環境医学の重要な課題に関する議論を
行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を
含め、生命システム医学専攻が開講する複数の授
業に出席する。
ゲノム環境医学特論を開講する研究室とその
キーワードは以下の通りである。
・環境医学:親電子性環境化学物質のケミカルバ
イオロジー
土屋 尚之,熊谷 ・産業精神医学・宇宙医学:職場ストレス要因に
嘉人,松﨑 一葉, よる健康障害とその対策
小林 麻己人,野口 ・分子発生生物学:ストレス応答、ゼブラフィッ
惠美子,坂田 由美 シュ遺伝学、エピジェネティクス
・遺伝医学:アトピー、花粉症、喘息のゲノム解
子,高田 ゆり子, 析
本田 克也,山岸 ・分子遺伝疫学:自己免疫疾患のゲノム解析、ヒ
良匡,狩野 繁之, ト免疫系ゲノム多様性
倉根 一郎
・社会健康医学:生活習慣病の予防医学
・社会健康ケア学:健康の維持・増進を目指した
健康介入研究
・法医学:法医学における死因解明と個体識別
・国際医療学:国際感染症のゲノム疫学、熱帯医
学、国際保健医療学
・医学ウイルス学:ウイルス感染症の防御と病態
形成機序

科目番号

02EW429

02EW430

科目名

ゲノム環境医学実験実
習I

ゲノム環境医学実験実
習II

02EW431 睡眠医科学特論I

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

3

3

1

2.0

2.0

2.0

1・2

1・2

1・2

春ABC

秋ABC

春ABC

曜時限

応談

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

備考

ゲノム環境医学に関する実験やデータ解析の原理 昼夜制学生に限る
と方法について実践によって学ぶ。自らが研究指
導を受ける研究室を含め、生命システム医学専攻
が開講する複数の授業に出席する。
ゲノム環境医学実験実習を開講する研究室とそ
の主な内容は以下の通りである。
・環境医学:細胞培養、western
blot、RT-PCR、
土屋 尚之,熊谷
LC/MS
嘉人,松﨑 一葉,
・分子発生生物学:遺伝子発現解析、遺伝子改変
小林 麻己人,野口 ゼブラフィッシュ
惠美子,坂田 由美 ・遺伝医学:遺伝子多型解析、エピジェネティク
子,高田 ゆり子, ス
本田 克也,山岸 ・分子遺伝疫学:遺伝子多型解析、ゲノムデータ
良匡,狩野 繁之, ベース
・法医学:DNA解析を用いた個体識別、中毒に関す
倉根 一郎
る実験
・医学ウイルス学:ウイルス価測定法、抗体価測
定法、ウイルス遺伝子解析法

ゲノム環境医学に関する実験やデータ解析の原理 昼夜制学生に限る
と方法について実践によって学ぶ。自らが研究指
導を受ける研究室を含め、生命システム医学専攻
が開講する複数の授業に出席する。
ゲノム環境医学実験実習を開講する研究室とそ
の主な内容は以下の通りである。
・環境医学:細胞培養、western
blot、RT-PCR、
土屋 尚之,熊谷
LC/MS
嘉人,松﨑 一葉, ・分子発生生物学:遺伝子発現解析、遺伝子改変
小林 麻己人,野口 ゼブラフィッシュ
惠美子,坂田 由美 ・遺伝医学:遺伝子多型解析、エピジェネティク
子,高田 ゆり子, ス
本田 克也,山岸 ・分子遺伝疫学:遺伝子多型解析、ゲノムデータ
良匡,狩野 繁之, ベース
・法医学:DNA解析を用いた個体識別、中毒に関す
倉根 一郎
る実験
・医学ウイルス学:ウイルス価測定法、抗体価測
定法、ウイルス遺伝子解析法

睡眠覚醒の謎の解明、睡眠障害治療への新しい
アプローチを目指した研究についての最新の研究
成果を発表の題材とし、研究内容に関する討論と
総合的知識の講義を行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を含
め、生命システム医学専攻が開講する複数の授業
に出席する。
睡眠医科学特論を開講する研究室とそのキーワー
ドは以下の通りである。
分子薬理学:睡眠覚醒制御の根本的メカニズムの
解明 ・遺伝性睡眠異常マウス家系の
樹
立と原因遺伝子の同定
機能神経解剖学:睡眠覚醒制御、摂食・体重制
御、不安・うつ行動の神経回路解明
創薬化学・有機化学:オレキシン作動薬、オピオ
イド系薬物の設計と合成の設計 ・ナル
コレプシー治療薬の創出 ・鎮痛
薬、抗鬱薬、頻尿治療薬、抗マラリ
柳沢 正史,長瀬
ア薬、原虫治療薬、抗癌薬の創出
博,沓村 憲樹,
生化学/ケミカルバイオロジー/遺伝学:生化学ケ
リュウ チンファ, ミカルバイオロジー・遺伝学的手法を統合的に活
坂口 昌徳,ラザル 用した、マウスの睡眠覚醒制御における鍵遺伝子
ス ミハエル,裏出 の同定
睡眠と記憶の脳科学:睡眠と記憶の関係の解明。
良博
このために光遺伝学や神経行動科学、多チャンネ
ル神経活動同時記録装置など、世界最先端の研究
手法を用いる。 ・成体脳のニューロン新生と睡
眠の関係の解明。
システムズ睡眠生物学:睡眠覚醒制御におけるア
デノシンおよびドーパミンの役割の解明
分子睡眠生物学:内因性睡眠物質による睡眠覚醒
調節機構の解明
神経科学:in vivo電気生理学および機能的イメー
ジングを用いた、睡眠/覚醒時における神経回路
ダイナミクスの解析を行う。

科目番号

科目名

02EW432 睡眠医科学特論II

02EW433 睡眠医科学演習I

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

2

2.0

2.0

1・2

1・2

秋ABC

春ABC

曜時限

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

睡眠覚醒の謎の解明、睡眠障害治療への新しい
アプローチを目指した研究についての最新の研究
成果を発表の題材とし、研究内容に関する討論と
総合的知識の講義を行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を含
め、生命システム医学専攻が開講する複数の授業
に出席する。
睡眠医科学特論を開講する研究室とそのキーワー
ドは以下の通りである。
分子薬理学:睡眠覚醒制御の根本的メカニズムの
解明 ・遺伝性睡眠異常マウス家系の樹立と原因
遺伝子の同定
機能神経解剖学:睡眠覚醒制御、摂食・体重制
御、不安・うつ行動の神経回路解明
創薬化学・有機化学:オレキシン作動薬、オピオ
イド系薬物の設計と合成の設計 ・ナルコレプ
シー治療薬の創出 ・鎮痛薬、抗鬱薬、頻尿治療
柳沢 正史,長瀬 薬、抗マラリア薬、原虫治療薬、抗癌薬の創出
生化学/ケミカルバイオロジー/遺伝学:生化学ケ
博,沓村 憲樹,
リュウ チンファ, ミカルバイオロジー・遺伝学的手法を統合的に活
用した、マウスの睡眠覚醒制御における鍵遺伝子
坂口 昌徳,ラザル
の同定
ス ミハエル,裏出 睡眠と記憶の脳科学:睡眠と記憶の関係の解明。
良博
このために光遺伝学や神経行動科学、多チャンネ
ル神経活動同時記録装置など、世界最先端の研究
手法を用いる。 ・成体脳のニューロン新生と睡
眠の関係の解明。
システムズ睡眠生物学:睡眠覚醒制御におけるア
デノシンおよびドーパミンの役割の解明
分子睡眠生物学:内因性睡眠物質による睡眠覚醒
調節機構の解明
神経科学:in vivo電気生理学および機能的イメー
ジングを用いた、睡眠/覚醒時における神経回路
ダイナミクスの解析を行う。

睡眠覚醒の謎の解明、睡眠障害治療への新しい
アプローチを目指した研究についての最新の研究
成果を発表の題材とし、研究内容に関する討論と
総合的知識の講義を行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を含
め、生命システム医学専攻が開講する複数の授業
に出席する。
睡眠医科学演習を開講する研究室とそのキーワー
ドは以下の通りである。
分子薬理学:睡眠覚醒制御の根本的メカニズムの
解明 ・遺伝性睡眠異常マウス家系の樹立と原因
遺伝子の同定
機能神経解剖学:睡眠覚醒制御、摂食・体重制
御、不安・うつ行動の神経回路解明
創薬化学・有機化学:オレキシン作動薬、オピオ
イド系薬物の設計と合成の設計 ・ナルコレプ
シー治療薬の創出 ・鎮痛薬、抗鬱薬、頻尿治療
柳沢 正史,長瀬 薬、抗マラリア薬、原虫治療薬、抗癌薬の創出
生化学/ケミカルバイオロジー/遺伝学:生化学ケ
博,沓村 憲樹,
リュウ チンファ, ミカルバイオロジー・遺伝学的手法を統合的に活
用した、マウスの睡眠覚醒制御における鍵遺伝子
坂口 昌徳,ラザル
の同定
ス ミハエル,裏出 睡眠と記憶の脳科学:睡眠と記憶の関係の解明。
良博
このために光遺伝学や神経行動科学、多チャンネ
ル神経活動同時記録装置など、世界最先端の研究
手法を用いる。 ・成体脳のニューロン新生と睡
眠の関係の解明。
システムズ睡眠生物学:睡眠覚醒制御におけるア
デノシンおよびドーパミンの役割の解明
分子睡眠生物学:内因性睡眠物質による睡眠覚醒
調節機構の解明
神経科学:in vivo電気生理学および機能的イメー
ジングを用いた、睡眠/覚醒時における神経回路
ダイナミクスの解析を行う。

備考

科目番号

科目名

02EW434 睡眠医科学演習II

02EW435 睡眠医科学実験実習I

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

2

3

2.0

2.0

1・2

1・2

秋ABC

春ABC

曜時限

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

睡眠覚醒の謎の解明、睡眠障害治療への新しい
アプローチを目指した研究についての最新の研究
成果を発表の題材とし、研究内容に関する討論と
総合的知識の講義を行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を含
め、生命システム医学専攻が開講する複数の授業
に出席する。
睡眠医科学演習を開講する研究室とそのキーワー
ドは以下の通りである。
分子薬理学:睡眠覚醒制御の根本的メカニズムの
解明 ・遺伝性睡眠異常マウス家系の樹立と原因
遺伝子の同定
機能神経解剖学:睡眠覚醒制御、摂食・体重制
御、不安・うつ行動の神経回路解明
創薬化学・有機化学:オレキシン作動薬、オピオ
イド系薬物の設計と合成の設計 ・ナルコレプ
シー治療薬の創出 ・鎮痛薬、抗鬱薬、頻尿治療
柳沢 正史,長瀬 薬、抗マラリア薬、原虫治療薬、抗癌薬の創出
生化学/ケミカルバイオロジー/遺伝学:生化学ケ
博,沓村 憲樹,
リュウ チンファ, ミカルバイオロジー・遺伝学的手法を統合的に活
用した、マウスの睡眠覚醒制御における鍵遺伝子
坂口 昌徳,ラザル
の同定
ス ミハエル,裏出 睡眠と記憶の脳科学:睡眠と記憶の関係の解明。
良博
このために光遺伝学や神経行動科学、多チャンネ
ル神経活動同時記録装置など、世界最先端の研究
手法を用いる。 ・成体脳のニューロン新生と睡
眠の関係の解明。
システムズ睡眠生物学:睡眠覚醒制御におけるア
デノシンおよびドーパミンの役割の解明
分子睡眠生物学:内因性睡眠物質による睡眠覚醒
調節機構の解明
神経科学:in vivo電気生理学および機能的イメー
ジングを用いた、睡眠/覚醒時における神経回路
ダイナミクスの解析を行う。

睡眠覚醒の謎の解明、睡眠障害治療への新しい
アプローチを目指した研究についての最新の研究
成果を発表の題材とし、研究内容に関する討論と
総合的知識の講義を行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を含
め、生命システム医学専攻が開講する複数の授業
に出席する。
睡眠医科学実験実習を開講する研究室とそのキー
ワードは以下の通りである。
分子薬理学:睡眠覚醒制御の根本的メカニズムの
解明 ・遺伝性睡眠異常マウス家系の樹立と原因
遺伝子の同定
機能神経解剖学:睡眠覚醒制御、摂食・体重制
御、不安・うつ行動の神経回路解明
創薬化学・有機化学:オレキシン作動薬、オピオ
イド系薬物の設計と合成の設計 ・ナルコレプ
シー治療薬の創出 ・鎮痛薬、抗鬱薬、頻尿治療
柳沢 正史,長瀬 薬、抗マラリア薬、原虫治療薬、抗癌薬の創出
生化学/ケミカルバイオロジー/遺伝学:生化学ケ
博,沓村 憲樹,
リュウ チンファ, ミカルバイオロジー・遺伝学的手法を統合的に活
用した、マウスの睡眠覚醒制御における鍵遺伝子
坂口 昌徳,ラザル
の同定
ス ミハエル,裏出 睡眠と記憶の脳科学:睡眠と記憶の関係の解明。
良博
このために光遺伝学や神経行動科学、多チャンネ
ル神経活動同時記録装置など、世界最先端の研究
手法を用いる。 ・成体脳のニューロン新生と睡
眠の関係の解明。
システムズ睡眠生物学:睡眠覚醒制御におけるア
デノシンおよびドーパミンの役割の解明
分子睡眠生物学:内因性睡眠物質による睡眠覚醒
調節機構の解明
神経科学:in vivo電気生理学および機能的イメー
ジングを用いた、睡眠/覚醒時における神経回路
ダイナミクスの解析を行う。

備考

科目番号

科目名

02EW436 睡眠医科学実験実習II

02EW437 睡眠医科学特論I

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

3

1

2.0

2.0

1・2

1・2

秋ABC

春ABC

曜時限

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

備考

睡眠覚醒の謎の解明、睡眠障害治療への新しい
アプローチを目指した研究についての最新の研究
成果を発表の題材とし、研究内容に関する討論と
総合的知識の講義を行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を含
め、生命システム医学専攻が開講する複数の授業
に出席する。
睡眠医科学実験実習を開講する研究室とそのキー
ワードは以下の通りである。
分子薬理学:睡眠覚醒制御の根本的メカニズムの
解明 ・遺伝性睡眠異常マウス家系の樹立と原因
遺伝子の同定
機能神経解剖学:睡眠覚醒制御、摂食・体重制
御、不安・うつ行動の神経回路解明
創薬化学・有機化学:オレキシン作動薬、オピオ
イド系薬物の設計と合成の設計 ・ナルコレプ
シー治療薬の創出 ・鎮痛薬、抗鬱薬、頻尿治療
柳沢 正史,長瀬 薬、抗マラリア薬、原虫治療薬、抗癌薬の創出
生化学/ケミカルバイオロジー/遺伝学:生化学ケ
博,沓村 憲樹,
リュウ チンファ, ミカルバイオロジー・遺伝学的手法を統合的に活
用した、マウスの睡眠覚醒制御における鍵遺伝子
坂口 昌徳,ラザル
の同定
ス ミハエル,裏出 睡眠と記憶の脳科学:睡眠と記憶の関係の解明。
良博
このために光遺伝学や神経行動科学、多チャンネ
ル神経活動同時記録装置など、世界最先端の研究
手法を用いる。 ・成体脳のニューロン新生と睡
眠の関係の解明。
システムズ睡眠生物学:睡眠覚醒制御におけるア
デノシンおよびドーパミンの役割の解明
分子睡眠生物学:内因性睡眠物質による睡眠覚醒
調節機構の解明
神経科学:in vivo電気生理学および機能的イメー
ジングを用いた、睡眠/覚醒時における神経回路
ダイナミクスの解析を行う。

睡眠覚醒の謎の解明、睡眠障害治療への新しい
昼夜制学生に限る
アプローチを目指した研究についての最新の研究
成果を発表の題材とし、研究内容に関する討論と
総合的知識の講義を行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を含
め、生命システム医学専攻が開講する複数の授業
に出席する。
睡眠医科学特論を開講する研究室とそのキーワー
ドは以下の通りである。
分子薬理学:睡眠覚醒制御の根本的メカニズムの
解明 ・遺伝性睡眠異常マウス家系の
樹
立と原因遺伝子の同定
機能神経解剖学:睡眠覚醒制御、摂食・体重制
御、不安・うつ行動の神経回路解明
創薬化学・有機化学:オレキシン作動薬、オピオ
イド系薬物の設計と合成の設計 ・ナル
コレプシー治療薬の創出 ・鎮痛
薬、抗鬱薬、頻尿治療薬、抗マラリ
柳沢 正史,長瀬
ア薬、原虫治療薬、抗癌薬の創出
博,沓村 憲樹,
生化学/ケミカルバイオロジー/遺伝学:生化学ケ
リュウ チンファ, ミカルバイオロジー・遺伝学的手法を統合的に活
坂口 昌徳,ラザル 用した、マウスの睡眠覚醒制御における鍵遺伝子
ス ミハエル,裏出 の同定
睡眠と記憶の脳科学:睡眠と記憶の関係の解明。
良博
このために光遺伝学や神経行動科学、多チャンネ
ル神経活動同時記録装置など、世界最先端の研究
手法を用いる。 ・成体脳のニューロン新生と睡
眠の関係の解明。
システムズ睡眠生物学:睡眠覚醒制御におけるア
デノシンおよびドーパミンの役割の解明
分子睡眠生物学:内因性睡眠物質による睡眠覚醒
調節機構の解明
神経科学:in vivo電気生理学および機能的イメー
ジングを用いた、睡眠/覚醒時における神経回路
ダイナミクスの解析を行う。

科目番号

科目名

02EW438 睡眠医科学特論II

02EW439 睡眠医科学実験実習I

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

3

2.0

2.0

1・2

1・2

秋ABC

春ABC

曜時限

応談

応談

教室

担当教員

授業概要

備考

睡眠覚醒の謎の解明、睡眠障害治療への新しい
昼夜制学生に限る
アプローチを目指した研究についての最新の研究
成果を発表の題材とし、研究内容に関する討論と
総合的知識の講義を行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を含
め、生命システム医学専攻が開講する複数の授業
に出席する。
睡眠医科学特論を開講する研究室とそのキーワー
ドは以下の通りである。
分子薬理学:睡眠覚醒制御の根本的メカニズムの
解明 ・遺伝性睡眠異常マウス家系の樹立と原因
遺伝子の同定
機能神経解剖学:睡眠覚醒制御、摂食・体重制
御、不安・うつ行動の神経回路解明
創薬化学・有機化学:オレキシン作動薬、オピオ
イド系薬物の設計と合成の設計 ・ナルコレプ
シー治療薬の創出 ・鎮痛薬、抗鬱薬、頻尿治療
柳沢 正史,長瀬 薬、抗マラリア薬、原虫治療薬、抗癌薬の創出
生化学/ケミカルバイオロジー/遺伝学:生化学ケ
博,沓村 憲樹,
リュウ チンファ, ミカルバイオロジー・遺伝学的手法を統合的に活
用した、マウスの睡眠覚醒制御における鍵遺伝子
坂口 昌徳,ラザル
の同定
ス ミハエル,裏出 睡眠と記憶の脳科学:睡眠と記憶の関係の解明。
良博
このために光遺伝学や神経行動科学、多チャンネ
ル神経活動同時記録装置など、世界最先端の研究
手法を用いる。 ・成体脳のニューロン新生と睡
眠の関係の解明。
システムズ睡眠生物学:睡眠覚醒制御におけるア
デノシンおよびドーパミンの役割の解明
分子睡眠生物学:内因性睡眠物質による睡眠覚醒
調節機構の解明
神経科学:in vivo電気生理学および機能的イメー
ジングを用いた、睡眠/覚醒時における神経回路
ダイナミクスの解析を行う。

睡眠覚醒の謎の解明、睡眠障害治療への新しい
昼夜制学生に限る
アプローチを目指した研究についての最新の研究
成果を発表の題材とし、研究内容に関する討論と
総合的知識の講義を行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を含
め、生命システム医学専攻が開講する複数の授業
に出席する。
睡眠医科学実験実習を開講する研究室とそのキー
ワードは以下の通りである。
分子薬理学:睡眠覚醒制御の根本的メカニズムの
解明 ・遺伝性睡眠異常マウス家系の樹立と原因
遺伝子の同定
機能神経解剖学:睡眠覚醒制御、摂食・体重制
御、不安・うつ行動の神経回路解明
創薬化学・有機化学:オレキシン作動薬、オピオ
イド系薬物の設計と合成の設計 ・ナルコレプ
シー治療薬の創出 ・鎮痛薬、抗鬱薬、頻尿治療
柳沢 正史,長瀬 薬、抗マラリア薬、原虫治療薬、抗癌薬の創出
生化学/ケミカルバイオロジー/遺伝学:生化学ケ
博,沓村 憲樹,
リュウ チンファ, ミカルバイオロジー・遺伝学的手法を統合的に活
用した、マウスの睡眠覚醒制御における鍵遺伝子
坂口 昌徳,ラザル
の同定
ス ミハエル,裏出 睡眠と記憶の脳科学:睡眠と記憶の関係の解明。
良博
このために光遺伝学や神経行動科学、多チャンネ
ル神経活動同時記録装置など、世界最先端の研究
手法を用いる。 ・成体脳のニューロン新生と睡
眠の関係の解明。
システムズ睡眠生物学:睡眠覚醒制御におけるア
デノシンおよびドーパミンの役割の解明
分子睡眠生物学:内因性睡眠物質による睡眠覚醒
調節機構の解明
神経科学:in vivo電気生理学および機能的イメー
ジングを用いた、睡眠/覚醒時における神経回路
ダイナミクスの解析を行う。

科目番号

科目名

02EW440 睡眠医科学実験実習II

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

3

2.0

1・2

秋ABC

曜時限

応談

教室

担当教員

授業概要

備考

睡眠覚醒の謎の解明、睡眠障害治療への新しい
昼夜制学生に限る
アプローチを目指した研究についての最新の研究
成果を発表の題材とし、研究内容に関する討論と
総合的知識の講義を行う。
履修学生自身の研究指導教員が開講する授業を含
め、生命システム医学専攻が開講する複数の授業
に出席する。
睡眠医科学実験実習を開講する研究室とそのキー
ワードは以下の通りである。
分子薬理学:睡眠覚醒制御の根本的メカニズムの
解明 ・遺伝性睡眠異常マウス家系の樹立と原因
遺伝子の同定
機能神経解剖学:睡眠覚醒制御、摂食・体重制
御、不安・うつ行動の神経回路解明
創薬化学・有機化学:オレキシン作動薬、オピオ
イド系薬物の設計と合成の設計 ・ナルコレプ
シー治療薬の創出 ・鎮痛薬、抗鬱薬、頻尿治療
柳沢 正史,長瀬 薬、抗マラリア薬、原虫治療薬、抗癌薬の創出
生化学/ケミカルバイオロジー/遺伝学:生化学ケ
博,沓村 憲樹,
リュウ チンファ, ミカルバイオロジー・遺伝学的手法を統合的に活
用した、マウスの睡眠覚醒制御における鍵遺伝子
坂口 昌徳,ラザル
の同定
ス ミハエル,裏出 睡眠と記憶の脳科学:睡眠と記憶の関係の解明。
良博
このために光遺伝学や神経行動科学、多チャンネ
ル神経活動同時記録装置など、世界最先端の研究
手法を用いる。 ・成体脳のニューロン新生と睡
眠の関係の解明。
システムズ睡眠生物学:睡眠覚醒制御におけるア
デノシンおよびドーパミンの役割の解明
分子睡眠生物学:内因性睡眠物質による睡眠覚醒
調節機構の解明
神経科学:in vivo電気生理学および機能的イメー
ジングを用いた、睡眠/覚醒時における神経回路
ダイナミクスの解析を行う。

医学研究で用いられるサンプリング手法, 統計手 必修

02EX290 疫学特論

1

2.0

1・2

秋AB

木5,6

我妻 ゆき子,岡田 法の理解及びその結果の正しい解釈ができ, 自ら
医学研究を計画したときに応用できるようになる
昌史
ことを目標とする。

秋ABC

水5
集中

熊谷 嘉人,松﨑
ン・ケアに根ざした社
一葉,蕨 栄治,笹 ・化学修飾を受けたタンパク質を感知する細胞内 会医学専門家養成プロ
グラム学生のみ対象
原 信一朗,新開 品質管理システム
泰弘

・親電子性環境化学物質のケミカルバイオロジー トータル・ヒューマ

02EW176 環境衛生学特論

1

3.0

1・2

・生活習慣病の動態と国際比較

02EW183 地域医療学特論

1

3.0

1

通年

水6

土屋 尚之,山岸
良匡

・生活習慣病の危険因子分析とその解釈

トータル・ヒューマ
ン・ケアに根ざした社
会医学専門家養成プロ
グラム学生のみ対象

・地域における予防対策の評価方法
・内因性急死の発生機序の解明
・DNA多型の個人織別への応用

トータル・ヒューマ
ン・ケアに根ざした社
会医学専門家養成プロ
グラム学生のみ対象

・薬毒物測定法の開発およびその応用

02EW197 法医学特論

1

3.0

1・2

通年

火1

本田 克也
・中毒のメカニズムの解明
・中毒情報の収集とその解析

02EW203 国際医療学特論

02EW301 社会精神保健学特講

02EW302 福祉医療学特講

1

1

1

3.0

3.0

3.0

1・2

1・2

1・2

通年

通年

通年

集中

火5

狩野 繁之,濱端
崇

総合
森田 展彰
D743

地球規模での人口の動態、環境保全、貧富、文化
に基づいた医療の問題を概説し、特に熱帯医学、
国際感染症学、国際医療協力についての実例につ
いて演習し問題の解決策を策定する。

トータル・ヒューマ
ン・ケアに根ざした社
会医学専門家養成プロ
グラム学生のみ対象

児童虐待、犯罪、DV、被害者ケア、アルコール・
薬物乱用、PTSDなどメンタルヘルスが関わる今日
の社会問題を取りあげ、基礎知識および評価や介
入の方法を習得する。

トータル・ヒューマ
ン・ケアに根ざした社
会医学専門家養成プロ
グラム学生のみ対象

医療の高度化や人口の高齢化に伴い「チームケ
ア」の重要性が高まっている。医療から生活支援
を目的とする福祉への流れを理解するため、高齢
者の疾病・障害の特徴、医療・福祉を支える多く
の専門職種間の連携などを中心として学習する。

トータル・ヒューマ
ン・ケアに根ざした社
会医学専門家養成プロ
グラム学生のみ対象

応談

柳 久子

応談

大久保 一郎,本田 費、環境保健政策等の現状とその課題を論じ、こ 会医学専門家養成プロ
れらの分析に必要となる基本的な研究方法を解説 グラム学生のみ対象
靖,近藤 正英

保健医療政策学の基礎を修得するために、保健医 トータル・ヒューマ
療制度、医療供給体制、医療保険制度、国民医療 ン・ケアに根ざした社

02EW303 保健医療政策学特講

1

3.0

1・2

通年

する。

02EW304

ヘルスサービスリサー
チ特講

1

3.0

1

通年

木4

田宮 菜奈子

国内外のヘルスサービスリサーチに関するトピッ
クスを紹介するとともに、仮説のたて方や研究デ
ザインなど、それぞれの実践現場で経験してきた
問題点を検証していくために必要となる、ヘルス
サービスリサーチの基礎の修得を目的とする。

トータル・ヒューマ
ン・ケアに根ざした社
会医学専門家養成プロ
グラム学生のみ対象

